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2014（平成26）年度
常磐大学・常磐短期大学
『海外研修Ｃ（タイ）』
▪研修目的
海外研修Ｃは、信頼のおける国際研修への参加が単位
として認定される科目です。受講者は、指導教員（引率
者など）による事前研修を受けた上で、現地の研修を行
います。事後には、研修の内容と成果の報告書またはレ
ポートを作成します。タイにおける研修は、大学間連携
協定を締結しているチェンマイ市にあるチェンマイ・ラ
ジャバット大学が提供する２週間の研修に参加し、所定
の課題を終えた上で単位が認定されます。

▪目的達成のための実施方法
研修開始前にテーマを設定しておき、現地での実践を
ともなう課題の追及を通して、異文化を理解し、国際感
覚を磨き、多様なコミュニケーション能力を獲得するこ
とを目的とします。そのために研修参加者は次の課題に
取り組みます。
①　事前研修では、タイの文化や歴史について理解を深
め、現地研修時に行う日本文化紹介プレゼンテーショ
ンの準備を行います。
②　現地では、初級タイ語やタイ文化の授業に参加し、
かつタイでのコミュニケーションの基礎を学ぶことを
目的に、さまざまな校外学習を通してタイ社会を多角
的に理解し、その意義を最後に発表します。

▪実施要項
①　研修機関：チェンマイ・ラジャバット大学
　　　　　　　タイ王国、チェンマイ市
②　研修期間：2015年２月 １日（日）
　　　　　　　　　 ～２月15日（日）　14日間
③　引率教員：中西　貴行（人間科学部准教授）

引率を終えて
人間科学部　准教授　中西　貴行

私は、これまでアメリカやイギリスの海外研修に８年ほ
ど連続で引率に行ってきた。しかし、今回のタイ研修は企
画自体が初めてで、未知なものが多く、現地に行ってみな
いと分からないことが多かった。不安もあったが、国際セ
ンターの方たちが現地のタイの方々と細かく連絡をとり、
計画してくださったおかげで何事もなく、学生たちも楽し
んで帰国でき、大成功に終わった。
当初の予定では、直接チェンマイに行く予定だったが、
私のバンコク出張と重なったこともあり、学生たちに首都
バンコクを見る時間とトゥクトゥクという現地のバイクタ
クシーに乗る機会を設けられたことは非常によかったと思
う。詳しくはこの報告書の中を読んでいただければわかる
と思うが、チェンマイでは常にレッドカーで、バンコクの
ようなBSTやトゥクトゥクに乗る機会はなかった。
このタイ研修が他の研修と大きく異なる点が２点ある。
まず１点目は、バディーの存在である。バディーとは、現
地のチェンマイ・ラジャバット大学の日本語学科の学生た
ちのことで、８名ほどの学生が常に私たちと行動を共にし
てくれた。学生たちは、分からないことがあるとそのバ
ディーに日本語で質問することができ、食事も学食での注
文の仕方などでいろいろと助けてもらっていた。帰国した
今でも連絡を取り合っているようで、今後も交流を深めて
もらいたいと思う。ただ、やはり気になったのが学生の英
語力不足。この点については毎回の海外研修の事前研修で
言うのだが、もう少し英語力があれば大学のスタッフの
方々や、大学の外に出たときに現地の方々とより多くコ
ミュニケーションが取れていただろうと思う。これに関し
ては、学生たちも感じていたようで、これから研鑽を積
み、次に海外に行くときには、より多くコミュニケーショ
ンが取れるように準備してもらいたい。
２点目は、学生が現地で発表をする機会が何度かあるこ
とである。事前研修では、２つの発表を用意していき、そ
の他に現地の大学の日本語学科の授業を１つ担当した。急
な時間の変更などもあったが、学生たちはしっかりと対応
し、タイの学生たちも活動を楽しんでくれた様子を肌で感
じることが出来た。その授業では、日本の歌、踊り、遊
び、日本の手話、そして現在日本で流行っているものなど
を紹介し、遊びを実際にタイの学生たちとやったところ、
大盛り上がりで時間が足りないほどだった。
今回の研修を終えて、タイが微笑みの国と言われる所以
が少し垣間見れた気がした。多くの人々の優しさに触れ、
多くの日本人が定年後に移住しているという事実も納得の
いくものだった。今後ともこの研修を継続し、多くの学生
に未知への一歩を踏み出してもらいたいと願う。

チェンマイ・ラジャバット大学について：

チェンマイ・ラジャバット大学は、タイ北部の中心都
市チェンマイ市にある国立大学です。教員養成学校とし
て開校し、現在は５学部94学科編成の約25,000人の学
生が学ぶ総合大学となっています。人文社会学部の下に
日本語学科が開設されており、約300名の学生が日本語
を学んでいます。また毎年、同学科が中心となって「日
本祭」が開催されています。
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TOKIWA UNIVERSITY ▶ CHIANG MAI RAJABHAT UNIVERSITY

