
ローズ・マトゥ（タンザニア：女性、1996年度卒）
ローズ・マトゥの家の前庭で朝食をとっていたグループ
に彼女の息子が加わろうと駆けつけてきた。唯一空いてい
る席が女性の隣であったことから、その息子は自分用に別
の椅子を取りに行った。それを見ていたローズは｢文化だ
ね｣とつぶやいた。苦々しく思ったわけではない。逆に、彼
女は現実的な楽観主義の持ち主で、すぐに笑い出しそして
周りを笑わせる女性だ。文化が一夜にして変わることはな
いが、しかし確実に変わるものであるという知恵が、60 数
年間の人生で彼女の身に沁み込んでいる。忍耐強い、不断
の努力の結果、タンザニアにおける女性の地位は向上して
きたし、これからも向上し続ける。
今は現役を引退しているローズのキャリアはすべて教育
に関係するものだ。学校教育のあらゆるレベルで教鞭をと
った他、農業改良普及員の仕事もこなしてきた。最も長く
務めたのはセンゲレマ民俗開発カレッジの校長職で、また
それが最後の務めともなった。アジア学院に来たのはこの
校長時代のことである。伝統的な、教科書をベースとする
アフリカの教室で長く教育者としての経験を積んできた彼
女にとり、アジア学院の “実践の中で学ぶ - Learning by 
Doing” という具体的、実際的なアプローチは、失敗の中
にも学びがあることに気づかされるなど、とりわけ意味の
あるものだった。学生が食事の準備に参加するということ
も高く評価し（彼女自身、料理上手なことでアジア学院で
は名を馳せた人）、自分のカレッジに類似のシステムを導入
してもいる。
校長職にあった最後の数年間、テレ・センターの構想を
温めていった。そして 2003 年、その実現にこぎつけ、最
初は管理責任者として、そして後に理事の一人としてこの
事業に関わった。ラジオ・センゲレマとテレ・センターは
1 日 19 時間の放送を行ない、タンザニアの農村地帯に住
む約 500 万人がこれを聴いている。番組は英語とスワヒリ
語で編成されており、ニュースや教育もの、娯楽もの、健
康関連のトピックを扱っている。地域のイベントはその土
地の方言による案内で宣伝している。放送内容としては、
農家が他では得にくい重要な情報、例えば天気予報、種ま
き情報、最良の農法、市場価格現況などがある。礼拝の放
送もあり、HIV/AIDS や水の保全といった問題も扱ってい
る。こうしたラジオ放送の他に、コンピュータの使い方に
ついてのコースを開設していて、ジャーナリズムの講座と
インターネット カフェを始める予定もある。

ニコラス・タフヤン（フィリピン：男性、2008年度卒、
2015年度研究科卒）
「コミュニティに行ったら、コミュニティではトカゲのよ
うに働くんです」とニコラス・タフヤン（“ニック”）は語る。
「すべてのことに適応せよ、ということです。トカゲは、白
いところでは白くなりますね。ですから私はコミュニティ
のニーズを通して、そしてそこの文化を通して仕事をして
いきます。自分にとって難しいことではありません、みん
なと同じ出だからです。私はここの先住民の一人なんです。」
先住民と働く先住民出身のリーダーとしてニックは、複
雑に織りなされた地元の習慣やしきたりの中でどう事を進
めていくべきかを知っているだけでなく、人々がどう考え
るかについても熟知している。実りあるコミュニケーショ
ンのためには重要な能力だ。「先住民のコミュニティで活動
していて、あまりにも急激に変えようとすると、殺されま
すからね」と彼は釘をさす。現在、異文化間開発のための
フィリピン協会という NGO に雇用されている。そこでの
仕事を通して、彼にはミンダナオ島全域の先住民との出会
いがある。一回当り最高 15 のグループと活動していて、
材木伐採や鉱山採掘、また単作プランテーションなどの “侵
略的開発” に反対するよう訴えている。1997 年に「先住
民の権利法」が成立したのだが、国全体として、先住民の
土地所有権ならびに文化への権利を護るそれまでの道のり
は長いものであった。この法律により保障された権利があ
ることを先住民が知り、かつ理解するよう活動を行なって
いる。また、彼らの「先祖のドメイン（領地）」を確定する
ための支援も同時に進めている。先祖のドメインには、一
片の土地を先祖からのものであるとその所有権を主張する
こと以上のものがある。即ち、一般の土地財産所有権には
含まれない、土地の文化的ならびに霊的な側面があるのだ。
法律による保護を求める先住民にとってはこのドメインを
地図に表すことが必須の条件となる。
こうした法律があるにはあるが、先住民と商業資本との
間にはいつ衝突が勃発しても不思議ではない状態が続いて
いる。土地を巡るそうした争議のため、ニックの二人の叔
父がプランテーションの地主による待ち伏せで殺害されて

なぜ野菜を植えているのか」と尋ねてきた。ニックの答え
は、「アジア学院で習った知識を使ってみたいのです」。ボ
カシ肥と堆肥を使い地力を高めるため彼は懸命に働いた。
サトウキビの穂先が天恵緑汁作りに最適であることも分か
った。穂先は収穫直前に刈り取られることから、朝早くサ
トウキビ畑に出かけ、自分で穂先を切ってくることもした。
最初のころの野菜のサイズは非常に小さく、周りの人たち
から、彼のオクラは盆栽みたいだ、とからかわれもした。「あ
なたは俺たちに教えていると言うが、自分の畑で何が起こ
っているか見てみなさいよ」と笑われたニックはグッとこ
らえてこう答えた。「ここは実証のためのモデル農場なんで
す、研究しているんです、これから先どうなるか、待ちま
しょう。」およそ 1 年半の後、農場は劇的に改良されてい
った。大変な大玉に育ったキャベツを目の当りにしたかの
人々は、どこで種を仕入れてきたのか知りたがった。「種で
はないんです、土なんです」とニックは告げた。持続可能
な農業は、先住民コミュニティで行う研修プログラムの重
要な一部となっていて、変化が現れつつあることを彼は嬉
しく思っている。以前には、村を訪ねる際、自分が食べる
分の食料はすべて持参しなければならなかった日もあっ
た。今は、滞在期間中の食べものなら十分あるから安心し
て、と村の人々に言われている。彼らの畑で採れた様々な

いるし、父親にも、コミュニティのリーダーであるとの理
由で、20 万ペソ（40 万円）の賞金がかけられていた。「フ
ィリピンの人にとっては大金です。ですからその賞金目当
てに何人もの人間が私の父を殺そうとしていました」と彼
は言う。係争下にあった土地に政府が介入してきてそこを
「誰のものでもない」と宣言したため、ニックの村の住民
35 人はそこを立ち退かなければならなくなり、新しく住む
土地を求めて方々に散っていくしかなかった――自分たち
の畑も家畜もそこに残したままで。ニックがかつて造った
養魚池があって、時折、騒々しさから逃れて静かな時をそ
こで過ごすことが彼は好きだった。が、その池も突然立ち
入り禁止とされた。隠れ家暮らしからくるストレスが限界
に達した父は、1 年後、高血圧のため亡くなっている。そ
の後事態は沈静化に向かい、コミュニティの住人たちは
徐々に元の地域に戻ってくることができた。しかし、村が
あった元々の場所には今も立入が禁じられているため、道
端に小さな家を建てて、自分たちの土地に再び足を踏み入
れることのできる日が来るのを待っている。
ニックのコミュニティであるポルトゥリン・トライバル
協会は山の上にある。彼らのドメイン全体は係争の対象と
なった村有地をはるかに超える広さだ。6,000 ㌶の森があ
り、そのうちの4,000 ㌶はコミュニティ自身が護る “ノー・
ゴー・ゾーン”（立ち入り禁止区域）となっている。残り
の 2,000 ㌶は持続可能な生産活動目的で利用することがで
きる。昔、近くのバランガイ・キャプテン（フィリピンに
おける行政の最小単位の長）がこの森の木を違法に切り始
めるという事件が起きたことがある。先住民の村のリーダ
ーは政府の役人との論争を恐れていたが、このキャプテン
と対峙する覚悟を決め、環境ならびに天然資源部に彼を突
きだした。そして、先住民の掟に対する尊敬もなしにその
キャプテンが木を切っていたことを説明していった。そこ
で部長はこう尋ねた、「どうしたい？このバランガイ・キ
ャプテンを牢にぶち込みたいのか？それとも、、、？」する
と村のリーダーは、そういう罰は自分たちの習慣になじま
ないものだ、その代わり、なぜ木を切る必要があったのか
が知りたい、と述べた。家を建てるためだったとキャプテ
ンが言ったところ、村のリーダーはこう応じたという。「も
しもそれがあなたの目的であれば、私たちは何が何でも自

　ジア学院では毎年、女性の参加者の数が学生全体の最低 50％になることを
目標にしている。残念なことにこのレベルの参加率が実現できたのはわずかに
２、３年しかない。アジア学院が学生の募集を行う多くの国々は非常に保守的で、
まずもって女性をリーダーとしては見ていないのだ。送り出し団体の中には、女
性スタッフを、特に独身の女性スタッフを送り出すのは時間の無駄使いだと言
うところすらある。結婚したらすぐに仕事を辞めてしまうから、と考えているの
だ。入学を許可した女性の応募者に対しアジア学院がビザの取得やその他もろ
もろの準備を進めていたところ、家を後にすることを認めない父親や夫によっ
てすべての準備作業がストップさせられる、というケースはこれまでに何度も
あった。女性は伝統的に家族の世話係とされる（またそのように期待されても
いる）ことから、日本まで旅をして９ヵ月もの間家を留守にすることは確かに簡
単なことではない。加えて、家庭と地域社会における活動のバランスをどう取
っていくかということも絶えずつきまとう課題として残る。しかしこれらの壁に
もかかわらず、アジア学院は女性の募集・受け容れに常に尽力している。それ
には理由があるからだ。女性の卒業生たちはこれまで、他と較べられないほど
のリーダーになりうることを自ら各地で幾度となく証明してきた。本章の物語
が、いやこの本の全編がその事実を実証しているように。

ノー・リー・ミャー（ミャンマー：女性、
1998年度卒、2007年度研究科卒）
一握りのお米で何が造れるだろう。ノー・リー・ミャー
と教会の女性たちだったらそれで 2 階建ての建物を建てる
ことができる。トレーニング センターが欲しいと考えてい
たのだが教会にはその資金がないことが分かった彼女たち
は、全員で、毎日夕食の支度をするたびに一握りのお米を
別に取りおくことを始めた。これを集めて売っていた。5
年も経たないうちに建設に足るだけのお金を工面すること
ができた。完成した建物は今、集会所として利用され、婚

団体による意識向上プログラムのお蔭で村人たちはもっと
気を付けるべきだということを学んだ。ミャー自身も毎年
下宿生を引き受けている。夜になると子どもたちの学校日
課を暗唱する声が彼女の家を包む。このような成功事例に
もかかわらず、ミャンマー全体で見れば人身売買は深刻な
問題であり続けている。もう一人の卒業生シェ・トウェが
活動している中国国境近くでは特にそうだ。彼女は、中国
の法律が許す以上の数の子ども（最近 1 人から 2 人へと
変更された）を持ちたいと願う中国人男性の “妻” として
売り買いされるミャンマー女性のカウンセリングに当って
いる。
ミャーは現在 KHBA のキリスト教社会奉仕ならびに開発
部の部長を務めている。その立場で地域のコミュニティや
女性グループを対象とした研修プログラムや意識向上プロ
グラムを組織している。扱うテーマには、水と公衆衛生、
母子保健、女性の（エンパワーメント（地位向上、権利回復）、
マラリア予防などがある。さらには、アメリカ大使館の支
援を受けて、ミャンマー政府軍といくつもの少数民族の間
で何年にも亘って繰り広げられた武装闘争の後に残された
不発地雷の問題にも取り組んでいる。
民主化の過程にあるミャンマーは、政府軍と少数民族の
反乱軍との間でほぼ 70 年に及んだ戦いを終結するに当た
り、多くの問題に直面している。近年になっていくつかの
少数民族が停戦に合意していて、ミャー自身のカヤー州で
も 2011 年に合意が成立している。地域のリーダーとして
ミャーはこの和平プロセスに参加するよう求められ、ミャ
ンマー人民フォーラムで女性と子どもの人権について講演
した。その際、アジア学院で学んだリーダーシップのスキ
ルがそうした重要な場面で役に立ち、今も感謝していると
いう。人々の前で話すことは、彼女にしてみれば並大抵以
上の努力が要求されることであった。教会の女性グループ
の前に初めて立った時、「本当に震えていました。怖かった
んです」と振り返る。
ミャーの人生において最もつらく、悲しかった出来事と
言えば 2002 年の夫の死である。未亡人になったのだから
仕事は止めて、家に居た方が良い、と多くの人に言われたが、
それでも人に仕えることが神に与えられた自分の使命だと
感じていた。それゆえ、それまで各地で行なってきたプロ
グラムを引き続き展開していった―― 3 人の子どもを連れ
て。「人前で話さなければならない時、子どもたちがみな私
についてくるんです。だから赤ん坊を抱いて、こんな風に
して、人の前に出て行きました。あきらめたくなかったん
です」と彼女は語る。

