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本プロジェクトについて 
理事長 笠原 正好   

 

今回で 5 回目となる絆架け橋プロジェクト「スリランカ研修ツアー」は、

高校生 3名大学生 3名引率 2名の 8名で実地致しました。 

私ども絆 JAPAN が長年にわたり支援させて頂いている、途上国であるスリ

ランカは、スマトラ沖大地震インド洋大津波被害から 13 年、26年間にわた

った内戦が終結して 9年経ち、南アジアの中では目覚ましい経済発展をして

いますが、都会と田舎の格差が増大し、未だ電気や水道のない暮らしをして

いる方達も大勢います。          

そんなスリランカに日本の学生たちと訪れ、スリランカの文化と歴史や現状に触れて、スリランカの人

達と交流し、両国の絆を深めると共に、次世代のリーダーとして 様々な体験を通して学ぶ機会を提供

しています。又貧しい農村にホームスティし、村人と協働作業、幼稚園や日曜学校の支援活動など行い

ながら 異文化に触れたり村の人々と交流して、両国の絆を深める機会を創り出しています。   

 

 実地行程 

 

 8 月 13 日成田発 11:20 スリランカ航空 UL455 で一路スリランカへ 

9 時間のフライトでスリランカ、バンダラナイケ国際空港着 

8 月 14 日 

最初に訪れたのは、コロンボにあるスリランカ初代大統領ジャヤワルダナセンター、第 2次世界大戦

終戦後の日本とスリランカの関わりなどを見学、学びの旅が始まりました。 

 
 

ジャヤワルダナ大統領肖像の前で説明を聞く サンフランシスコ講和会議演説の全文 

 
 

バンダラナイケ国際空港到着 9 時間のフライト後、いざ未知との遭遇へ 
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 コロンボから紅茶産地の一つ高原のヌワラエリアへ向かいました。途中でローカルのレストランで昼

食を取り、スリランカカレーの辛さの洗礼を受けました。 

ヌワラエリアへ向かう途中でティーブレイク、そこのレストランはアカデミー賞映画「戦場にかける橋」

のロケ地の川辺にあります。 

  
少し取っては味見、強烈に辛かったようです。 レストランに飾られているポスターとロケ写真 

8 月 15 日 

ヌワラエリアで一泊、紅茶工場を見学。紅茶のワークショップも受けて、美味しい紅茶を頂きました。 

  
植民地時代から続く紅茶工場に午後の紅茶のポス

ター、この工場の茶葉が使われているとの事 

紅茶のワークショップ。講師はここのプランテーシ

ョンで生まれて育ち、今はこの会社に勤めていま

す。 

 

バドウラのパーラワッタ村に向かう途中、雨が降り出した為に、ヒンドゥー教の寺院は車の中から見学

して、エッラでは山の上から列車を見に行きましたが、一足遅く鉄橋を通過した後でした。 

  

村へ向かう途中にあるヒンドゥー教の寺院 植民地時代に作られた、エッラの鉄橋ここは線路が

ループしていて、急な山間を登っています。 
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コロンボから約 300km、紅茶で有名なウバ州バドゥラ県の山奥パーラワッタ村 

到着した時には、雨も上がり多くの村人が村の入り口に集まり、我々一行を出迎えてくださいました。 

村の入り口で車から降り、子ども達の踊りに先導されて、村のお寺までパレード、お寺に近づくほど村

人が増えて、200 人以上の村人が出迎え歓迎を受けました。 

  
出迎えの人々と踊りの子ども達 お寺に近づくとさらに大勢の人々の出迎え 

  
3 年がかりで完成した新しい建物 首に花のレイをかけてもらい、歓迎に戸惑い気味 

 

8 月 16 日～18 日 シュラマダーナ(シンハラで魂の分かち合い、協働作業の事) 

村人と協働作業で幼稚園の園庭の階段コンクリート打設を行いました。階段の側壁は事前に村人たちが

工事を進めていて、今回はステップに鉄筋、型枠をいれ、手練りでコンクリートを練り、バケツリレー

で打設しました。 

コンクリート練り、バケツリレーは 3年前の幼稚園土留め工事以来です。 

階段の材料代は、新座市の株式会社双星社の星社長が支援してくださいました。 

  

この型枠の中に、手練りのコンクリートを打設 幼稚園の犬走の上でコンクリート練り作業 

 



【絆架け橋プロジェクト】スリランカ研修ツアー報告書 特定非営利活動法人絆 JAPAN 

4 

 