Schedule: February 1 - 15, 2015
月　日 現地時間 行　　程

２月１日日 早　朝　 高速バスで成田空港へ

07：45　 成田空港第１ターミナル南ウイング集合

10：45　 出国手続き後、TG641便で成田空港を出発

15：45　 バンコク・スワンナプーム空港へ到着。その後、宿泊先のバンコクセンターホテルへ

２月２日月 08：30～ バンコク市内観光（暁の寺院・王宮・エメラルド寺院・ワットポーなど）

15：05　 TG112便でバンコクからチェンマイへ

16：15　 チェンマイ空港に到着。　現地校の送迎で、宿泊先のパタラ・プレイスへ

２月３日火 09：00～ チェンマイ・ラジャバット大学（CMRU）にて研修。開講式、オリエンテーション

13：00～ チェンマイ市内の博物館などを訪問
　ラーンナー博物館、ワット・プラシン寺院、ワット・チェディ・ルアン寺院

19：00～ ウェルカム・ディナーに参加

２月４日水 09：00～ チェンマイ・ラジャバット大学（CMRU）にて研修。本学学生による日本文化紹介

13：00～ チェンマイ郊外の寺院などを訪問。ドイ・ステープ寺院、ブービン宮殿

２月５日木 09：00～ チェンマイ・ラジャバット大学（CMRU）にて研修
　初級タイ語講座、タイ伝統舞踊・伝統楽器体験

２月６日金 09：00～ チェンマイ・ラジャバット大学（CMRU）にて研修
　初級タイ語講座、　メーカーポン村でのホームステイ・オリエンテーション

２月７日土
２月８日日

08：15～ メーカーポン村でのホームステイ

２月９日月 09：00～ チェンマイ・ラジャバット大学（CMRU）にて研修
　タイ料理体験、最終プレゼンテーションの事前準備

２月10日火 08：00～ CMRU付属幼稚園訪問

13：00～ 児童支援ボランティア団体（アーサー・パッタナー・デック財団）訪問

２月11日水 08：15～ 象乗り体験、バンブーラフティング体験、牛車乗り体験

２月12日木 09：00～ チェンマイ・ラジャバット大学（CMRU）にて研修
　初級タイ語講座、最終プレゼンテーション事前準備

２月13日金 08：30～ ロイヤルパーク・ラーチャプルック訪問

15：00～ チェンマイ・ラジャバット大学（CMRU）にて研修。最終プレゼンテーション、修了式

17：00～ 送別ディナーに参加

２月14日土 19：25　 TG117便でバンコクへ

22：35　 出国手続き後、TG640便でバンコクを出発

２月15日日 06：15　 成田空港に到着。入国・税関手続き後、成田空港で解散
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タイ人にとってお坊さんは
尊敬される存在

寺院

バンコク編
กรุงเทพฯ

ワット・ポー ワット・プラ・ケオ（エメラルド寺院）

ワット・アルンラーチャワラーラーム（暁の寺院）

敷地内にはとても特
徴的な形をした立派
な王族のお墓が。

ラーマ二世の菩提寺、暁の寺院。三島由紀夫の「暁の寺」の舞台。
トウモロコシの形をした寺院。中心の大塔を４つの小塔が取り
囲んでいる。

敷地内は他の寺院と
比べ、撮影禁止、服
装チェックなど厳し
い体制がとられてい
た。多くの観光客で
賑わっている。

バンコクで最も古く
からある寺院。黄金
で巨大な涅槃仏を目
の前にすると心も清
らかな気持ちに。

王宮の宮殿と接
しており、タイ
で最も美しくき
らびやかな寺院。

大仏塔の階段はとても急で怖い！でも登ってしまえば、先ほ
どの怖さを忘れてしまうほどの景色。チャオプラヤー川やバ
ンコク市街が見渡せます。

タイは、宗教の信仰は自由だが、
国民の９割は仏教を信仰してお
り、町なかや学校内にお寺があっ
たり、学校では釈迦の教えの学び
があったりと仏教が国民の生活の
ベースになっている。タイ人の優
しさと温かさはこういった仏教の
教えからくるのかもしれない。

タイ王国の首都“バンコク”
大都会の賑わいと仏教文化が調和した
東南アジア屈指の世界都市

BANGKOK

タイの小学校での仏教教育

タイの大学内の寺院

タイの優先席
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標高1080ｍのステープ山にある寺院で、チェンマイ
の中で最も有名な観光スポットである。
寺院にはシンボルとなっている黄金に輝くチェディ

（仏塔）と傘がある。目が眩しくなるほど寺院全体が
輝 い て い る。 ま た、
寺院にたどり着くま
でに長い長い階段が
あり大変ですが、登
り終わったときの達
成感と絶景があなた
を待っています。

境内には様々な建物がある。特に写真にある寺院は様々な角度に
よって見える景色が異なり、スケール感は想像以上に迫力があ
る。実際に行かないと分からないことばかりなので、ぜひ、実際
に足を運び、歴史を感じて欲しいと思います!!

