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オークン本文で述べられているとおり､慶応義塾大学3年生の吉岡静香さんは､昨年8

月,プノンペンの希望の家に滞在し､ポル･ポト政権下で壊液的な打撃を受けたカンボジア

の教育についてつぶさに見聞し､報告書としてまとめ上げられました｡

この別冊では､ The SCCCRをご支援下さる皆様に､今子供たちが置かれているカンボ

ジアの教育に関する実感を知っていただくために､吉岡さんのご厚意で､報告書全文を掲

載させていただくことにいたしました｡

希望の家の子供たちを取り巻く教育の実情を知っていただくことができれば幸いです｡

き音5日nJl

カンボジアフィールドワーク
報　告　書

慶応義塾大学総合政策学部2年　吉岡静香
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1.はじめに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　J-

みなさんはボル･ボトを知っていますか?　　(ポル･ポト派)は､急進的な共産主義政策を推
■

1975年､政権の座に就いたクメール･ルージュ　進するあまり､強制労働や組織的な虐殺などによ
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って国民の実に四分の-とも言われる人々を死

に追いやりました｡中でも知鼓層に対する殺薮は

激しく､教師･医師の教は十分の-まで減ったと

いわれています(正確な数は今でもわかっていま

せん)｡ ｢歴史｣というにはあまりに新しすぎる残

酷な記憶が､未だに国民を苦しめ続けています｡

ポル･ポトの死後8年が経過した現在でも､カ

ンボジアでは教育制度の立ち遅れが顕著である

と指摘されています｡教養のある教師の数は圧倒

的に少なく､質の高い教育を提供する制度が十分

ではありません｡現在､カンボジアでは教育の再

建が図られています｡

このように､教育の基盤を失ったと言っても過

言ではない国において､再建される教育制度はど

うあるべきなのか｡さらに､その制度は国家の発

2.フィールド研究概要

前述したとおり､今回のフィールド研究は､カン

ボジアの教育の現状把握を目的としており､社会

的に弱い立場に置かれた孤児達がよりよい教育

を受けるためにはどのような教育制度が必要か

という研究に必要な情報､資料収集をするために

各機関を訪問するものである｡

訪問先として､ UNESCO､ IJNICEF､教育青

3.フィールド研究日程

展にどう寄与するのか｡こうした研究の一環とし

て､私達は今年の8月､カンボジアで2過問の実

地調査を行いました｡滞在先はHome ofHope､

希望の家｡様々な事情から両親と暮らすことが出

来なくなった希望の家の子ども達.彼らがより質

の高い教育を受け､幅広い選択肢から自分自身の

将来像を選択できるようになること･ ･ ･これが

私の願いです｡現地で子ども達との交韓を通して

私が見たカンボジアの姿を､　人でも多くの方に

知ってもらいたい｡私はそう考えています｡今回

は､同じ大学に通う友人と､武鹿野美術大学で映

像を専攻している友人に同行をお廉いしました｡

2週間､私達が希望の家の子ども達と共に生活す

る中で見たカンボジア､学んだ様々なことを報告

させていただきたいと思います｡

年スポーツ省(以下教育省)､王立プノンペン大

学､私立BuildBright,大学､ NGO (JIIP学校を

作る会)､が挙げられる.これらの機関を訪問し､

