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第 78 回 谷口ゼミナール タイ研修旅行 旅程記録 

 

８月21 日（木） ☀ ／ ☂ 

22：30  開催国際空港４階 集合 

 

８月22 日（金） ☀ → ☂ 

00：55  搭乗手続き開始 

01：25  定刻に関西国際空港 離陸 

（以下、タイ現地時間で記述） 

05：30  タイ・スワンナプーム国際空港 着陸 

07：30  プラナコーン・ラジャバト大学内ホテル到着 

08：15  学生会議打ち合わせ開始 

13：00  昼食 

14：00  キャンパス内見学 

15：00  学生会議打ち合わせ 

17：30  キャンパス見学 

18：30  谷口先生の講義開始 

20：45  夕食（タイ風中華料理） 

22：45  ホテル到着、解散 

 

８月23 日（土） ☀ → ☁ 

06：40  起床 

07：00  朝食 

08：15  ホテル出発。バス２台で移動 

10：30  クワイ川鉄橋 見学 

11：00  クワイ川鉄橋 出発 

11：30  昼食 

12：30  出発、スリナカリン国立公園へ移動 

16：30  スリナカリン国立公園到着。夕食まで自由行動 

18：30  夕食  

19：00  自由行動 

19：50  反省会 

20：00  パーティー 

23：00  就寝 

 

８月24 日（日） ☀ → ☁ 

06：45  起床 

07：30  朝食 

09：00  ネイチャートレイル（距離約800ｍ、所要時間約１時間） 

11：00  カレン族の村へ移動 

11：30  到着。脱穀方法及び洞窟見学 

12：30  地元農家のとうもろこし畑見学 



 3

13：00  昼食 

14：00  自由行動 

15：00  国立公園内の滝見学 

17：30  自由行動 

18：30  夕食 

20：00  パーティー 

23：30  就寝 

 

８月25 日（月） ☀ → ☂ 

05：15  起床 

06：00  バードウォッチング 

07：30  朝食 

08：15  フィールドワーク評価会（プレゼンテーション・ディスカッション） 

10：30  まとめ発表 

12：00  まとめ発表終了 

12：30  昼食 

14：00  スリナカリン国立公園出発 

20：30  ホテル到着 

21：00  夕食（ホテル内レストラン） 

22：00  解散、就寝 

 

８月26 日（火） ☀ → ☂ 

07：30  起床 

08：00  朝食 

09：00  ホテル出発 

10：00  Bang-Pa－in  palace 到着、手続き 

      王宮見学（中国風王宮 → 塔 → 資料館 → キングラマⅢ世邸） 

12：30  王宮出発 

13：00  昼食（地元レストラン） 

14：00  レストラン出発 

14：30  象乗り体験 

15：30  寺院見学 

16：30  アユタヤ遺跡見学 

17：30  アユタヤ遺跡出発 

19：00  夕食 

20：30  自由行動 

22：00  ホテル到着、解散、就寝 

 

８月27 日（水） ☀ → ☂ 

07：30  起床 

08：00  朝食 

08：30  プラナコーン・ラジャバト大学の学生による行進を見学 

09：30  ホテル出発。バス２台でエメラルド寺院へ移動 
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10：30  エメラルド寺院到着、見学 

13：00  昼食 

14：30  寺院見学 

17：20  ホテル到着 

17：40  大学内環境教育センターへ移動 

18：00  ラダワン先生による特別講義 

18：50  ミラクルルーム見学 

19：30  夕食 

23：00  就寝 

 

８月28 日（木） ☀ → ☁ 

07：30  起床 

08：00  朝食 

09：00  大学内環境教育センターにてまとめ 

11：00  記録の整理開始 

13：30  整理終了 

14：30  昼食（市内ショッピングモール） 

15：30  自由行動（お土産購入）  

16：30  ホテルへ向けて出発 

17：00  ホテル到着 

17：30  フリータイム 

19：00  夕食及びフェアウェルパーティー開始 

21：00  終了 

21：30  スワンナプーム国際空港へ移動 

22：00  空港到着 

23：30  搭乗手続き開始 

23：59  スワンナプーム国際空港 定刻離陸 

（以下、日本時間で記述） 

 

８月29 日（金） ☁ 

07：30  関西国際空港 着陸 

08：30  解散 
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第 78 回谷口ゼミナール研修旅行 記録 

 

 8月 22日（金）1日目 

 
5：30 スワンナプーム国際空港着 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14：00 プラナコーン＝ラジャバト大学キャンパス内見学 

仏像。仏教の国であり、仏様を信じることが強く根付いている。学生たちが瞑想を行う場所である。 

 

キャンパス内にあるポトス。日本でもよくみる植物だが、タイ

は熱帯であるため、葉が日本のポトスよりも非常に大きく育

つ。 
 
 
 
 

キャンパス内にあるスピリットハウス。 
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プラナコーン大学内で開催されていた大学祭。 

温暖化を扱っている展示ブースが多く、環境に 

対する意識が日本よりも高いと感じた。 

日本の文化祭はお祭りのようなイメージが強い 

が、タイでは啓発目的で開催されているように 

感じた。 
 
 
 
 
 
17：30 トラディショナル・ハウス（キャンパス内） 

タイの伝統的な家屋（トラディショナル・ハウス）。玄関のアーチや鳥は紙で出来ている。キャンパス内は植物が多く植えられ

ていて非常にきれいである。 

 

リリー 
ユリの一種。 

葉と葉が擦れ合って、鳥の鳴き声のような音を奏でる。 

 

 
 
 
 
 
 
18：30 谷口先生のプラナコーン大学・大学院院講義 

  

「Environmental Education Oriented  
by Environmental Ethics」 

 英語で、タイの大学院生と一緒に講義を受けた。講義が

終わったあと、学生から質問もあり、私たちも励みになっ

た。今まで「国際環境教育ネットワーク」で、海外の学生と

TV 会議システムで講義を受講したことはあったが、このよ

うに一緒に講義を受けてみると、タイの学生の反応を身近

に見ることが出来る点がよいと感じた。 
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8月 23日（土）3日目 