古い歴史を
感じさせます。

アーサー・パッタナー・デック財団
（児童発達ボランティア財団）

ストリートチルドレンを保護
し、自立出来るようになるま
で支援する施設。色々な年齢
層の様々な過去をもつ子供
たちが日中立ち寄れる「居場
所」となっており、勉強をし
たり、遊んだり、食事を取っ
たりしながら、ひととき笑顔
を取りもどしている。

長くて疲れるよ

みんな元気
いっぱいの
子供たち

NGO施設見学

美しい古都

チェンマイ編
เชียงใหม่

ワット・プラ・タート・ドイ・ステープ

ワットチェディ・ルアン

タイ北部に位置する第２の都市
古い寺院や自然、文化をもつ
美しき古都

CHIANG MAI
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MEMO. 1

MEMO. 3

MEMO. 2

・日本語学科専用スペー
スのような場所がある。

学校へはバイクで通学する生徒
が多いようで、学校にはたくさ
んのバイクが停まっていました。
これは学生が通学しているとき
の様子。
あまりのバイクの多さに驚きを
隠せませんでした！

これは学生たちの私服。
普段スカートだからな
のか、私服ではズボン
を 履 い て い る 子 が 多
かったです！

学校では制服を着て授業を受けます。
日本人女子学生も授業のときはスカートを履くよう
にと指導。タイ
では女子学生は
スカートで授業
を受けるのが普
通らしい！

大学に行って最初に衝撃を受けたのは学食
に野鳥がいる光景を見たときでした!!!
タイでは学食に限らずフードコートなどで
も、このようにスプーンとフォークを熱湯
消毒してから使います。

また、遠出するときや大人数

で移動するときに使うのがこ

のソンテウという乗り物！

これはとてもスリル満点で

乗っていてハラハラドキドキ

しました。

・学生のバッグから
はト

イレットペーパーが
ポ

ケットティッシュ

　感覚で出てくる。

タイではロングバングが主流らしい！
前髪を作っている人にはほとんど会い
ませんでした。

そしてみんなヘアアレ
ンジがとても上手！そ
の謎は小学生のヘアス
タイルを見れば解ける
はず。ロングヘアの人
はぜひ１度学生にアレ
ンジしてもらってくだ
さい

・学校ではほとんどの学生がブローのみのメイクしかしていない。　しかもそれでいて、　美人、、、
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タイの子どもたちはとっても器用。
細かい作業もあっという間にこな
します。

タイ北部の郷土料理「カントーク」
を楽しむ子どもたち。

「カントーク」とは丸いお膳という
意味で、数種類の小鉢が並びます。

伝統的な衣装を着てお化粧もばっ
ちり。素敵なダンスの後には大き
な拍手が起こりました。

お友達の前で
タイダンスを披露中！

吊るし飾りを
作っているよ！

辛いものも
へっちゃら！
アロイ！

広い保育室には、
おもちゃがたくさん。
友達と楽しく仲良く
遊びます!!

タイの子どもたちも日本の子どもたちと変わらず元気いっぱい！

言葉がわからなくても心と心を通わせて遊ぶと、笑顔を見せてく

れました。幼稚園で子どもたちは、タイダンスや地元の郷土料理

などを実際に体験しながら学んでいました。

かわいい子どもたちと楽しい時間を過ごすことができて、とても

癒されました！
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▽木の香るステキな家 ▽寝室 ▽ホームメイドの食事

研修も半ば頃、チェンマイ市街から車で1.5時
間の場所にあるメーカンポン村で１泊２日の
ホームステイ体験に参加しました。山間部に入
ると市街と変わって肌寒く感じました。この村
では、ホームステイ受け入れ事業を始めて独自
の発展を遂げてきたという実績から世界的に注
目されており、年間2,000人ものホームステイ
客が訪れる場所です。

● 村長さんから村の観光開発についてお話を伺いました。
「今までは、ミヤンというお茶の葉とコーヒー豆を栽培する農業のみが村の仕事だった。しかしホーム
ステイ事業を始めたことによって住民の収入につながり、村の水道、道路、電気などのライフライン
が整っていった。客をもてなすグループ、商売を行うグループ、農業を行うグループ等と住民たちは
役割分担をして働いている。このホームステイ事業は住民が中心となって行っているもので、目標は
住民が自活できるようになること。」と村長さんはお話してくれました。