建物完成式と宗教行事 

この村に支援を始めて、お寺の本堂や幼稚園に続き 3棟目となる建物はお寺の付帯施設として、お坊さ

んや訪問者の宿泊や日々の行事や食事に使われるとの事です。 

  

スリランカ伝統の楽団で完成式に色を添えました 完成式に集まった村の人々 

 

  
30 人を超えるお坊さんが近隣から集まり、仏教のし

きたりに則り、セレモニーが始まりました。 

昼から始まったお祝いの行事は、一晩中続き翌朝ま

で行われました。 

 

村での交流 

今回は、完成式とセレモニーで多くの時間を費やしたために、交流する時間が限られ、参加者たちは残

念がりました。 

園庭の遊具で子ども達と大はしゃぎ 株式会社アールエフさんから支援された、忍者やス

パイダーマンなどの衣装を着て、村の子ども達が寸

劇を披露して、大喝采を受けました。 
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恒例の交流運動会、おでこで風船を挟んでダンスバ

トル、最後まで落とさなかったカップルが優勝 

村での最終日お別れ会、ぜひ来年もこの村に来て欲

しいと、若者のリーダーから記念品を頂きました。 

 

8 月 18 日 

村を後にして、招待されたバドゥラのお寺に寄り昼食を頂いてから、古都キャンディへ向かいました。 

  

世界的に有名なキャンディのペラヘラを見学 植民地時代に建てられたホテルでディナー 

  

ダラダー・マーリガーワ寺院(仏歯寺)にはペラヘラ

に参加しているゾウが沢山繋がれていました。 

世界遺産キャンディの夜景 

  

8 月 19 日～20 日 スリランカ史跡の旅 

古都キャンディを後にして、世界遺産ダンブッラの黄金寺院へ、「黄金色に輝く」という意味のランギ

リという名を持つ岩山の上に作られた寺院は紀元前 3世紀頃に建立され、その後、多くの寺院が増築さ

れスリランカを代表する仏教寺院となりました。ポロンナルワの最後の王ニッサンカ・マッラは、12 世

紀に寺院を金箔で飾り、70 対の仏像を寺院に納めています。 
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ダンブッラは岩山のふもとにあるお寺といざこざが有り、元から有った参道が使えなくなり、別の古

くから有った参道を整備して使うようになったが、段差のある石段が 400段以上続き、かなりしんどい。 

  

黄金寺院(石窟寺院とも呼ばれている) 石窟の中には沢山の仏像が有り、巨大な涅槃は岩

山を彫って作られている。 

 

スリランカ研修ツアー初訪問のポロンナルワ遺跡、博物館が併設されておりかなり広いです。ポロンナ

ルワ王朝は 10世紀から 13 世紀に栄え、一時期シーギリアへ奠都した事もありました。 

  
多くの宮殿跡や仏像が残されている ハスの花をかたどった沐浴場跡 

 

そして次の世界遺産シーギリアロックへ、岩山の上にも王宮が築かれ、そのふもとにも大きな宮殿があ

りました。ここの岩に描かれているフラスコ画はシーギリアレディと呼ばれています。 

  

シーギリアロック最後の登りは急な階段 シーギリアの頂上には王宮の跡があり360度の眺望 



【絆架け橋プロジェクト】スリランカ研修ツアー報告書 特定非営利活動法人絆 JAPAN 

7 

 

  

シーギリアレディ、今は撮影禁止になっています。 

(2010 年撮影) 

シーギリアロックふもとの遺跡群は今だ全部が発

掘されておらず、今後ユネスコが発掘をするとの事

です。 

8 月 21 日 

コロンボへ移動して、デパートやティーボード(紅茶局)、ベアフット、ラクサラなどのショップでお

土産などの買い物をしました。 

  
中華料理店で食事 ムロトアの聾唖学校を訪問 

  
ホテルで奨学金の贈呈式、今後 3年間この少年に毎

月 1000 ルピーの支援を行います。 

最終日プラシャンの office でパッキングしなが

ら、美味しいマンゴーを頂きました。 

 

最終日は、オランダからスリランカに渡り活動されているキナカ先生の聾唖学校訪問をしました。 

聾唖学校は全寮制で、手話や発生訓練などが行われ、耳の不自由な青年たちに農業技術を学ばせ、政府

の農業関連への就職活動を進めています。 

昼食後、スパーマーケットで買い物をし、ムロトアの街をプラシャンの娘ルミニに案内してもらい、ス

リランカ最後の時を満喫しました。 



【絆架け橋プロジェクト】スリランカ研修ツアー報告書 特定非営利活動法人絆 JAPAN 

8 

 