 
8：15 カンチャナブリへ移動 
クワイ川鉄橋（Saphen Mae Nam Khwae） 

この鉄道が敷設された目的としては、ミャンマーや他のアジア諸

国に侵攻しようと西進する旧日本軍に、新たな軍需物資のルートを

確保することであった。この鉄道を敷設することで、１万６千人の戦

争捕虜が犠牲になったとされている。映画『戦場に架ける橋』のモ

デルでもあり、「Death  

Railway Bridge」とも言われる。 

 

 

 

今でも列車が運行している。 

線路の上を実際に歩くことが出来た。 
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ロコマーケット 

ドラゴンフルーツ、マンゴスチン、ドリアンなど日本では見慣れない南国のフルーツと売られている。 
 
16：30 スリナカリン国立公園（Khuen Srinagarindra National Park -Kanchanaburi）に到着 

 
Doung kwang 

バンガローの前にいたカブトムシ。 

 

 
 
  
 

 

 
ナショナルパークのキャンプ場でリスに遭遇。餌のバナ

ナを求めて木の上から降りてきたところ。かなり間近で見る

ことが出来た。 

 
 
 
 

 
スピリット・ハウス。タイではいろいろなところに設置され

ている（家、車、フェリーなど）。Mae-ya-nang という世界を

つくっていく妖精が住んでいて、信じていれば幸せ、富、

健康などが保証されるという。 
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20：00 パーティ 

チナタ先生のご自宅の庭になっていたドラゴンフルーツ（左）、ロコマーケットで買ったスターフルーツ（右）など、日本に

はない果物を食べた。スターフルーツは少し渋みがあり、ドラゴンフルーツはキウイに近い感じだった。 

これらの果物は、皮が薄く、熟すとすぐに腐ってしまうことや、日本には輸出できない。 

パーティの様子。唄ったり踊ったりと楽しく過ごした。 

 
 

8月24日（日） ４日目 

 
9：00 ネイチャートレイル散策（距離800ｍ） 

 

タイの竹は日本の竹とは違い、密集して生えるのが特徴的である。竹は中国に由来する植物であるが、タイに多くあるもの

は代謝が早く、寿命にすると 30～60 年程度である。日本の竹は 100 年ほどの寿命があり、100 年程すると一斉に花が咲く。 
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Faunis canens 

大きさ：65～75ｍｍ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
動物のトイレ 

同じ種類の動物が一つのトイレを持つ。 

Leaphat（しか）のトイレだと推測される。 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ス

ワンフライ  横から見ると白鳥が飛んでいるように見えることから、このように呼ばれている。 

 

ガンチャニカ（Night Flower Jasmin） 

名前はカンチャナブリという地名に由来している。 

この国立公園周辺地区にしか生息しない植物。 

現在は絶滅危惧種に指定されているわけではないが、い

ずれは消滅するだろうと言われている。 

特徴としては石の上から木が生え、成長する。根を張るに

つれてどんどん岩の中へと入っていき、岩を砕いて砂にす

る。 
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Ra Jut 

薬草で、女性ホルモンの分泌を促す。 
 
 
 
 
 
 
 
 

森林の境目（エコトーン） 

今まで歩いてきた森林（左）には竹があるが、これから進もうとする森林（右）には背の低木草が増える。境界線が目に見え

て現れているが、こうした生態系や植生が変わる推移帯をエコトーンと呼ぶ。 

このようなゾーンが現れる原因の主なものとして、天候・水・温度がある。 

いろいろな条件に左右されるため、境界線も常に変動していく。 

 
 ソテツ 

シダ類の植物で優性生殖をするため、雄と雌が必要。優

性生殖のため、病気にかかったりすると全滅する。 

 

 

 
 
 
 
 

 
マ・カンポン（MA-KHAN-POM） 
かじってみると、渋くて苦い。 
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アリツカ 

タイでは、木の上にアリツカがあり、一見蜂の巣と似てい

る。 

 

 
 
 

 
 

 
 鹿の足跡 

足跡を見るだけで、約 50kg ぐらいの大きさの鹿だと推測で

きる。 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
パックワン（PAUK-WHAN） 

１kg 約200～300 バーツぐらいの値段で売られる高価で食

べることができる植物。スープに入れたりすることもでき、

多様な使い方ができる。 
 
 
 
 
 
  
 モークリン 

岩の上から生える草。 
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マッシュルーム（Ruak） 
竹の根元にしか生えてこない。 

 
 
 
 

 

 

 

 

ニュウ 

木の周り全体が硬いトゲトゲで覆われている。タイでは、現

世で不倫をしたら、地獄に行った時に、この木に登れと言

われるという言い伝えがあるらしい。 
 
 
 
 
  

 
  
ゾウセミ（Fulgoridae） 

この蝉は大変鼻が長いのが特徴である。 

性別に関係なく、鳴かない。日本の蝉は約７～８年程度地

中で幼虫の期間を過ごすが、タイの幼虫は 20～30 年もの

長い期間を過ごす。 

 

 
 
 
 

  
 野生のニワトリがミミズを探しまわった跡 
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滝の周りは湿気ており、コケ類が多く、毒キノコもはえていた。 

 

タケノコは自分の身を守るため、針をつける。ゾウはその

針で血だらけになりながら竹の子をとって食べる。 

 

 
 
 
 
 
 

  
  Spirit tree 

 カレン族の文化で、地元の人が、スピリット・ツリーとし

てオレンジ色の帯で印をし、木を守る。自然保護につな

がる。 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公園内に滝つぼは７つ 
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11:30 カレン族の村  

鍾乳洞の中のブッダの仏像（左）と、約2000 年以上前に描かれたと思われる絵（右）。 

プライ（左）は薬草で疲労に効き、カーミン（右）は、直接食用にしたり皮膚に塗布したりして使う。効用としては、マラリアに効

く。 

 
カレン族の家 

この集落には約80軒ほどの家がある。昔からの少数民族。 

 
 
 
 
 
 
 
 
Black and White Helen 
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脱穀の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石うすの中に穀物を入れ、てこの原理を利用し、杵で脱穀をする。餅つきのようにして、ある程度行ったらザルにあげ、揺

