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1. 趣旨
本スタディーツアーは、ASEAN 共同体を陸路で繋ぐメコン経済回廊（本年度は「東部・南部経済
回廊」
：2020 年 2 月 23 日～3 月４日実施）を巡るスタディツアーである。ASEAN 共同体、メコン
地域（特に、タイ、カンボジア、ベトナムの三ヶ国）に関する事前・事後講義、及び現地でのブ
リーフィング受講と訪問視察等の実体験を組み合わせた、上智大学グローバル教育センターが提
供する正規科目として海外実践型プログラム（2 単位付与）であり、上智学院等の出資により 2019
年 4 月にタイのバンコクに創設された教育・研修事業会社である Sophia Global Education and
Discovery Co., Ltd. (Sophia GED)の協力を得て企画・実施された。
ASEAN 共同体の主要課題である域内・国内格差の是正と「中所得国の罠」からの脱却について
の取り組みに触れ、ダイナミックに変貌するメコン地域の政治・経済・社会・歴史・文化につい
て知見を深め、持続可能な ASEAN 共同体の形成過程を実感する（肌で感じる）ことを目的とする。
経済成長やインフラ整備だけでなく、格差是正、教育・人材育成、社会開発、環境・文化保全の
観点から多面的に把握し、持続可能な ASEAN 共同体の構築に資する問題発見と問題解決の方策を
見出せるアジア人材を育成することを目指している。
具体的には、参加者が、メコン経済回廊の拠点における物流・ロジスティクス現場、経済特区
における工場、インフラ建設現場、国境を超える人の移動や教育・人材育成の現場、アンコール
遺跡群等の世界遺産やメコン地域の歴史（カンボジアにおけるポルポト時代の虐殺等の負の遺産
を含む）を刻む博物館、コミュニティー開発の現場、政府機関、研究所、等を訪問しながら学修
する。さらに、王立プノンペン大学、ベトナム国家大学ホーチミン市校、等を訪問し、参加学生
と同世代の若者との交流も予定されている。
このように、日本にとって死活的な関係性を持つメコン・ASEAN 地域の現在と将来について学
修・体験し、メコン地域における日本のプレゼンスの実情を把握することによって、参加者の今
後の勉学とキャリア形成において、自身の立ち位置を考えるきっかけとなることが期待される。
尚、本スタディー・ツアーは、2016 年度夏学期は、
「東西経済回廊編（タイ→ラオス→ベトナ
ム）
」
、2017 年度夏学期は、
「南北経済回廊編（ベトナム→ラオス→タイ）
」
、2018 年度夏学期は「南
部・東部経済回廊編（ベトナム→カンボジア→タイ）
」
、2019 年度春学期は、
「東西経済回廊編（タ
イ→ラオス→ベトナム） として実施され、2019 年度夏学期の「東部・南部経済回廊編（タイ→
カンボジア→ベトナム）
」にて、主な経済回廊を踏破し、
「南北経済回廊編（2020 年春学期に実施
予定）を除いてそれぞれ 2 回目のスタディーツアーを実施することとなった。
本報告書は、これまでのメコン経済回廊スタディーツアーの成果や教訓を踏まえつつ、参加学
生のイニシアティブによって作成されたものである。従って、
「持続可能な ASEAN 共同体」の構築
へ向けた諸課題にかかる調査研究というよりも、訪問先の概要、その際に受けたレクチャーやブ
リーフィングの内容と感想、メコン経済回廊スタディーツアーに参加した全体感想によって構成
されている。今回のスタディー・ツアーを通して参加者それぞれが発見した問題と解決策の糸口
をきっかけに、より深い分析と考察が行わることを期待するものである。
廣里恭史
上智大学グローバル教育センタ―長 / Sophia Global Education and Discovery Co., Ltd. 代表取締役
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2. 参加者情報
学生参加者
氏名

学科

学年

1

橋本 晴菜

総合グローバル学科

2

2

平賀 彩佳

法律学科

2

3

平井 里佳子

総合グローバル学科

1

4

金田 耕一

法律学科

4

5

金子 万葉

看護学科

3

6

木下 紅実花

経済学科

1

7

小島 菜生

経済学科

4

8

倉地 ゆきの

総合グローバル学科

1

9

桑津 理菜

経済学科

2

10

水野 紗伎奈

看護学科

1

11

武者 光咲

総合グローバル学科

1

12

永嶋 史緒

新聞学科

2

13

麻見 友梨香

国際関係法学科

2

14

大塚 龍二朗

新聞学科

3

15

清水 沙輝

経済学科

2

16

山賀 絵梨香

経済学科

2

引率者
氏名
1

廣里 恭史

所属・役職
上智大学 グローバル教育センター教授
Sophia GED 代表取締役

2

新 江梨佳

Sophia GED プログラムディレクター
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3. 旅程
メコン経済回廊スタディーツアー（東部・南部回廊編） ：2020/2/23 – 3/4
日程
1

日付

都市

2/23（日） 東京

2

3

4

2/24（月） バンコク

2/25（火） バンコク

2/26（水） バンコク

時間

行程・訪問先

宿泊

10:00 - 14:30

東京（成田）→ ハノイ（乗継） VN311

15:40 - 17:55

ハノイ→ バンコク VN619

19:30

ホテル着

9:30 - 12:00

シーカーアジア 財団訪問（クロントゥーイスラム）

バンコク

14:00 - 15:00

SMBC/SBCS 訪問

ASIA Hotel

10:00 - 11:00

東部経済回廊事務局（JSPS オフィス会議室）

Bangkok

11:00 - 12:00

Sophia GED 訪問、キャリアセミナー

14:00 - 15:00

アマタナコン工業団地見学

15:00 - 16:00

イオンモール（シラチャー）

8:30 - 14:00

バンコク → タイ-カンボジア国境（ポイペト）
陸路国境で出入国

14:30 - 16:00

シェムリアップ
5

6

2/27（木） シェムリアップ

ポイペト経済特区
Sumitronics Manufacturing (Cambodia) Co.,Ltd. 企業訪

シェムリアップ

問

Reaksmey

19:30

シェムリアップ着

Chanreas Hotel

11:00 - 12:00

上智大学アジア人材養成研究センター訪問

12:00 - 12:30

シハヌーク・イオン博物館見学

12:30 - 16:30

アンコール・ワット見学

2/28（金） シェムリアップ

アンコール・ワット（任意）
11:25 - 12:15

シェムリアップ → プノンペン K6 108

プノンペン

13:45 - 16:30

王立プノンペン大学 (RUPP) 訪問・交流

2/29（土） プノンペン

10:00 - 11:00

トゥールスレン虐殺博物館見学

13:00 - 14:00

キリングフィールド見学

10:30

ネアックルン橋（つばさ橋）

12:30

カンボジア - ベトナム国境（バベット）陸路国境で出入国

15:00 - 16:00

ミトー訪問

ホーチミン

17:30

ホーチミン着

ホーチミン

10:30 - 11:30

戦争証跡博物館見学

14:00 - 15:00

iCRAFT JPN VIETNAM Corp 企業訪問

AM

ベトナム国家大学訪問準備

14:00 - 16:30

ベトナム国家大学ホーチミン市校 (VNU) 訪問・交流

21:00

フライトチェックイン

0:10 - 7:45

ホーチミン → 東京（成田） VN300

プノンペン
Diamond Hotel
7

8

3/1（日）

プノンペン

ホーチミンシティ
Catina Saigon
Hotel
9

10

11

3/2（月）

3/3（火）

3/4（水）

ホーチミン

東京
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機内泊

4. 訪問先報告
シーカ・アジア財団（2020 年 2 月 24 日）
ブリーフィング担当者：Ms. Sasithorn Mayer、八木沢克昌氏（アジア地域ディレクター）
担当：倉地ゆきの、山賀絵梨香
•

訪問先の概要
1987 年より難民救済活動を開始した現・公益社団法人シャンティ国際ボランティア会のタイ事

務所から始まり、1991 年にタイ現地法人格を取得したことでタイの子どもの教育支援を行うシー
カ・アジア財団が設立された。主な活動は、コミュニティ図書館事業、移動図書館事業、学生寮
事業、奨学金事業、保育園事業「シーカ・アジア保育園」
、緊急救援事業などがある。また、新し
いクラフト事業では貧困地区で新ブランドを作り、スラムの悪いイメージを払拭する活動も行っ
ている。
•