分たちの木を他人には渡さないということはしません。い
いでしょう、差し上げます。しかしあなたの家用にどの木
を切るか、それは私たちが決めます。森の木一本一本は私
たち先住民にとってかけがえのないものだからです。」こ
れを聞いてキャプテンは謝罪し、以降、良好な関係が築け
たという。
ニックは大学で農業を専攻した。ところが持続可能な農
業についての 21 日間にわたる特別ワークショップに参加
して、有機農業に惹かれたという。すぐに自分の展示圃場
で学んだことを実験し、コミュニティの人々と農法の共有
を始めていった。だがもっと学びたいと感じていた。彼が
アジア学院について初めて耳にしたのは、とある研修に来
賓者として来ていた卒業生、ギルバート・ホガングからで
あった。ニックが、「アジア学院に行けないか」と尋ねたと
ころ、ギルバートの返事は “ノー” だった。この若者は日
本で結婚し、そのまま留まるのではと怖れたのだ。ところが、
村の長老たちに話を聞いてみると、ニックは善良で信頼で
きる人間であることが分かり、最終的にギルバートは彼に
入学願書を出すよう勧めた。
アジア学院を卒業するとニックはわき目もふらず自分の
展示圃場改良の仕事にとりかかった。畑にいたある日、コ
ミュニティのリーダーが来て立ち止まり、「肥料も使わず、

取ってきました。レンガを頭にのせて運んできました。で
も私たちにはそのベンチに座るチャンスすらありません。
私たちは平等です。平等でなければなりません。」次の日、
下位カーストの子どもたちは再びベンチに座った。そして
大喧嘩に発展し、一人の男の子が足を折るほどであった。
この時はシャンタ一人だけがつまみ出され、事務室に閉じ
込められた。そしてもし反抗グループが同じことを続けた
ら彼女は退学処分だ、と脅された。これは、下位カースト
の子どもたちを一層団結させることにしかならなかった。
闘いはその後もエスカレートしていき、ついには、教室の
ドアを全てロープで縛ってその前に立ちはだかり、どのク
ラスの授業もできなくさせていった。この行動は学校運営
委員会の聞き及ぶところとなり、先生と一緒に子どもたち
の言い分を聞こうということになる。子どもの側の要求は
簡単で、「すべての生徒にベンチを」だったが、言外のメッ
セージはもっと深く、「すべての人に敬意を」であった。委
員会はこれを認め、合意書に署名してベンチを運び入れた。
「ようやくその日からです、みんな一緒に座れるようになっ
たんです」とシャンタは喜んだ。
在学中にシャンタは、学校に行くことが許されなかった
タルーの少女たちに個別の学習指導を始めた。父からもら
った小さな黒板と数本のチョークで、夕方の 2 時間、名前
の書き方、お金の数え方を教えていった。バックワード・
ソサエティー・エジュケーション（BASE、直訳すれば「後
進社会のための教育」）という NGO の代表、ディリ・チョ
ーダリから彼の団体で働かないかと話を持ちかけられたの
はこの時点であった。この NGO はカマイヤと呼ばれる奴
隷労働を強いられているタルーの人々の権利擁護活動をし
ている（カマイヤは同時に、ネパールの奴隷労働の仕組み
そのものも指す言葉。p.37を参照）。
BASE がカマイヤの解放を訴え始めたのは 1985 年のこ
とで、その活動は、2000 年に結実したすべての奴隷労働
者を自由の身にする法律の制定において大きな役割を果た
している。27,000 軒にのぼるカマイヤの家族の代理人とし
て交渉に臨み、家を構え生活を再建するためのいくばくか
の土地を獲得していった。ほとんどは読み書きができずま
た貧しい人たちであったことから、BASE が展開する主要
なプログラムは教育と、収入が得られる技術を身につける
こととに主眼を置いている。メンバーは今 24 万人に達し
ている。
BASE でシャンタは個別の学習指導をさらに拡大し、自
分の村と近隣のコミュニティで女性を教えた。大学卒業後、
9 つの村で教室を開いてきた。授業はいつも夕方になるた
め、夜中に歩いて帰宅する彼女を見ていた村の人々は父親

に対し非難ぎみによく言うのだった、「娘さんは夜働いてい
ます。村から村へ走り回っています。良くないことです。」
しかし父親は常に娘の味方として、これらの人たちに「あ
の子は私の娘ではない。息子だ。あの子が決めたことだ。
応援する」と答えていたという。
BASEは1998年、シャンタをアジア学院に送った。以来、
有機農業が彼女の行なう研修メニューに加えられた。最初
のころの研修は、化学肥料である尿素を使わずにジャガイ
モを育てる方法についてだった。ところが参加者からの受
けは良くなかった。収穫量は少ないだろうと信じていたの
だ。それでも彼女は諦めず、やがてこの栽培法は徐々に効
果を現していくことになる。ネパール西部の果てで彼女は
200 人の村人と共に、異なる農民グループを組織化した。
野菜農家のグループ、バナナ農家のグループ、花卉栽培の
グループ、ヤギ飼育と養魚池のグループなどだ。このプロ
ジェクトについてはすでに別のアジア学院卒業生が引き継
いでいる。
BASE で働いている時ですらシャンタは差別から逃れる
ことはできなかった。出席していた、最初のころのコミュ
ニティの会合で村人に「バーイ、バーイ、ここに座りな」
と声をかけられた。声の主の男の人は、髪をショートにし
ていたシャンタを男の子だと思ったのだ。タルーの言葉で
バーイは男の子のことだからだ。会長が間に入り、この人
はバーイではなくベーニ、即ち妹だと言ってその男を正し
た。これを聞いた男は長い間シャンタをじっと眺めまわし
ていたかと思うと、そこから立ち去って行った。そこでシ
ャンタは、ひと言はっきり言っておこうとその場をとらえ
会長のディリにこう告げた。「この部屋にご婦人は誰もいま
せん。この BASE を始めようというのであれば、あなたは
女性やご婦人方も含めるべきです。」この問いかけに対する
会長の応答は、「あなたが最初の女性なので、この団体に入
ってくれるよう他の女性にも働きかけていくことはあなた
にかかっている」というものだった。今日 BASE は女性を
メンバーとする66の貯蓄・貸付協同組合を支援している。

ビャー・ミャー（ミャンマー：女性、2011年度卒）
ビャー・ミャーはカー・テー・ホー社会開発協会で働い
ていて、この団体はカヤー州にある 100 のカー・テー・ホ
ーの村を活動範囲としている。この独特な村はトボと呼ば
れる祭儀用の高い柱で識別することができる。カー・テー・
ホーの人々は伝統的なアニミズムの文化習慣に則って生活
することに自らのアイデンティティーを見出している人々

現役を退いたことでローズには地域コミュニティともっ
と深く関わる時間が持てるようになった。彼女のアプロー
チは、「人々の今のレベルから始めること、彼らから学び、
彼らが得た知識を起点にして積み上げていく」ことだ。関
心やスキル別にいくつかのコミュニティ・グループを組織
してきたが、そのどれにも貯蓄・貸付協同組合（SACCO）
の部門がある。ウペンド・トランペット・グループは音楽
演奏を通して、英語を教授媒体とする幼稚園や小学校を建
設する資金集めを行なっている。20 人の未亡人で作るイヌ
カ・ママ・グループは収入を孤児の支援に充てているし、
ムシカマノ・グループのメンバー 11 人は給食とケータリ
ングのサービスを提供している。サバナ貯蓄・貸付協同組
合は男女のメンバーが合わせて 40 人に増えた。「彼らがい
ま持っている物を磨きなさい。でないと成功しません」と
ローズは繰り返す。

スブラマニアム・シバパキヤム（“シバ”）
（スリランカ：女性、2003年度卒）
スマティ・ビティリンガム
（スリランカ：女性、2010年度卒）
シバはスリランカの中央高地にあるハットンという町の
出身だ。ここは国内でも有数のお茶の栽培地帯で、緩やか
にうねる丘を何キロにもわたってお茶の低木の列が段々に
なって伸びている。スリランカはお茶の輸出では世界のト
ップにあり、多くの外国市場でセイロン・ティーの銘柄で
販売されている。お茶は国の経済にとって重要な産物だ。
プランテーションは息をのむほど美しく、一面の深い緑に
映える労働者の色鮮やかなサリーは、正に壮観そのものだ。
しかしその表紙を一枚めくると、美しさは一気に失せてし
まう。“茶摘み人” と称されるプランテーション労働者の窮
状には、極端な低賃金と悲惨な生活条件の長い歴史がある。
一般的にこれらの労働者はいわゆるインド・タミル（タミル・
ヒンドゥとも）と呼ばれる人々で、イギリスの植民地であ
った時代にプランテーションでの労働力としてインドから
連れてこられた人たちだ。
茶葉の摘み取りは女性の仕事で、中には 12 歳でこの仕
事を始める者もいる。良質の葉 2 枚とつぼみをもぎ取り、
1 日に最低 17kg を摘み取らなければならない。これより
いくらかでも少なければ、賃金は半額に減らされる。茶摘
みの仕事は午前 7 時半から正午までと、午後 2 時から 5 時
までである。収穫すべき量が多い時には、女性たちは週 7

日間、畑に出っぱなしで、そうでない時は週 5 日、管理事
務所が作成したスケジュールに従って働くこととなる。男
性には普通、剪定や草取り、肥料散布などのよりきつい仕
事があてがわれ、午後2時には一日の仕事が終わりになる。
男性の労働時間の方が短いという事実にもかかわらず、家
での料理や掃除、加えて子どもの世話等の仕事はそれでも
女性の務めとされる。
仕事の多くは手作業でなされ、葉の乾燥や加工を時代物
の機械を使って行なっている工場がたくさんあり、時間が
止まった世界にすら見えてくる。しかしそれでも変革の波
は押し寄せている。いま労働者は自分の家を会社の敷地内
に立てることが許されている。かつての、8人から 10 人が
ひと部屋で暮らしていた会社所有の古い “長屋” と比べた
ら、これらの新しい家は住人にとってはるかに良好な条件
を備えている。また、希望すれば労働者たちは家畜を飼い、
菜園を作ることもできる。今日、プランテーションの経営
者は働く子どもの健康管理を行なうようになったし、新し
い学校が次々に建設されている。一昔前であれば、プラン
テーション労働者の子どもたちには両親の跡を継ぐしか他
に道はなかった。しかしいま、教育と高まる社会的流動性
によって、プランテーションの外で就職する人たちが多く
いる（実際、製茶業界ではいま、労働力不足になっている
ほどだ）。
シバ自身はプランテーションでの労働に直接携わったこ
とはないものの、こうした環境下で育ったことから茶摘み
労働者たちの辛苦については良く理解していた。1994 年、
国内 NGO のセバランカに参加し、女性のプランテーショ
ン労働者に貯蓄・貸付グループを組織することを教えてい
った。もしグループとして協力できれば、わずかな賃金の
中からでもいくらかの貯蓄ができるということとその方法
を彼女は説いていった。こうしてためたお金をプールし、
互いの融資に充てていくことができる。借入の申し込みが
あるとメンバーがこれを承認しなければならない。借りた
お金はだいたい、裁縫、牛またはニワトリの飼育、あるい
は小さな菜園を始めるため、などの小規模な所得創出活動
に使われている。これらのグループはリーダーシップや経
営実務、経理などに関するトレーニングを受け、会長、会
計担当者、事務担当者を自らの手で選出している。同時に、
様々な公的サービスに関し、地方自治体とどう結びついて
いくかについても学んでいる。これまでにシバは、外部資
金の援助を受けずに、全部で 35 のこうした地域社会を基
盤とする組織（CBO）を設立してきた。彼女の給料と交通
費はセバランカが払ったものの、すべての資本金はグルー