らしながら籾を風で飛ばしていく。この作業をくり返して行なう。 

 
12：30 地元の農家のトウモロコシ畑を見学 

 飼料用のコーンの収穫  会社ではなく、村のコミュニティで経営している。普段よく見るコーンよりも色がオレンジに近い。 

  

15：00 遊泳 
みんなで泳いだ滝。アメンボウもいて水質がよく、水もとても冷たい。 
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8月 25日（月） 5日目 

 

6：00 バードウォッチング 

 二種類の鳥 

Ruby-cheeked sunbird（左）は、甲高いきれいな声で朝早くに鳴いている。右の鳥はおなか以外の色がわからず、名前は

わからない。あまり動かず、鳴かなかったので、どんな鳴き声なのかもわからない。 

  
 サンバードの巣 

枯葉で出来ていて枝の先にぶら下がっている。 

 
 
 
 
 バードウォッチングは、10 年近くかけて定点活動も行

ないながら獲得していく技術であり、少しの時間ではそ

う簡単にみることができない。 

 
10：30～ リフレクション 
  
一人ずつ国立公園のフィールドワークをふり返り、１人５分ず

つプレゼンテーションを行ない、谷口先生とチナタ先生から

のコメントをいただいた。 
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8月 26日（火） 6日目 

 

10：00 アユタヤ観光 バンパインパレスBang-Pa-in-palace見学 

 

タイと中国は深いつながりがあり、キングラマ５世のために中国の貴族がつくった中華風の建造物もあった。鬼門に中華

式のスピリット・ハウスもある。建造物のなかには、陶磁器や大理石が多く使用されている。また、ラクダの骨で作られたドラゴ

ンの装飾品なども飾られてあった。 

 ラマ４世ならびに５世の頃に中国の富豪がこうした建築や物財を寄付したことで、中国の文化の広がりを見ることができる。 

 
建物や店先の軒先に甕がおいてあり、雨水の中にウォ

ーターリリーや蓮の花が咲いており、野生のグッピーが泳

ぎ、自然の状態でおいてある。まるでビオトープのようであ

る。 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 パレス（王宮）には、尊敬、親しみ、癒しの３つの意味が込められている。 

タイの王様は偉大であり、国民から尊敬される存在である。タイの国民の国王に対する尊敬や誇りを日常生活の随所からう

かがい知ることができる。 

 

中国風の建物の前にある壁面 
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14：30 象に乗る体験 

 本物のゾウを間近で見ることができ、象に乗る貴重な体験もできた。想像以上に高く、揺れが激しかったが、30 分のコース

はあっという間だった。 
15：30 寺院見学 

 

 
 

日曜日のブッダ 月曜日のブッダ 

火曜日のブッダ 水曜日のブッダ 
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 それぞれの仏様の前に、小さい御椀がおいてあり、自分の生まれた曜日の仏様のところへお金を入れて手を合わせる。 

  

仏様には金箔が貼られていて、蓮のつぼみを供えてお祈りをする。 
 
16：30 アユタヤ遺跡見学 
 

マーハー・タート寺院内には、木の根の中に入り込ん

でいる仏像の頭部がある。この寺院は、1374年に建てら

れ、1767 年にビルマ軍に占領されるまでは普通の仏様

であったと思われる。 

写真撮影などの際は、仏頭よりも頭を低くしないと、失

礼にあたるとされている。 

水曜日のブッダ（夜） 木曜日のブッダ 

金曜日のブッダ 土曜日のブッダ 
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仏頭が全て斬り落とされている。これは、タイの象徴である仏様の像を、ビルマとの戦争中（1767 年）に敵が切り落としたの

が、現在もなおそのままの状態で残されている。 

 
///アユタヤの歴史\\\ 
アユタヤは1351年にアユタヤ朝初代の王によって建設され、1767年にビルマ軍の攻撃を受けて破壊される

まで 400 年以上にわたり、当時シャムと呼ばれたアユタヤ王国の首都であった。アユタヤの王たちは貿易を熱

心に行なっていたが、輸出入品の多くが、通常のマーケットではなく、王室倉庫で王の役人たちによって独占

的に売買された。王室倉庫の管理は王国内外の交易を司る役所の長官であったが、この長官は外務大臣も兼

ねていた。このような中で、アユタヤは東南アジア大陸部で も繁栄した国際的な港市国家となり、ペルシアか

ら日本へと至る交易ネットワークの結び目となった。 
アユタヤのライバルであったビルマ（ミャンマー）とは、40 回以上もの戦いを交えた。アユタヤは 18 世紀ごろ、

国内での紛争が相次いだ。その頃勢いに乗ったビルマが数万の大軍を送ってアユタヤの城壁に迫り、ビルマ

軍の城壁を掘り崩して燃やす作戦が功を奏して、１年２ヶ月の戦いはビルマの勝利に終わった。その後、1782
年にバンコク朝が開かれるが、アユタヤ朝の性格が強く受け継がれている。そして、「旧都」としてのアユタヤは

国際的な観光地となっており、1991 年にはユネスコの世界文化遺産にも選ばれている。（参考文献：『（ロンリープ

ラネットの自由旅行ガイド）タイ』より） 
 
20：30 自由行動 ＠ショッピングモール（ロータス） 

  

タイのマクドナルドの入り口でドナルドが手を合わせている。タイで

は、日常の挨拶やお礼、お祈りなどをする際、必ず手を合わせること

からタイでの象徴的なスタイルとして、このような格好をしていると思わ

れる。このようなところも国民性が現れる。 
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8月 27日（水）７日目 

8：30 大学のスポーツ大会の様子 

大学のスポーツ（サッカー）大会の様子。タイの伝統的な衣装や楽器で着飾った学生たちが華々しく入場。なかには、地球

温暖化をＰＲしながら入場するチームもあった。 

 
10：30エメラルド寺院（ワット・プラケオ）見学 

  

経堂プラモンドップ（左）には、螺鈿で装飾された厨子

の中に、三蔵経トリピタカが納められている。 

 また、仏塔チェーディー（右）には、仏舎利が安置され

ている。 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

エメラルド仏寺院は王室守護寺院であり、本堂に安置されているエメラルド仏はタイ国の本尊仏として も崇められている。

エメラルド仏は 1434 年、落雷によって破壊された仏塔の内部から発見された。ここは寺院建築すべての特色を備えている

が、王室専用のため僧坊の姿は見られない。 

 