－ホームステイ体験－

ト
ム
ヤ
ン
ク
ン

カ
オ
ソ
ー
イ

パクチー・レモングラスなどの香辛料がきいていてクセが強い
＆とても辛いです。好き嫌いは分かれますが、好きな人はとこ
とんハマりまくる、タイ料理の定番！ご飯と一緒に食べると箸
が止まりません。

辛　さ
★★★
酸っぱさ
★★☆
香辛料
★★★
ヒートアップ度
🔥🔥🔥

カレースープのラーメンに揚げ麺をのせた料理。お好みで玉ね
ぎや唐辛子、砂糖などをかけていただきます。濃厚なカレー
スープに絡み合うちゅるちゅる麺とサクサク揚げ麺のハーモ
ニー……。ハマること間違いなし！！

辛　さ
★★★
酸っぱさ
★☆☆
香辛料
★★☆
こくまろ度
★★★

タイの食べ物は、さまざまな点で日本と違っていました。食事は普通に辛かったり、強烈に辛かったり、死ぬ
かと思うほど辛かったり、かと思えばすごく優しい味だったり、どこか懐かしさすら感じる味だったり……。
総じて言えるのは、タイの料理最高だよってことでした。ということで、タイでの料理を紹介します！

たべもの
อาหาร
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研修後半に象乗り体験をしました。タイ
を代表する動物は象です。昔からタイの
人々と共に林業の仕事をしていました
が、現在は数が減少して国内各地で保護
育成されています。今ではショーや象乗
り体験で観光客を楽しませてくれます。
象乗りの他にも、牛車といかだ乗りも体
験できました。

メーカンポン村でのホームステイでは、村で大切にされている自然を満喫
し、市街部とはまた違う山間部住民の生活と文化が体験できるものでした。
村長さんの家はカフェとなっていて村の住民の憩いの場となっています。
村で栽培されたコーヒー豆のコーヒーもいただきました。心地よい風との
んびりとした空気に囲まれて「ここにずっと住みたい！」と感じました。

－象乗り体験－

▽芸達者な象さん達のショー

◁牛車で
　のんびり

竹のいかだ▷

▽自由時間はみんなでゲーム！ 村の近くには滝が▽

ガ
パ
オ
ラ
イ
ス

カ
オ
ト
ム

ご飯に唐辛子・パプリカ・玉ねぎなどの野菜、バジルと炒めた
ひき肉、それに目玉焼きを盛ったよくばりがっつりご飯。ハー
ブがきいていて少しクセは強いけど、ひき肉野菜のっけご飯に
目玉焼きの組み合わせは抜群！

辛　さ
★★☆
酸っぱさ
★☆☆
香辛料
★★★
黄身を愛している度
♥♥♥

朝ごはんにぴったりなタイのおかゆ。シンプルだけど、飽きの
こない、優しい味です。毎日辛い物腹いっぱい食べていたの
で、胃の癒しでした……。写真は白身魚入りのカオトムです。

辛　さ
☆☆☆
酸っぱさ
★☆☆
香辛料
★☆☆
お袋の味度
★★★

それぞれ特徴を挙げながら紹介します。
（※完全に独断と偏見＋お店の味付けに左右されるので、実際に食べて印象と違っていても許してください）
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このタイ研修を通して、私自身が感じたことや体験したことは、とても大
きな財産になりました。研修中の思い出は、バディーたちと過ごした日々で
す。私たちの学校生活をサポートしてくれるバディーがいて、そのバディー
たちがお昼ごはんを学食で買うときに手伝ってくれたり、タイ語の授業の時
は発音の仕方を教えてくれたり、ダンスの指導を丁寧にしてくれました。ま
た夜もバディーがお買い物や夜ごはんを食べに連れて行ってくれたのですが、
その中でも特に楽しかったのは、サンデーマーケットで様々なお買い物をし
た後、近くで行われていたフラワーフェスティバルに参加したことです。フ
ラワーフェスティバルはたくさんのアーティストがステージで歌ったり踊っ
たりしていて、私たちもバディーたちと音楽を全力で楽しみました。土日は
メーカーポン村でバディーたちとホームステイしたのですがバディーたちと
村を散策している時に、日本との環境の違いをとても感じられ、それだけで
もとても楽しかったです。タイ研修を通して私はタイの子どもたちについて
学びたいと思っていたのですが、NGOのストリートチルドレンの施設を見学
させていただいたときに、私たちが短大で２年間学んできた施設とは全く違
いすぎて、その事実を理解するのにとても時間がかかりました。そして私自