ブリーフィング内容
・様々な教育支援団体がある中でシーカ・アジア団体の特徴や強みは何か。
→国連とのネットワークやスラム内に拠点を置くことで現地の人との信頼関係や団体元がシャ

ンティ国際ボランティアのため国連などとネットワークがある点。ゆえに少数民族への支援も行
っているが、日本の団体であるためタイ国内でスポンサーを探すのが難しいという側面もある。
・地方自治体に対して NGO はどのようなアプローチをしているのか。
→NGO は社会の変革を目的としており、他のアクターとの架け橋的役割を担っている。本来行政
がやるべき事業を NGO が始め、ある程度軌道に乗ったら行政に委託し、継続させてもらう。
・子どもの教育支援を浸透させることに対してどのような困難があったか。
→山奥の少数民族は都市部に比べて情報が得られない、また親が教育を受けていない部分があ
り、勉強よりお金を稼ぐことの方が大切だと考える人がまだ多いが一方で、多くの人が教育の必
要性を理解しているが、大学に行くお金がない。さらにタイは日本以上に学歴社会のため、国内
の大学では足りずお金をかけて海外の大学に行く人も少なくない。

クラフト事業

ブリーフィングの様子
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•

感想
一概に NGO といってもそれぞれの特徴がありこの企業はスラム内にあることが一番の強みであ

ると感じた。今回はコロナの中の訪問で信頼関係を崩さないためにもスラム街への立ち入りが出
来ないという徹底ぶりなど現地の人とともに活動し現地の人を尊重することが支援するにあたっ
て必要不可欠なことであると分かった。

SMBC・SBCS（2020 年 2 月 24 日）
ブリーフィング担当者：伊藤博氏（代表取締役）
、原嶋沙織氏、タナンパイ洋氏
担当：金田耕一、平賀彩佳
•

訪問先の概要
SMBC は日本を代表する大手都市銀行であり、タイには邦銀として最も早い 1952 年に進出して

いる。バンコック支店は現在、日系企業を中心に顧客企業 3000 社、従業員 500 名、荒利益 220
億円を誇り、タイ国内債券市場においても高いプレゼンスを持つ支店となっている。SBCS は日
本企業のタイ進出を支援する SMBC グループの投資会社として 1989 年に設立され、sophia GED
への出資者でもある。
•

ブリーフィング内容
2 月 24 日 14 時から 15 時過ぎまで（現地時間）の日程で、日系企業が多数入居する Q House

Lumpini の 16 階でお話いただいた。企業紹介をしていただいた後、日系企業と海外企業の双方
を経験されているお二方からタイ勤務のメリット（回ってくる役割の大きさ、住み心地など）や
大変だと思った点（仕事での常識や価値観が異なり工夫が求められるなど）についてお話いただ
いた。
ブリーフィング後半の質疑応答では、企業での信念について、お客様第一で仕事にあたること
と回答いただき、銀行はサービス業でありスピード、イノベーティングであることを重視してい
ることを学べた。また、日本とタイでの遵法意識の差について、仕事のやり方や感覚への違いは
あるが、遵法意識については大きな違いはないと回答をいただき、タイでのビジネスの肌感覚を
窺うことができた。
他にも質疑応答から、高齢化により AI 等による労働力節約の動きは盛んであるが、他国と同
様に、人が判断する仕事は減らないと見られていることや、海外で働くと一口に言っても、若手
の経験目的、ベテランの経験移転目的、就労ビザを獲得しての現地採用と様々であり、目的を考
えることが重要であるといったお話をいただいた。
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•

感想
日本を代表する大企業であり、古典的な「日系企業」意識が強いのではないかと想像してい

た。しかし、日本での働き方に固執しては海外では通用せず、進出先の人々の価値観にあわせて
事業に取組むのが当然だとの考えをうかがうことができ、これまでの日系企業へのイメージを改
めさせられた。

東部経済回廊事務局（2020 年 2 月 25 日）
ブリーフィング担当者：Mr. Hiran Rujirawirote
(Assistant Director, International Affairs)
担当：橋本晴菜、桑津理菜
•

訪問先の概要
東部経済回廊事務局,通称 EEC（East Economic Corridor）事務局は、国策としてタイ東南部で

総額 1.7 兆バーツ（約 6 兆円）の投資を通じ、インフラの整備やロボット産業、次世代自動車産
業など 12 の重点産業を誘致・育成する東部経済回廊開発の推進を担う政府機関である。タイ政府
は、東部経済回廊地域への海外投資を促進するため、新たな投資への優遇措置や、空港や高速鉄
道などのインフラ開発を進めている。
•

ブリーフィング内容
タイはこれまでの発展を３段階、1960 年代の農業、1970 年以降の軽工業、1990 年代の重化学工

業、に区別し今後の持続的に付加価値を創出する社会を「タイランド 4.0」と掲げた。タイランド
4.0 を達成するために農業テクノロジーや IT、人間開発など 12 分野の産業に力を入れている。
質問１ 東部経済回廊における政策やコンセプトの成果は何か。
A.タイ国内の産業高度化、先進化に多大な貢献をしていること。
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質問２ 東部経済回廊事務局の今後の計画は具体的に何があげられるか。
A.「タイランド 4.0」政策は IT 分野と生産技術のシステムを組み合わせ、海外からターゲッ
トなる産業への投資を増やすための政策を講じ、タイの経済構造と競争力を一新するための政
策でありモノのインターネット（IoT）が製造現場の生産ラインと各種工程でメリットをもた
らす。
質問３ 現在他のアジア諸国と同様に中所得国の罠に陥っているタイであるが、そこから脱
出し高所得国になるために何が必要となるか。
A．12 のターゲットとなっている産業をいくつかに特化するのではなく全てバランスよく成
熟させること。

•

感想
タイは IT 産業が発達していることを赴く前から耳にしており実際に数日間生活した中でも感

じる場面は多かったため、12 のターゲットの中に「農業」や「バイオテクノロジー」が含まれて
いることに驚きを隠せなかった。ただ、タイはこれまで国際的に高い競争力を武器に成長してき
たため、今後もテクノロジーを駆使し中国に依存しすぎないで農業やバイオテクノロジーが発達
すれば先進国の仲間入りができるのではないか、と考えた。

Sumitronics manufacturing (cambodia)Co.,Ltd.（2020 年 2 月 26 日）
ブリーフィング担当者：三船紀也氏
（代表取締役 /1992 年上智大学外国語学部ドイツ語学科卒）
担当：木下紅実花
•

訪問先の概要
スミトロニクスは、全世界に展開する住友商事グループの総合力を活かし、アジア、北米、欧

州等においてスミトロニクス独自のネットワークとシステムによるサプライチェーンマネジメン
ト体制を構築し、グローバルで電子機器製造受託サービス事業を展開している。デジタルカメラ
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やエアコン、コピー機、プリンタなど家電製品の他、エレベーターや銀行の ATM などの産業機器、
急速にエレクトロニクス化が進む車載機器、超音波診断装置などの医療機器の基板も製造し、セ
ットメーカーにとって不可欠な電子機器製造サービスパートナーとして高く評価されている。
•

ブリーフィング内容
タイで製造を手がける日系車載部品・家電メーカーをターゲットに、低コストかつ安定した電

子機器製造サービス事業を行っている。2017 年 1 月にタイプラスワンの一端を担う国として期待
されているカンボジアのタイの国境近くに位置するポイペト経済特別区で操業を開始。現在ほと
んど製造業がないカンボジアに日本のものづくりを持ちこんだ。従業員の平均年齢は 20.5 歳と若
く、従業員は三十五人ほど。工場内には、製造業の職場環境改善に用いられるスローガンである
５S（整理、整頓、清掃、清潔、しつけ）の大きな看板が掲げられている。