ウィハーンヨート 守門神夜叉 
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エメラルドブッダは、雨期・夏期・乾期という季節によって、

纏う衣が変化する。この衣替えは年に３回、王様自らの手

で衣替えがなされる。私たちが訪問した時期は、雨期用の

衣を纏っていた。 

 
寺院や王宮は、タイ国民にとって神聖な場所であり、「仏

像と王様は同等である」と考えられているようである。金で

できた王様の調度品はどれも美しく、信心深いタイ王国の

象徴のようであった。 

 
 
18：00～20:00 ラダワン・カンハスワン先生の授業 

 
プラナコーン大学環境教育センターでは、teacher’s  

training を重視している。そして、子供たちには、触覚を使

って感覚を取り戻し、感性の覚醒を目指した教育 sensory 

awareness を行っている。 

  
 
 
 
 
 

 

 

ラダワン先生に案内されたミラクル・ルームでは、子供たちの五感を取り戻すことを目的として、いろいろな海洋生物

の標本などが置かれている。室内には、貝やヒトデ、タツノオトシゴなどの海の生き物や化石の教材が置かれており、実

際に触れ、自然を身近なものに感じてもらい感覚を取り戻す教育を行っている。 
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8月 28日  8日目 

 

11：00～ 記録の整理 

  

 

 
 国立公園で名前が分からなかった植物や動物、鳥の名

前などを写真をもとに図鑑で調べて整理を行った。また、

谷口先生のコメントを付け加えながら、今回の研修旅行を

振り返った。 

 
 
 
 
 
 
 
 

19：00 フェアウェルパーティー 
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 フェアウェルパーティーでは、一人一人ツアーの感想を述べたり、贈物の交換をしたり、終始和やかな雰囲気で別れを惜

しんだ。タイの学生からたくさんのプレゼントをいただき、こちらからもお渡しした。これまでにも学生から個別にプレゼントを

いただいており、こうした面からもタイの人々の親切さがうかがえる。 
 

研修旅行をとおして―感想―    今回タイを訪問して一番印象的だったことは、タイの人々はみんなとても温かく笑顔が素

敵ということです。既に現地の空港に「Welcome to smiling land」と看板に書かれてありました。実際にそのとおりで、タイの

人々は本当に親切でいつも笑っていました。プラナコーン大学の大学生は、社会人や在職者の学生が多く仕事をしている

にもかかわらず、私たちのツアーにも同行してくれて、食事の仕方や、タイの習慣・文化も丁寧に教えてくれました。そして、

タイの人々は常に笑っていて周りの雰囲気を明るくしてくれていました。どんなときでも笑顔でいれることは素晴らしいことだ

と尊敬しました。笑顔を大切にしているからこそ、他人に対して優しくできるのだと思います。 

また、タイの文化の中で驚いたことは、タイにおいては、「王族」と「仏教」が非常に敬われているということです。どこの建物

にも「スピリット・ハウス」が設置されているし、街中の至るところに王様の写真が飾られています。そして、さらに驚いたことは、

国民が王様を尊敬しているだけではなく、王様も国民を愛しているということです。歴代の王様は、戦争が起これば率先して

現地へ出向き争いを抑え、口だけでなく国民のために必死で行動してくれているそうです。国のトップに立つ人間がそのよ

うにあたたかい人格者であるからこそ、国民から慕われ、そして国全体も優しさに満ち溢れたものになるのではないでしょう

か。 

私は今回の旅行で、タイと日本の雰囲気の違いを目の当たりにしました。そして心からタイの人々を尊敬しています。私もど

んなにつらいときでも笑顔でいる強さを持ち、他人に対して優しくできる人間でありたいと思います。（佐藤） 
 
22：00 スワンナプーム国際空港 帰国 

 

チナタ先生とタイの学生が夜遅くにも関わらず、スワンナプ

ーム国際空港に見送りに来てくださった。23 時 59 分定刻

に離陸し、翌日７時30分に無事関西国際空港に着陸。８時

30 分に解散し、無事８泊９日の日程を終えた。 
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研修旅行を通して感得したタイの環境・文化について
Ｍ１　鳥居祐介

　今回人生初の海外旅行をタイで過ごしましたが内容の非常に充実した 8 泊 9 日だったと感
じています。その中で印象深かったのは、!タイにおける多様な生態系、"教育における歴史
的、宗教的背景、#積極的かつ規模の大きな環境問題への取り組み、の３点でした。
　!年間を通して暑い気候の続くタイで多様な生態系をみることができるということは以前
から予備知識として持ち合わせていました。しかし国立公園でのフィールド活動を通じてそ
の意味を実感し、理解することができたと思います。その例として鮮明だったのは、日本と
は明らかに異なる竹です。密集し硬い棘を持つことで中央の筍を囲んでいることに日本の竹
林とはちがう生存競争と生態系の力強さを感じました。また山を登っていくなかで植生の境
界を鮮明に見たことは貴重な体験でした。チナタ先生の説明を聞くまで自分の歩いている周
りの植物を部分的に見て植物の特色に驚いていましたが、植物単体を見るのではなく、視野
を広げてその植物の生息している群集も含めて観察することが、植物の特性をより深く知る
ことなのだとわかりました。
　"文化面で印象が強かったことは国王と国民の繋がりの深さでした。いたるところに掲げ
られた国王キング・ラマ９世の写真に、私は最初、独裁者のイメージをもち戸惑いました。
しかしタイの大学院生に質問し、実際にグランドパレス、エメラルド寺院を訪れて、キング・
ラマ９世が独裁者ではないこと、長い歴史の中で築かれた国王と国民相互の信頼関係である
こと、国王は哲人思想を以って国民に応えていることがわかりました。特にウィマーンメー
ク宮殿付属博物館内では、国王が自分の生活空間を３つに区分してグリーン、ピンク、セピ
アの３色で統一しているところに博識さが現れていると思いました。また、今回の旅行では
様々な場所でタイの人々の温かさに触れる機会が多かったです。目上の人のみならず出会う
人々に対し合掌し頭を下げて礼儀を示す姿には、仏教思想に基づいた日常生活が、タイ国民
全体にいき届いていることがわかりました。
　#プラナコーン大学のキャンパス内を見学して驚いたのは、環境問題に対する意識の高さ
でした。学園祭では、地球温暖化に関するスローガンの書かれたＴシャツやコップを売る店、
環境問題に関するパネル展示のブースを学生が運営していました。また学内の清掃キャンペ
ーンなどにスカラシップをかけるなどといった環境問題に対する意識の高さと、地球環境問
題に対して大きな規模で活動しようとする熱の入れようを感じました。また「ミラクル・ル
ーム」における環境教育は、実物教材の素材や形を上手く活かして、五感にうったえかける
方法であると思いました。
　今回の旅行においては様々なところでタイという国の持つ熱さを感じました。政治におけ
る熱さ、環境問題に関わらず自分たちが直面している問題に対して積極的に行動しようとす
る熱さなど、日本人が彼らから学ぶべきことは知識だけではないことを強く感じた８泊９日
でした。