礼衣装を始めとするカヤー族の伝統的織物の教室としても
使われている。
この話が進行中であった時のミャーは、カヤー・プ・バ
プテスト協会（KHBA）の女性部幹事を務めていた。人身
売買が差し迫った問題としてあった彼女の地域における最
大のリスクは、教育を受けたいと望みながら学校の無い奥
地に住む少女たちに関わるものだった。町なかの、学校ま
で歩いていける距離の家庭にそうした子どもを下宿させる
方法が一般にはとられてきた。ところが場合によってはこ
の子たちがそのホスト・ファミリーにだまされ、家事労働
のための “召使い” にされたり、さらにひどい場合には、
性的目的の人身売買に追い込まれる。ミャーやいくつかの

である。これらの文化習慣は数百年前までさかのぼること
ができ、村内での互助や村そのものの守護に重きがおかれ
ている。昔ながらの生き方を今も続けている人がいる一方
で、いまでは多くは仏教かキリスト教に改宗した。しかし
ほとんどの村人が、自分たちはカー・テー・ホー・コミュ
ニティの一員であると考えている。
社会開発協会には、農業と畜産、教育、能力向上、環境、
所得創出の5部門があり、計20人のスタッフが働いている。
所有する約 11 ㌶の土地のうち、9.3 ㌶を農業用に使ってい
る。伝統的なカー・テー・ホー家屋はコミュニティ センタ
ーとして利用できるように建てられていて、地面の上に組
んだ大きな台座は年 2 回催される祭りの時に用いられる。
その祭になると男衆は踊り、歌い、そして天と地を結んで
精霊が天国に昇るのを手助けするとされる、高くそびえ立
ったトボの周りで祈りを捧げることが許される。女衆は食
べものと地酒を用意し、踊っている男衆に水をかける。
この地域は最近まで武装闘争があったところで、子ども
たちが長い道のりを歩いて毎日学校に通うことは危険であ
った。この問題に取り組むべく社会開発協会は 58 人の小
中学生のために寮を建てた。ビャーは生徒に石鹸作りを教
えていて、これを売って寮の維持に充てている。また、ア
ジア学院で学んだフードライフの考えを生徒と共有しつつ、

フルーツや野菜をニック自身も味わうことができるように
なった。コミュニティではただ一人の大学卒である彼は、
すべての先住民の暮らしが向上することを望んでいる。「こ
この人たちが現状の生活水準のままでこれからも生きてい
くとは私には考えられません。たったの一歩でいい、上を
目指してほしいのです。」

シャンタ・チョーダリ（ネパール：女性、
1998年度卒、2009年度研究科卒）
シャンタ・チャウダリはバイシャに属す女性だ。ヒンズ
ーのカースト制度による階級を体の部分に例えて彼女は、
「バイシャはお尻に相当する」と言う。その上にはブラーミ
ンとチェトリがいて、それぞれ頭と肩に当る。バイシャの
下に来るのがスードラで、これは足ということになる。“不
可触賤民” とされるダリットは体の一部にも例えられない
ほど低いとされる。彼女は民族的にはタルー族で、この人
たちの窮状については第 6章で簡単に触れている（p.37 参
照）。タルーの慣習では家族の中で男の子だけが学校に行
かせてもらえるが、その子たちですら早々と中退してしま
いがちだった。しかしシャンタの父は公立学校の運営委員

会のメンバーであったことから、娘には教育を受けさせた
いと望んでいた。「学校を止めてはならん。誰かにおかしな
ことだと言われても、気にすることはない」と語る父であ
った。予想された通り周りからはさんざんに言われること
になる。彼女自身の祖父すら、「なんでお前は娘を学校な
んかに行かせておくのか」と父に不満を漏らしていた。
それでもシャンタは毎日欠かすことなく学校に通い、ス
ードラやダリット、そして同じバイシャの生徒たちと床に
ゴザを広げて座り、授業を受けていた。当然、ブラーミン
とチャトリの同級生たちはベンチに座っている。なぜあの
子たちだけにはベンチがあって自分たちは床に座るのか、
初めのうちは理解できなかった。ただただ、いやなことだ
とはしっかり感じていた。6 年生になるともはや耐え切れ
なくなり、ある朝、反旗をひるがえすことにした。友達と
一緒に早目に教室に入り、そのベンチにみんなで座ったの
だ。上位カーストの子どもたちにしてみれば “座り心地の
悪い” とんでもない話で、シャンタたちを床に引きずりお
ろそうとした。喧嘩が始まった。現場にやって来た先生た
ちは騒ぎに腹を立て、下位カーストの子どもたちをこっぴ
どく叱った。シャンタはこう応戦したという。「私の両親も
この学校を建てるのに力を貸しています。ベンチや、校舎
や、ドアや、窓や、、、あらゆるものを造るため森から木を

雨季の間どのようにしたら小さな農場が創り出せるかも教
えている。「これはあなたたちみんなの畑、みんなのキッチ
ンと食べもの用」であると生徒に話して聞かせている。生
計プロジェクトを行なうために村を訪れる時は、自給の重
要さについて同様の話を伝えている。「地元の、、、地元で採
れる種子、そして地域の人材、また、地域にある資源をど
うやって活用するかというアイデアを村の人たちに伝えて
います」と彼女は語る。
社会開発協会が活動している村のひとつに、タニ・ラー・
レがある。この村はカヤー反政府軍と政府軍の間で停戦が
成立する以前は、戦闘に巻き込まれることがたびたびあり
村長は絶えず両陣営と交渉に当らねばならなかった。しか
し最近はその衝突も一段落したことから、国内避難民
（IDP）になっていた多くの人たちが村に帰ってきて、人口
が 80 人から 150 人に増えた。政府が建設した道路により
暮らし向きは大幅に改善し、そして村人は近い将来、電気
が通るだろうとの希望を抱いている。2010 年から 11 年に
かけて社会開発協会はこの村で農業実践学校を開催し、成
功裏にプロジェクトが進んだときはいつもそうするように、
村人たちが新しい実践を自分の土地に取り入れた後、この
プロジェクトを終了している。

プ自身が捻出したものだ。ひとつのグループが自立できる
ようになるとシバは新しいグループを始めるためにそこを
後にする。「コミュニティと計画を立て、コミュニティと共
に働き、成長したら新しい地域に向かう」のだと彼女は解
説する。
アジア学院での研修を 2003 年に終えた後シバは自分が
関わる地域組織（CBO）のメンバーに対し家庭菜園の導入
を始めた。自家消費を優先するが、外部販売に足るだけの
量を栽培することを勧めてきた。グループのリーダーの一
人にスマティ・ビティリンガムという若い女性がいて、優
れたリーダーシップの素質をこの人に見い出したシバは彼
女をアジア学院に送ることとした（2010 年に実現してい
る）。そしてスマティは今、セバランカが立ち上げた新しい
プロジェクトのキーパーソンとなっている。このプロジェ
クトの目標は、高地の農家と大都市コロンボに設立され毎
週開かれる “グッド・マーケット” とを結びつけて、芽生
えつつある有機産品の需要に応えていくことにある。毎週
の月曜日、シバから届く購入注文に従ってスマティは地域
の農家と働くこととなる。野菜は5kgのパッケージにされ、
木曜日に開催されるマーケットに間に合うよう列車でコロ
ンボに送られていく。売上金はスマティの元に送られてき
て、農家に配分される仕組みだ。農家は有機に関する仕様

項目を満たすために適正な栽培技術の研修を受ける。例え
ば、堆肥化された畜糞の施肥方法や、ビニール製のマルチ
材を使わずに苗床を作る方法、などがある。お茶の木に使
われる化学薬品のためにプランテーションの産物には公的
な有機認証がなされていない。その代わりに生産者は、“参
加型保証システム” というものを取り入れている。農家が
遵守すべき21項目にわたる有機手法や手続きを記した “農
家の約束” という誓約書に生産者として署名するシステム
だ。フォローアップのための委員会があって菜園を定期的
に検査し、同時に有機農法に関するアドバイスを行なって
いる。
シバはプランテーションで働く人々すべてに深く関わっ
ていて、プロジェクトの資金があろうがなかろうが、彼ら
に寄り添う協力者となっている。セバランカの地域事務所
が火災に見舞われた時、彼女は自宅を開放してスタッフの
仕事場とした。コミュニティ中から尊敬されていて、セバ
ランカの同僚たちは彼女を「私たちの中のベストのひとり」
と呼んでいる。

女性リーダーであるという
ことは、アジア学院で学んだ
ことですが、リーダーになる
という怖れから他の女性たち
が抜け出せるように
手助けすることです。
今私は農業をしています。
ですから農業の知識を
教えようと思います。
「あー、どこかの女の人だ、私
たちに話をしてくれたのは」と
人々は言うでしょう。
それがリーダーシップです。
今の私には、たくさんの
女の人を前に、男の人の前
でだって、立って話すこと
ができます。ですから私は
リーダーなのです。

ブチェ・シェヘ （ケニア）

女性リーダーたち女性リーダーたち

アア



ローズ・マトゥ（タンザニア：女性、1996年度卒）
ローズ・マトゥの家の前庭で朝食をとっていたグループ
に彼女の息子が加わろうと駆けつけてきた。唯一空いてい
る席が女性の隣であったことから、その息子は自分用に別
の椅子を取りに行った。それを見ていたローズは｢文化だ
ね｣とつぶやいた。苦々しく思ったわけではない。逆に、彼
女は現実的な楽観主義の持ち主で、すぐに笑い出しそして
周りを笑わせる女性だ。文化が一夜にして変わることはな
いが、しかし確実に変わるものであるという知恵が、60 数
年間の人生で彼女の身に沁み込んでいる。忍耐強い、不断
の努力の結果、タンザニアにおける女性の地位は向上して
きたし、これからも向上し続ける。
今は現役を引退しているローズのキャリアはすべて教育
に関係するものだ。学校教育のあらゆるレベルで教鞭をと
った他、農業改良普及員の仕事もこなしてきた。最も長く
務めたのはセンゲレマ民俗開発カレッジの校長職で、また
それが最後の務めともなった。アジア学院に来たのはこの
校長時代のことである。伝統的な、教科書をベースとする
アフリカの教室で長く教育者としての経験を積んできた彼
女にとり、アジア学院の “実践の中で学ぶ - Learning by 
Doing” という具体的、実際的なアプローチは、失敗の中
にも学びがあることに気づかされるなど、とりわけ意味の
あるものだった。学生が食事の準備に参加するということ
も高く評価し（彼女自身、料理上手なことでアジア学院で
は名を馳せた人）、自分のカレッジに類似のシステムを導入
してもいる。
校長職にあった最後の数年間、テレ・センターの構想を
温めていった。そして 2003 年、その実現にこぎつけ、最
初は管理責任者として、そして後に理事の一人としてこの
事業に関わった。ラジオ・センゲレマとテレ・センターは
1 日 19 時間の放送を行ない、タンザニアの農村地帯に住
む約 500 万人がこれを聴いている。番組は英語とスワヒリ
語で編成されており、ニュースや教育もの、娯楽もの、健
康関連のトピックを扱っている。地域のイベントはその土
地の方言による案内で宣伝している。放送内容としては、
農家が他では得にくい重要な情報、例えば天気予報、種ま
き情報、最良の農法、市場価格現況などがある。礼拝の放
送もあり、HIV/AIDS や水の保全といった問題も扱ってい
る。こうしたラジオ放送の他に、コンピュータの使い方に
ついてのコースを開設していて、ジャーナリズムの講座と
インターネット カフェを始める予定もある。

