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ミコノインターナ ショナルの活動 か ら考 える国際協 力
‑
｢
脱 開発｣論再考‑
安藤
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国際協 力へ の関心が世界 的 に高 まってい るが, などの現状 をまとめた｡保健医療分野では,1
‑ 8年 にかけてエルニーニ ョ現象の影響 により洪
従来型の政府主体の国家間援助 に加 えて,地元 に
根づいた NGO活動が注 目を集 めている｡ その一
水被害 を受 けた当地域 に対 し,支援が開始 された
医療巡回を取 り上げた｡医療巡 回の経緯や具体的
事例 として,ケニア共和国ガリッサ県 に展 開する
日本 の NGO, ミコノイ ンターナ シ ョナルの活動
内容 とその意義, また筆者が巡回地で感 じた住民
の様子 な どを述べ る｡ 教育分野 においては,奨学
を調査 した｡本論文の目的は,活動地の地域像 を
背景 に,国際協 力活動 を具体 的側面 か らとらえ, 金支援 の仲介役 を担 う同 NGOの活動意義 を考察
何 が見 えて くるのか を探 る とともに,｢
脱 開発｣
し,当地域の国内のおける教育水準の低 さや,男
性優位 にあるイスラム社会 とい う背景 を挙げた｡
論の視点 を検討することである｡
これ らの活動か らみえる現状 と課題 をまとめる
筆者 は,同 NGOの現地活動 に 2001年 3月末か
とともに,現在の国際協力 に対す る視点のひとつ
ら約 6ケ月間参加 させて頂 いた｡現地では,主 に
脱 開発｣の視点 を取 り上げた｡｢
脱開発｣
家事全般や英和文翻訳 などの内業 を手伝いなが ら, として ｢
論の中か ら,伝統 に従 って生 きる脱経済社会 ･あ
プロジェク ト現場 を見学 した り, ピアニカの指導
らゆる援助の批判 ･経済的発展 を目指す国際援助
に孤児院 を訪れた｡本論文は, これ らの体験 や聞

き取 り,収集資料 に加 え,帰 国後 の元 NGO スタ
ッフへの聞 き取 りをもとに作成 した｡
筆者が現地で実際 に見て きた主 な活動 は,建築
(
診療所建設) ･保健医療 (
医療巡 回) ･教 育分
野 (
奨学金支援)の 3分野である｡ 建築分野 にお
いては,活動拠点地か ら南方約 200キロに位置す
る イ ジ ヤ ラ地 区 の診療 所 建 設 を視 察 した ｡ 同
NGO設立 当初 か ら活動 の中心 である建築分野 に
おいて,民族的統一性の無 さか ら生 じる建築活動
の難 しさや政府‑の医療施設引渡 し後の運営問題

照射 される大久保‑

の危険性 とい う 3者の主張 を,同 NGO活動 の上
述 3分野か らそれぞれ検討 し,活動の意義 を考察
した｡結論 として,国家や民族的背景が生む課題
自体 には働 きかけないことで,根本的課題の解消
には直接繋が らないか もしれないが,国や民族 と
い う大 きな レベルを飛び越 えて,今,目の前 にい
るその人 に直接 プラス となる支援 を提供するとい
うNGO活動 は,現実 に即 した,確実 な支援 であ
ると筆者は考 えた｡

フィール ドワーク試論‑
飯田

大久保 はエスニ ックタウンとして広 く知 られる
ようになっている｡ そ うした変化の裏では,人々
の どの ような活動が どの ように繰 り広 げ られてい
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商店,専 門学校 ･日本語学校 , ラブホテル,旅館,
エスニ ック ･ビジネスを営む店舗が混在 している｡

多数のエスニ ック ･ビジネスが,商店街 において
もビル内部 において も営 まれている｡ その街の景
るのか｡本論文 は,大久保の都市景観の変化 をよ
り詳 しく探 ることに加 え,大久保 を舞台 に活動 し
観の変遷 を追 うために,住宅地図 を用い,大久保
ている様 々な団体や個人 といった主体 に焦点 を当
地区の一部 を抜粋 し,建築物,又 はビルの内部店
てた｡その活動への参与観察 と聞 き取 り調査 か ら, 舗 などの変遷 を調べた｡大久保では,歌舞伎町の
そこで活動す る人々の街 に対す る関わ り方,活動
影響,外国人居住者の増加,エスニ ック ･ビジネ
する人々相互の関わ りを観察 した｡
スの増大 な どの影響 を受 けて,個 人宅 ･アパ ー
大久保 には,個人住宅 ･アパー ト･マ ンシ ョン, ト･マ ンシ ョン,商店,学校 ,ラブホテル,エス
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ニ ック ･ビジネスが段階的に入れ替わ り,モザ イ
ク状 に混在す る現在の街並みが形成 されていった｡
住宅地図分析 によって,それ ら都市景観 の変遷の
様相 を見ることがで きた｡
後半では,筆者 自身のフィール ドノーツを提示
した｡ これ らは,大久保の街で様 々な人 との出会
い を通 じて体験 した ものである｡ この方法 を用い