自然の違いを肌で感じたカンチャナブリ国立公園の見学
４回生　大西　智彦

　今回のタイ研修旅行で得たものは多くあったが、その中でも私はカンチャナブリ国立公園
での経験について述べたい。
　まず、最も印象的だったのはチャッカチャンと呼ばれる蝉である。日本の蝉は鳴き声こそ
多数あるものの、姿や形はどれも類似したものがほとんどであった。それに対し、今回発見
したカッチャカンというこの蝉は全体的に緑色をしており、また鼻が非常に長いという特徴
があった。タイは熱帯性気候になるので、温帯性気候である日本と生息する生物が異なるの
は当然のこととはいえ、やはりこのような未知の生物に出くわすことは大変興味深いもので
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ある。
　また、公園内のネイチャートレイルを歩いているとき、地面に多数の穴が開いていた。こ
れは既に蝉の大半が出た後だったために種類は判別しなかったが、蝉の幼虫が出た跡と聞い
た。日本では蝉が出てくる場所は木の根元がほとんどであるため、このような穴は見たこと
がない。一方、この国立公園は舗装されている道など見る限りではなかったため、いたると
ころで幼虫が出てきた跡を確認できた。同時に運良く出てきている蝉を発見することもでき
たが、残念ながら誰かに踏まれてしまったようで死んでしまう直前であった。
　次に印象的であったのはバードウォッチングである。
　バードウォッチングというと、ただ望遠鏡を持って木の上や飛んでいる鳥を見ることだと
思っていた。地味であることに変わりはないかもしれないが、実際は 10 年近くかけて継続
して、四季を通じた定点観察を行うのもバードウォッチングだと知ったときには、今まで抱
いていた印象とはかなり異なるものになった。実際、今回バードウォッチングを行ったとこ
ろ、複数の箇所で鳥の鳴き声を聞きわけることはできたが、その周辺を一所懸命望遠鏡で探
してみても木が高すぎたり、茂みが深すぎたりして鳥らしい姿を発見できたのはほんの１、
２回であった。
　これは他の動物や植物に関してもそうかもしれないが、実際に観察、研究をするのならば
10年単位で活動を行わなければ正確な結果やデータは得られないのだろう。
　最後に、このカンチャナブリ国立公園で過ごして感じたことは、非常によく整備されてい
るということである。
　ネイチャートレイルをトレッキングするにあたって、800 メートルほどの道のりをずっと
歩いたのだが、環境としては山の中であり様々な植物から岩、動物の巣など自然環境がほぼ
原生のままで管理されていた。しかしながら、人が歩く轍のような場所は歩きやすいように
ある程度整備されていた。これは何十年もかけて人が同じ場所を歩いたからできた可能性も
あるが、危険が伴わないようにある程度整備されているのだろうという印象を受ける。
　今回、国立公園を訪問したのは、私は初めてであった。日本国内にも多く国立公園はある
が、なかなか訪れる機会がなかったため、今後まずは近隣の国立公園を訪れようと思う。そ
の際、タイの国立公園と比較も可能なので、それぞれの良い点、改善が求められる点などを
追究できればと思う。

微笑みの国の原動力にふれて
４回生　佐藤　真咲

　タイを訪れて一番驚いたことは、タイにはそれぞれの家にはもちろん、フェリーなどいた
るところに「スピリット・ハウス」があったことである。プラナコーン大学内にも、スピリ
ット・ハウスとブッダの仏像が置かれていた。プラナコーン大学の学生は迷ったり悩んだり
すると、そのブッダの仏像の前で瞑想を行なうそうである。この大学生の話やスピリット・
ハウスがあることから分かるように、タイではブッダ・仏教が非常に広く信仰されている。
日本では、カウンセラーが行うカウンセリングや精神科医等が主流であるが、タイにおいて
は、その役割を、宗教である仏教が担っているのである。私たち日本人は、一つの宗教の信
条を貫き通すというよりは、“クリスマスの一週間後にはお正月を楽しむ”というように、様々
な宗教をない混ぜにして生活していることの方が多いため、タイのような光景を見ることは
新鮮であった。そして、タイでのブッダや仏教の力は、タイの国全体、日常生活にまで深く
染み込んでいる。
　アユタヤ遺跡を見学したときにも、宗教や信仰の力のすごさを感じた。遺跡にある大きな
石を、あれほど多く積み上げることはそう簡単にできることではない。それだけの力が宗教
にはあるということである。また、仏教には「セイマ」というものがある。境界という意味
であり、この世界と異次元の世界とを分けるものとされている。新たに僧侶になる通過儀礼
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のとき等に使われる。
　宗教の基本理念は、「人間（自分）の限界を越えるものを尊ぶ」という考え方がある。今回
の旅行では、タイの人々が、ブッダを心底、尊敬していることがよく分かった。それと同時
に、宗教が日常生活の軸となっている暮らしを目の当たりにした一週間であった。