ニコラス・タフヤン（フィリピン：男性、2008年度卒、
2015年度研究科卒）
「コミュニティに行ったら、コミュニティではトカゲのよ
うに働くんです」とニコラス・タフヤン（“ニック”）は語る。
「すべてのことに適応せよ、ということです。トカゲは、白
いところでは白くなりますね。ですから私はコミュニティ
のニーズを通して、そしてそこの文化を通して仕事をして
いきます。自分にとって難しいことではありません、みん
なと同じ出だからです。私はここの先住民の一人なんです。」
先住民と働く先住民出身のリーダーとしてニックは、複
雑に織りなされた地元の習慣やしきたりの中でどう事を進
めていくべきかを知っているだけでなく、人々がどう考え
るかについても熟知している。実りあるコミュニケーショ
ンのためには重要な能力だ。「先住民のコミュニティで活動
していて、あまりにも急激に変えようとすると、殺されま
すからね」と彼は釘をさす。現在、異文化間開発のための
フィリピン協会という NGO に雇用されている。そこでの
仕事を通して、彼にはミンダナオ島全域の先住民との出会
いがある。一回当り最高 15 のグループと活動していて、
材木伐採や鉱山採掘、また単作プランテーションなどの “侵
略的開発” に反対するよう訴えている。1997 年に「先住
民の権利法」が成立したのだが、国全体として、先住民の
土地所有権ならびに文化への権利を護るそれまでの道のり
は長いものであった。この法律により保障された権利があ
ることを先住民が知り、かつ理解するよう活動を行なって
いる。また、彼らの「先祖のドメイン（領地）」を確定する
ための支援も同時に進めている。先祖のドメインには、一
片の土地を先祖からのものであるとその所有権を主張する
こと以上のものがある。即ち、一般の土地財産所有権には
含まれない、土地の文化的ならびに霊的な側面があるのだ。
法律による保護を求める先住民にとってはこのドメインを
地図に表すことが必須の条件となる。
こうした法律があるにはあるが、先住民と商業資本との
間にはいつ衝突が勃発しても不思議ではない状態が続いて
いる。土地を巡るそうした争議のため、ニックの二人の叔
父がプランテーションの地主による待ち伏せで殺害されて

なぜ野菜を植えているのか」と尋ねてきた。ニックの答え
は、「アジア学院で習った知識を使ってみたいのです」。ボ
カシ肥と堆肥を使い地力を高めるため彼は懸命に働いた。
サトウキビの穂先が天恵緑汁作りに最適であることも分か
った。穂先は収穫直前に刈り取られることから、朝早くサ
トウキビ畑に出かけ、自分で穂先を切ってくることもした。
最初のころの野菜のサイズは非常に小さく、周りの人たち
から、彼のオクラは盆栽みたいだ、とからかわれもした。「あ
なたは俺たちに教えていると言うが、自分の畑で何が起こ
っているか見てみなさいよ」と笑われたニックはグッとこ
らえてこう答えた。「ここは実証のためのモデル農場なんで
す、研究しているんです、これから先どうなるか、待ちま
しょう。」およそ 1 年半の後、農場は劇的に改良されてい
った。大変な大玉に育ったキャベツを目の当りにしたかの
人々は、どこで種を仕入れてきたのか知りたがった。「種で
はないんです、土なんです」とニックは告げた。持続可能
な農業は、先住民コミュニティで行う研修プログラムの重
要な一部となっていて、変化が現れつつあることを彼は嬉
しく思っている。以前には、村を訪ねる際、自分が食べる
分の食料はすべて持参しなければならなかった日もあっ
た。今は、滞在期間中の食べものなら十分あるから安心し
て、と村の人々に言われている。彼らの畑で採れた様々な

いるし、父親にも、コミュニティのリーダーであるとの理
由で、20 万ペソ（40 万円）の賞金がかけられていた。「フ
ィリピンの人にとっては大金です。ですからその賞金目当
てに何人もの人間が私の父を殺そうとしていました」と彼
は言う。係争下にあった土地に政府が介入してきてそこを
「誰のものでもない」と宣言したため、ニックの村の住民
35 人はそこを立ち退かなければならなくなり、新しく住む
土地を求めて方々に散っていくしかなかった――自分たち
の畑も家畜もそこに残したままで。ニックがかつて造った
養魚池があって、時折、騒々しさから逃れて静かな時をそ
こで過ごすことが彼は好きだった。が、その池も突然立ち
入り禁止とされた。隠れ家暮らしからくるストレスが限界
に達した父は、1 年後、高血圧のため亡くなっている。そ
の後事態は沈静化に向かい、コミュニティの住人たちは
徐々に元の地域に戻ってくることができた。しかし、村が
あった元々の場所には今も立入が禁じられているため、道
端に小さな家を建てて、自分たちの土地に再び足を踏み入
れることのできる日が来るのを待っている。
ニックのコミュニティであるポルトゥリン・トライバル
協会は山の上にある。彼らのドメイン全体は係争の対象と
なった村有地をはるかに超える広さだ。6,000 ㌶の森があ
り、そのうちの4,000 ㌶はコミュニティ自身が護る “ノー・
ゴー・ゾーン”（立ち入り禁止区域）となっている。残り
の 2,000 ㌶は持続可能な生産活動目的で利用することがで
きる。昔、近くのバランガイ・キャプテン（フィリピンに
おける行政の最小単位の長）がこの森の木を違法に切り始
めるという事件が起きたことがある。先住民の村のリーダ
ーは政府の役人との論争を恐れていたが、このキャプテン
と対峙する覚悟を決め、環境ならびに天然資源部に彼を突
きだした。そして、先住民の掟に対する尊敬もなしにその
キャプテンが木を切っていたことを説明していった。そこ
で部長はこう尋ねた、「どうしたい？このバランガイ・キ
ャプテンを牢にぶち込みたいのか？それとも、、、？」する
と村のリーダーは、そういう罰は自分たちの習慣になじま
ないものだ、その代わり、なぜ木を切る必要があったのか
が知りたい、と述べた。家を建てるためだったとキャプテ
ンが言ったところ、村のリーダーはこう応じたという。「も
しもそれがあなたの目的であれば、私たちは何が何でも自

ノー・リー・ミャー（ミャンマー：女性、
1998年度卒、2007年度研究科卒）
一握りのお米で何が造れるだろう。ノー・リー・ミャー
と教会の女性たちだったらそれで 2 階建ての建物を建てる
ことができる。トレーニング センターが欲しいと考えてい
たのだが教会にはその資金がないことが分かった彼女たち
は、全員で、毎日夕食の支度をするたびに一握りのお米を
別に取りおくことを始めた。これを集めて売っていた。5
年も経たないうちに建設に足るだけのお金を工面すること
ができた。完成した建物は今、集会所として利用され、婚

団体による意識向上プログラムのお蔭で村人たちはもっと
気を付けるべきだということを学んだ。ミャー自身も毎年
下宿生を引き受けている。夜になると子どもたちの学校日
課を暗唱する声が彼女の家を包む。このような成功事例に
もかかわらず、ミャンマー全体で見れば人身売買は深刻な
問題であり続けている。もう一人の卒業生シェ・トウェが
活動している中国国境近くでは特にそうだ。彼女は、中国
の法律が許す以上の数の子ども（最近 1 人から 2 人へと
変更された）を持ちたいと願う中国人男性の “妻” として
売り買いされるミャンマー女性のカウンセリングに当って
いる。
ミャーは現在 KHBA のキリスト教社会奉仕ならびに開発
部の部長を務めている。その立場で地域のコミュニティや
女性グループを対象とした研修プログラムや意識向上プロ
グラムを組織している。扱うテーマには、水と公衆衛生、
母子保健、女性の（エンパワーメント（地位向上、権利回復）、
マラリア予防などがある。さらには、アメリカ大使館の支
援を受けて、ミャンマー政府軍といくつもの少数民族の間
で何年にも亘って繰り広げられた武装闘争の後に残された
不発地雷の問題にも取り組んでいる。
民主化の過程にあるミャンマーは、政府軍と少数民族の
反乱軍との間でほぼ 70 年に及んだ戦いを終結するに当た
り、多くの問題に直面している。近年になっていくつかの
少数民族が停戦に合意していて、ミャー自身のカヤー州で
も 2011 年に合意が成立している。地域のリーダーとして
ミャーはこの和平プロセスに参加するよう求められ、ミャ
ンマー人民フォーラムで女性と子どもの人権について講演
した。その際、アジア学院で学んだリーダーシップのスキ
ルがそうした重要な場面で役に立ち、今も感謝していると
いう。人々の前で話すことは、彼女にしてみれば並大抵以
上の努力が要求されることであった。教会の女性グループ
の前に初めて立った時、「本当に震えていました。怖かった
んです」と振り返る。
ミャーの人生において最もつらく、悲しかった出来事と
言えば 2002 年の夫の死である。未亡人になったのだから
仕事は止めて、家に居た方が良い、と多くの人に言われたが、
それでも人に仕えることが神に与えられた自分の使命だと
感じていた。それゆえ、それまで各地で行なってきたプロ
グラムを引き続き展開していった―― 3 人の子どもを連れ
て。「人前で話さなければならない時、子どもたちがみな私
についてくるんです。だから赤ん坊を抱いて、こんな風に
して、人の前に出て行きました。あきらめたくなかったん
です」と彼女は語る。

分たちの木を他人には渡さないということはしません。い
いでしょう、差し上げます。しかしあなたの家用にどの木
を切るか、それは私たちが決めます。森の木一本一本は私
たち先住民にとってかけがえのないものだからです。」こ
れを聞いてキャプテンは謝罪し、以降、良好な関係が築け
たという。
ニックは大学で農業を専攻した。ところが持続可能な農
業についての 21 日間にわたる特別ワークショップに参加
して、有機農業に惹かれたという。すぐに自分の展示圃場
で学んだことを実験し、コミュニティの人々と農法の共有
を始めていった。だがもっと学びたいと感じていた。彼が
アジア学院について初めて耳にしたのは、とある研修に来
賓者として来ていた卒業生、ギルバート・ホガングからで
あった。ニックが、「アジア学院に行けないか」と尋ねたと
ころ、ギルバートの返事は “ノー” だった。この若者は日
本で結婚し、そのまま留まるのではと怖れたのだ。ところが、
村の長老たちに話を聞いてみると、ニックは善良で信頼で
きる人間であることが分かり、最終的にギルバートは彼に
入学願書を出すよう勧めた。
アジア学院を卒業するとニックはわき目もふらず自分の
展示圃場改良の仕事にとりかかった。畑にいたある日、コ
ミュニティのリーダーが来て立ち止まり、「肥料も使わず、

取ってきました。レンガを頭にのせて運んできました。で
も私たちにはそのベンチに座るチャンスすらありません。
私たちは平等です。平等でなければなりません。」次の日、
下位カーストの子どもたちは再びベンチに座った。そして
大喧嘩に発展し、一人の男の子が足を折るほどであった。
この時はシャンタ一人だけがつまみ出され、事務室に閉じ
込められた。そしてもし反抗グループが同じことを続けた
ら彼女は退学処分だ、と脅された。これは、下位カースト
の子どもたちを一層団結させることにしかならなかった。
闘いはその後もエスカレートしていき、ついには、教室の
ドアを全てロープで縛ってその前に立ちはだかり、どのク
ラスの授業もできなくさせていった。この行動は学校運営
委員会の聞き及ぶところとなり、先生と一緒に子どもたち
の言い分を聞こうということになる。子どもの側の要求は
簡単で、「すべての生徒にベンチを」だったが、言外のメッ
セージはもっと深く、「すべての人に敬意を」であった。委
員会はこれを認め、合意書に署名してベンチを運び入れた。
「ようやくその日からです、みんな一緒に座れるようになっ
たんです」とシャンタは喜んだ。
在学中にシャンタは、学校に行くことが許されなかった
タルーの少女たちに個別の学習指導を始めた。父からもら
った小さな黒板と数本のチョークで、夕方の 2 時間、名前
の書き方、お金の数え方を教えていった。バックワード・
ソサエティー・エジュケーション（BASE、直訳すれば「後
進社会のための教育」）という NGO の代表、ディリ・チョ
ーダリから彼の団体で働かないかと話を持ちかけられたの
はこの時点であった。この NGO はカマイヤと呼ばれる奴
隷労働を強いられているタルーの人々の権利擁護活動をし
ている（カマイヤは同時に、ネパールの奴隷労働の仕組み
そのものも指す言葉。p.37を参照）。
BASE がカマイヤの解放を訴え始めたのは 1985 年のこ
とで、その活動は、2000 年に結実したすべての奴隷労働
者を自由の身にする法律の制定において大きな役割を果た
している。27,000 軒にのぼるカマイヤの家族の代理人とし
て交渉に臨み、家を構え生活を再建するためのいくばくか
の土地を獲得していった。ほとんどは読み書きができずま
た貧しい人たちであったことから、BASE が展開する主要
なプログラムは教育と、収入が得られる技術を身につける
こととに主眼を置いている。メンバーは今 24 万人に達し
ている。
BASE でシャンタは個別の学習指導をさらに拡大し、自
分の村と近隣のコミュニティで女性を教えた。大学卒業後、
9 つの村で教室を開いてきた。授業はいつも夕方になるた
め、夜中に歩いて帰宅する彼女を見ていた村の人々は父親