○ポイペト経済特別区に進出する企業のメリットとは？
1,タイのバンコクからベトナムのホーチミンまで結ぶ南部経済回路がカンボジア国内を横断し
ていること。タイ向けの輸出型製造拠点として最も地理的に近い国境を超えた場所である。タイ
へトラックをベースとして物流できる。
2,若い労働力。カンボジアは、人口に占める６５%が２０代以下である。さらに、近隣諸国に比
べて低い人件費が注目される。
3.ポイペト国境付近は、タイのインフラが使え、タイのサポートを受けやすい。
○逆のデメリットは？
1,通関の混雑（通関の道路、設備、処理の能力が足りていない）
2,大卒経験者の採用が難しい
3,生活の不便（エアコンが入った中で働く環境はここくらいしかない）
4,首都プノンペンからは遠い
•

感想
カンボジアに入って初めてこんなに綺麗な建物に入った。このような環境で仕事をするという

ことが貴重ということが実感でき、良い環境がカンボジアでも作れるということに驚いた。特に
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印象的だったのは、カンボジアではタイとは違い若い労働力が得られるということだ。人口の６
５％が２０代以下というのは衝撃だった。ただし、大学を卒業したとしても、能力が低い人が多
いそうだ。これからしっかりとした教育のもとで学業を積んだ人材を得ることができたら、もっ
とカンボジアは海外から期待される国になっていくのではないかと強く感じることができた。

上智大学アジア人材養成研究センター（2020 年 2 月 27 日）
ブリーフィング担当者：ラオ・キムリアン氏（研究員）
担当：麻見友梨香、平井里佳子

•

訪問先の概要
アジア人材養成研究センターは、”Men and women for others, with others”を建学の精神と

する上智大学が、1970 年からの内戦に苦しんだカンボジアにおいて文化振興と平和構築を支援す
るため、
「アンコール・ワットはカンボジア人の手で保存修復」を提唱し、カンボジアの人々と共
同して遺跡保存・修復や観光資源としての活用などの奉仕活動を行う施設である。
本センターは約二十年にわたる人材養成を行った結果、上智大学大学院におけるカンボジア人保
存官候補者の学位取得者は１７名に及び、現在も続いている。また、
「アンコール遺跡国際調査団」
を組織し「カンボジア人による、カンボジアのための、カンボジアの遺跡保存修復」という名目
のもと、カンボジア人とともにアンコール・ワットの修復工事を行っている。
•

ブリーフィング内容
当センター到着後、施設にある部屋でパワーポイントを使ったプレゼンをしていただいた。プ

レゼンはカンボジアがどういった歴史や文化をもつ国であり、16 世紀から続く日本との繋がり、
そしてそこで活動するアジア人材養成研究センターがどのような理念を持って事業を行っている
か、など詳細に渡った。
当センターは特に国際協力のあり方として、現地の人々自らの手による遺跡修復や文化振興を
重要視しており、
「国境のない信頼関係」を築くことにより実現してゆこうとしている。資金面な
ど課題はありつつも、民間だからこそ、政府の絡みがなく信念を通すことができる強みを軸に活
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動を進めてゆくことを強く感じさせるものであった。
•

感想
この日の日程としてはアンコール・ワット訪問の前に当センターを訪れ、様々なことを学習す

ることとなっていた。そのため、事前に得た知識を存分に咀嚼し照らしながらアンコール・ワッ
トを見学することができ、非常に良い機会となった。

アンコールワット（2020 年 2 月 27 日）
担当者：大塚龍二朗
•

訪問先の概要
アンコールワットは、ユネスコの世界文化遺産に登録されているアンコール遺跡群を代表する

寺院である。クメール語で、アンコールは王の都、ワットは寺院を意味する。カンボジアの国旗
の中央にも描かれており、この国を象徴ともいえる場所である。
環濠に囲まれ、２つの参道からしか侵入できないようになっている。周壁を抜ければ、広大な
土地にクメール建築の美しい寺院が建っているのを目の当たりにする。
第１、第２、第３回廊があり、それぞれの壁にはレリーフが彫られている。それぞれに意味が
あり、ラーマーヤナやマハーバーラタのような、神話をモチーフにしたものである。
•

ブリーフィング内容
観光で行ったので、特にブリーフィングは無い。写真を撮ったり、タイパンツを買ったりと、

自由にアンコールワットを見て回った。

•

感想
ツアー参加当初から楽しみにしていた場所だったので、最初に着いたときには非常に興奮した。

あのアンコールワットに来たという嬉しさは、この旅で一番大きなものだったかもしれない。
アンコールワットだけでなくアンコールトムの遺跡群もトゥクトゥクを使って回ったのだが、
どの遺跡も日本にはないオリエンタルな美しさだった。
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最も感動したのは、やはりサンセットとサンライズである。アンコールワットの真の美しさを
見たように感じた。様々な表情を持つアンコールワット、もう一度行けばきっと全く違う表情を
見せてくれるに違いない。また行きたいと強く思った。
一番面白かったのは、金子が入ろうとしたら短パン NG といわれて、急遽タイパンツを買う羽目
になり、結果足元見られてしまってめちゃくちゃボラれていた事だった。

王立プノンペン大学（2020 年 2 月 28 日）
ブリーフィング担当者：H.E. Dr.Chet Chealy, Rector, RUPP
Dr. Oum Ravy, Vice Rector, RUPP
担当：大塚龍二朗、永嶋史緒
•

訪問先の概要
王立プノンペン大学は、カンボジアの首都であるプノンペンにある国立大学である。略称は

RUPP(Royal University of Phnom Penh)。
１９６０年に、クメール王立大学として設立されたが、１９７０年にプノンペン大学に改称。
１９７５年にポルポト政権が始まり、１９７９年まで教育活動は停止されてしまう。その間に教
職員の多くが殺害されてしまう憂き目にあい、プノンペン大学は崩壊する。
１９８０年に教育活動が復活すると、教師の養成を目的とした高等師範学校が設置され、１９
８１年には外国語研究所（IFL）が設置され、外国語教師の養成も始まった。
１９８８年に高等師範学校と IFL を合併して新たにプノンペン大学が復活する。
そして、１９８８年、王立プノンペン大学に改称され、今に至る。
•

ブリーフィング内容
到着後、学生たちのいる教室に移動した。現地生徒と上智大学生とが入り混じる形で席に着く

と、RUPP の学長と副学長からご挨拶を頂いた。廣里先生と懇意であるというお話を伺い、廣里先
生の凄さを改めて感じた。その後、廣里先生のお話があり、記念撮影と記念品の贈呈を行った。
ブリーフィングは、RUPP の生徒が主導して進んでいった。もちろん全編英語だ。
まず、RUPP の生徒代表と思われる少女による、RUPP の紹介プレゼンテーションを受けた。王立
プノンペン大学がどんな場所で、どのような歴史があるかを教えていただいた。
次に、私たちが上智大学のプレゼンテーションを行った。
その後、生徒同士のトークタイムが設けられ、親交を深めた。生徒にマイクを渡して他己紹介
するようなコーナーもあり、非常に盛り上がった。
その後、学内を散歩して記念撮影をして、解散した。
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•

感想
カンボジアのトップの大学とはいえ、同い年やそれ以下の年齢の学生が流暢に英語を操ってい

ることに衝撃を受けた。上智も日本においては上の方の大学で、今までいい環境にいたからこそ
入れたので、環境がプノンペン大学の生徒と大きく違うわけではない。日本で暮らす分にはなん
となくでやって来られてしまったが、世間話ですらたどたどしくなってしまうことが悔しかった。
（永嶋）
多分、自分はこのツアー参加者の中で１番英語が話せない。なのになぜ RUPP の担当になったの
か、いまだにわからない。このあと自分のつたない英語で上智大学をプレゼンテーションするの
かと考えていたら恥ずかしくなってしまい、RUPP の紹介プレゼンテーションを聞いているときは
申し訳ないがほとんど上の空だった。
しかし、プレゼンテーションが終わってしまえば一気に胸のつかえが取れて、あとはおしゃべ
りだけである。他己紹介のコーナーではややウケもとれたので、良かったとしよう。
RUPP の学生たちが日本についてそこまで興味がなさそうなのが残念だった。 （大塚）