教育セクター担当者および代表者と面談し､カン

ボジアの教育の現状について情報を得るととも

にそれぞれの立碁から考える教育の在り方につ

いて話を伺った｡
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4.調査内容報告

(1) TIM
産着夢二.M物皿物　瓜なお止血zzzLb,

Sideth　氏は昨年より　NationAI Pmgmm

o]阻αrとしてtJNESCOプノンペン事務所に勤

務し､カンボジアの教育制度再建に放り組んでい

る｡今回はカンボジアの教育現状について話を伺

った｡

一　身等･中等静5-

カンボジアは､ 1863年～1958年フランス

の保護嶺として､フランスによって教育制度が

広められた｡この影響で､国による教師-の給

与支払いや義務教育など良重な教育制度がカ

ンボジア全土で確立されようとしていた｡ 1965

年には粗就学率が82%に達している(教育省

2005) 0

ところが1975年､クメール･ルージュ(ボル

ボト派)によって全学校が閉鎖され､組織的な虐

殺により国民の約4分の1が殺されたと言われ

ている｡これにより教育関係者および知識者が激

減した｡その後1979年9月27日に新政権の下､

学校教育は再開された｡現在､カンボジアは独

立国家として､憲法第68条において『初等及

び中等教育9年間の無償提供を全国民に保障』

しており､識字率は73.6% (教育省2005年)B

小学校就学率は80%を超えており､中学校就学

率も改善されているが､留年率が高く､それが

原因で中学校の修了率は26%と非常に低い(敬

育省2005年)竺

主二三革帯
最近新築されたサマキ高校

留年率が高い理由の一つに､進級･卒業試験の

合格率の低さが挙げられる｡小学校の卒業試験

については96年に廃止されたが､中学･高校

についてはまだ実施されているため､進級がと

ても難しい状況にある｡現行制度では､全10科

目の進級試験を受けた後､給合評価としてA～F

の成続が担任教師によってつけられる｡ A～Cが

進級､ I)～Fは留年となる｡なお､ 3回留年する

と教育を受ける権利を取り消される｡その他の理

由としては･学習道具や制服代など授業琴似外の

諸経費が出せないという経済的貧困､教師の教養

不足､全6学年までの教室や教師が備えられてい

ないという設備不足､ノの3点が挙げられると

Sideth氏は述べられた.
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サマキ高校での授業風景
(前列中央=希望の家のサムアイさん)

- /罫等款5-

現在､政府によって藩可を受けている大学は､

公立の王立大学及び専門学校が12校､私立の

大学及び専門学校が28校ある(2006年11月

現在) ｡

王立大学に入学するためには､教育省が課す

12科目の入学試験に合格しなければならない｡

その試換結果と､高校での成蘇､入学動機な

どのレポートによって選抜される｡一方私立大

学は､大学独自の選抜をすることが可能で､一

般的にな､学科試験は無く､成寮とレポートの

みで選抜される｡学費は､公立の大学で年間約

450ドル､私立の大学で年間約350ドル必要と

なる｡

最後にSideth氏は､人間の身体が腐敗してい

たら血液が凍れないのと同様に､教育も､制度に

欠陥があれば資金も人もうまく運用されない､と

強く主張した｡カンボジアの教育制度はまだまだ

改革が必要であると述べられた｡

( 2 )王立プノンペン大学(RoyalUniversity ofPhozn Penh)