に対し非難ぎみによく言うのだった、「娘さんは夜働いてい
ます。村から村へ走り回っています。良くないことです。」
しかし父親は常に娘の味方として、これらの人たちに「あ
の子は私の娘ではない。息子だ。あの子が決めたことだ。
応援する」と答えていたという。
BASEは1998年、シャンタをアジア学院に送った。以来、
有機農業が彼女の行なう研修メニューに加えられた。最初
のころの研修は、化学肥料である尿素を使わずにジャガイ
モを育てる方法についてだった。ところが参加者からの受
けは良くなかった。収穫量は少ないだろうと信じていたの
だ。それでも彼女は諦めず、やがてこの栽培法は徐々に効
果を現していくことになる。ネパール西部の果てで彼女は
200 人の村人と共に、異なる農民グループを組織化した。
野菜農家のグループ、バナナ農家のグループ、花卉栽培の
グループ、ヤギ飼育と養魚池のグループなどだ。このプロ
ジェクトについてはすでに別のアジア学院卒業生が引き継
いでいる。
BASE で働いている時ですらシャンタは差別から逃れる
ことはできなかった。出席していた、最初のころのコミュ
ニティの会合で村人に「バーイ、バーイ、ここに座りな」
と声をかけられた。声の主の男の人は、髪をショートにし
ていたシャンタを男の子だと思ったのだ。タルーの言葉で
バーイは男の子のことだからだ。会長が間に入り、この人
はバーイではなくベーニ、即ち妹だと言ってその男を正し
た。これを聞いた男は長い間シャンタをじっと眺めまわし
ていたかと思うと、そこから立ち去って行った。そこでシ
ャンタは、ひと言はっきり言っておこうとその場をとらえ
会長のディリにこう告げた。「この部屋にご婦人は誰もいま
せん。この BASE を始めようというのであれば、あなたは
女性やご婦人方も含めるべきです。」この問いかけに対する
会長の応答は、「あなたが最初の女性なので、この団体に入
ってくれるよう他の女性にも働きかけていくことはあなた
にかかっている」というものだった。今日 BASE は女性を
メンバーとする66の貯蓄・貸付協同組合を支援している。

ビャー・ミャー（ミャンマー：女性、2011年度卒）
ビャー・ミャーはカー・テー・ホー社会開発協会で働い
ていて、この団体はカヤー州にある 100 のカー・テー・ホ
ーの村を活動範囲としている。この独特な村はトボと呼ば
れる祭儀用の高い柱で識別することができる。カー・テー・
ホーの人々は伝統的なアニミズムの文化習慣に則って生活
することに自らのアイデンティティーを見出している人々

現役を退いたことでローズには地域コミュニティともっ
と深く関わる時間が持てるようになった。彼女のアプロー
チは、「人々の今のレベルから始めること、彼らから学び、
彼らが得た知識を起点にして積み上げていく」ことだ。関
心やスキル別にいくつかのコミュニティ・グループを組織
してきたが、そのどれにも貯蓄・貸付協同組合（SACCO）
の部門がある。ウペンド・トランペット・グループは音楽
演奏を通して、英語を教授媒体とする幼稚園や小学校を建
設する資金集めを行なっている。20 人の未亡人で作るイヌ
カ・ママ・グループは収入を孤児の支援に充てているし、
ムシカマノ・グループのメンバー 11 人は給食とケータリ
ングのサービスを提供している。サバナ貯蓄・貸付協同組
合は男女のメンバーが合わせて 40 人に増えた。「彼らがい
ま持っている物を磨きなさい。でないと成功しません」と
ローズは繰り返す。

スブラマニアム・シバパキヤム（“シバ”）
（スリランカ：女性、2003年度卒）
スマティ・ビティリンガム
（スリランカ：女性、2010年度卒）
シバはスリランカの中央高地にあるハットンという町の
出身だ。ここは国内でも有数のお茶の栽培地帯で、緩やか
にうねる丘を何キロにもわたってお茶の低木の列が段々に
なって伸びている。スリランカはお茶の輸出では世界のト
ップにあり、多くの外国市場でセイロン・ティーの銘柄で
販売されている。お茶は国の経済にとって重要な産物だ。
プランテーションは息をのむほど美しく、一面の深い緑に
映える労働者の色鮮やかなサリーは、正に壮観そのものだ。
しかしその表紙を一枚めくると、美しさは一気に失せてし
まう。“茶摘み人” と称されるプランテーション労働者の窮
状には、極端な低賃金と悲惨な生活条件の長い歴史がある。
一般的にこれらの労働者はいわゆるインド・タミル（タミル・
ヒンドゥとも）と呼ばれる人々で、イギリスの植民地であ
った時代にプランテーションでの労働力としてインドから
連れてこられた人たちだ。
茶葉の摘み取りは女性の仕事で、中には 12 歳でこの仕
事を始める者もいる。良質の葉 2 枚とつぼみをもぎ取り、
1 日に最低 17kg を摘み取らなければならない。これより
いくらかでも少なければ、賃金は半額に減らされる。茶摘
みの仕事は午前 7 時半から正午までと、午後 2 時から 5 時
までである。収穫すべき量が多い時には、女性たちは週 7

日間、畑に出っぱなしで、そうでない時は週 5 日、管理事
務所が作成したスケジュールに従って働くこととなる。男
性には普通、剪定や草取り、肥料散布などのよりきつい仕
事があてがわれ、午後2時には一日の仕事が終わりになる。
男性の労働時間の方が短いという事実にもかかわらず、家
での料理や掃除、加えて子どもの世話等の仕事はそれでも
女性の務めとされる。
仕事の多くは手作業でなされ、葉の乾燥や加工を時代物
の機械を使って行なっている工場がたくさんあり、時間が
止まった世界にすら見えてくる。しかしそれでも変革の波
は押し寄せている。いま労働者は自分の家を会社の敷地内
に立てることが許されている。かつての、8人から 10 人が
ひと部屋で暮らしていた会社所有の古い “長屋” と比べた
ら、これらの新しい家は住人にとってはるかに良好な条件
を備えている。また、希望すれば労働者たちは家畜を飼い、
菜園を作ることもできる。今日、プランテーションの経営
者は働く子どもの健康管理を行なうようになったし、新し
い学校が次々に建設されている。一昔前であれば、プラン
テーション労働者の子どもたちには両親の跡を継ぐしか他
に道はなかった。しかしいま、教育と高まる社会的流動性
によって、プランテーションの外で就職する人たちが多く
いる（実際、製茶業界ではいま、労働力不足になっている
ほどだ）。
シバ自身はプランテーションでの労働に直接携わったこ
とはないものの、こうした環境下で育ったことから茶摘み
労働者たちの辛苦については良く理解していた。1994 年、
国内 NGO のセバランカに参加し、女性のプランテーショ
ン労働者に貯蓄・貸付グループを組織することを教えてい
った。もしグループとして協力できれば、わずかな賃金の
中からでもいくらかの貯蓄ができるということとその方法
を彼女は説いていった。こうしてためたお金をプールし、
互いの融資に充てていくことができる。借入の申し込みが
あるとメンバーがこれを承認しなければならない。借りた
お金はだいたい、裁縫、牛またはニワトリの飼育、あるい
は小さな菜園を始めるため、などの小規模な所得創出活動
に使われている。これらのグループはリーダーシップや経
営実務、経理などに関するトレーニングを受け、会長、会
計担当者、事務担当者を自らの手で選出している。同時に、
様々な公的サービスに関し、地方自治体とどう結びついて
いくかについても学んでいる。これまでにシバは、外部資
金の援助を受けずに、全部で 35 のこうした地域社会を基
盤とする組織（CBO）を設立してきた。彼女の給料と交通
費はセバランカが払ったものの、すべての資本金はグルー

礼衣装を始めとするカヤー族の伝統的織物の教室としても
使われている。
この話が進行中であった時のミャーは、カヤー・プ・バ
プテスト協会（KHBA）の女性部幹事を務めていた。人身
売買が差し迫った問題としてあった彼女の地域における最
大のリスクは、教育を受けたいと望みながら学校の無い奥
地に住む少女たちに関わるものだった。町なかの、学校ま
で歩いていける距離の家庭にそうした子どもを下宿させる
方法が一般にはとられてきた。ところが場合によってはこ
の子たちがそのホスト・ファミリーにだまされ、家事労働
のための “召使い” にされたり、さらにひどい場合には、
性的目的の人身売買に追い込まれる。ミャーやいくつかの

である。これらの文化習慣は数百年前までさかのぼること
ができ、村内での互助や村そのものの守護に重きがおかれ
ている。昔ながらの生き方を今も続けている人がいる一方
で、いまでは多くは仏教かキリスト教に改宗した。しかし
ほとんどの村人が、自分たちはカー・テー・ホー・コミュ
ニティの一員であると考えている。
社会開発協会には、農業と畜産、教育、能力向上、環境、
所得創出の5部門があり、計20人のスタッフが働いている。
所有する約 11 ㌶の土地のうち、9.3 ㌶を農業用に使ってい
る。伝統的なカー・テー・ホー家屋はコミュニティ センタ
ーとして利用できるように建てられていて、地面の上に組
んだ大きな台座は年 2 回催される祭りの時に用いられる。
その祭になると男衆は踊り、歌い、そして天と地を結んで
精霊が天国に昇るのを手助けするとされる、高くそびえ立
ったトボの周りで祈りを捧げることが許される。女衆は食
べものと地酒を用意し、踊っている男衆に水をかける。
この地域は最近まで武装闘争があったところで、子ども
たちが長い道のりを歩いて毎日学校に通うことは危険であ
った。この問題に取り組むべく社会開発協会は 58 人の小
中学生のために寮を建てた。ビャーは生徒に石鹸作りを教
えていて、これを売って寮の維持に充てている。また、ア
ジア学院で学んだフードライフの考えを生徒と共有しつつ、

フルーツや野菜をニック自身も味わうことができるように
なった。コミュニティではただ一人の大学卒である彼は、
すべての先住民の暮らしが向上することを望んでいる。「こ
この人たちが現状の生活水準のままでこれからも生きてい
くとは私には考えられません。たったの一歩でいい、上を
目指してほしいのです。」

シャンタ・チョーダリ（ネパール：女性、
1998年度卒、2009年度研究科卒）
シャンタ・チャウダリはバイシャに属す女性だ。ヒンズ
ーのカースト制度による階級を体の部分に例えて彼女は、
「バイシャはお尻に相当する」と言う。その上にはブラーミ
ンとチェトリがいて、それぞれ頭と肩に当る。バイシャの
下に来るのがスードラで、これは足ということになる。“不
可触賤民” とされるダリットは体の一部にも例えられない
ほど低いとされる。彼女は民族的にはタルー族で、この人
たちの窮状については第 6章で簡単に触れている（p.37 参
照）。タルーの慣習では家族の中で男の子だけが学校に行
かせてもらえるが、その子たちですら早々と中退してしま
いがちだった。しかしシャンタの父は公立学校の運営委員