大久保 とい う舞台で繰 り広 げ られる活動 とその内
容 を記述で きると考 え,その まま取 り上げること
とした｡大久保 では,活動す る主体 によって,多
様 な捉 え方で様 々な見方が され,そ して,その見
方 に基づいた活動が されていた｡大久保 とい う街
で,様 々な ｢
表情｣を持つ主体が,協働 した り相
克 した りしなが ら,活動 していた｡

る事 によって, よ りリアリテ ィを持 って本研究の

カンボデ ィアにお ける教育協 力活動の実態 と課題
‑ 識字教育 を中心 と して‑
生野
開発 においては,対象国の国民 自身が国の発展
や 自分たちの生活の向上 を目指 して,主体的に行
動す ることが必要である｡ そのために最 も重要な
ことの 1つは,その国の未来 を担 う人材 を育成す
る教育である と筆者 は考 えている｡ 本論文ではそ
のなかで も最低 限必要な能力 を養成すべ き識字教
育 に着 目した｡
東南 アジアで識字率の低 さが問題視 されている
国の 1つがカンボデ ィアである｡ それは不幸 な内
戦の歴史 と深い関係がある｡ 同国は世界で有数の
被援助国 となっているが,実際 にどの ような活動
が行 われているのか,教育分野 と識字教育 につい
て現状 を把握 し,歴史 と地域性か ら問題点 を明 ら
かにすることが本論文の 目的である｡ 研究方法 と
しては文献調査 に加 えて,教育協力活動 における
4つの立場の異 なる団体 を対象 に,現地での フィ
ール ドワーク と日本での聞 き取 り調査 を行 った｡
カンボディアが内戦で失 った ものは,多 くの知
識人,書物や建造物, また人々が伝 えて きた文化
にわたる｡ そ して内戦後の人材不足が教師の質の
低下 という問題 になっている｡ 校舎や教材,文房
具の数量 も不十分である｡ 教育の質が改善 されな
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ければ,人々の教育への関心 は高 まらない｡ しか
し,身につ く教育 を受 け られるのであれば,多 く
の入学希望者が集 まる とい うことが,教師の給料
をサポー トす る NGOの支援 に よって授業 を毎 日
行 う学校 の例 か ら分かった｡新 たな非識字者 を生
まないためには, まず小学校の就学率 ･進学率 を
改善 しなければならない｡絵本の読み聞かせ を行
うNGOの活動 か らも,識字教育や絵本が普及す
れば就学率の向上 も期待 で きることが確認で きた｡
人 々の心 に大 きな傷 を遺 した内戦 は今 もなお,
地雷事故 な どで人 々 に新 たな傷 を負 わせ てい る｡
その一端 をカンボデ ィアの フィール ドワークでは
肌で感 じた｡ 地雷 をさける教育や HI
V/
AI
DSの予
防教育 な ど,危険か ら身を守 るための教育が カン
ボデ ィアでは必要 とされている｡ そ ういった事情
を汲 み取 るため に,地域 に根 ざ した NGO活動 と,
資金 と大 きな単位 で事業の行 うことので きる国際
機関や政府機関 との相互補完的な協力が今後一層
期待 され る｡ 地域 に根 ざ した活動 とは, ロー カ
ル ･ス タッフ,現場で関わる人,地域住民の間の
綿密 なコ ミュニケーシ ョンの上 に成 り立つ活動で
ある｡

グローバル化 する東京の外 国人観光客
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岩崎
今 日の世界 で はグローバ ル化が進行 し,物 や
人の移動が促 進 され,その中で旅行 とい う形態
の人の移動 も変化 している｡ 空 間 と時 間の短縮
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に よって 目的地 も遠距離化 し,旅行形態 もパ ッ
ケー ジツアーだけで はな く個 人旅行 も多 くなっ
た｡
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