避尊者.･学長PubD物

カンボジアで最も古い歴史を持つ王立プノンペ

ン大学の学長を務めるChhay氏に､王立プノン

ペン大学での教育を中心にカンボジアの大学教

育について話を伺った｡

芳彦一

本大学は､ 1960年に設立され当時の支配国で

あったフランスの教育制度に則って教育をおこ

なっていた｡ 1975年～79年の間クメールルージ

ュによって閉鎖された後､ 79年に旧ソビエトと

ベトナムの支援によって再び開校された｡この内

戦の教訓から､本大学では歴史および社会学の教

育に力を入れている｡学部は､社会人間学部と科

学部の2つで､学科は合計16種類設置されてお

り､現在4350人の生徒が在籍している｡

現在カンボジアでは､クメールルージュによる

教育弾圧の影響で現在も教員が不足しており､特

に大学で教えられるほどの教養を有した教員が

数少ない｡そのため本大学は､生徒の海外留学を

推進し､海外で質の高い教育を受けた学生がカン

ボジア帰国後国の発展に貢献するよう様々なシ

ステムを取り入れている｡そのひとつがASEAN

University Netwoz･kBである｡ ASEAN内での加

盟校同士で交換留学とインターンシップを自由

におこなうことができる制度だ｡日本も､早稲田

大学､名古屋大学､創価大学が加盟している｡ま

た､学力は有しているが学費を払うことが困難な

学生を多く受け入れるために奨学金制度も設置

- E歪扇-

本大学で働く教員のうち50%が博士課程を､

30%が修士課程を修了している｡給料も､月給

90ドルと小中学校教師の約2倍の金額である｡

しかし､月90ドルでは生計を立てるのが難しく､



副業を持っていたり学外でアルバイトをしてい

る教師が多いのが現状であるという｡また､教員

王立プノンペン大学にて　　写真:大塚敬太

になるための国家試験があるわけではなく､教師

学校を卒業した者は全員教師として働くことが

できるため､教師の教養が非常に低いのも問題だ｡

中学校､高等学校の卒業試験に対応できるだけの

授業内容を提供できない教師が大半だという｡た

だそこには､ 1975-79年の間にクメールルージ

ュの教育弾圧によって教育を受けることができ

なかった人々が､ 30年後の今E]教える立場とな

って教軌こ立っているという背景があるため､い

たしかたないように患える｡

一鹿野一

本大学卒業生は､約60%が教育機関､ 20%が

NGO ･一般企業に就職し､ 10%が大学院-進学

している｡凍りの約10%は就職先が見つからな

い状況だ｡中には職業訓練のために海外-渡航す

る卒業生もいる｡近年､遇に6時間､海外NGO

が語学の授業を担当するというシステムを設け､

NGOや国際機関-の就職を斡旋することを試み

ている｡

最後にChhy氏は､大学進学率が非常に低い

上､都心部の子供しか大学進学できないという現

状を打開するために､高等学校と大学の協力･連

携が必要であり､より質の高い教育を受けた人材

をカンボジア国内に増やすためにはさらなる交

換留学制度の発展が必要であると述べられた｡

( 3 )私立Bdd Bright tJniverBiゆ

@尊者J Tqee jおcbT肋血tA軸Dtep免血ちMea8月eLZZH'a

本大学は､希望の家の女の子､ Sohtheaが通う

大学である｡声olatheaは経営と経済について学ん

でおり､ 『一生懸命勉強して､貧しいカンボジア

をなんとかしたい』と語ってくれた｡

面談したSeih氏とRemith氏は本大学で教師

を務めながら事務も担当しており､今回はBdd

Bright tJniverSityのことを中心にカンボジアの

私立大学における教育について話を開いた｡

Buiu Bdght Unive指ityは2000年に創立され

た私立大学で､国内に8つのキャンパスを持つ｡

経営､親光､科学､教育､法律の5学部があり､

全種の修士課程と博士課程も設置されている｡

Btdd Bdght大学キャンパス

Build Bzight大学で許義を受ける

希望の家のリラクティアさん

1993年､カンボジア政府が私立大学設立を藩可

して以来､私立大学の数が増加した｡その中でも

本大学は､キャンパス数と学部数から見て特に規

模の大きい大学であるといえる｡王立大学と同様､

学生の海外官学を推進しており､ラオス､ベトナ

ム､タイに姉妹校を持つ｡
LJ

王立大学と私立大学の最も大きな違いは､政府

によって縛られるかどうかである､とRe止血氏

は述べる｡政府および琴育省を通してしか改革が

望めない王立大学に対し､私立大学は教育システ



ムにより柔軟に変化をもたらすことができる上､

近年私立大学の成長が目覚しいという. SeihA氏

は歴史の授業を担当しており､授業で必ずクメー