身が生まれ育った環境がどれだけ恵まれていて、それがどんなにありがたい
ことなのかを素直に感じられました。この施設で学んだことを心に留め、彼
らのために出来ることを考えいつか実行したいと思いました。
また、タイで子どもたちに会った時、バディーたちが子どもたちに近づい

ていき声をかけたり手を振ったりしていて、子どもたちもバディーと楽しそ
うに話していたり、手を振り返していたりハイタッチを求める子もいて、初
めて会った大人との距離の近さにとても驚きました。私たちは小さい時、知
らない人との距離の取り方ばかりを教わってきたから衝撃を受けたのだと思
います。でも、人と人の距離感は本来このくらいで、それは大人とか子ども
とか関係ないのではないかとも思いました。人との距離感を学ぶことはとて
も大切で、その方法を大人は教えていかなければならないけれども、そこの
線引きは本当に難しいものだと思いました。
タイで出会った人たちは本当に優しく、親切でその上温かい人たちばかり

で、そんな人たちと過ごすことで私たちが忘れかけいる大切なことを思い出
させてくれたし、何よりこの２週間は今までで一番楽しい時間でした。だか
ら、タイで過ごした２週間のすべてが私にとっては“宝物”です。

短大・幼児教育保育学科　２年　菊池　舞帆タイで見つけた宝物

私が今回タイ研修に参加しようと思ったきっかけとして様々な理由があ
りました。現在私は三年生で、４月から四年生になり就職活動が始まってし
まいます。私は福祉の勉強をしていますが、卒業後の明確な進路がイメージ
できず悩んでいました。そこで今しかできないことをやりたいという思いが
あったことに加え、海外に行って自分の視野や価値観を広げることで自分の
進路につながるきっかけの一つにしたいと思い、四年生になる前に海外留学
しようと考えました。海外はタイにしか行ったことがなく、タイでなく違う
国とも考えましたが、観光としてではなく、文化交流として深く関わること
で今までとは違うタイをみることができると思い、タイ研修に参加すること
を決意しました。
私は今まで二週間という期間、親もとを離れた環境で生活したことがあり

ませんでした。自分のことは自分でやらなくてはならないという環境の中で、
自分はいかに親に頼ってきたかを感じました。それと同時に自分に責任を
持って行動することの楽しさを感じました。日本に戻ってからも自立した生
活ができるようにならないといけないなと思い、自分を成長させるきっかけ
になりました。また友達とルームシェアをしながら二週間生活しました。多
くの時間を共有する中で一緒に多くのことを経験し、タイに行く前よりも仲
が深まったと感じました。いつもの生活から離れることによって自分の生活
を見直すことができました。
観光ではできないことを多く体験させて頂き、今までとは違うタイの一面

をみる機会に恵まれました。中でも印象に残っているのは、ストリートチル
ドレンを保護するNGO施設に行ったことです。バンコク、チェンマイでは多
くの観光スポットを見ることができ、タイも進んでいる国だと感じていまし

たが、いまだにタイではストリートチルドレンや貧困で苦しんでいる人が日
本よりもはるかにいるということでした。施設にいる子はとても明るく笑顔
でいましたが、この子たちの背景には様々なものが隠されているのだなと思
うとやるせない気持ちになりました。子どもたちは一日一日を懸命に生きて
おり、貧困の連鎖から断ち切れない子もいる中で、私は日本という恵まれた
環境の中で何気なく生活していたのだなと感じました。まだまだタイも多く
の課題があることを感じた瞬間でした。
次に、観光では現地の人と深く関わるということはできなかったのですが、

タイ研修では同じCMRUの日本語学科を専攻している学生が私たちをサポー
トしてくれました。タイ人は温かく、彼女たちはいつも笑顔で私たちを受け
入れてくれました。日本人がタイで良い思い出を作ってほしいという気持ち
が強く伝わってきました。自分が逆の立場であった時、ここまで私は留学生
にできるのかと考えてしまうくらい思いやりの心を大切にしていました。最
後は空港までも見送りに来てくれ、国を超えてとても良い友人ができました。
タイ人の優しさのおかげで本当に良いタイ研修になりました。私にとってタ
イの学生と仲良くできたことが一番の思い出です。“微笑みの国”を改めて実
感することができるタイ研修でした。
タイから帰ってきて自分の中で変わったことがありました。今まで私は受

け身な所がありましたが、タイに行ったことが自信になり、自分から積極的
に行動していきたいという考え方に変わりました。また、進路については地
域福祉に貢献できる仕事をしたいと感じています。タイに行ったことを自信
にし、今後の自分の糧にしていければ良いなと思います。ありがとうござい
ました。