 

第 5回スリランカ研修ツアー参加者 

     

                  横浜商業高等学校 1年    佐々木 崚真 

                     横浜商業高等学校 1年    佐藤 明日香 

           緑ヶ丘女子高等校 1年      重藤 晶海 

                      法政大学       3 年      大竹 智子 

                      法政大学       3 年      田丸 万梨乃 

             東北学院大学    4 年    伊藤 美桜 

 

引率スタッフ 

                 引率責任者         笠原 正好 

理 事         笠原 麻美子 

 

 

参加者感想文 

 

スリランカ研修ツアーを通して 

                               横浜商業高等学校 国際学科１年 佐藤 明日香 

 

私は、今回のツアーを通して、スリランカの文化や環境を自分なり

に感じ取り、その文化の中で自分を成長させていくことができまし

た。 

初めての海外、初めてのスリランカ。正直なことを言うと、私は出

発直前まで心細さを感じていました。しかし、参加者の皆さんはと

ても優しく、次第に自分からも積極的にコミュニケーションをとれ

るようになりました。心細さはあっという間になくなり、スリラン

カでの時間を有意義に過ごせたように思います。 

私は、村でのホームステイを以前から特に楽しみにしていました。

あまりスリランカの生活スタイルが具体的にイメージできず、多少

の不安もありましたが、当日には村人の熱烈な歓迎を受け、村での

生活を実りの多い時間とすることができました。 

 村では、シンハラ語中心の生活に多少の戸惑いもありましたが、階段づくりやコンサート等を通し、

苦楽を共にすることで言語の壁を跳び越えて仲を深めることができました。また、ホームステイ先では

現地の家庭の環境や一日の過ごし方を身近に感じ、日本での生活との相違点を見つけると同時にその文

化を積極的に受け入れることができました。また、村の子供たちが自ら積極的に友人や大人たちと協力

している姿は、現代の日本の地域社会が忘れかけているものを私達に教えてくれるようでした。 

私は、村での滞在中に転んでケガをしてしまいました。その際、村

人たちは私が「大丈夫だよ。」と笑いながら言っても、自分のことの

ように私のケガを心配してくれました。ケガはやはり痛んだけれど、

皆さんからの思いやりの気持ちに心は温かくなりました。 

 キャンディでは、ペラヘラ祭りを見学することができました。街

中で象を見る機会は日本ではなかなか無いので興奮しました。私は

動物が少し苦手なのですが、翌日に仏歯寺を訪れた際には、象を間

近で見ることもでき、動物に対する興味を今まで以上に持つことが
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できました。また、仏歯寺では朝から敬虔にお祈りをする人々を見て、スリランカにおける仏教という

ものの存在の大きさを学びました。 

 シーギリヤやポロンナルワでは、多くの遺跡に触れ、スリランカの歴史について強く興味を持つこと

ができました。 

首都コロンボに帰ってきてからは、初日に訪れたときよりも多くの発見をすることができました。一国

の中でも地域によって気候や環境が全く異なること、人々の他人に対する関心の持ち方が少しだけ異な

ること…多くのことを学ぶことができました。 

 私は、このツアーで多くの人やモノ、自然に触れることで、苦手だった動物や虫に慣れたり、コミュ

ニケーションをとる際、いかに「伝えよう」という気持ちが大事であるか、など、チャレンジすること

の大切さを改めて強く学び、自分自身を成長させることができました。 

今回のツアーでの経験は、これからの私の成長の礎となることと思います。 

多くの出会いを大切にし、ぜひまたスリランカを訪れたいと思います！ 

 

スリランカ研修 感想文 

緑ヶ丘女子高等学校 1 年 重藤 晶海 

                                                       