ルルージュによる教育弾圧の話を学生達にする

という｡学ぶことがいかに大切かということを強

く訴えるSeih氏｡クメールルージュ政権下のカ

5. r希望の家｣での生活

前述したとおり､滞在中私達はプノンペン中心部

にある孤児院『希望の家』で孤児の子ども達とと

もに生活した｡ 2週間という期間だけではあった

が､昨年に引き続き2回にわたって子ども達と共

に暮らすことで打ち解け､彼らの生活について深

く知ることができた｡

彼らの生活は朝5時半､朝日が登って間もなく

してからの掃除で始まる｡建物と庭の掃除をした

後､各自洗濯をし､ 6時半から朝食だ｡食事は一

日三回出され､白米を皿一杯とおかず1-2品で

ある｡日曜日だけおかずがもう一品増える｡調理

担当のスタッフが毎日作ってくれる食事で､味は

大変おいしい｡

滞在中は子ども達も夏休み中で学校は休みだ

ったが､サマースクール(補習)のため朝8時か

ら昼頃まで学校に通った｡その間私達は実地調査

に出かけた｡忙しい日々が続いたが､訪問予定が

無い日は子ども達と遊んだり､勉強を見たり､話

したりした｡彼らと遊ぶ中でも学ぶことはたくさ

んあった｡カンボジアの子ども達は､何の遊び道

具がなくても外を走り回ったり､自然のものを使

って一日中遊びまわるのだ｡日本の子どもでは考

えられない光景かもしれない｡身の回りのものを

使って遊びを考え出し､一日中笑顔を絶やさない

彼らの心の豊かさをいつまでも持っていてほし

いと原う｡物に恵まれることが必ずしも幸せを意

味しない｡物にあふれ､市場を介して財を手にす

る私達の生活には無いもの､私達自身が忘れてし

まったものが･ここカンボジアにはたくさんある｡

建かに､ Gl)Pを見れば日本よりカンボジアの方

がはるかに貧しい｡しかし､それは国を見たとき

ンポジアを見てきた氏であるからこそ､なお強く

感じることであろう｡カンボジアは今教育を建て

直したところで意識ある国民が育っているとこ

ろであり､この先数十年の間に大きく発展するに

違いないと信じている､と述べられた｡

希望の家での食事　　　　写真:大塚敬太

の経済的貧困であり､国民一人ひとりを見るとど

うだろうか｡私達日本人は経済的に恵まれている
一方で精神的貧困に陥っているのではないだろ

うか｡そんな私達がカンボジアに対しておこなう

べき援助とはどのようなものだろうか｡単に物を

支援することが本当にカンボジアを支援するこ

とになっているだろうか｡先進国から物を持ち込

むことで､カンボジアの人々が持っていた心の豊

かさや工夫が失われてしまう場合もあるのだ｡豊

かさとは何なのか､また貧困とは何なのか､深く

考えなければいけない｡

希望の家の子ども達は､両親が鮭婚して育児が

できなくなったために連れてこられたり､経済的

貧困から両親が手放した後連れてこられたりと､

様々な理由から孤児となった｡お互いは血が繋が

っていなくとも､年上の子が小さいこの面倒を見､

お互い助け合って暮らしている｡血縁関係になく

とも本当の家族なのだということを感じた｡

しかし､孤児ということを理由に社会では多く

の壁がある｡学校では放課後の補習に対する授業

料を払うことができないために授業についてい

けないことが多いという｡さらに､戸籍が無く身

分を証明するものも無いため､奨学金を希たり官

学することが非常に#しい｡彼らにとって､特に



教育分野において多くの困難が存在するのが現

6.成果､今後の研究

今回のフィールド研究を通して､今後の研究に必

要な資料や情報を数多く入手することができた｡

日本国内では手に入れることのできないデータ

も多く含まれている｡さらに､教育省やtJNESCO､

大学鵬の方々に話を直接伺うことが出来､より

正確なカンボジアの教育の現状を把握すること

が可能となった.カンボジアでは､プノンペン市

内では初等､中等､高等教育ともに毛備されてい

るが､郊外やその他農村地域においては初等教育

でさえまだまだ整備が不十分な地域が多く存在

する｡また､小学校就学率は上昇してきたものの､

中学校の卒業率は26%､高校就学率は10%前後

と非常に低い｡教師の給与や教養の向上も必要だ｡

今後は､都市と地方の格差を埋め､高等教育を発

展させることが課題であると言える. 『孤児院で

の生活』で述べたとおり､貧しい子ども達や孤児

の子ども達は学校に通うことが困難である上､社

会的壁(困難)も多く存在する｡このような子ど

も達に対する措置も緊急に必要である｡今後も引

き続き孤児のような社会的に最も弱い立場に置

かれた子ども達も質の高い教育を受け､高等教育

を受ける機会を有し､社会参画することを可能に

するためには､今後の教育制度はどうあるべきか､

7.最後に