研修旅行で得たもの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4回生　　淡路　麻里子

8月21 日～29 日の9日間、タイ・バンコクへの研修旅行に参加しました。この9日間、
初めて見る光景から得る具体的な知識や発見があり、学びの多い、楽しい研修旅行となりま
した。また、研修を通じて、今後の私自身のあり方を考える、貴重なきっかけへと繋がりま
した。
本旅行を振り返って、印象に残っていることは、タイの人々の人間性と環境意識の高さで
す。タイに滞在中、出会う人、出会う人たちが私たちに挨拶をし、親切にしてくださりまし
た。手を合わせて挨拶をする姿は、全てを許すような温かさも感じられました。
　また、今回訪れた場所は、カンチャナブリにある自然公園、世界文化遺産であるアユタヤ
遺跡、グランドパレスと世界的に貴重とされる場所ばかりでしたが、その他訪れた市内にあ
るマーケットや大学内でも、ゴミが落ちているという印象はありませんでした。そればかり
ではなく、紙をリサイクルして作ったオブジェやタイヤで作られたゴミ箱など、環境を考え
ての小さな工夫が至る所にみられました。
また、一週間タイの学生たちとともに活動し、環境だけでなく様々なことを知ろうという
彼らの姿勢は、大きな刺激となりました。
次に、様々な活動を通して、いろんなレベルの違いを感じることができました。それは個々
のレベル、専門家のレベル、活動計画のレベルであって、良いところもあれば悪いところも
ありました。また、自身の勉強不足や詰めの甘さを痛感することも多く、谷口先生が日頃か
ら仰っている、物事の密度の濃さや『先行理解』の重要性をあらためて感じることができま
した。大切なことは、自分が詳しくない分野であれば、無理をせずその分野のエキスパート
に助けを求めればいいということで、しっかりしたレベルを求めないと結果的に悪影響を及
ぼしかねないということでした。今後、広い視野をもって物事に関わっていきたいと思いま
す。
　そして何より、今回多くの先生方とお会いすることができたこと、各訪問先で生活する人々
との交流や文化体験の機会を持てたことを本当に嬉しく思います。タイに対する愛着の思い
が強まりました。またいつか近い将来、タイに行きたいと思います。

たくさんの“気づき”のあった９日間
４回生　宮元 梨菜

８月 21 日から 29 日までの９日間、タイへの研修旅行に参加させていただきました。これ
が初めての海外旅行になる私にとって、タイでの生活は新鮮なものであり、たくさんの“気
付き”があったように思います。
この研修旅行の中で最も印象的であったのは、ナショナルパークでの自然体験です。トレ
ッキングにおいては「ゾウセミ」や「ガンチャニカ」など、日本では見ることのできない、
たくさんの種類の植物や生き物を目にしました。そしてそれらの生命から、この森林の生態
系を読み取ることができるのだということを学びました。また早朝のバードウォッチングで
は、自分の目だけに頼るのではなく、耳を存分に利用して鳥を探し、観察しました。この体
験から、私たちが普段の生活の中でいかに視覚だけに頼った暮らしをしているかに気付かさ
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れました。
自然の美を維持し続けているというこのナショナルパークでの体験を通し、私たち人間の
活動が自然に対して与える影響力の大きさを考えさせられると同時に、自然と共生していく
ことの重要性を改めて感じました。また物事を捉えようとする際、視覚のみに頼るのではな
く他の感覚も利用した上で、自らの心によって感じることが何よりも大切なのではないかと
思いました。
滞在期間中、私が常に感じていたことは、当然のことながらタイと日本の文化の違いです。
今思い返せば私は、あらゆる場面においてその違いに驚き、困惑していたように思います。
しかしその国の文化に触れることは、その国そのものを知るということだと思います。異国
の文化に触れたその時、初めてそこに国境を越えた “つながり”が生まれるのではないかと
思いました。
９日間という長いようで短い研修旅行でしたが、私はタイの方々の、たくさんの優しさに
触れました。タイの人たちは皆、温厚でおおらかであり、何か私たち日本人が忘れてしまっ
ているものを、気付かせてくれたような気がします。
またこの研修旅行は、単にタイの自然や文化を学ぶだけではなく、人と人との関わり合い
を学ぶ機会でもあったと思います。私はこの旅行を通し、自分の無知さ、未熟さを痛いほど
感じました。しかしたくさんの“気付き”を与えてくれたこのタイへの旅行は、私にとって
非常に貴重なものとなりました。

タイの自然のスケールの大きさと人々のあたたかさに触れた一週間
４回生　森　彩香

今回、初めてタイの国立公園に行ったが、日本とは比べ物にならないほどのスケールに驚い
た。そして、公園内はきちんと手入れされているのだが、さりげなく手が入れられているこ
とにも感動した。ネイチャートレイルでは様々な植物、動物を観察したが、山を登っていく
途中でぴたりと竹がなくなり、棲息する植物ががらっと変わる。あたかも線が引かれている
かのようなきっちりした区切りで植生のかわるエコトーンも観察することができた。また、
竹の生え方も日本とは違い奇妙な生え方である。まとまって一つの幹のようになっている。
日本にある竹は繁殖力も強く、幅広い地域で生息している。私は日本の竹やぶしか見たこと
がなかったので、とても新鮮であった。野生動物がたくさんいるのも魅力的な点である。リ
スやトカゲ、ヤモリなど日本では今は身近にいない動物をたくさん見ることができた。
国立公園での二日目のフィールドトリップの途中、カレン族という少数民族の村を見学し
に行ったが、彼らのライフスタイルは人間の原点であると思った。お祈りをする祠のある洞
窟があり、そこには僧侶が住んでいた。また、彼らは基本的に農業を主な収入源にし自給自
足のライフスタイルを確立しており、欲しい物を欲しいときだけ使い、食べ、そそいて決し
て無駄なことはしないという、慎ましい生き方で暮らしており、見習わなければならない点
がたくさんあると思った。また、タイの人々は非常に信仰が篤いことが分かった。それは、
タイの至る所で見受けられるスピリットハウスや、毎度の挨拶に手を合わせてお祈りするこ
とからも伺える。日本はいろいろな宗教が混ざった文化なので、あまり宗教的なことは日本
では考えることはなかったが（むしろあまり宗教に近づこうとはしなかったが）、何だか自信
を持って生活しているように見えた。また、タイの人々は本当に親切で明るく、こちらまで
自然と笑顔になってしまう、微笑みの国であることをとても実感した１週間だった。
タイとは今までに「国際環境教育ネットワーク」の TV 会議システムで、タイの地球温暖
化の取り組みや農業、エビの養殖についての講義を受けてきた。TV 会議システムで先に理解
していたタイの現状が実際に行くことにより、より理解できたし、興味を持つことが出来た。
こんなに貴重な経験をさせていただけたのは先生のおかげである。普通の観光旅行ならこ
こまで楽しくはなかっただろう。素晴らしい友だちもできた。初めての海外旅行がタイで本
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当に良かったと思う。