コミュニティ振興学部　ヒューマンサービス学科 ３年　鬼澤　悦子第二のふるさとタイ

私は、この研修への参加を決意して申し込んでから、実際に参加できると
決まるまでにたくさんの困難に出会いました。短大生で、この研修中に定期
試験合否発表、追試験/再試験が予定されていたことで、一度研修への参加を
断念するようにも言われました。しかし、先生方や大学の様々な機関の職員
の方々のご協力のおかげで、定期試験合否発表で一つでも単位を取得できて
いなければ再試験のため即帰国するという条件のもと、研修に参加すること
が決まりました。幸い、単位を一つも落とすことはなく、最後まで研修に参
加することができました。
そんな少し複雑な気持ちで始まったタイでの研修でしたが、途中で帰国し

なければならないかもしれないという不安がすぐにどこかに消えてしまった
ほど刺激的でワクワクするような出来事ばかりでした。
タイでの生活で一番初めに思い出すのは、CMRUのバディたちと過ごした

時間です。CMRUでは、日本語学科の学生たち十数名がバディとして常磐の学
生の生活のサポートをしてくれました。タイ語の授業のときには、単語の発音
の仕方をノートにカタカナで書いてくれたり、会話の練習相手になってくれた
りしました。タイダンスの授業のときには、きれいに踊れるようになるまで細
かいところでも何度も何度も繰り返し練習に付き合ってくれました。昼休みも
タイ語ができない私たちに代わってお昼ご飯を買ってくれたり、自分のご飯を
「食べてみてー！」と味見させてくれたりしました。そんな優しいバディたち

は学校が終わってからや休日も私たちに付きっきりでいろいろなところへ連れ
て行ってくれました。夜ご飯を一緒に食べて、ナイトバザールやサンデーマー
ケットで買い物などを楽しみました。フラワーフェスティバルのアーティスト
ライブでは、みんなで音楽に合わせて体を動かして盛り上がり、テレビのイン
タビューを受けてちょっとした有名人になりました。心優しいバディたちとの
時間はどれも楽しい思い出ばかりで、彼らがとても恋しいです。
タイで一番楽しみにしていたことは、幼稚園に訪問することでした。実際

に幼稚園に行くと子どもたちが笑顔で迎えてくれました。子どもたちは私の
ことを「アチャーン（先生）！」と呼んで、遊びに誘ってくれました。日本
の子どもたちと変わらない元気でかわいらしい姿を見て、自分の幼稚園実習
のことを思い出し、子どもの元気に負けないようにと力いっぱい遊びました。
言葉は通じないけれど、手をつないで大きな輪になってみたり、手遊びを披
露してみたりすると、自然と子どもたちから笑顔が見えてうれしい気持ちに
なりました。有意義で楽しい時間を過ごすことができ、子どもたちとの別れ
がとても惜しかったです。
タイでの２週間はあっという間に過ぎていきました。その間にはたくさん

の人に出会い、たくさん彼らに助けてもらいました。とても充実した日々を
送ることができたのは、現地で出会った人々の温かな優しさのおかげです。
私はタイの人々の温かさを一生忘れません。

短大・幼児教育保育学科　２年　磯前　桃子タイの人々の温かさに触れて
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二週間という短い間でしたが、私にとって大変充実した研修でした。私は、
社会人になる前に日本以外の国を見て自分の狭まっている視野を広く持ちた
いと思ってはいましたが、研修を受ける決心がつかず、今まで実行出来ずに
いました。しかし、友人が一緒に行こうよと声をかけてくれ、その言葉で私
は一歩前に出る勇気を貰いました。やはり海外に行くのが初めてということ
もあり、研修に行く前は不安な気持ちでしたが、タイにいざ行ってしまうと、
日本とは異なるタイの文化に触れ、不安な気持ちを忘れ、毎日がとても楽し
い日々を送ることが出来ました。
私はタイに来て大きく二つ感じた事があります。まず、一つ目に感じた事はタ

イの方々は知らない人でも優しく、気さくに声をかけて下さるという事です。一
日目のバンコクの空港で、私たちは椅子に座ってバスを待っていた時にお菓子を
食べますかと声をかけて下さり、そこから話をするという事がありました。ま
た、お世話になったチェンマイの大学の方々も声をかけて下さりました。タイの
方々は、本当に親しみやすい人々だと思いました。その他にもタイの方は周囲
や、様々なことに対して配慮をして下さり、家族を大切にするという気持ちがタ
イの方々にはありました。日本にはどれもない事だと感じました。
次に、タイの良さを知ると同時に課題を把握する事が出来ました。それは

NGOであるアーサー・パッタナー・デック財団の見学をさせて頂いた時に
感じた事です。私は、将来ストリートチルドレンたちに手を差し伸べ、自立
をした生活へと導ける事をしたいと考えていたため、今回のタイ研修のプロ
グラムに入れて欲しいとお願いしていました。訪問した財団では、ストリー
トチルドレンたちを保護し、新しい人生の道が選択出来るように導き、自立