今回のようなフィールド･ワークを通して､と

きにひどくうちひしがれ､落ち込み､無力さを感

じ､そしてまた子ども達の笑顔を見て立ち直り､

とそんな繰り返しができるのは今しかないと思

っています｡机上で理論を学ぶだけでなく､親猿

状だ｡

という研究を深めていきたい｡

また､このフィールド研究の報告とカンボジア

の教育問題と孤児問厚の啓蒙活動として2006年

10月14､ 15日に慶鷹義塾大学学園祭にて写真展

を開催した｡同行した大塚敬太が撮影した写真を

パネル展示し､多くの来客に私達の研究とカンボ

ジアについて知ってもらうことができた｡さらに

来年5月にはJICA地球広場(東京都､広尾)に

て同様の写真展を行う予定だ｡今回の経験を自分

達の中だけに留めておくのではなく､より広く

人々に知ってもらい､カンボジアの問題について

考えてもらう機会を作ることに取り組むことと

なったのは､私達の研究の中で大きな進歩である｡

学園祭での写真展示　　写真:大塚敬太

へ赴き多くを学んでいきたいと考えています｡最

後に､私達学生のために貴重な経験の機会を与え

てくださいました菊地さん､松永さんをはじめ希

望の家の皆様に心から感謝申し上げます｡
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お断り

文中､ 3ページの写真2枚､ 4ページの写真2枚､ 5ページの下の写真2枚の合計6枚の写真は､

編集担当者が挿入したものです｡

｢報告書｣ありがとう
子供たちの将来を考えることは大変です｡日本であれば､社会状況が分かり､確立された教育制度の中で､

それぞれの子供たちの目標と達成するための敷居など､成長の道筋を見据えることができます｡

しかし､希望の家の子供たちを取り巻く舞境は過酷ですo

カンボジアの復興はプノンペン市だけの話で､観光産業の衝アンコール遺跡群のあるシェムリアップを除

けば､農業以外の産業のある街は無く､子供たちが学業を終えて生活してゆく地はプノンペン以外に考えら

れません｡しかしプノンペンといえども､限られた仕事を求めて地方から人々が帝人しています｡そんな中

で子供たちは職を得て生活を開いて行かなければなりません｡

報告書のtJNESCO I Sidethさんのお話しで､小学校就学率は8 0%とありますが､貧困という家庭の事

情で4割の子供たちは卒業まで通学を続けられないそうです｡従って報告の中の中学校終了率が2 6 %とい

うのも納得できる数字です｡吉岡さんが寄せて下さったデータによると､国全体の統計では高校進学率は､

中学卒業者の5 5%､高校卒業率は7 5%だそうですC小学校に入学した子供のうち高校を卒業できるのは
一割ちょっとという割合になります｡

このようなカンボジアの教育状況からすれば､ホームの子供たちを高校卒業まで就学させれば十分ではとい

う考えもあろうかと思います.しかし､希望の家でのナレットさんを中心に家族のように暮らす子供たち､

そんな希望の家に関わる私達は､我が子の将来を考えるような気持ちと､しかし限られた資金の中で大学や

専門学校で学ぶ機会を子供たちに与えることを考えざるを得ないという現実との間で悩みます｡

高校の卒業試験合格者は､ A～Fの6段階で評価されます｡ 2年前からC以上の戚宙であれば大学に進学出

来ることにしています｡しかし､子供たちはC以上の成薪は取れないと言いますo正確には､つけてくれな

いと言うのです｡つける際に教師の私的裁量が入るそうです｡報告の中で述べられている､教師の指導の力

量やモラルなど質がまだまだだという現実や､月給3 0番という待遇などを考えると､評価結果-の信頼感

が揺らぎます｡しかしSidethさんは､インタビューの中で｢高校卒美辞故は､教育省が統括して実施して

いるものであるため､試験結果は公正かつ正確に出される.｣とおっしゃっていたそうです｡

3年前､ Sol血さんは､ D評価で私立Bdd Bright Univ.-進学しましたo彼女の努力もあり毎年良

い成唐を残しています｡私的にはD評価-の疑問を感じます｡余談ですが､彼女はなかなかのしっかり者で､

4年生になった今年臥昼間はレンタカー会社の経理の仕事を見つけて働き､夜間部で勉強を掛ナています｡

月給8 0 S･彼女の年齢ではまあまあの額といえます｡

今回の吉岡さんの｢報告書｣臥カンボジアの確かな最新の教育現状を知らせてくれ､私たちが子供たち

へ教育を保障してきた努力が報われる思いを感じさせてくれましたbそして来年9月から続く高校を卒業す

る子供たちの生活をしっかり考えていかねばと､思いを新たにする機会を与えてくれました｡

ありがとうございました｡　　　　　　　　　　　　　　　　(事務局菊地)
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