４回生　山縣　亜梨沙

　私は今回の研修旅行でたくさんの人に出会い、たくさんの優しさ、温かさに触れた。シリ
ワット先生はいつも優しい笑顔で接してくださり、話すときは私たちが理解できるようにゆ
っくりと話してくださった。チナタ先生はいつも明るくてパワフルな先生で、私たちが楽し
める雰囲気を作ってくださった。先生方は忙しい合間を縫って私たちのところへ来てくださ
り、ほんの少しの時間でも一緒に過ごしてくださった。
　タイの大学院生たちはとてもフレンドリーで、たくさん話しかけてくれた。私がわからな
い顔をしていると、いろんな表現の仕方で理解できるように話してくれた。とても優しく接
してくれるので、わからないことがあったり教えてもらいたいことがあると自分から積極的
に話しかけることもできた。英語でのコミュニケーションはとても不安だったが、きれいな
文法を使わなくても、簡単な英語であっても伝えることができることを体験した。
　一番多く疑問を持つことがあったのは食事の時だ。日本ではお箸を使って食べるのが基本
的な食べ方だが、タイではスプーンとフォークを同時に使って食べる。日本ではフォークと
スプーンを使う機会があったとしても、片方ずつ使って食べる。初めは片方ずつ使って食べ
ていたが、学生に教えてもらいタイ式の食べ方を学んだ。また、たくさんのスパイスをかけ
て食べることが多かったので、何に使って食べればいいのか、どんな味がするのかなど教え
てもらいながら、さまざまな味にチャレンジした。辛いものが好きな私は、いろんな辛さを
味わえた。
　私が今回の研修旅行で最も頭に焼き付いている景色は、国立公園の中にあった迫力ある滝
だ。たくさんの水が流れ落ちる光景、水が流れ落ちる大きな音を感じたときの感動は忘れら
れない。これまでの経験の多くは地震や台風などの天災でしか自然の持つ力の大きさを感じ
ることがなかったが、今回は滝の迫力で自然の大きな力を感じることができた。
　水の流れが穏やかな下流では、水がきれいなことを証明するかのようにアメンボや小さな
魚などの生き物がたくさんみられた。滝だけでなく、国立公園の中ではさまざまな動植物が
生息していた。チャッカチャンと呼ばれる鼻が長い蝉や、白や緑、黒などの鮮やかな蝶や、
岩の上に自生するガンチャニカや、とても苦い味がしたマクポンなどの植物を観察した。
　今回の研修旅行を通して感じたことは先生だけでなく、タイの学生が植物や昆虫の名前な
どをよく知っているということだ。もしも外国から来た人に日本を案内することになったと
したら、私はどれだけ日本のことを知っているのだろう。まだまだ勉強も経験も足りないの
だと感じた。タイでは素直に感動し受け入れることのできた、その気持ちを忘れることなく、
いろんなことに対して素直になり、感動して吸収していきたいと思う。

タイを五感で味わう
３回生　山下　尚子

　タイの研修旅行で感じたこと、体験したことなどを三つあげたい。まず、ナショナルパー
クでの三日間は、日本にいては絶対経験できない貴重な時間だった。ネイチャートレイルで
山の中を散策したときは、初めて見る植物が多く、学ぶことがたくさんあった。竹は日本に
もあるけれど、生え方や穴の大きさなど違いを実際目で見て触って感じることが出来たし、
マ･カンポンはかじってみて自分の口でどれだけ渋いか感じることも出来た。また、セミは鳴
くとうるさいし見た目も好きではないしあまり間近で見たくないと思っていたけれど、タイ
でゾウセミを見たときは、その固定概念が一気に消えて、きれいな色だし鳴かないし、鼻み
たいなものが伸びていて、驚かされた。そして、ナショナルパークでの最後の夜、部屋に一
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匹蛍が入ってきて、夜の間何とも言えないきれいな色の光を放ちながらずっと頭の上を飛ん
でいたことには、自然の生き物がもつ美しさを目の当たりにした。私は今まで蛍を見たこと
がなかったので、これもとても印象深い出来事であった。
　次に、寺院や遺跡を自分の足で歩いてまわったり、ゾウに乗ったことも、非常によい経験
だった。アユタヤ遺跡では、戦争中に敵に仏頭を落とされた仏様を何体も見て、人間の愚か
さや残酷さみたいなものを感じた反面、レンガをいくつもいくつも重ねて造られた遺跡を見
て、人間の力は想像を超えるものだとも感じた。エメラルド寺院では、建物はどれもピカピ
カで美しく、仏様やゾウの彫刻などもたくさんあった。エメラルドブッダのいる寺院の中に
入るときは、英語がプリントされたＴシャツや肌を露出した服では入れず、タイの人たちの
ブッタに対する敬意が感じ取れた。ゾウに乗ったのはもちろん初めてで、思っていた以上に
揺れが激しく、バランスをとるのが難しかった。乗ったとき、ゾウの背中と私の足が触れて
いたので、ゾウの背中が硬くてザラザラしていて少ないけれど硬い毛が生えているのを感じ
た。ゾウの肌を自分の肌で感じる経験は、不思議な感覚だった。
最後に、この旅行で一番自分のためにもなり勉強になった事は、タイの人たちの思いやり
や笑顔や信じる心だった。団体で動くとき、食事をするとき、話をするとき、どんな時でも
タイの人たちは相手のことを第一に考えていた。そして、実際に相手のことを第一に考えて
行動していた。私は、自分のことよりも相手のことを考えているつもりでいたけれど、どこ
かで自分のことを優先していたのに気付いた。相手のことを考えて行動することは頭でわか
っていても実際に行動するのはとても難しい。それなのに、今回出会ったタイの人たちは、
いつも相手のことを思いやっていて、その上いつも笑顔を忘れない。笑いを忘れてはいけな
い、ということを身を持って感じた。笑顔でいること、笑うことを忘れなかったら、どんな
ことでも乗り越えていけそうな気持ちになった。そんなタイの人たちは、私の理想であり、
尊敬に値する。タイの人たちと出会って、自分をふり返るよい機会にもなった。