会のメンバーであったことから、娘には教育を受けさせた
いと望んでいた。「学校を止めてはならん。誰かにおかしな
ことだと言われても、気にすることはない」と語る父であ
った。予想された通り周りからはさんざんに言われること
になる。彼女自身の祖父すら、「なんでお前は娘を学校な
んかに行かせておくのか」と父に不満を漏らしていた。
それでもシャンタは毎日欠かすことなく学校に通い、ス
ードラやダリット、そして同じバイシャの生徒たちと床に
ゴザを広げて座り、授業を受けていた。当然、ブラーミン
とチャトリの同級生たちはベンチに座っている。なぜあの
子たちだけにはベンチがあって自分たちは床に座るのか、
初めのうちは理解できなかった。ただただ、いやなことだ
とはしっかり感じていた。6 年生になるともはや耐え切れ
なくなり、ある朝、反旗をひるがえすことにした。友達と
一緒に早目に教室に入り、そのベンチにみんなで座ったの
だ。上位カーストの子どもたちにしてみれば “座り心地の
悪い” とんでもない話で、シャンタたちを床に引きずりお
ろそうとした。喧嘩が始まった。現場にやって来た先生た
ちは騒ぎに腹を立て、下位カーストの子どもたちをこっぴ
どく叱った。シャンタはこう応戦したという。「私の両親も
この学校を建てるのに力を貸しています。ベンチや、校舎
や、ドアや、窓や、、、あらゆるものを造るため森から木を

雨季の間どのようにしたら小さな農場が創り出せるかも教
えている。「これはあなたたちみんなの畑、みんなのキッチ
ンと食べもの用」であると生徒に話して聞かせている。生
計プロジェクトを行なうために村を訪れる時は、自給の重
要さについて同様の話を伝えている。「地元の、、、地元で採
れる種子、そして地域の人材、また、地域にある資源をど
うやって活用するかというアイデアを村の人たちに伝えて
います」と彼女は語る。
社会開発協会が活動している村のひとつに、タニ・ラー・
レがある。この村はカヤー反政府軍と政府軍の間で停戦が
成立する以前は、戦闘に巻き込まれることがたびたびあり
村長は絶えず両陣営と交渉に当らねばならなかった。しか
し最近はその衝突も一段落したことから、国内避難民
（IDP）になっていた多くの人たちが村に帰ってきて、人口
が 80 人から 150 人に増えた。政府が建設した道路により
暮らし向きは大幅に改善し、そして村人は近い将来、電気
が通るだろうとの希望を抱いている。2010 年から 11 年に
かけて社会開発協会はこの村で農業実践学校を開催し、成
功裏にプロジェクトが進んだときはいつもそうするように、
村人たちが新しい実践を自分の土地に取り入れた後、この
プロジェクトを終了している。

プ自身が捻出したものだ。ひとつのグループが自立できる
ようになるとシバは新しいグループを始めるためにそこを
後にする。「コミュニティと計画を立て、コミュニティと共
に働き、成長したら新しい地域に向かう」のだと彼女は解
説する。
アジア学院での研修を 2003 年に終えた後シバは自分が
関わる地域組織（CBO）のメンバーに対し家庭菜園の導入
を始めた。自家消費を優先するが、外部販売に足るだけの
量を栽培することを勧めてきた。グループのリーダーの一
人にスマティ・ビティリンガムという若い女性がいて、優
れたリーダーシップの素質をこの人に見い出したシバは彼
女をアジア学院に送ることとした（2010 年に実現してい
る）。そしてスマティは今、セバランカが立ち上げた新しい
プロジェクトのキーパーソンとなっている。このプロジェ
クトの目標は、高地の農家と大都市コロンボに設立され毎
週開かれる “グッド・マーケット” とを結びつけて、芽生
えつつある有機産品の需要に応えていくことにある。毎週
の月曜日、シバから届く購入注文に従ってスマティは地域
の農家と働くこととなる。野菜は5kgのパッケージにされ、
木曜日に開催されるマーケットに間に合うよう列車でコロ
ンボに送られていく。売上金はスマティの元に送られてき
て、農家に配分される仕組みだ。農家は有機に関する仕様

項目を満たすために適正な栽培技術の研修を受ける。例え
ば、堆肥化された畜糞の施肥方法や、ビニール製のマルチ
材を使わずに苗床を作る方法、などがある。お茶の木に使
われる化学薬品のためにプランテーションの産物には公的
な有機認証がなされていない。その代わりに生産者は、“参
加型保証システム” というものを取り入れている。農家が
遵守すべき21項目にわたる有機手法や手続きを記した “農
家の約束” という誓約書に生産者として署名するシステム
だ。フォローアップのための委員会があって菜園を定期的
に検査し、同時に有機農法に関するアドバイスを行なって
いる。
シバはプランテーションで働く人々すべてに深く関わっ
ていて、プロジェクトの資金があろうがなかろうが、彼ら
に寄り添う協力者となっている。セバランカの地域事務所
が火災に見舞われた時、彼女は自宅を開放してスタッフの
仕事場とした。コミュニティ中から尊敬されていて、セバ
ランカの同僚たちは彼女を「私たちの中のベストのひとり」
と呼んでいる。



ローズ・マトゥ（タンザニア：女性、1996年度卒）
ローズ・マトゥの家の前庭で朝食をとっていたグループ
に彼女の息子が加わろうと駆けつけてきた。唯一空いてい
る席が女性の隣であったことから、その息子は自分用に別
の椅子を取りに行った。それを見ていたローズは｢文化だ
ね｣とつぶやいた。苦々しく思ったわけではない。逆に、彼
女は現実的な楽観主義の持ち主で、すぐに笑い出しそして
周りを笑わせる女性だ。文化が一夜にして変わることはな
いが、しかし確実に変わるものであるという知恵が、60 数
年間の人生で彼女の身に沁み込んでいる。忍耐強い、不断
の努力の結果、タンザニアにおける女性の地位は向上して
きたし、これからも向上し続ける。
今は現役を引退しているローズのキャリアはすべて教育
に関係するものだ。学校教育のあらゆるレベルで教鞭をと
った他、農業改良普及員の仕事もこなしてきた。最も長く
務めたのはセンゲレマ民俗開発カレッジの校長職で、また
それが最後の務めともなった。アジア学院に来たのはこの
校長時代のことである。伝統的な、教科書をベースとする
アフリカの教室で長く教育者としての経験を積んできた彼
女にとり、アジア学院の “実践の中で学ぶ - Learning by 
Doing” という具体的、実際的なアプローチは、失敗の中
にも学びがあることに気づかされるなど、とりわけ意味の
あるものだった。学生が食事の準備に参加するということ
も高く評価し（彼女自身、料理上手なことでアジア学院で
は名を馳せた人）、自分のカレッジに類似のシステムを導入
してもいる。
校長職にあった最後の数年間、テレ・センターの構想を
温めていった。そして 2003 年、その実現にこぎつけ、最
初は管理責任者として、そして後に理事の一人としてこの
事業に関わった。ラジオ・センゲレマとテレ・センターは
1 日 19 時間の放送を行ない、タンザニアの農村地帯に住
む約 500 万人がこれを聴いている。番組は英語とスワヒリ
語で編成されており、ニュースや教育もの、娯楽もの、健
康関連のトピックを扱っている。地域のイベントはその土
地の方言による案内で宣伝している。放送内容としては、
農家が他では得にくい重要な情報、例えば天気予報、種ま
き情報、最良の農法、市場価格現況などがある。礼拝の放
送もあり、HIV/AIDS や水の保全といった問題も扱ってい
る。こうしたラジオ放送の他に、コンピュータの使い方に
ついてのコースを開設していて、ジャーナリズムの講座と
インターネット カフェを始める予定もある。

ニコラス・タフヤン（フィリピン：男性、2008年度卒、
2015年度研究科卒）
「コミュニティに行ったら、コミュニティではトカゲのよ
うに働くんです」とニコラス・タフヤン（“ニック”）は語る。
「すべてのことに適応せよ、ということです。トカゲは、白
いところでは白くなりますね。ですから私はコミュニティ
のニーズを通して、そしてそこの文化を通して仕事をして
いきます。自分にとって難しいことではありません、みん
なと同じ出だからです。私はここの先住民の一人なんです。」
先住民と働く先住民出身のリーダーとしてニックは、複
雑に織りなされた地元の習慣やしきたりの中でどう事を進
めていくべきかを知っているだけでなく、人々がどう考え
るかについても熟知している。実りあるコミュニケーショ
ンのためには重要な能力だ。「先住民のコミュニティで活動
していて、あまりにも急激に変えようとすると、殺されま
すからね」と彼は釘をさす。現在、異文化間開発のための
フィリピン協会という NGO に雇用されている。そこでの
仕事を通して、彼にはミンダナオ島全域の先住民との出会
いがある。一回当り最高 15 のグループと活動していて、
材木伐採や鉱山採掘、また単作プランテーションなどの “侵
略的開発” に反対するよう訴えている。1997 年に「先住
民の権利法」が成立したのだが、国全体として、先住民の
土地所有権ならびに文化への権利を護るそれまでの道のり
は長いものであった。この法律により保障された権利があ
ることを先住民が知り、かつ理解するよう活動を行なって
いる。また、彼らの「先祖のドメイン（領地）」を確定する
ための支援も同時に進めている。先祖のドメインには、一
片の土地を先祖からのものであるとその所有権を主張する
こと以上のものがある。即ち、一般の土地財産所有権には
含まれない、土地の文化的ならびに霊的な側面があるのだ。
法律による保護を求める先住民にとってはこのドメインを
地図に表すことが必須の条件となる。
こうした法律があるにはあるが、先住民と商業資本との
間にはいつ衝突が勃発しても不思議ではない状態が続いて
いる。土地を巡るそうした争議のため、ニックの二人の叔
父がプランテーションの地主による待ち伏せで殺害されて

なぜ野菜を植えているのか」と尋ねてきた。ニックの答え
は、「アジア学院で習った知識を使ってみたいのです」。ボ
カシ肥と堆肥を使い地力を高めるため彼は懸命に働いた。
サトウキビの穂先が天恵緑汁作りに最適であることも分か
った。穂先は収穫直前に刈り取られることから、朝早くサ
トウキビ畑に出かけ、自分で穂先を切ってくることもした。
最初のころの野菜のサイズは非常に小さく、周りの人たち
から、彼のオクラは盆栽みたいだ、とからかわれもした。「あ
なたは俺たちに教えていると言うが、自分の畑で何が起こ
っているか見てみなさいよ」と笑われたニックはグッとこ
らえてこう答えた。「ここは実証のためのモデル農場なんで
す、研究しているんです、これから先どうなるか、待ちま
しょう。」およそ 1 年半の後、農場は劇的に改良されてい
った。大変な大玉に育ったキャベツを目の当りにしたかの
人々は、どこで種を仕入れてきたのか知りたがった。「種で
はないんです、土なんです」とニックは告げた。持続可能
な農業は、先住民コミュニティで行う研修プログラムの重
要な一部となっていて、変化が現れつつあることを彼は嬉
しく思っている。以前には、村を訪ねる際、自分が食べる
分の食料はすべて持参しなければならなかった日もあっ
た。今は、滞在期間中の食べものなら十分あるから安心し
て、と村の人々に言われている。彼らの畑で採れた様々な

いるし、父親にも、コミュニティのリーダーであるとの理
由で、20 万ペソ（40 万円）の賞金がかけられていた。「フ
ィリピンの人にとっては大金です。ですからその賞金目当
てに何人もの人間が私の父を殺そうとしていました」と彼
は言う。係争下にあった土地に政府が介入してきてそこを
「誰のものでもない」と宣言したため、ニックの村の住民
35 人はそこを立ち退かなければならなくなり、新しく住む
土地を求めて方々に散っていくしかなかった――自分たち
の畑も家畜もそこに残したままで。ニックがかつて造った
養魚池があって、時折、騒々しさから逃れて静かな時をそ
こで過ごすことが彼は好きだった。が、その池も突然立ち
入り禁止とされた。隠れ家暮らしからくるストレスが限界
に達した父は、1 年後、高血圧のため亡くなっている。そ
の後事態は沈静化に向かい、コミュニティの住人たちは
徐々に元の地域に戻ってくることができた。しかし、村が
あった元々の場所には今も立入が禁じられているため、道
端に小さな家を建てて、自分たちの土地に再び足を踏み入
れることのできる日が来るのを待っている。
ニックのコミュニティであるポルトゥリン・トライバル
協会は山の上にある。彼らのドメイン全体は係争の対象と
なった村有地をはるかに超える広さだ。6,000 ㌶の森があ
り、そのうちの4,000 ㌶はコミュニティ自身が護る “ノー・
ゴー・ゾーン”（立ち入り禁止区域）となっている。残り
の 2,000 ㌶は持続可能な生産活動目的で利用することがで
きる。昔、近くのバランガイ・キャプテン（フィリピンに
おける行政の最小単位の長）がこの森の木を違法に切り始
めるという事件が起きたことがある。先住民の村のリーダ
ーは政府の役人との論争を恐れていたが、このキャプテン
と対峙する覚悟を決め、環境ならびに天然資源部に彼を突
きだした。そして、先住民の掟に対する尊敬もなしにその
キャプテンが木を切っていたことを説明していった。そこ
で部長はこう尋ねた、「どうしたい？このバランガイ・キ
ャプテンを牢にぶち込みたいのか？それとも、、、？」する
と村のリーダーは、そういう罰は自分たちの習慣になじま
ないものだ、その代わり、なぜ木を切る必要があったのか
が知りたい、と述べた。家を建てるためだったとキャプテ
ンが言ったところ、村のリーダーはこう応じたという。「も
しもそれがあなたの目的であれば、私たちは何が何でも自