 私は、自分にとって初めての海外として、今回のスリランカツアーに参

加させていただいたということもあり、実の所はとても緊張していまし

た。自分がスリランカへ行くことを周りの人に話してみると、海外旅行

についての経験が豊富な知り合いには「日本の感覚と常識は捨てた方が

良い」と言われたり、様々な人から様々な心配をされました。はたして

そういった経験の無い自分にそんな事ができるのか、シンハラ語は言う

までもなく、英語さえ得意でない自分はスリランカの人々とうまくコミ

ュニケーションが取れるのか、不安は募るなか、日本を旅立つ日はすぐ

にやってきました。 

現地は日本より涼しく過ごしやすかったのが印象的です。空港のトイレには正直圧倒されてしまいまし

たが、文化の違いをすんなり受け入れられた自分にも驚きました。 

かなり身構えていたコミュニケーションについては、現地の方が私のカタコトなシンハラ語や英語を上

手に聞き取ってくださったおかげで、トラブルもなく、意思の疎通をすることができました。今まで、

オンライン英会話教室等を利用し日本語も話せる外国の方と会話をする機会は何度かあったのですが、

日本語を話すことが全くできない外国の方と会話をするのは今回が初めてでした。まだまだ完璧とは言

えませんが、それでも会話に成功した自分が誇らしく思えました。話が盛りあがっていくうちに、日本

で抱いていたような不安も次第に無くなって、満足感と達成感が体に満ち溢れていくのを感じました。 

そして私が今回のツアーの中で最も楽しかったと思えたのがパーラワッタ村での経験です。 

ホームステイは出発前から楽しみにしていたイベントであった

と同時に心配していたイベントでもありましたが、杞憂だったよ

うで、ホストファミリーや村の人々は本当に優しく親切でした。

スリランカ流のおもてなしも新鮮で嬉しかったです。パーラワッ

タ村には、日本が大きく発展していくなかで失ってしまった「人

の輪」があると思いました。年齢の大きい子が小さい子を本物の

弟、妹のように世話をしていたり、互いに助け合い工夫して生活

する姿は、私の住む神奈川では見られなくなった光景です。堅苦

しい規制が多くなりすぎた日本で、全ての子供が裸足で走りまわり自然と直で触れ合うということはも

うできないのかもしれませんが、日本の子供にも同じような経験をして欲しいなと思いました。その一

方で、スリランカの子供達には経済的な力と物資が足りていません。パーラワッタ村の子供達のほとん

どは学校に通っていましたが、私がペンをプレゼントしたとき心の底から喜んでいるように見えました。
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まるで最新のゲームをプレゼントされたようなあの反応は、子供達に勉強に必要な物資が行き届いてい

ない状態を表していると私は考えます。日本の子供に同じペンを渡したとしても、あのような喜び方は

しないでしょう。そういった環境に対して自分がどう協力していけるかをしっかり考えていこうと思い

ます。 

 

光り輝く島 

横浜商業高等学校 １年 佐々木 崚真 

 

僕は昨年もこの「スリランカスタディーツアー」に参加したので、今回

は２回目のスリランカとなった。 

２日目に首都コロンボを車で走ってみて、まず大きな建物が増えている

ことに驚いた。昨年はそれほど大きな建物は目立っていない印象だった

が、１年経って来てみると大きな建物がかなり増えていて、まさにこの

国が「発展している途上である」ことを感じた。ただし、交通量が多い

割に交通ルールは適当、クラクションは鳴りっぱなしの雑踏感な景色は

昨年と同じで、再びスリランカに来たということを肌で感じた。 

去年は見るもの感じることがすべて新鮮であっという間だったが、今回

は２回目だったこともあり、昨年より落ち着いてスリランカを観ることができたと思う。そこで、ここ

では去年と違う「スリランカでの新しい発見」について話したいと思う。 

  

今回もスリランカの色々な遺跡や建物を巡る貴重な機会を得たが、一番印象に残っているのは世界遺産

であるポロンナルワの遺跡だ。 

ポロンナルワの遺跡は、11～13 世紀に栄えた古代都市だと言うことだが、自分が思っていた以上に綺麗

な状態で保存されている遺跡群で、それらを巡りながらたくさんのことを感じたり考えたりすることが

できた。 

ポロンナルワの遺跡を巡って一番感じたことは宗教の偉大さだ。 

僕は自分が何宗なのかも知らない。日常生活で宗教に触れることもないのでどの宗教も信じていないが、

ポロンナルワの遺跡にはたくさんの仏教に関する建築物があり、古代の人々の信仰心がものすごいスケ

ールで伝わってきた。王の宮殿と同じぐらいの仏教に関する建物があり、当時造るのは大変であっただ

ろうとても手の込んだ像が沢山立ち並んでいた。これらを目の当たりにして、いかにスリランカの人々

が古代から仏教を崇めていたかとその生活に仏教の教えが溶け込んでいたかを知ることができた。 

現地で、ふと「もしスリランカの人々がキリスト教を信じていたら？」「もしスリランカの人々がイスラ

ム教を信じていたら？」と考えた。宗教というものは国全体の文化にも伝統にも深く結びついているか

ら信じる宗教が違えば建物も生活の仕方も大きく変化してしまうのだろうなと思った。同じ仏教でも日

本の遺産とスリランカの遺産は全然違う。そんなことを考えていたらもっともっと仏教について知りた

いと思ったし、日本だけでなくスリランカの古代の歴史や人々の生活についても調べてみたいと思った。 

  