トゥールスレン虐殺博物館（2020 年 2 月 29 日）
担当：金田耕一
•

訪問先の概要
トゥールスレン虐殺博物館は、カンボジア共産党（クメール・ルージュ）が首都プノンペンの

中心部にあった高校を改造して政治犯収容所としていた史跡を、当時の残虐行為を後世に伝える
べく博物館として公開している施設である。極端な反知性主義に基づく粛清に、農業共産主義政
策の失敗の原因を反革命派の存在に結びつけた党中央部の被害妄想が結びついて、1976 年から 2
年余りの間に全国各地で繰り広げられた拷問・虐殺の代表的な舞台である。
•

ブリーフィング内容
2 月 29 日 10 時から 2 時間ほどかけて、参加メンバーが各人のペースで音声ガイドを聴きなが

ら内部を観て回った。ベトナム戦争を背景にカンボジア共産党が首都プノンペンを掌握した歴史
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から、施設で起きていたこと、党指導者への責任追及についてまで展示されていた。
都市文明を否定する政策によって都市住民は農村部に集団移住させられ、廃墟と化した首都に
あった高校は愚民政策の下で政治犯収容所として使用されていた。教室が独房や拷問室に、運動
遊具が拷問器具として使用され、逃亡や自殺防止のため施設の外周や校舎の周囲には鉄条網が張
り巡らされたりていた様子がほぼそのままの形で残されており、間近に見ることが出来るだけで
なく、直接触れることのできる部分も少なくなかった。反革命派であると疑いをかけられ、指数
関数的に増えていった収容者は一般市民や医師、法律家、大学教授、芸術家といった専門家、十
代の党員まで含まれ、家族ごと収容され、そして処刑されていったことが、写真、文書、裁判で
の証言といった多くの形で記録として残っていた。校庭だった部分には、現在は慰霊碑や墓石が
設置され、多くの人々がこの施設に連行され、ここで命を落としたことを静かに伝えていた。
トゥールスレンを訪れた日の午後には、この施設に収容された人を処刑すべく設けられたとさ
れるチュンエクのキリング・フィールドを訪問した。二つの施設に足を踏み入れ、直に観る機会
を得たことで、クメール・ルージュ時代の悲惨な歴史を、実際にあったものとして受け止める貴
重な機会となった。

•

感想
中心街の大通りからすぐのところに、鉄条網と塀に囲まれた物々しい施設が存在することに驚

きを隠せなかった。非現実的な印象さえ抱かせると同時に、かつていかに異様なことが繰り広げ
られていたかをうかがわせているように感じた。博物館には、記録のため撮影された顔写真が多
く展示されており、これだけ多くの人がこの施設に送り込まれていたのか衝撃を受け、そしてそ
の一枚一枚から、時の政権に振り回され翻弄された人々の苦しみに思いを巡らせずにはいられな
かった。

キリングフィールド

（2020 年 2 月 29 日）

担当：橋本晴菜
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•

訪問先の概要
１９７５年から４年間、カンボジアはポルポト政権率いるクメールルージュによって支配され

た民主カンプチアという国でした。都市部に住んでいた人々は田舎に移動させられ強制労働を強
いられました。さらに教師や医者などの知識人は政府の反対勢力となりかねないとされ、拷問や
体罰を受けた後、キリングフィールドに強制連行され虐殺が行われました。ここで 200 万人以上
ものカンボジア人が殺害されたといわれています。
•

ブリーフィング内容
スタディツアー7 日目の 2 月 29 日にトゥール・スレン虐殺博物館を訪問した後、私たちはキリ

ングフィールドに訪れました。キリングフィールドはポルポト政権による虐殺の舞台となった場
所がほぼそのままの状態で保存されており、私たちはそれぞれオーディオガイドをかりて説明を
聞きながら見て回りました。虐殺された人々の遺骨や衣服、虐殺に使われた凶器が展示されてい
たり、虐殺が行われた小屋がそのまま残っていました。どれも衝撃的で言葉が出ませんでした。

•

感想
私の印象に強く残っているのは、敷地内にあった木（写真：左上）です。赤ちゃんを殺すとき

に頭をこの木にたたきつけて殺したそうです。キリングフィールドでは知識人だけではなく女性
や子供などもが虐殺されました。
「雑草を取り除くには根こそぎ」というポルポトの言葉にあるよ
うに、復讐を恐れたポルポトは知識人の家族をも殺しました。このような事件が今から４０年ほ
ど前というあまり遠くない時代に起きていたということを考えるととても恐ろしいなと思いまし
た。私たちはこの虐殺のことを忘れてはいけないし、二度と起こらないようにしていかなければ
ならないと強く実感しました。
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ベトナム

戦争証跡博物館

（2020 年 3 月 2 日）

担当者 永嶋史緒
•

訪問先の概要
ベトナム戦争がベトナムの人々に与えた影響を示すことを目的とした展示品を擁する博物館。

「アメリカ・傀儡政府犯罪展示館」との名称で 1975 年 4 月 9 日に設立、その後、1990 年に「侵略
戦争犯罪展示館」と名称を変更、1995 年 4 月 7 日には「戦争証跡博物館」となった。この博物館
は、ベトナム公立博物館に属し、平和のための博物館国際ネットワーク(INMP)と国際博物館会議
(ICOM)のメンバーで、ベトナムの人々の平和の願いとベトナム侵略戦争の事跡についての研究、
収集、確認、保管、展示および教育する機能を有している。
•

ブリーフィング内容
入り口からすぐの屋外展示場には当時使用された戦車や戦闘機がずらりと並ぶ。中に入り、3 階

から順に展示を見ていった。
3 階は歴史の概要を伝える部屋とベトナム戦争で死んだ戦場カメラマンの写真などを展示して
いる部屋があった。歴史の説明文はベトナム語と英語での表示のみだが、QR コードが設置してあ
り、サイトにアクセスすれば日本語での説明を読むことができた。他には、中国語、韓国語、フ
ランス語、ロシア語に対応していた。
死んだカメラマンの中にはロバート・キャパや沢田教一といった写真界の著名人もおり、少な
くとも日本では一番有名であろう「安全への逃避」が展示されていた。
2 階では枯れ葉剤による被害を収めた痛ましい写真が並ぶ。下半身がくっついているシャム双
生児として生まれた「ベトちゃんドクちゃん」の写真もあった。
1 階では当時のアメリカでの新聞やアンクルサムなど、当時の発行物の展示。少し目を覆いたく
なる写真を使用している新聞は衝撃的だ。

•

感想
ロバート・キャパや沢田教一といった有名な写真家の写真や、使われた様々な武器を見ること

ができて、知識として持っていたものを目の前で見ることの衝撃は大きかった。
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また、これほどの写真が残されていて、新聞でも凄惨さが伝わるものを使っていて、ベトナム
戦争はメディアの勝利の戦争であった、という授業で習ったことを思い出した。今までは同じも
のなのだけどいまひとつばらばらのものとなってしまっていた、世界史のベトナム戦争とメディ
ア史のベトナム戦争が頭の中でつながったように感じた。

アイ・クラフト社

（2020 年 3 月 2 日）

ブリーフィング担当者：西田俊哉氏（アイクラフト JPN ベトナム JSC 代表取締役）
担当：小島菜生、金子万葉
•

訪問先の概要
アイクラフト JPN は、日本企業の海外（ベトナム）進出の支援を行う企業である。日本とベト

ナムとの相互の発展とそこで働く人々の生活と幸せの向上を目指し、2007 年 4 月に設立された。
ホーチミン市に現地法人がありベトナムに精通した日本人スタッフが、会社設立、不動産紹介、
会計・税務・労務のサポート 市場調査などワンストップサービスを提供している。各事業を通じ
て、幅広いネットワークを構築しており、日本企業の抱える各種問題や、日本とベトナム企業の
提携など多岐にわたる相談を受けている。

•

ブリーフィング内容
日本企業のベトナム進出支援を行なっている企業として、ベトナムの歴史、経済状況から始ま

り、ベトナム人の特徴を踏まえ、日系企業が陥りやすい問題と成功する秘訣、日本企業がベトナ
ムに進出する理由を話していただいた。
【質問 1】日本にも JETRO のような、日本企業の海外進出を支援している政府系の組織がある
が、そことの違いは何か。アイクラフト社の強みは何か。
→JETRO は政府の組織であるため、その会社の利益を考えた相談をしにくいが、アイ
クラフト社はその企業の具体的な相談に日本人の目線で乗れる。
【質問 2】 日本企業のベトナム進出について、日本側のメリットは分かったが、逆にベトナム
人はどう感じているのか。
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→給料や保険体制が整っている日本は信頼できるし、考え方の進んでいる日本を学
べることはメリットである。また、日本に出稼ぎに行くよりもベトナムにある日
系企業で働く方が良いと考えている。
•