ノー・リー・ミャー（ミャンマー：女性、
1998年度卒、2007年度研究科卒）
一握りのお米で何が造れるだろう。ノー・リー・ミャー
と教会の女性たちだったらそれで 2 階建ての建物を建てる
ことができる。トレーニング センターが欲しいと考えてい
たのだが教会にはその資金がないことが分かった彼女たち
は、全員で、毎日夕食の支度をするたびに一握りのお米を
別に取りおくことを始めた。これを集めて売っていた。5
年も経たないうちに建設に足るだけのお金を工面すること
ができた。完成した建物は今、集会所として利用され、婚

団体による意識向上プログラムのお蔭で村人たちはもっと
気を付けるべきだということを学んだ。ミャー自身も毎年
下宿生を引き受けている。夜になると子どもたちの学校日
課を暗唱する声が彼女の家を包む。このような成功事例に
もかかわらず、ミャンマー全体で見れば人身売買は深刻な
問題であり続けている。もう一人の卒業生シェ・トウェが
活動している中国国境近くでは特にそうだ。彼女は、中国
の法律が許す以上の数の子ども（最近 1 人から 2 人へと
変更された）を持ちたいと願う中国人男性の “妻” として
売り買いされるミャンマー女性のカウンセリングに当って
いる。
ミャーは現在 KHBA のキリスト教社会奉仕ならびに開発
部の部長を務めている。その立場で地域のコミュニティや
女性グループを対象とした研修プログラムや意識向上プロ
グラムを組織している。扱うテーマには、水と公衆衛生、
母子保健、女性の（エンパワーメント（地位向上、権利回復）、
マラリア予防などがある。さらには、アメリカ大使館の支
援を受けて、ミャンマー政府軍といくつもの少数民族の間
で何年にも亘って繰り広げられた武装闘争の後に残された
不発地雷の問題にも取り組んでいる。
民主化の過程にあるミャンマーは、政府軍と少数民族の
反乱軍との間でほぼ 70 年に及んだ戦いを終結するに当た
り、多くの問題に直面している。近年になっていくつかの
少数民族が停戦に合意していて、ミャー自身のカヤー州で
も 2011 年に合意が成立している。地域のリーダーとして
ミャーはこの和平プロセスに参加するよう求められ、ミャ
ンマー人民フォーラムで女性と子どもの人権について講演
した。その際、アジア学院で学んだリーダーシップのスキ
ルがそうした重要な場面で役に立ち、今も感謝していると
いう。人々の前で話すことは、彼女にしてみれば並大抵以
上の努力が要求されることであった。教会の女性グループ
の前に初めて立った時、「本当に震えていました。怖かった
んです」と振り返る。
ミャーの人生において最もつらく、悲しかった出来事と
言えば 2002 年の夫の死である。未亡人になったのだから
仕事は止めて、家に居た方が良い、と多くの人に言われたが、
それでも人に仕えることが神に与えられた自分の使命だと
感じていた。それゆえ、それまで各地で行なってきたプロ
グラムを引き続き展開していった―― 3 人の子どもを連れ
て。「人前で話さなければならない時、子どもたちがみな私
についてくるんです。だから赤ん坊を抱いて、こんな風に
して、人の前に出て行きました。あきらめたくなかったん
です」と彼女は語る。

分たちの木を他人には渡さないということはしません。い
いでしょう、差し上げます。しかしあなたの家用にどの木
を切るか、それは私たちが決めます。森の木一本一本は私
たち先住民にとってかけがえのないものだからです。」こ
れを聞いてキャプテンは謝罪し、以降、良好な関係が築け
たという。
ニックは大学で農業を専攻した。ところが持続可能な農
業についての 21 日間にわたる特別ワークショップに参加
して、有機農業に惹かれたという。すぐに自分の展示圃場
で学んだことを実験し、コミュニティの人々と農法の共有
を始めていった。だがもっと学びたいと感じていた。彼が
アジア学院について初めて耳にしたのは、とある研修に来
賓者として来ていた卒業生、ギルバート・ホガングからで
あった。ニックが、「アジア学院に行けないか」と尋ねたと
ころ、ギルバートの返事は “ノー” だった。この若者は日
本で結婚し、そのまま留まるのではと怖れたのだ。ところが、
村の長老たちに話を聞いてみると、ニックは善良で信頼で
きる人間であることが分かり、最終的にギルバートは彼に
入学願書を出すよう勧めた。
アジア学院を卒業するとニックはわき目もふらず自分の
展示圃場改良の仕事にとりかかった。畑にいたある日、コ
ミュニティのリーダーが来て立ち止まり、「肥料も使わず、

取ってきました。レンガを頭にのせて運んできました。で
も私たちにはそのベンチに座るチャンスすらありません。
私たちは平等です。平等でなければなりません。」次の日、
下位カーストの子どもたちは再びベンチに座った。そして
大喧嘩に発展し、一人の男の子が足を折るほどであった。
この時はシャンタ一人だけがつまみ出され、事務室に閉じ
込められた。そしてもし反抗グループが同じことを続けた
ら彼女は退学処分だ、と脅された。これは、下位カースト
の子どもたちを一層団結させることにしかならなかった。
闘いはその後もエスカレートしていき、ついには、教室の
ドアを全てロープで縛ってその前に立ちはだかり、どのク
ラスの授業もできなくさせていった。この行動は学校運営
委員会の聞き及ぶところとなり、先生と一緒に子どもたち
の言い分を聞こうということになる。子どもの側の要求は
簡単で、「すべての生徒にベンチを」だったが、言外のメッ
セージはもっと深く、「すべての人に敬意を」であった。委
員会はこれを認め、合意書に署名してベンチを運び入れた。
「ようやくその日からです、みんな一緒に座れるようになっ
たんです」とシャンタは喜んだ。
在学中にシャンタは、学校に行くことが許されなかった
タルーの少女たちに個別の学習指導を始めた。父からもら
った小さな黒板と数本のチョークで、夕方の 2 時間、名前
の書き方、お金の数え方を教えていった。バックワード・
ソサエティー・エジュケーション（BASE、直訳すれば「後
進社会のための教育」）という NGO の代表、ディリ・チョ
ーダリから彼の団体で働かないかと話を持ちかけられたの
はこの時点であった。この NGO はカマイヤと呼ばれる奴
隷労働を強いられているタルーの人々の権利擁護活動をし
ている（カマイヤは同時に、ネパールの奴隷労働の仕組み
そのものも指す言葉。p.37を参照）。
BASE がカマイヤの解放を訴え始めたのは 1985 年のこ
とで、その活動は、2000 年に結実したすべての奴隷労働
者を自由の身にする法律の制定において大きな役割を果た
している。27,000 軒にのぼるカマイヤの家族の代理人とし
て交渉に臨み、家を構え生活を再建するためのいくばくか
の土地を獲得していった。ほとんどは読み書きができずま
た貧しい人たちであったことから、BASE が展開する主要
なプログラムは教育と、収入が得られる技術を身につける
こととに主眼を置いている。メンバーは今 24 万人に達し
ている。
BASE でシャンタは個別の学習指導をさらに拡大し、自
分の村と近隣のコミュニティで女性を教えた。大学卒業後、
9 つの村で教室を開いてきた。授業はいつも夕方になるた
め、夜中に歩いて帰宅する彼女を見ていた村の人々は父親

に対し非難ぎみによく言うのだった、「娘さんは夜働いてい
ます。村から村へ走り回っています。良くないことです。」
しかし父親は常に娘の味方として、これらの人たちに「あ
の子は私の娘ではない。息子だ。あの子が決めたことだ。
応援する」と答えていたという。
BASEは1998年、シャンタをアジア学院に送った。以来、
有機農業が彼女の行なう研修メニューに加えられた。最初
のころの研修は、化学肥料である尿素を使わずにジャガイ
モを育てる方法についてだった。ところが参加者からの受
けは良くなかった。収穫量は少ないだろうと信じていたの
だ。それでも彼女は諦めず、やがてこの栽培法は徐々に効
果を現していくことになる。ネパール西部の果てで彼女は
200 人の村人と共に、異なる農民グループを組織化した。
野菜農家のグループ、バナナ農家のグループ、花卉栽培の
グループ、ヤギ飼育と養魚池のグループなどだ。このプロ
ジェクトについてはすでに別のアジア学院卒業生が引き継
いでいる。
BASE で働いている時ですらシャンタは差別から逃れる
ことはできなかった。出席していた、最初のころのコミュ
ニティの会合で村人に「バーイ、バーイ、ここに座りな」
と声をかけられた。声の主の男の人は、髪をショートにし
ていたシャンタを男の子だと思ったのだ。タルーの言葉で
バーイは男の子のことだからだ。会長が間に入り、この人
はバーイではなくベーニ、即ち妹だと言ってその男を正し
た。これを聞いた男は長い間シャンタをじっと眺めまわし
ていたかと思うと、そこから立ち去って行った。そこでシ
ャンタは、ひと言はっきり言っておこうとその場をとらえ
会長のディリにこう告げた。「この部屋にご婦人は誰もいま
せん。この BASE を始めようというのであれば、あなたは
女性やご婦人方も含めるべきです。」この問いかけに対する
会長の応答は、「あなたが最初の女性なので、この団体に入
ってくれるよう他の女性にも働きかけていくことはあなた
にかかっている」というものだった。今日 BASE は女性を
メンバーとする66の貯蓄・貸付協同組合を支援している。

ビャー・ミャー（ミャンマー：女性、2011年度卒）
ビャー・ミャーはカー・テー・ホー社会開発協会で働い
ていて、この団体はカヤー州にある 100 のカー・テー・ホ
ーの村を活動範囲としている。この独特な村はトボと呼ば
れる祭儀用の高い柱で識別することができる。カー・テー・
ホーの人々は伝統的なアニミズムの文化習慣に則って生活
することに自らのアイデンティティーを見出している人々

現役を退いたことでローズには地域コミュニティともっ
と深く関わる時間が持てるようになった。彼女のアプロー
チは、「人々の今のレベルから始めること、彼らから学び、
彼らが得た知識を起点にして積み上げていく」ことだ。関
心やスキル別にいくつかのコミュニティ・グループを組織
してきたが、そのどれにも貯蓄・貸付協同組合（SACCO）
の部門がある。ウペンド・トランペット・グループは音楽
演奏を通して、英語を教授媒体とする幼稚園や小学校を建
設する資金集めを行なっている。20 人の未亡人で作るイヌ
カ・ママ・グループは収入を孤児の支援に充てているし、
ムシカマノ・グループのメンバー 11 人は給食とケータリ
ングのサービスを提供している。サバナ貯蓄・貸付協同組
合は男女のメンバーが合わせて 40 人に増えた。「彼らがい
ま持っている物を磨きなさい。でないと成功しません」と
ローズは繰り返す。