次に話すべきは、このツアーに参加してでしか体験でき

ない村でのホームステイだ。 

今回は村のお寺にて伝統的な仏教のセレモニーに参加さ

せていただき、直接お坊さんたちと交流させていただき、

普通の旅行では絶対に体験できないようなことが体験で

きた。お坊さんは凄く怖くて笑わないような方々という

イメージだったが、どんな時もみなさん優しく接してく

れて様々なセレモニーを体験した際には失敗もしたと思

うが常に優しく見守ってくれた。 
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その後の村でのホームステイでは、今回も沢山の人の優しさに触れることができた。決して便利な生活

ではないけれど、村での暮らしは日本の恵まれた生活だけでは気づけないことをいろいろ教えてくれた。 

今年は天候にも恵まれたので去年雨で出来なかったボランティアらしき体験もできた。それはコンクリ

ート作りだ。もちろんコンクリートを作ることなんか今まで生きていて初めてでわからないことだらけ

だったが、とりあえずは村人と一緒にやってみながら覚えていくという感じで素手かつ目分量でコンク

リートを作った。 

最終的には自分の関わったコンクリートが村の階段 になり、微力ながらなんとか具体的に村に貢献する

ことができたと思う。村の子どもたちも同じように大人の仕事を見ながら覚えているのを見て、またも

村の人々の深い関わりだったり、大人から子供に直に「つなげる」ことの大切さを実感する事ができた。 

今回も本当に貴重で楽しい体験ができた。 

 

スリランカ研修ツアー 感想文 

 

東北学院大学 4年 伊藤 美桜 

 

 今回のスリランカ研修ツアーに参加して、自分が感じたことは大

きく 2つある。 

 1 つ目は「スリランカ人の優しさ」である。ツアーの際、私たち

はたくさんのスリランカ人と交流することがあった。スリランカで

使用されている言語であるシンハラ語もタミール語も分からない私

にとって、はじめは自分の知らない言語を話す人々とコミュニケー

ションが取れるのかとても心配だった。 

しかし、実際に現地の人と交流してみると、多くの人が身振り手振

りを使ったり簡単な英語で話したり工夫して会話しようとしてくれ

た。私も、彼らの温かい対応によって「シンハラ語をこのツアーの中で少しでも上達できるようになり

たい。」という気持ちが強くなった。そのため、ツアー中は分からない単語があれば現地のコーディネー

ターの人に聞いたり自分で調べたりしていた。このツアーの中でシンハラ語の 1～10 までの数字の読み

方を覚えたお陰で、帰りの飛行機の便名が「445 便（ハタライ、ハタライ、パハイ）」であることがアナ

ウンスから聞き取ることができた時は、とても嬉しかった。 

2 つ目は「食べ物がどれも美味しい」ということである。これはツアーが始まってから終わるまでずっと

思っていた事だが、どこの料理を食べてもスリランカの料理は美味しく感じた。ツアー前は毎日カレー

料理だと聞いていたので、ツアー途中で飽きるのではないかと心配していたが、カレー以外にもチキン

やパン、スリランカ風焼きそばなど様々な料理があり、飽きることが無かった。また、スパイスが基本

的にどの料理にも使われているため味に辛みや深みがあり、同じ料理でも家庭や店によって味が異なっ

ていたため、それも楽しむことができた。 

私が一番美味しいと感じたのは、パーラワッタ村のお母さんが作ってくれた焼き立てのロティである。

これは、パンの一種でカレーやザラメなどと一緒に食べ

るのが一般的であるが、私が食べたロティは少し塩味が

付いていてそれだけでも十分美味しく食べられるもの

であった。また、これも他のメンバーが食べていたのを

見て「私も食べていいですか」と聞いたら、わざわざ家

からお母さんが焼いて持ってきてくれたのだ。 

 スリランカ研修ツアーで、10日間充実した毎日を送る

ことができた。これも、スリランカの人々の優しさや、

自分がスリランカに適応しようと努力しなければ感じ

ることができなかったものであると思う。来年以降、ま
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たスリランカに行きたいと思っているため、今後の目標としてシンハラ語を少しずつ勉強し、現地の人

たちと今回よりもっとたくさん会話ができるようになりたいと思う。また、今回のツアーで学んだ多く

の事を残りの大学生活、また大学卒業後の生活に生かせる様努力していく。 

 