原体験から学ぶタイ文化
２回生　南　治香

§１．フィールドノートより
１．植物
タイの自然には日本と異なるものがいくつも存在した。その代表であるといえるのが「竹」
である。日本の竹とは違い、タイの竹は密集して生えている。また、細いツルから無数のと
げが生えており、象がタケノコを食べる際にそのとげのついたブッシュの中に入り、血だら
けになることもある。日本の竹よりも中央部の穴が小さく、身が厚くなっている。
タイではよく目にする「スワンフライ」と呼ばれる植物は黄色と白色の花を咲かせる。日
本では目にしたことのない花あったので、調べてみたところ日本にはない花のようである。
また、タイでよく見かける花の１つに蓮の花があげられる。町や寺院などのいたる所で見
かけ、水を張っている鉢の中でグッピーとともに見かけることも多い。
MA-KHAM-PONと言われる実も、日本では見かけることはない。すっぱく渋い味のする
黄色いプチトマトくらいの大きさの実である。
また非常に高価な食材になり、１kg100バーツほどで取引されるPauk-Whanといわれる
植物や、岩の上に生える蘭の一種である非常に貴重な植物であるモーリン、木の幹にとげの
生えている木で不倫をした人が地獄で登るとされる木のニュウなどもタイ特有の植物である。
ネイチャートレイルの最中にはこのようなタイの植生の境界線を発見することが出来た。
膝ほどまでの竹の草が生い茂る領域と竹などの背の高い木の生える領域との境を見ることが
出来た。この線はきっちりと決まっている訳ではなく、季節や気候などによって微妙に変化
する。
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Swan Fly

　　　　　　
Ma Kham Pom = Phyllanthus

２．昆虫・生物
タイの蝉は大きく分けて２つに分かれる。１つは日本でよく見かける鳴く蝉であるが、も
う１つは鮮やかな色と模様を持ち、鳴くことはないゾウ蝉と言われる蝉である。その名の通
り、鼻が長く、角のように尖っている。
また、日本でも馴染みのあるアメンボもタイでよく見かける昆虫である。アメンボのいる
水の水質は非常に良いとされており、タイの水環境の豊かさが身近に感じられた。

３．宗教・生活・文化
ビルマ・カンボジア・ラオスとの戦いについても学ぶことが出来た。アユタヤを訪れた際
に頭部のない仏像が無数にあった。1767 年、アユタヤに侵攻してきたビルマ軍はここで多
くの仏像の頭部を切り取ってしまった。この年にアユタヤ朝は終わりを迎えてしまったそう
だ。また、タイは仏教国のため観音が曜日別にあり、週の真ん中である水曜日は朝と夜に分
かれている。季節によっても観音が違うことがある。
タイでは、仏教と王政が融合しており、どちらの力も非常に大きいものである。ビルマの
件についても再興の際に大きな威力を発揮した。さらに、大きな木や古いものに魂が宿ると
して、大切に祭るアニミズム的な思想も大きく関わっている。

§２．感想
今回の旅行において私はタイの文化・習慣に触れ、日本との違いを見つけることができま
した。最も興味深かったのは、タイの人々にとっては普通であることが日本では普通ではな
いという点です。勿論当たり前のことではありますが、実際に経験してみたからこそ得たも
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のであると思います。特に私が興味を持ったのは次の２つの点についてです。
1 つ目は、タイの生活がいかに自然に溢れ、自然と共生しているかということについてで
す。タイでの生活は、日本よりも多くの自然に囲まれています。普段の生活で植物は勿論の
こと、それ以上に身近に感じられるのは、生物の存在です。タイで過ごした日々にはいつも
生物の存在がありました。特に私が興味を持ったのはヤモリを食べる大きなヤモリの「トッ
ケイ」です。「トッケイ」はタイを始め、インド、インドネシア、カンボジア、中国南部、ネ
パール、バングラディッシュ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオスな
どに生息している大きなヤモリで、「トッケイ」と言う名前は鳴き声に由来しているそうです。
丸い瞳がとても可愛らしいと思っていたのですが、どうも現地では嫌われ者のようです。
身近であるがために珍しい存在でもなく、少し恐ろしい迷信まであるようです。お腹を噛ま
れて死んでしまうというようなものですが、実際にはそのようなことはないそうです。しか
し、１回噛まれると、なかなか離さないので危険な生物ではあるようです。大人しくなかな
か動くところを見られなかったので、そのような恐ろしい生き物であるとは考えもしません
でした。ですが、そのような危険をもたらす可能性のある生物と共生しているタイの人々の
暮らしはやはり日本とはことなるものだと感じました。日本では、そのような危険な生物で
あった場合、すぐに捕獲するか、殺してしまうかするでしょう。命を大切にする仏教を重ん
じるタイの国柄がよく表れていると思います。
2 つめは、食事の文化の違いについてです。タイの食事ではフォークとスプーンを使うこ
とがほとんどです。実際にタイに行く前は、アジアでは箸と言うものが広く普及しており、
日本は勿論のこと、タイにおいてもお箸が広く普及し、普段の食事からお箸を使っているも
のだと思いました。ですが、実際の食事の場面で箸はほとんど見ることがないことに驚きま
した。稀に、麺類を食べる際にお箸が出てくることがありましたが、日本のお箸のように先
が細くなっていることはありませんでした。
珍しい生物に出会えたことも、食事のマナーやこのように感じ方や習慣の違いを知ること
ができたことも実際にタイと言う国に行ったからこそ体験できたものであると思います。こ
のように食事や、文化、生活を通して様々なことが学べる体験でありました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　了 　　　　　　　　