感想
ベトナムについて文化・国民性から経済まで幅広く説明を受け、ベトナムという国について理

解を深めることが出来たと思う。ベトナムに日本企業が進出する意義を学び、ベトナムの経済成
長の可能性を知ることが出来た。ベトナムだけでなく、タイやカンボジアでも、日本企業の進出
のメリット・デメリットの話を聞いたが、3 か国とも似たメリット・デメリットがあり、違いがあ
まりなさそうだなという印象を受けた。東南アジア地域に進出する日本企業は今後も増えていく
ことが見込まれる。アイクラフト社が行っているような事業の需要はますます増えていくだろう
と思った。

ベトナム

ベトナム国家大学ホーチミン市校 （2020 年 3 月 3 日）

ブリーフィング担当者：Dr.Le Hoang Dung（人文社会科学大学 教授）
担当：武者光咲、水野紗伎奈
•

訪問先の概要
ベトナム国家大学ホーチミン市校は 1995 年に設立された、ベトナムにある政府直轄の２大国家

大学の１つ（もう 1 つはハノイ校）である。元々ホーチミンにあった様々な既存の大学や研究機
関から形成されており、ホーチミン市の教育システムの中核を成す教育機関である。技術や自然
科学、健康、科学など約 90 種類の専攻があり、特に技術・科学系の高度な教育に力を入れている。
•

ブリーフィング内容
教室では上智の学生とベトナム国家大学の学生が交互になるよう着席し、ペアになって交流を

行った。English linguistic and literature について学ぶ同世代の学生と互いに質問しあった。
その後大学についての説明をいただいた。ベトナム国家大学は 15 のキャンパスがあり、28 の
学部がある。優秀な人材を社会に送り出して貢献していることで高い評価を得ているそうだ。
続いて互いの大学紹介を生徒が行った。担当の生徒が事前に用意したスライドを用いて、上智
大学の施設や入試制度を紹介した。
さらに、この日はスタディーツアー最終日でもあったため、廣里先生に今回のツアー行程を説
明していただいた後、数名の上智生がツアーを通じて印象的だったことや考えたことについての
発表を行った。東南アジアの格差や活気など感じたことは様々で、それぞれがこのツアーを振り
返り、皆に共有する機会となった。
教室でのブリーフィングを終えた後、VNU の先生の引率で大学を見学して回った。図書館や学部
の事務室などを案内してもらった。最後に両学生に exchange program 修了の賞状を授与していた
だいた。

19

•

感想
訪問先の学生たちは最初のランダムな自己紹介などを通して、打ち解けやすい空気を作り歓迎

してくれた。司会を務めていた生徒が流暢な英語でスムーズかつ盛り上がるような進行をしてく
れ、個人的にとても印象深かった。私がこの訪問を通じて強く思ったことは、日本の英語教育は
もっと会話、speaking を重視するべきだということだ。いくら文法や writing ができても、自分
の考えを会話の中で言葉にできなくてはグローバルな人材としての活躍は望めない。日本の英語
教育に足りないものを身をもって感じた。
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5. 参加者による全体感想
学生参加者 A
私はこのスタディツアーに参加するまで、東南アジア、特にカンボジアにおいて「発展途上国」
というイメージが強かったのですが、訪問したタイ、ベトナム、カンボジアどの国においても高
層ビルやショッピングモール施設などが次々に建設されていく光景を目にし、今までの印象が大
きく変わりました。しかしこのような経済発展の中で特にタイでは国内での経済格差の問題が深
刻になっており、それにどう対処していくことができるのか強く考えさせられました。また、現
地に展開している日本企業を訪問させていただき、日本が様々な形で東南アジアの発展に貢献し
ていることを知りました。さらに、カンボジアとベトナムで現地の大学を訪問し同世代の生徒と
交流をしてものすごく刺激を受けました。私の英語力の低さ、また彼らの勉学に対する熱い意欲
を感じ、私も残りの 2 年の学生生活において、今まで以上に勉学に励み、新しいことに積極的に
挑戦していきたいと感じました。

学生参加者 B
今回のスタディツアーでは東南アジアの発展の様子や希望、経済格差など肌で感じること出来
た。
今まで日本から出たことのなかった私の中では東南アジアは高度経済成長をしていると机上で
学んでも、発展途上国のイメージのままだった。しかし実際に訪れてみるといずれの国も想像以
上に経済もインフラも発展している上に現地の人々に熱気があったことが印象的だ。現段階では
日本は十分に発展しており三ヶ国に比べて綺麗であるが、急激に成長しているアジア諸国の情勢
を目の当たりにして経済発展が停滞している日本が世界に対して今後影響力を持ち続けていくこ
との厳しさを実感した。
一番印象に残ったのは「貧困から抜け出す力は教育」という言葉だ。スラムなど都市部以外で
は教育の重要性を理解しながらも生活が困難で子供を学校に通わせられなく、カンボジアでは大
抵は学校に通えても四則演算すら出来ないレベルであると伺った。その一方で、王立プノンペン
大学で交流した学生たちは英語力が非常に高く、環境や文化について考え学ぶ姿勢など見習うべ
き所ばかりで自分の学びに対する意識の低さを痛感した。同世代の聡明な学生たちからはカンボ
ジアの未来が見えたが、それと同時に教育を受けられない子供たちとの教育水準の格差が著しい
ことも伺え、まだ日本も教育支援をするなどやるべきことが残されていると思った。
このツアーは目にする者全てが新しい発見であり今まで自分がいかに狭い世界や価値観で生き
てきたか身にしみて感じた。引率してくださった廣里先生や新さんをはじめ、現地の方々や同世
代のツアー参加者関わった全ての方から刺激を受けたことは今後も忘れられないかけがえのない
宝物になった。
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学生参加者 C
私がこの度参加した「メコン経済回廊スタディーツアー」とは ASAN 共同体を繋ぐメコン経済回
廊のとりわけ東部・南部にあたるベトナム・タイ・カンボジアに訪れ、経済社会発展のダイナミ
ズムを体験的に学ぶというものであった。事前に ASAN 共同体及びベトナム・タイ・カンボジアに
関して講義を受け、そこで学んだものを現地に訪れ実際に見ることでメコン経済、さらには ASAN
共同体の熱気を肌で感じることができた。現地では著しい経済発展のなかでその恩恵を受けるこ
とができずに生活する貧困層が数多く見受けられた。あまりの格差に驚きを隠せなかったが、こ
ういった貧富の格差が貧困から抜け出すという強い意志を生み出し、メコン経済回廊一帯に広が
る熱気を生み出しているのではないかと感じた。
また、このプログラムでは経済特区や工業団地やインフレの視察など経済に関すること以外に
も国際機関やアンコールワットなどの文化遺産を訪問したり、現地の大学生と交流する機会が設
けられていた。海外で勤務する企業の方々の有益なお話以外にも、NGO に所属しスラムにおける教
育普及事業を行う方や文化遺産の修繕を行う方に話を伺うなど、旅行ではありえないような貴重
な機会を体験することができた。さらにカンボジア及びベトナムの優秀な同世代の学生と交流す
ることで、彼らの学習に対する熱意に触れ、自身の学習への意欲を高めることができた。
将来に不安を感じていた私はこのプログラムに参加したことで、自分の関心がなんであるかを
見つけ、自分の知的好奇心や学習意欲を高めることができた。ここでの経験をもとに将来の展望
に対して真剣に向き合っていきたい。