再びスリランカへ 

法政大学 3年 大竹智子 

 

私は今回でスリランカ研修ツアーへの参加が２回目になりました。ま

ずこのツアーへ参加するに至った経緯を説明します。私は１回目にツ

アーへ参加した際、日本にいてはできないような経験をして、多くの

ことを学びました。スリランカという国があり、日本との関わりがあ

り、素敵な人々がたくさんいて、貧困などによって困っている人がい

るなどといったことです。私はこれらの学びから、スリランカの環境

を改善するために何をすればいいのかを考えました。そして私自身も

っと深くスリランカについて知ることや、考えたことを実行に移す必

要があると考え、再びスリランカに行こうと思いました。また、ツアーで訪れた村の人たちに楽しい思

い出をもらい、また会いたいと考えていました。これらの理由から、私は再びスリランカへ行くことに

決めました。 

 パーラワッタ村へは２回目の訪問になりました。前回楽しい思い出をくれた村の人々がまた温かい歓

迎をしてくれました。私のことを覚えていてくれた人たちや、一年で大きく成長した子供達が出迎えて

くれて、私は懐かしい気持ちと、村に帰ってきたという気持ちで胸がいっぱいになりました。ホームス

テイは少し緊張したけれど、その心配の必要はなく、ホストファミリーはとても優しく親切に接してく

れました。ホストファミリーに１８歳の女の子がいて、その子が私のお世話をしてくれました。その子

は溢れる笑顔と勉強をしている英語で、なんとか私と仲良くなろうとたくさん話しかけてくれました。

私も拙い英語で頑張って会話をしました。お母さんは英語を全く話せないようでしたが、私の肩を叩き、

笑顔を見せて私を安心させようとしてくれました。言語を駆使した会話はもちろん多くのことを伝える

ことになります。しかし言葉では伝わらない部分がコミュニケーションでは重要であると実感しました。 

村では新しいお寺が完成した記念にお坊さんたちが集まってセレモニーを行っていました。私たちもそ

のセレモニーに参加させてもらいました。日本は仏教国であるにも関わらず、私は仏教についての知識

がなく、また仏教に直接携わる機会もありませんでした。そんな私が村の大切なセレモニーに参加して

いいものかと思い、作法などもよくわからず困惑してしまいました。しかしお坊さんたちも村の人たち

も優しくどうするべきか教えてくれて、しっかりとこなすことができました。私は日本にいたら到底で

きないような貴重な体験をできたことにとても嬉しく思いました。また、仏教のことをなにも知らない

自分を恥ずかしく思い、もっと仏教について勉強してみたいと感じました。 

村の子供達はとても明るく、私はたくさんの元気をもらいました。日本から持ってきた折り紙、シャボ

ン玉や水風船に、大きな目をキラキラと輝かせて楽しそうに遊ぶ様子が印象に残っています。どのおも

ちゃにも数に限りがあり、おもちゃを奪い合う様子は

愛くるしかったです。水風船で遊んだ時、水風船を獲

得できなかった子が、村にあったバケツやコップに水

を溜めて水風船を持っている子に立ち向かっていまし

た。私はこれをみて、おもちゃを村にあるもので代用

して遊ぶ村の子供達の頭の良さや楽しみ方に感心しま

した。 

村の人たちを見て、気になったことは、村の大半の人

は裸足で歩いていることです。足の裏が硬いのかなと

感心すると同時に、貧困のため靴を買うことができな
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いのか、そもそも靴を履かない文化であるのか、その文化が定着した背景には貧困の問題があるのかと

いったことを考えました。サンダルを履いている人も中にはいましたが、靴を持っている人はほとんど

いないようでした。ツアーで街を歩いている時、裸足で歩いている人は見かけなかったので、やはり貧

困が関係しているように感じました。 

ツアーのメンバー同士もとても仲良くなれて、充実して楽しい１０日間を送ることができました。車内

の移動時間やホテルでの時間などもたくさんおしゃべりをして、どの時間も大切な思い出になっていま

す。私はこのツアーで得た、たくさんの貴重な経験を忘れず、自分の成長につなげて、もっと大きな人

間になりたいです。ツアーを終えてこれからは、スリランカのことや仏教について勉強をすることや、

スリランカのことをもっと多くの人に知ってもらえるような活動や支援など、日本でできることをして

いこうと考えています。このツアーを通して、少しでもスリランカに貢献できていたら嬉しいです。 

 

ツアーに参加して 

  法政大学 3年 田丸 万梨乃 

 