出来るように手助けする活動を行っています。そこで元ストリートチルドレ
ンたちが経験してきた生活や実態をお聞きする事が出来ました。例えば、タ
イのストリートチルドレンたちの中にミャンマーの紛争から逃れるためにタ
イに来たという事や、タイの国籍を取得出来ない事を知れました。どのスト
リートチルドレンも重く苦しい経験をしていました。何よりも恐ろしいと
思った事は、ストリートチルドレンたちはその生活が当たり前であると思い、
逃げ出したくてもその苦しい生活から逃れる事は困難であり、そして希望持
つ事が出来ないという事です。二週間お世話になっていた方々はいつも笑顔
で明るい人柄だったため、このような苦しい生活をしているストリートチル
ドレンたちがタイに存在しているとは想像が出来ませんでした。財団を訪問
する事でストリートチルドレンの実態を見聞きし、断腸の思いもありました
がその思いと同時にこのままではいけないと思う事ができ、何か支援に協力
出来る事を今後考えていかなければならないと思いました。この経験により
ストリートチルドレンを救いたいという思いは強いものになりました。
初めて海外に行くことで外側から日本を見つめる事ができ、日本について考

え、日本にいる時は気づかなかった日本行政の問題や家族の大切さに気づく事
が出来ました。その他にも自分のコミュニティを広げる事が出来ました。
素晴らしい二週間を過ごして私は、このような事を感じ、考える事ができ、

大変満足した研修でした。CMRU大学を始め、多くの事をサポートして下
さったCMRUのバディーたち、先生そして自分の両親に感謝しています。あ
りがとうございます。私はタイが大好きになりました。また今後もタイに行
きたいと思いました。本当にタイ研修に参加して良かったです。ขอบคุณมากๆ。

コミュニティ振興学部　ヒューマンサービス学科　３年　益子　玲佳TOKIWAからChiang Maiを訪ねて4489km

私にとってタイの研修は、様々な意味で驚きの連続だった。沢山の驚きを
発見したが、そのひとつひとつをはっきりと思い出せるほど、タイでの研修
は印象深かった。
最初に発見した驚きは、タイの人々のフレンドリーさでした。研修では、

チェンマイ・ラジャバット大学の学生さんたち数名がサポートしてくれたの
だが、研修前は、彼らと仲良くなれるかとても不安だった。けれど、会った
その日から、昔から友達であったかのように親しく話しかけてくれて、その
不安はすぐに消えた。研修期間中、大学のタイ語・タイ舞踊の授業で丁寧に
教えてくれたり、サンデーマーケット・フラワーフェスティバルをはじめ、
チェンマイの様々な場所に連れていってくれて案内してくれたり、毎日の夕
飯においしいレストランを紹介してくれたり、様々なサポートのおかげで充
実した研修を送ることができた。
サポートしてくれた学生さんたちだけではない。毎日のおいしい朝ごはん

を提供してくれた食堂のおかみさんは、いつも笑顔で私たちを迎えてくれた。
時には「スペシャルメニュー」と言って、普通はない一品を振る舞ってくれ
たこともあった。最終日の朝ごはんが食べ終わり、食堂を出るときには「次
にタイ来てくれたら、無料で食べさせてあげるよ！」ということを言ってく
れた。
大学の先生・屋台のおじさん・ホームステイ先のお母さん……などなど、

他にもタイ研修の中での沢山の人々との交流の中で、日本ではあまり感じら
れない思いやりに触れることができた。この研修は、このタイの人々の温か

い優しさがなければ成功することはなかっただろうし、タイの人々の温かい
優しさがあったからこそ、思い出に残る、楽しい研修になったのだと思う。
また、信心深く、伝統を重んじる姿勢にも驚きを感じた。タイの仏教は日本

よりも盛んだというのは事前に聞いていたが、それでもやはりタイでの仏教を重
んじる姿勢には驚いた。数百年前からあるお寺・仏像がピカピカの状態で残され
ていたり、お坊さんが普通に町を歩いていたりと、日本では見られない光景が多
かった。ホームステイとして滞在したメーカーポン村では、滞在一日目に私たち
へ客人をもてなすためのセレモニーを執り行ってくれ、滞在二日目の朝早くには
近くのお寺にお布施に行って来たりした。仏教の習慣が生活に根付いているタイ
の人々は、それだけ信じる心が強いということに感動した。
仏教だけではなく、タイには国王を崇拝する文化があり、その様子も日本で