学生参加者 D
企業法務分野の専門家となることを目指しており、外交官を目指して勉強していた時期もあっ
たため、多くの日本企業が進出するメコン地域は将来関わることになる可能性もある地域だと関
心を持っていた。しかし、これまで観光を含めて直接訪れたことがなく、専攻する国内法以外で
開発社会学や国際経営学を学んできた座学の知識からのイメージしか持つことができていなかっ
た。
三カ国を訪問して、バンコク、プノンペン、ホーチミンといったメコン地域の大都市が、都市
により発展の仕方が異なるだけでなく、都市の区画整備、インフラの整備具合、屋台やバイクの
量、人々の生活要式、街の雰囲気や匂いといったあらゆる要素が、都市により全く異なっていて、
一通りの成長・拡大方法を経るわけではないことが見て取れた。このことはバスの車窓から目に
した、三カ国の地方部でも同様で、
「メコン地域」と一括りにすること自体が実際の国・地域をイ
メージするには大雑把すぎるのだと思い知らされた。振り返ってみると、これまで座学として学
んできた学問からも、地理的、文化的事情や法政治体制によって国の発展のあり方は全く異なり、
政策の成功・失敗、戦争といった歴史の影響も当然受けることが示唆されていたなと、大学での
学びがようやく繋がった、という感覚を得ることができた。
今回のツアーでは、王立プノンペン大学の学生との交流などからもっと勉強しなくては、と思
い知らされた場面もあったり、若者が多く、成長している地域の熱気と言われるものを肌で感じ
ることもできた。ただ、それ以上に、学んでいることの意味・現実世界との繋がりを意識しなけ
れば、学問から得られることは少なくなってしまうのではないか、と大学院進学を前に自分の学
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問への姿勢を見つめ直させてくれるきっかけを与えてくれたことが、私にとって最も大きな経験
となった。

学生参加者 E
今回のスタディツアーは、私にとって初めての留学だったが、これを選んで良かったと改めて
感じている。私は将来、発展途上国で助産師として働く目標があり、そのために、国際看護コー
スのある上智大学を選んだ。しかし、大学に入ってからは、部活や看護の勉強で精一杯でなかな
か留学に踏み込めずにいたので、そんな自分を情けなく思うと共に、やはり学生のうちにするべ
きことをしたく思い、今回、自分にとって少し背伸びした挑戦となったが留学を申し込んだ。 将
来、活動したいと考えている地域を訪れることは、とても刺激的で、
“ここに帰って来たい”と感
じることが出来たし、自分のこと、日本のことを考えるきっかけになった。また、実際に海外で
活動している先生方や同じ大学で志高く学んでいる他学部の学生に出会えたことは私にとってか
けがえのない財産である。改めて、新型コロナウイルスなどの問題もある中、無事に今回のツア
ーを作り上げて下さったすべての方々に感謝してやまない。

学生参加者 F
タイ、カンボジア 、ベトナム３カ国という自分ではなかなかいけないような国々を回ることが
できた。現地のエネルギーを朝市場、夜のナイトマーケットなどを通して感じることができた。
また、東南アジアの大きな課題である‘経済格差’を実際に目に見ることでデータ上ではない格
差を感じ心に残った。日系企業を訪問では、現地の経済状況や実際の企業が直面している問題、
海外で働くとは、を学ぶことができた。訪問先では上智大学を卒業した方々のお話を聞く機会が
あったので、自分の先輩がこのように世界で活躍していることをしり、海外への視野をもっと広
げることができた。残念ながら私はポルポトの虐殺やベトナム戦争についてのことが詳しく知ら
なかった中で博物館などに訪問したが、当時の写真や絵、実際の道具などをみて衝撃を受けた。
自分の東南アジア諸国に対する知識不足を強く実感し、これからもっともっと経済だけでなく、
歴史まで勉強していきたいと強く思った。１番このツアーの中で印象に残っているのは、カンボ
ジア ・ベトナムの生徒との交流である同世代の各国の人と交流することで刺激を受け、自分の将
来についてまた新たに考えなければいけないと感じることができた。その他、観光では現地の方々
や一緒にツアーに参加した友人の交流を通して、楽しい思い出を作り上げることができた。これ
からまだまだ自分に磨きをかけなければいけないと思う。

学生参加者 G
このプログラムを通して、東南アジアの勢いやエネルギーを肌で感じた。特にカンボジアには
経済発展の可能性を見ることが出来た。3 か国似た部分もあれば、異なる部分もあり、それらを見
て回れたのは良かった。人が言っていること、テレビでみたことだけではわからない東南アジア
について学べた気がする。プログラムには 1 年生 5 人、2 年生 7 人、3 年 2 人、4 年 2 人の 16 人
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が参加した。4 年の私は、最初他学年の子と仲良くやっていけるか不安があったが、学年関係なく
和気あいあいとしたメンバーになれた。10 日間と短い間だったが、全員がかなり打ち解けあえて
いた。それも、プログラムの内容が濃く充実したものであったからだと思う。長時間の移動も、
色々な人と話せ、仲良くなれる機会になっていた。またプログラムがぎっしり詰まっているわけ
ではないので、それ以外の時間は街を歩いたり、観光したり、自由な時間を過ごせたのは良かっ
た。研修中はほとんどバス移動なので、実際に自由時間で街歩きをすることで、いろいろその国
について分かることもある。自由時間と、研修時間の割合が絶妙だった。私は、大学を卒業し社
会人になる予定だが、今回学んだこと、感じたことを、今後の仕事に生かせればと思う。今回、
活力あふれる東南アジアを見て回り、日本を元気付けられるような仕事をしていきたいと思った。

学生参加者 H
このスタディツアーに参加する前は「東南アジアの国々といえば貧困」というキーワードを思
い浮かべていたが、実際に訪れてみて一概にそうとは言えないと考えるようになった。確かにタ
イでは日本以上に発達した電子パネルできらびやかなショッピングセンターなどがある反面、ス
ラムを訪れ、バンコクの人口の 4 分の 1 がスラムに住んでいるという話をシーカ・アジア財団で
伺った。しかし、スラムで生きる人々はみな活き活きと活気あふれるように見え、タイのスラム
に限らず 3 か国どの国に行っても日本では感じることの少ない熱気を感じた。経済的貧困だけが
貧困と言えるのではなく、精神的貧困こそが真の貧困なのではないかと考えると共に、日本にお
ける格差、ジェンダーについても見直したいと思う。
今まで日本が東南アジアの国々に対して支援を‘してあげなければならない’という認識をど
こかで持っていたが、もはやこれからは日本が東南アジアを見習うことが多くあり、共に協力し
て歩んでいく姿勢を取ることが必要だと感じるスタディツアーだった。