スリランカ到着後、夕方ということもあり、率直に日本より過ごしやすい

気候だなと感じました。日本は気温が高いのに加えて、外気などの影響で

体感温度が高くなっているのだと思いました。過ごしやすいと感じたのは

体感だけではありません。 

空港を出た直後から、ドライバーのジャーナカや、プラシャンの会社の従

業員の迎えがあり、荷物を運んでくれて、宿泊先まで送迎してくれました。

それは、お金を払いツアーに参加しているから当たり前のことですが、そ

のおかげで危険なことなく無事に１０日間スリランカで過ごすことがで

きるので、感謝の気持ちを忘れてはならないと強く思いました。 

そして、私は今回が二度目のツアー参加です。ある程度、ツアーの行程が理解できている身なので、ガ

イドのプラシャン、ドライバーのジャーナカに甘えずに行動しようと心がけ、わからないことはそのま

まにせずに、どんどん自分の今持っているスキルを最大限に生かしながら、できる限りで努力しました。 

パーラワッタ村で過ごした三日間は、前回に比べて宗教的な行事が多かったと思いました。私は、上座

仏教について無知で、その行事がどういう意味で行われているのか、理解ができていたらよかったと思

います。事前に、上座仏教について理解し、どのような行事が行われているか詳しく知っておくべきだ

ったと感じました。 

個人的には、三日間という非常に限られた時間を村の子ともっと交流して過ごしたかったです。村の人々

は、去年と変わらず私たちに対してとても温かく、また会うことができてよかったと強く感じました。

そして、私がもっとシンハラ語を話せていたら、短い間でももっと深く関われていたのではないかと思

いました。 

プラシャンが通訳を担ってくれていましたが、今後も絆 JAPAN がパーラワッタ村の人々との交流を続け

ていくのであれば、少しずつでも私たちがシンハラ語を学ぶ必要があると感じました。その方が、お互

いの距離が縮み、有意義に交流ができます。折り紙や水風船、交流するための道具を持っていくのにプ

ラスして、根本である母国語の理解が第一だと考えます。ツ

アー参加者が決定してから、ツアー当日までに、時間がある

はずなので、事前準備としてそれを行うべきだと思いました。 

二度目の参加なので、今回はどのようにしたらより良い経験

ができ、有意義なツアーになるか、考える機会が多かったで

す。また、自分が受動的ではダメで、常に学ぼうと、吸収し

ようとする姿勢でいなければならないと感じました。これは、

自分の心持ち次第であって、目標、目的を常に明確に持って

いないといけないということを学びました。 
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スリランカ研修ツアーに参加して 

絆 JAPAN 理事 笠原 麻美子 

 