は見られなく、驚いた。例えば、毎朝８時と毎夕６時にはラジオで国歌が流れ、
その瞬間は誰もが口を閉じて立ち止まり、国王への敬意を示す。研修中、人が
賑わう雑多な場所へ何回も出向いたが、国歌が流れている時間はみな話をや
めて直立し、国歌に耳を傾けていた。また、レストラン・お土産屋さん・博物
館・ホテル・コンビニにまで、タイの行ったお店ほぼすべてに国王の肖像画が、
それぞれ店の目立つ場所に飾ってある。日本に王さまの制度はないからこんな
光景がないのは当たり前だが、国民みんなが一様に国王へ敬意の心を持ってい
るというのはこれもタイの人々の信じる心の強さがあってだと思う。様々な驚
きを感じることができた２週間で、本当に充実していた。「タイが好きになっ
た。行ってよかった。」心の底からそう思える研修になった。

コミュニティ振興学部　コミュニティ文化学科　２年　辻　　太朗驚きと発見のタイ研修

私が今回の研修の参加を決めたのは、以前から海外でさまざまな経験をさ
れた知人達の話を聞いて、私もいつか日本から出ることで視野を拡げたいと考
えており、初めて海外へ行くには、大学での研修が最適だろうとの思いからで
あった。出発前は不安もあったが、フタを開けてみると、毎日さまざまな研修
プログラムがぎっしり盛り込まれており、とても充実した日々を過ごすことが
できた。そして今回一緒に研修プログラムに参加してくれたCMRUの学生、バ
ディたちの存在は非常に大きい。２週間も満たない短い期間であったが、チェ
ンマイで共に過ごした充実した日々は、一生の思い出となった。帰国後もSNSで
連絡を取り合っており、築いた関係はこのままにしていきたい。
今回の研修ではCMRUの学生の他に、さまざまな方々にお世話になった。

特にお世話になった１人に、チェンマイに着いてからほぼずっと、私たちと
行動を共にしてくれたCMRUの職員のアンさんがいる。活発で表情豊かな若
い女性で、最初はCMRUの学生なのかと、私は思い込んでいた。私の体調が
悪い時には側にいてくれて、観光等で楽しい時間を過ごす時は、一緒に腕を
組んで歩き回り、笑いあった。職員さんというより、私にとって姉のような
存在であった。研修開始当初に感じていた私の緊張は、彼女の太陽のような
明るさのおかげで、少しずつ解けていったように思う。
もう１人お世話になった方は、毎朝私たちの朝食を作ってくれた滞在先ホ

テル近くのカフェのおかみさんである。私はいつも朝が早く、朝食も１番早
くに食べに行くことが多かったのだが、カフェの開店時間よりもずっと早い
時間に店を開けてくれて、毎日温かくて美味しい朝食を作ってくれた。まる
で日本の肝っ玉母さんのように、気さくで優しいおかみさん。おかみさんの

言葉と料理で、１日の始まりにリラックスする時間を過ごすことができた。
今回一緒に研修プログラムに参加してくれた日本語専攻のCMRUの学生や

先生とは、基本的に日本語での円滑なコミュニケーションができた。しかし、
それ以外の人々とは、タイ語か英語で話すこととなる。CMRUの職員さんや
カフェのおかみさんは、流暢な英語を話される方々であったが、私の英語力
不足のせいで、彼女らとは深くコミュニケーションを取ることができなかっ
た。しかし、勇気を出して、少しずつ話しかけるうちに私の熱意が伝わった
のか、名前を覚えてくれて、徐々に仲良くなることができた。簡単な単語を
話すことしかできなかったが、優しい彼女らは親身に接してくれた。とても
嬉しい思いと同時に、「仲良くなったからこそ、もっと話がしたい！」という
歯痒さも強く感じられた。初めて英語の必要性を、切に感じた。次回海外へ
行く時には、もっと現地の人々と交流できるように、英語をしっかり勉強し
ようという新しい大学生活の目標ができた。
研修を終えて強く感じているのは、現地での体験、現地の人々との交流は

とても重要だということだ。今回の研修では、山間部の村のホームステイ体
験から、幼稚園や小学校の児童たちとの出会い、子どもを支援するNGOの活
動を知る等の沢山のプログラムが体験できた。自分たちで歩いて、直接見聞
きして、話して、質問して、遊んで、その場を体感するということ。普段は
講義のレジュメや映像からしか窺い知れない海外の現場を直接体験できたこ
とは、非常に有意義であった。海外に興味があり、行くのを迷っている人に
は、ぜひ勇気を出して踏み出してほしい。自分の踏み出す一歩ほど、心強く
確かなものは無い。

コミュニティ振興学部　ヒューマンサービス学科　１年　篠原　千夏「自分の一歩を縁（よすが）として」
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～大切なともだち～
เพื่อนที่สำคัญ

TOKIWA × CMRU