学生参加者 I
１１日間のスタディーツアーを終えて、百聞は一見にしかずという言葉を、身を以て感じた。
タイは今までに行ったことがあったが、カンボジアとベトナムを訪れたことがなかった私は、２
国に対して、机上で学んだ知識である、戦後の国、後進国といったイメージを持っていた。もち
ろん日本と比較すると、衛生環境や労働者の勤務態度など、遅れをとっていたり、未発達な面も
多くあった。しかしながら、この２か国の大学を訪れ、同年代の学生と関わったとき、彼らの持
つ学びの姿勢や英語力に圧倒されてしまった。日本の教育は高水準だと勝手に思っていたが、彼
らが直ぐに思いを言葉にして、プライベートな話から、国の経済、日本に対する思いなどを、率
直に話してくれた姿が、今でも印象に残っている。特に、王立プノンペン大学で出会った、観光
業を専攻している１年生の Sokun Pidor ちゃんの話に、私は胸を打たれた。彼女は現在１８歳で
親元を離れて、寮で一人暮らしをしていて、趣味は K pop。趣味の話で意気投合した彼女に、私
は、カンボジアの観光業についてどういうふうに考えているか尋ねた。彼女は、
「カンボジアの観
光業は国の産業の８０％ぐらいを今担っているけど、まだまだ成長途中。新型コロナウイルスの
影響で観光客が減少してしまうと、そのダメージは計り知れない。だから私はカンボジアの今後
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の観光業について勉強したいから、観光業が盛んな国日本に行って、勉強したいの。渋谷で買い
物もしたいし、東京には夢が詰まっている。日本に留学するための勉強を、今必死に頑張ってい
るから、土日も勉強漬けだわ。
」と話してくれた。日本にいると、少子高齢化や人手不足、諸先進
国からの技術進歩の遅れなど、マイナスな話ばかりが飛び交っている。しかしながら、外に出て
みると、日本に対して憧れや夢を抱いてくれている人が彼女以外にも、たくさんいることをこの
ツアーを通じて感じることができた。ポイペト経済特区に１番最初に参入した、スミトロニクス
のマネージャーの方が話してくださった、
「カンボジア人労働者は日系企業で働いていることを誇
りに思っているから、直ぐに日本語を覚えたがるんですよ」という言葉。ひとりの日本人として、
とても誇らしかった。カンボジアの街を歩いているとよく、
「ajinomoto!」と現地の人に話しかけ
られたが、これも日系企業の活躍の証なのかなと思えた。
１１日間、日本を外から見てみると、日本の良いところもまだまだなところも、浮き彫りにな
って見えた。この春休みは夏休みと同様、中華圏に語学留学して、中国語のスキルアップに勤し
もうと考えていたが、このツアーの存在がどこかに引っかかって、
“途上国”を訪れる機会なんて
これを逃したらないのかもなんて、焦りのようなものを感じて、説明会には参加できずに応募し
てしまった。先生との面談でも、知ったかぶりの話しかできなくて、３年生になったら蓬田教授
のゼミに入るので、東南アジアの経済を自分の目で見てみたいですと言ったような気がする。こ
んな状態で現地に行って、みんなの温度感とか熱意についていけるかと、渡航前は少なからず不
安になったが、現地で出会う人々のエネルギッシュさや熱に刺激され、自分自身も前向きにアク
ティブにプログラムに取り組めたし、ツアーを終えた今もなお、東南アジアに魅了されて、戻り
たくてたまらない。香港に留学したときもデモが勃発していてギリギリ行って帰ってくることが
できたが、今回も新型コロナウイルスの影響をダイレクトに受けたものの、廣里先生、新さんは
じめ、訪問先の企業や大学の方など多くの人の尽力によって、プログラムが遂行されたことを、
とても幸運に思う。
大学生活も折り返し地点、今後のキャリア形成について考え始めたこの時期に、メコン経済回
廊スタディーツアーに参加できたことによって、自分自身を見つめ直すこともできた。自分の弱
さも同世代の優秀な学生と関わったことで痛感させられたし、東南アジアに拠点を置く日系企業
で働く日本人のお話を伺ったことで、海外で働くことが今後の選択肢になった。そして何よりも、
この経験が、今まではなんとなく、本質を掴みきれていなかった経済学を学ぶモチベーションに
なったことは、私にとっての一番の収穫だ。

学生参加者 J
ツアーの中で最も印象に残っているのは、タイからカンボジアへの陸路での国境越えだ。そも
そも私はこのツアーに参加するまで海外へ行った経験は一度しかなく、それも高校の修学旅行で
あったため、当時の他国に入国したという実感も記憶もなく、国境を超えるということをあまり
意識したことがなかった。カンボジア入国は想像していたものとは違い私は戸惑った。国境を超
える道中には物乞いをする人や子どもがいたり、国境を超えた先では激しくクラクションを鳴ら
す車や私たちを見る現地の人々の雰囲気に圧倒された。歩道も舗装されておらず道なき道を行く
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感覚だった。この時私はカンボジアを怖いと感じてしまったが、この地で過ごすうちにその印象
は変わっていった。大きくその印象が変わった場面はポイペトの工業団地と王立プノンペン大学
への訪問であり、そこではカンボジアの若い人々は新しいことに対して積極的な姿勢で取り組み、
それに伴い吸収力が速く、何より学ぶことを楽しんでいるということが強く伝わってきた。また
シェムリアップの雰囲気、現地の人々との交流を通じて、カンボジアには日本にはない活気や勢
い、人間の生命力を感じた。そうすると最初に感じた怖いという気持ちは全くなくなり、むしろ
この地で過ごす時間が楽しいと思え、日本で生まれ育った自分にとってはやはり不便な部分もあ
ったが、日々を全力で生きるこの国に魅力を感じた。今回のツアーを振り返った今、この自分の
中でのカンボジアという国に対するイメージの変化とその魅力が最も人に伝えたくなる事だと思
った。
全体を通してカンボジアだけでなくタイ、ベトナムも同様に日本にはない勢いを感じ、これか
ら先の未来に向かっているような印象を受けた。私は経済や外交などを専攻しているわけでもな
く大した知識もないが、このツアーでこれからの日本の行き先について考えさせられた。また自
分の将来についても、医療従事者として病院勤めすることしか考えていなかったが、まだまだ自
分にできることがあるのではないかと、自分の可能性を考え直す良いきっかけとなった。参加し
てよかったと心から思える短期留学になった。

学生参加者 K
今回のツアーで自分にとって最も有意義だったのは、本を読んで知識を得るだけでは知ること
のできなかった東南アジアを自分の肌で感じられたことだ。初日に訪問したシーカアジア財団で
は、
「貧困がある中の活気を感じ、ダイナミックに動いているアジアで価値観を広げてほしい」と
いうお話を聞いた。その言葉通り、ツアーに参加した 10 日間で感じたことは自分の考えに幅を持
たせてくれたと思う。
総合グローバル学部に所属している自分は、経済にも興味があったため、ゼミで新興アジア経
済についての本を読んだ。本から知識を得てイメージをふくらませていたつもりでも、現地の様
子はとても新鮮だった。ツアーに参加するまでは日本は東南アジアの発展を支援できる立場と思
っていたが、それだけでは決してなく、日本が学ぶべき点が多くあると気づけた。発展に向かっ
ていく東南アジアの活気に溢れている雰囲気は日本にないものだった。そのことを最も顕著に感
じたのはカンボジア国家大学での交流だった。意欲的なカンボジアの学生たちは流暢な英語で積
極的に関わりにきてくれた。彼らからはこれからの国の未来は自分たちで作っていくのだという
自負を感じられた。その姿勢は自分を含めた多くの日本人の学生に足りないものだと思う。それ
だけではなく、タイやベトナムの想像以上に発展した街の様子や、現地で働く日本人の方の熱意
などを目にした。これらを通じて今の日本に対する危機感を持ったとともに、今後自分はこの経
験をどう生かして学んでいくべきか考えさせられた。
企業や団体の訪問や現地大学生との交流など、個人ではできないだろう貴重な経験をさせても
らえるスタディーツアーに参加することができて本当によかったと思う。最後になったが、ツア
ーが無事に行えるようサポートしていただいた全ての方々に感謝したい。
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学生参加者 L
メコン地域のイメージは遠くない過去に紛争・戦争があった地域、くらいの知識であり、経済
状況などに関しては成長しつつある、ということをぼんやり頭にいれて、現地に向かった。
私にとって印象的だった話は、カンボジアは表面上、民主主義をとっているが、野党を解散さ
せる、暴こうとした会社や個人を潰し、逮捕するなど、事実上は今も独裁状態にあり、国民は密
かに不満を持っているものの、行動には移せない、という話だ。
おかしいと思っても団結し、倒す、せめて、外の世界へおかしいと発信する力を持たねば、状
況を変えることはできない。変える力を持つには結局、教育が必要だと思う。カンボジアでは大
学進学率は 5％程度で、その上、大学を卒業していても日本の小学生レベルのことすら理解でき
ない者が多いとのことだった。今は誰もがスマートフォンを持てる時代であり、自力で学ぶこと
も可能なのだから学べる環境を整えるべきだ。
とはいえ、日本人もスマートフォンを持っており、いつでも学べ、ほとんど自由に発信できる
のに、漫然と後退していっている。自分の意見を持ち、正しく発信する力、海外に興味を持ち、
変えたいと思う力は育っておらず、まずは自分の国からなんとかせねばならないのだが。このま
までは、活気のある成長途上の国に抜かされる日は遠くない、と今回のツアーを通じて余計に強
く感じた。