今回は二度目のツアー参加で、前回とは違い引率者と言う立場での参加だった。 

前回はツアー初参加で半研修者、半引率という立場だった為、あまり気持ちの余

裕はなかったが、時間的にも余裕のあるプログラムだった為、研修ツアーを俯瞰

して見れる場面が多かった。 

参加にあたって前回と大きく違うところは、引率者が父と私だけだと言うこと

と、私が四月に子宮頸がんで子宮摘出手術を受けた合併症でリンパ浮腫があり、

重い荷物を持ったり肉体労働があまり出来ないこと、常に弾性ストッキングを着

用していなければならないことだった。 

その為、今回は村でのホームステイは行わずに、村のお寺に泊まることになった。 

ツアーの中で村でのホームステイは、非常に意味のあるもので、私たちが行っている支援を村の人々

が実際にどう感じているのか、村の人々の生活が一年前と比べてどのように変化しているのかを実感で

きるからだ。 

そのホームステイが出来なくなってしまったので、村での三日間でどんな事を吸収できるのかが一番

の不安だった。 

しかし、結果として体調不良になった参加者がお寺で宿泊したり、父のサポートを行うときに私がお寺

に宿泊していた方が効率的であった。 

また、今回の村での三日間は前回と大きく違い、お寺の宿舎のセレモニーがその大部分を占めていた。 

そしてそのセレモニーが予想を遥かに超える大々的なものだったのだ。 

絆 JAPAN も支援を行った建物だった為、私たちの訪問に合わせてセレモニーを行ってくれたのだが、村

やお寺にとって非常に重要なイベントであり、その準備や開催の為に多くの時間と労力を割いているこ

とがよく分かった。 

セレモニーの流れやしきたりが一切分からない私たちが参加することへの不安もあったと思う。 

準備や進行に追われ、村の住職は余裕がなかったように思う。 

参加した学生たちはセレモニーに参加するよりも、村の子ども達との交流を多く望んでいたが、その

時間が今までより少なくなってしまった。 

子ども達とボール遊びをしているところを、セレモニーに参加する他の僧侶に見せるべきではないとい

う理由からだった。 

それほど大きな意味を持つセレモニーだということを、この時初めて気づくこととなった。 

また、参加した僧侶に熨斗袋に入れたお布施を渡したところ、熨斗袋を置いて行った僧侶がいた。 

日本での熨斗袋はそれ自体に意味があるもので、気持ちを表すものだ。 

それを置いて行かれたことに、私たちは悲しい気持ちとともに少しの怒りも感じた。 

しかし、それは日本の常識であり熨斗袋の文化がない人たちからみたら、ただの封筒でしかない。 

建物の壁に取り付けられたプレート 

 
幼稚園の壁に取り付けられたプレート 
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文化の違いによる気持ちのすれ違いに腹をたててしまったことを反省している。 

セレモニーに関して、他にも気持ちのすれ違いが生じる場面があったが、事前のコミュニケーション

不足が起因していたのだと今となっては思う。 

セレモニーだけではなく、ツアー全体でこの問題は散見された。 

特に父とコーディネーターのプラシャンは長い付き合いの

ため、「分かっているだろう」と言う信頼から出る油断があっ

たのではないかと思う。 

私もこの先、ツアーを引率していく中で、そういった油断が

出ないとは言い切れない。 

引率者はツアーに慣れていても、参加者は初めてのスリラン

カ、初めての海外ということも多大にある。 

このツアーでは状況に応じてスケジュールが前後したり、予

定外のイベントが発生することもある。 

そうしたときに参加者たちがもっと自主的に考えて動けるサポートをするために、事前に様々な情報を

収集しておく必要があると感じた。 

参加者にとって、村でのホームステイでスリランカの人々の暮らしを肌で感じることができるため、

その他のスケジュールが少し物足りなく感じてしまうようだ。 

しかし、その他の場所でも日本との文化の違い、政治や経済の違いを感じられる部分が多くあるが、そ

れを魅力的に伝えきれていない部分がある。 

これも今後の課題の一つとして考えていく必要がある。 

様々な課題に気づくツアーでもあったが、前回と今回の違いで一番感じたことは、前回も参加した崚

真の成長だ。 

中学生から高校生になったことや、二回目の参加で不安が少ないという部分もあるとは思うが、積極性

やリーダーシップには目を見張るものがあった。 

前回ツアーの事後研修では万梨乃と智子の成長にも驚かされた。 

二回目の参加となった崚真、万梨乃、智子はもちろんのこと、初参加の美桜、明日香、晶海の成長にも

きっと驚かされると思うと、今から事後研修が楽しみである。 

 

 

完成した村の建物の内部 

 

キッチン 水洗トイレ 温水シャワー 
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スリランカ支援をしてくださった皆様 

 

株式会社双星社様 山口 吉孝様 林 良二・智英子様  

 ドナーの皆様 絆 JAPAN ボランティア様 会員様 

 

絆架け橋プロジェクト支援者様 

 

ブリヂストンちょボラ募金様 株式会社ブリヂストン様 株式会社セイケン様 

 

特別支援 株式会社アールエフ様 

 

 

会計報告 

 

収入 
  

 

名     称 摘   要 金  額 備  考 

助成金 ブリヂストンちょボラ募金 200,000   

助成金 株式会社ブリヂストン 200,000   

寄付金 株式会社セイケン 50,000   

寄付金 個人寄付 50,000   

 自団体資金 イベント 564,617 グローバルフェスタ他 

参加費 引率理事 460,000 230,000×2 名 

参加費 高校生 210,000 70,000×3名 

参加費 大学生 300,000 100,000×3 名 

雑収入  200   

      

  計 2,038,817   

 

支出 
  

 

名     称  摘   要 金  額 備  考  

事務費 印刷費他 12,000   

研修費 事前、事後研修 25,000   

国内宿泊費 前泊ホテル代 19,300  

旅費・経費 航空運賃 1,080,000   

  現地交通費 253,200   

 現地宿泊費 232,754 村は除く 

 村での費用 89,414  

  現地経費 243,877   

  旅行保険代 27,520 海外渡航保険 

  ビザ申請料 27,752 スリランカ入国ビザ 

  現地へ土産代 20,000 学用品他 

  雑費 4,000 手数料等 

  計 2,034,817   

 