スブラマニアム・シバパキヤム（“シバ”）
（スリランカ：女性、2003年度卒）
スマティ・ビティリンガム
（スリランカ：女性、2010年度卒）
シバはスリランカの中央高地にあるハットンという町の
出身だ。ここは国内でも有数のお茶の栽培地帯で、緩やか
にうねる丘を何キロにもわたってお茶の低木の列が段々に
なって伸びている。スリランカはお茶の輸出では世界のト
ップにあり、多くの外国市場でセイロン・ティーの銘柄で
販売されている。お茶は国の経済にとって重要な産物だ。
プランテーションは息をのむほど美しく、一面の深い緑に
映える労働者の色鮮やかなサリーは、正に壮観そのものだ。
しかしその表紙を一枚めくると、美しさは一気に失せてし
まう。“茶摘み人” と称されるプランテーション労働者の窮
状には、極端な低賃金と悲惨な生活条件の長い歴史がある。
一般的にこれらの労働者はいわゆるインド・タミル（タミル・
ヒンドゥとも）と呼ばれる人々で、イギリスの植民地であ
った時代にプランテーションでの労働力としてインドから
連れてこられた人たちだ。
茶葉の摘み取りは女性の仕事で、中には 12 歳でこの仕
事を始める者もいる。良質の葉 2 枚とつぼみをもぎ取り、
1 日に最低 17kg を摘み取らなければならない。これより
いくらかでも少なければ、賃金は半額に減らされる。茶摘
みの仕事は午前 7 時半から正午までと、午後 2 時から 5 時
までである。収穫すべき量が多い時には、女性たちは週 7

日間、畑に出っぱなしで、そうでない時は週 5 日、管理事
務所が作成したスケジュールに従って働くこととなる。男
性には普通、剪定や草取り、肥料散布などのよりきつい仕
事があてがわれ、午後2時には一日の仕事が終わりになる。
男性の労働時間の方が短いという事実にもかかわらず、家
での料理や掃除、加えて子どもの世話等の仕事はそれでも
女性の務めとされる。
仕事の多くは手作業でなされ、葉の乾燥や加工を時代物
の機械を使って行なっている工場がたくさんあり、時間が
止まった世界にすら見えてくる。しかしそれでも変革の波
は押し寄せている。いま労働者は自分の家を会社の敷地内
に立てることが許されている。かつての、8人から 10 人が
ひと部屋で暮らしていた会社所有の古い “長屋” と比べた
ら、これらの新しい家は住人にとってはるかに良好な条件
を備えている。また、希望すれば労働者たちは家畜を飼い、
菜園を作ることもできる。今日、プランテーションの経営
者は働く子どもの健康管理を行なうようになったし、新し
い学校が次々に建設されている。一昔前であれば、プラン
テーション労働者の子どもたちには両親の跡を継ぐしか他
に道はなかった。しかしいま、教育と高まる社会的流動性
によって、プランテーションの外で就職する人たちが多く
いる（実際、製茶業界ではいま、労働力不足になっている
ほどだ）。
シバ自身はプランテーションでの労働に直接携わったこ
とはないものの、こうした環境下で育ったことから茶摘み
労働者たちの辛苦については良く理解していた。1994 年、
国内 NGO のセバランカに参加し、女性のプランテーショ
ン労働者に貯蓄・貸付グループを組織することを教えてい
った。もしグループとして協力できれば、わずかな賃金の
中からでもいくらかの貯蓄ができるということとその方法
を彼女は説いていった。こうしてためたお金をプールし、
互いの融資に充てていくことができる。借入の申し込みが
あるとメンバーがこれを承認しなければならない。借りた
お金はだいたい、裁縫、牛またはニワトリの飼育、あるい
は小さな菜園を始めるため、などの小規模な所得創出活動
に使われている。これらのグループはリーダーシップや経
営実務、経理などに関するトレーニングを受け、会長、会
計担当者、事務担当者を自らの手で選出している。同時に、
様々な公的サービスに関し、地方自治体とどう結びついて
いくかについても学んでいる。これまでにシバは、外部資
金の援助を受けずに、全部で 35 のこうした地域社会を基
盤とする組織（CBO）を設立してきた。彼女の給料と交通
費はセバランカが払ったものの、すべての資本金はグルー

礼衣装を始めとするカヤー族の伝統的織物の教室としても
使われている。
この話が進行中であった時のミャーは、カヤー・プ・バ
プテスト協会（KHBA）の女性部幹事を務めていた。人身
売買が差し迫った問題としてあった彼女の地域における最
大のリスクは、教育を受けたいと望みながら学校の無い奥
地に住む少女たちに関わるものだった。町なかの、学校ま
で歩いていける距離の家庭にそうした子どもを下宿させる
方法が一般にはとられてきた。ところが場合によってはこ
の子たちがそのホスト・ファミリーにだまされ、家事労働
のための “召使い” にされたり、さらにひどい場合には、
性的目的の人身売買に追い込まれる。ミャーやいくつかの

である。これらの文化習慣は数百年前までさかのぼること
ができ、村内での互助や村そのものの守護に重きがおかれ
ている。昔ながらの生き方を今も続けている人がいる一方
で、いまでは多くは仏教かキリスト教に改宗した。しかし
ほとんどの村人が、自分たちはカー・テー・ホー・コミュ
ニティの一員であると考えている。
社会開発協会には、農業と畜産、教育、能力向上、環境、
所得創出の5部門があり、計20人のスタッフが働いている。
所有する約 11 ㌶の土地のうち、9.3 ㌶を農業用に使ってい
る。伝統的なカー・テー・ホー家屋はコミュニティ センタ
ーとして利用できるように建てられていて、地面の上に組
んだ大きな台座は年 2 回催される祭りの時に用いられる。
その祭になると男衆は踊り、歌い、そして天と地を結んで
精霊が天国に昇るのを手助けするとされる、高くそびえ立
ったトボの周りで祈りを捧げることが許される。女衆は食
べものと地酒を用意し、踊っている男衆に水をかける。
この地域は最近まで武装闘争があったところで、子ども
たちが長い道のりを歩いて毎日学校に通うことは危険であ
った。この問題に取り組むべく社会開発協会は 58 人の小
中学生のために寮を建てた。ビャーは生徒に石鹸作りを教
えていて、これを売って寮の維持に充てている。また、ア
ジア学院で学んだフードライフの考えを生徒と共有しつつ、

フルーツや野菜をニック自身も味わうことができるように
なった。コミュニティではただ一人の大学卒である彼は、
すべての先住民の暮らしが向上することを望んでいる。「こ
この人たちが現状の生活水準のままでこれからも生きてい
くとは私には考えられません。たったの一歩でいい、上を
目指してほしいのです。」

シャンタ・チョーダリ（ネパール：女性、
1998年度卒、2009年度研究科卒）
シャンタ・チャウダリはバイシャに属す女性だ。ヒンズ
ーのカースト制度による階級を体の部分に例えて彼女は、
「バイシャはお尻に相当する」と言う。その上にはブラーミ
ンとチェトリがいて、それぞれ頭と肩に当る。バイシャの
下に来るのがスードラで、これは足ということになる。“不
可触賤民” とされるダリットは体の一部にも例えられない
ほど低いとされる。彼女は民族的にはタルー族で、この人
たちの窮状については第 6章で簡単に触れている（p.37 参
照）。タルーの慣習では家族の中で男の子だけが学校に行
かせてもらえるが、その子たちですら早々と中退してしま
いがちだった。しかしシャンタの父は公立学校の運営委員

会のメンバーであったことから、娘には教育を受けさせた
いと望んでいた。「学校を止めてはならん。誰かにおかしな
ことだと言われても、気にすることはない」と語る父であ
った。予想された通り周りからはさんざんに言われること
になる。彼女自身の祖父すら、「なんでお前は娘を学校な
んかに行かせておくのか」と父に不満を漏らしていた。
それでもシャンタは毎日欠かすことなく学校に通い、ス
ードラやダリット、そして同じバイシャの生徒たちと床に
ゴザを広げて座り、授業を受けていた。当然、ブラーミン
とチャトリの同級生たちはベンチに座っている。なぜあの
子たちだけにはベンチがあって自分たちは床に座るのか、
初めのうちは理解できなかった。ただただ、いやなことだ
とはしっかり感じていた。6 年生になるともはや耐え切れ
なくなり、ある朝、反旗をひるがえすことにした。友達と
一緒に早目に教室に入り、そのベンチにみんなで座ったの
だ。上位カーストの子どもたちにしてみれば “座り心地の
悪い” とんでもない話で、シャンタたちを床に引きずりお
ろそうとした。喧嘩が始まった。現場にやって来た先生た
ちは騒ぎに腹を立て、下位カーストの子どもたちをこっぴ
どく叱った。シャンタはこう応戦したという。「私の両親も
この学校を建てるのに力を貸しています。ベンチや、校舎
や、ドアや、窓や、、、あらゆるものを造るため森から木を

雨季の間どのようにしたら小さな農場が創り出せるかも教
えている。「これはあなたたちみんなの畑、みんなのキッチ
ンと食べもの用」であると生徒に話して聞かせている。生
計プロジェクトを行なうために村を訪れる時は、自給の重
要さについて同様の話を伝えている。「地元の、、、地元で採
れる種子、そして地域の人材、また、地域にある資源をど
うやって活用するかというアイデアを村の人たちに伝えて
います」と彼女は語る。
社会開発協会が活動している村のひとつに、タニ・ラー・
レがある。この村はカヤー反政府軍と政府軍の間で停戦が
成立する以前は、戦闘に巻き込まれることがたびたびあり
村長は絶えず両陣営と交渉に当らねばならなかった。しか
し最近はその衝突も一段落したことから、国内避難民
（IDP）になっていた多くの人たちが村に帰ってきて、人口
が 80 人から 150 人に増えた。政府が建設した道路により
暮らし向きは大幅に改善し、そして村人は近い将来、電気
が通るだろうとの希望を抱いている。2010 年から 11 年に
かけて社会開発協会はこの村で農業実践学校を開催し、成
功裏にプロジェクトが進んだときはいつもそうするように、
村人たちが新しい実践を自分の土地に取り入れた後、この
プロジェクトを終了している。

プ自身が捻出したものだ。ひとつのグループが自立できる
ようになるとシバは新しいグループを始めるためにそこを
後にする。「コミュニティと計画を立て、コミュニティと共
に働き、成長したら新しい地域に向かう」のだと彼女は解
説する。
アジア学院での研修を 2003 年に終えた後シバは自分が
関わる地域組織（CBO）のメンバーに対し家庭菜園の導入
を始めた。自家消費を優先するが、外部販売に足るだけの
量を栽培することを勧めてきた。グループのリーダーの一
人にスマティ・ビティリンガムという若い女性がいて、優
れたリーダーシップの素質をこの人に見い出したシバは彼
女をアジア学院に送ることとした（2010 年に実現してい
る）。そしてスマティは今、セバランカが立ち上げた新しい
プロジェクトのキーパーソンとなっている。このプロジェ
クトの目標は、高地の農家と大都市コロンボに設立され毎
週開かれる “グッド・マーケット” とを結びつけて、芽生
えつつある有機産品の需要に応えていくことにある。毎週
の月曜日、シバから届く購入注文に従ってスマティは地域
の農家と働くこととなる。野菜は5kgのパッケージにされ、
木曜日に開催されるマーケットに間に合うよう列車でコロ
ンボに送られていく。売上金はスマティの元に送られてき
て、農家に配分される仕組みだ。農家は有機に関する仕様

項目を満たすために適正な栽培技術の研修を受ける。例え
ば、堆肥化された畜糞の施肥方法や、ビニール製のマルチ
材を使わずに苗床を作る方法、などがある。お茶の木に使
われる化学薬品のためにプランテーションの産物には公的
な有機認証がなされていない。その代わりに生産者は、“参
加型保証システム” というものを取り入れている。農家が
遵守すべき21項目にわたる有機手法や手続きを記した “農
家の約束” という誓約書に生産者として署名するシステム
だ。フォローアップのための委員会があって菜園を定期的
に検査し、同時に有機農法に関するアドバイスを行なって
いる。
シバはプランテーションで働く人々すべてに深く関わっ
ていて、プロジェクトの資金があろうがなかろうが、彼ら
に寄り添う協力者となっている。セバランカの地域事務所
が火災に見舞われた時、彼女は自宅を開放してスタッフの
仕事場とした。コミュニティ中から尊敬されていて、セバ
ランカの同僚たちは彼女を「私たちの中のベストのひとり」
と呼んでいる。