学生参加者 M
今回このツアーに参加したのは、1 番大きいのは純粋に日本と同じアジアに位置するタイ、ベト
ナム、カンボジアという国々に興味があったからだ。自分の目で見て、肌で感じなければわから
ないことが多くあることをひとりで旅を始めてからは痛いほどに感じてきたことであったととも
に、大学のこういったプログラムでしか体験することができないことがあるのは貴重だと考えて
いた。
実際にメコン流域の地域に降り立って様々な場所を巡ることで、机上の勉強では知り得ない日本
とはまた異なる経済の発展や、広がってゆく格差、活気を失わないマーケットの数々を知ること
となりその端に過ぎないとは思うが非常に刺激となった。
現在自分が本当に将来の軸にしたいと考えていることと、現実の間で将来の方向性を考えている
時期でもあるため、このスタディツアーへの参加は、過去の打撃からの復興や急速な発展を進め
る東南アジアから大きなエネルギーを得た経験となった。プノンペン、ホーチミンの大学訪問で
は学生と交流することにより学習意欲を掻き立てられ、また東南アジア各所で働く様々な方から
お話を伺うことは自分が信ずるものに忠実である精神を強く感じた。加えて引率くださった廣里
先生や新さん、行動を共にしたメンバー、その土地の記憶を含め、今回のスタディツアーでは多
くを「ひと」に学んだプログラムであった。
目まぐるしく変化を遂げてゆくこれらの地は数年後にはまた変化しており同じ景色は二度と見ら
れないのではないかと思うからこそ、また何度でも訪れて肌で感じたい。
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学生参加者 L
自分は、このツアーに未来を見に来た。
このツアーの志望理由にも、そのようなことを書いた覚えがある。日本には閉塞感が漂い、経
済的にもこれから下落していくだろう。そんな明るい未来が見えない日本に対して、メコン経済
回廊の将来性を、現地で体験したい。そのようなことを書いたと思う。
日本は成長していない。だからもう未来がない。東アジアは発展途上だから今後成長する。じ
ゃあ未来がある。という、非常に短絡的な考えである。
そして、その目標は達成できた。ポイペト経済特区である。あれこそ未来だと思った。
自分は、あの場所を見た時に衝撃を受けた。あれほどにも「何も無いが、有る」場所は初めて
だった。途轍もなく広い敷地に対して、工場は１つだけ。これから企業を誘致して経済特区とし
て完成していく。まさしく成長と明るい未来がある場所だった。
しかし、メコン経済回廊には未来があるだけではなかった。例えばタイは、すでに少子高齢化
社会で日本と同じような状態に陥りつつあるという話があった。つまり、未来に期待を持てない
自分たちのような若者がいるというのだ。これもまた大きな衝撃だった。
タイはまだまだ発展する余地を残しているように見えるし、実際成長途中に見えた。バンコク
には新しいビルがどんどん建っていた。なのに、現実はそうではないのだという。信じられなか
った。
ここで、自分の大きな間違いに気づいた。自分はずっと、東アジアに行けば無条件で明るい未
来があるのだと思い込んでいたのだ。自分が見ているものが全てだと思い込み、表面だけを見て
「明るい未来がここにはある。」と勝手に喜んでいたのだ。なんてあさましい考え方だったかと、
自分を恥じた。
その国にはその国の課題が、それぞれある。明るい未来などはなくて、それは自分で作るもの
である。そう感じた。
明るい未来をどう作るか。それはきっと、訪問した大学の学生や、それぞれの企業の大人の皆
さんも考えていることだろう。
このツアーを経て、自分もようやくスタートラインに立てたような気がした。
・・・あまりにも真面目に書きすぎて、ビールがおいしかった話が全然できなかった...

学生参加者 O
開発や国際経済、貿易といった国と国の結びつきや途上国に興味があり、それを主軸に２年間
学んできた。座学の知識やそこから応用した疑問を多く抱き、それらを現場で答え合わせをした
いと思い東南アジアへ向かった。
実際に目で見てまず驚いたのは想像以上に教育が行き渡っていないことだった。多くの教授が
「格差を縮小するためには教育を普及させることが必要である」と述べていたが既に公私問わず
様々な機関が教育の機会を広めようと尽力していることも同時に学んだため、なぜそこまで警鐘
しているのか疑問に思っていた。しかし、タイは日本以上の学歴社会であることを感じ、アンコ
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ールワット付近ではそもそもその日暮らすのに精一杯で学校に行くことなど考えられない様子を
目の当たりにし、多くの教授が教育の必要性を訴えていた理由がよく分かった。また、国によっ
て格差の状態が異なっていることや、人口や物資の数以上にゴミが散漫していることは現地に行
ったからこそ学ぶことができた。そして、王立プノンペン大学で交流した学生の家は農家で自分
が大学に通えるだけでありがたく思っていることを耳にした。いかに自分の立場が恵まれていて、
それを無駄に２年間過ごしていたことを痛感した。
反対にあまり未来がないのではと思っていた日本企業に対して好印象を抱くこともできた。日
本企業は先進諸国の企業に比べて海外進出がとても遅いと言われている中で、スミトロニクスは
カンボジア、はたまた東南アジアのなかで将来性があると見込まれているポイペトにどの企業よ
りも早く進出していた。そのような企業が残っている限りはもう少し日本に期待しても良いかも
しれないと思った。
これまでに何度か海外旅行やホームステイの経験があったけれど、今回はこれまで以上に貪欲
に全てを吸収しようと臨んだ。それほど真摯に取り組んだからこそ抱いた疑問が数多くある。今
回得た知識や疑問を大切にしながら専門的に国際経済を学びたい。

学生参加者 P
このプログラムを通して私にとっての当たり前は当たり前ではないということを強く実感し、
小さなことにも感謝の気持ちを忘れてはならないと感じた。
国境越えや海外企業訪問は初めての経験であり毎日がとても刺激的であった。王立プノンペン
大学での交流は特に刺激的で自分の不甲斐なさを感じるものだった。私のペアの子は社会問題へ
の関心や将来設計など自分の意見を強く持ち将来の夢を目を輝かせながら語ってくれたがその姿
を今でも鮮明に思い出すことができる。将来に期待を膨らませ純粋に学ぼうとする姿勢から日本
の生活で忘れかけていた素直に生きる素晴らしさを感じた。
またタイの発展度合いに衝撃を受けた一方で地域間格差を目の当たりにした。中心街にいると
東南アジアにいることを忘れてしまうほど栄えているが数分走ると高い建物は消え多くのスラム
街が存在するなど格差の現実に衝撃を受けた。カンボジアとの国境は整備がされていないことや
物乞いの多さなど言葉に表せないほどの光景が今でも目に焼き付けられている。ベトナムでは賄
賂が当たり前に存在することなど空路では味わうことのできない体験となった。このプログラム
を通して企業の方から学ぶことだけではなく現地に足を運ぶことで理解が深まる部分が多くあっ
た。生活面では観光用に一見発展したように見えるホテルでさえもシャワーのお湯が安定的に供
給されていないことを知り発展途上の現状を体感したとともに当たり前は存在しないのだと考え
させられるきっかけとなった。この経験後、街中の見方や施設訪問の際により深く考えることが
できるようになり、また自分にとっての当たり前は他国の人には当たり前ではなく、日本人より
もお金がなく貧しい暮らしをしているはずなのにまっすぐに笑顔で何事にも感謝の気持ちをもっ
て生きている姿に感銘を受けた。
また私は経済学を専攻しているが偏った視点で考えるのではなく国によってメリットは異なる
ため足を使った情報収集が大切であると感じた。企業運営にあったって必要なのは労働者に日本
と同じ働き方を求めるのではなくその土地の文化や性格を理解しそれぞれにあった働き方を提供

29

することや長い目で見た労働力確保可能性の有無や物流の利便性など考慮すべき部分が多くある
ことを学んだ。これからゼミなどで学んでいくにあたって日本人の働きやすさや利益を優先する
のではなくともに働き作り上げていくことが重要なのではないかと考え、学んだことを活かして
いきたい。
このようにプログラム中はすべての時間が私にとって刺激的で学びの連続であり、良い意味で
今までの価値観を変えることができた。新型コロナウイルスの流行という大変な時期であったが
幸運にも最後まで有意義な時間を過ごすことができた。これは廣里先生や新さんをはじめとし、
プログラム成立のために沢山の方が尽力してくださったので最後まで充実したプログラムを送る
ことができたということを忘れてはならない。逃げの生活を送りつくろった人生を送ってきてい
たことに改めて気づかされた。そして東南アジアの情熱と感じたものを忘れず、何事にも感謝し
自分で決めたことをしっかりこなし挑戦し続けられる人になりたいと思った。
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