
【募集要項】 

 

 

カンボジア・スタディツアー 
－ 等身大の国際協力を考える － 

 

 

国際協力の現場を実際に訪れ、体験や見聞を通して、学生が出来る 

『等身大の国際協力』について考えていきます。 

 

 

 
 

【訪問国】 

カンボジア（プノンペン、スバイリエン、シェムリアップ） 

 

【期間】 

2014 年 2 月 23 日（日）～3 月 4 日（火）（8 泊 10 日） 

※ 出入国日を含んだ期間です。 
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【対象者】 

九州大学に在籍する全ての学部生・大学院生 

（海外旅行や発展途上国に行くのは初めて、という学生も歓迎します！） 

 

 
 

【募集人員】 

10 名（最少催行人数 7 名程度） ※ 選考のうえ決定（必要に応じ面接） 

 

【プログラム費用】 

13 万円程度（プログラム参加費 4.8 万円 + 航空賃 8.2 万円） 

※プログラム費用は、為替、燃油サーチャージ等の変動により変更されることがあります。 

 

（料金に含まれるもの） 

往復航空券、海外旅行傷害保険・危機管理サービス料、ホテル代（朝食付き）、

現地移動に係る交通費、現地 NGO 視察経費（交流会等を含む）、ビレッジステ

イ代（朝・夕食含む）、主要観光施設入場料（アンコール遺跡、博物館など） 

 

※参加者には、大学が契約している危機管理サービスへの個別加入と渡航前の海外旅行保険

加入を義務づけています。危機管理サービス加入料金は 2,100 円、海外旅行保険料金はプ

ランにより異なります。 

 

※ツアー前の事前オリエンテーション（学習会）に係る経費はすべて無料です。 

（会場までの交通費、懇親会費等は除く）。 

 

（料金に含まれないもの） 

ビザ取得費用（3,500 円）、雑費（食事代、お土産代、ショッピングなど） 

 

※朝食は全行程ついています（ビュッフェスタイル）。大まかな目安ですが、昼食は 2～５

ドル、夕食は 5～15 ドル程度で食べることができます。 
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【スケジュール（tentative）】※調整中ですので、変更となる可能性があります。 

 

日程 行 程 

Day 1 

Su 2/23 

福岡空港集合                        【宿泊地】 

福岡発→ソウルまたはホーチミン経由→プノンペン着        （P) 

Day 2 

Mo 2/24 

＜午前＞ JICA カンボジア事務所訪問、JICA 事業ブリーフィング 

＜午後＞ キリング・フィールド、トゥールスレン虐殺博物館訪問 

◆活動の振り返り                    （P) 

Day 3 

Tu 2/25 

＜午前＞ 移動（プノンペン→スバイリエン） 

 国際 NGO（IVY）事務所訪問（ブリーフィング） 

（昼食） 青年海外協力隊員との昼食 

＜午後＞ IVY 活動サイト訪問（近郊の農村部） 

（宿泊：農家にビレッジステイ）                 （SR) 

Day 4 

We 2/26 

＜午前＞ 移動（スバイリエン→プノンペン） 

＜午後＞ IVY 野菜卸先、地元マーケット視察 ◆活動の振り返り 

（夕食） JICA 職員との夕食懇談会（予定）            （P) 

Day 5 

Th 2/27 

＜午前＞ 飛行機にてシェムリアップへ移動 

＜午後＞ かものはしプロジェクト（コミュニティファクトリー）訪問 

◆活動の振り返り                    （S) 

Day 6 

Fr 2/28 

＜午前＞ バイヨン・インフォメーションセンターでのブリーフィング、 

バイヨン遺跡（アンコールトム内）修復作業参加 

＜午後＞ アンコール遺跡見学 ◆活動の振り返り         （S) 

Day 7 

Sa 3/1 

※学生が作る１日（アンコール遺跡群観光など学生自身の企画による活動） 

◆活動の振り返り                       （S) 

Day 8 

Su 3/2 

＜午前＞＜午後＞アンコール・クラウ村コミュニティセンター 

日本語を学ぶ子供や地元青年との交流、伝統料理体験などを予定  （S) 

チア・ノルさんを囲んで「クメール･ルージュと私の人生」◆活動の振り返り 

Day 9 

Mo 3/3 

＜午前＞グループ作業（スタディツアー総括準備）、 

スタディツアー総括発表・討議  

＜午後＞自由行動（買い物、シェムリアップ市内視察等） 

（帰路）シェムリアップ発→ソウルまたはハノイ経由→福岡へ  （機中泊） 

Day 10 

Tu 3/4 

＜午前＞福岡空港着、空港にて解散 

※宿泊地：(P)→プノンペン、（SR)→スバイリエン、（S)→シェムリアップ 

 

【主な訪問先】詳しくは募集要項最下部 

JICA カンボジア事務所、国際 NGO（IVY、かものはしプロジェクト、JST）、 

キリング・フィールド、トゥールスレン虐殺博物館、アンコール遺跡ほか 

 

【宿泊先】 

プノンペン、シェムリアップ中心部のエコノミーホテル（朝食付き）（2 名 1 室、

途中で部屋替えを予定）、なお 2/25 は農家にビレッジステイします。 
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【留意事項】 

・発展途上国での活動に耐えられる良好な健康状態であることが必要です。 

・ツアー実施中は、原則としてグループ（班）単位を含む団体行動となります。 

・「活動の振り返り」は、ツアーの学習効果を高め、情報共有のため開催します。 

・航空券については、国際交流推進室で、指定の便をまとめて手配します。 

・申込み後、参加を取り消す場合には、航空券やホテル代など所定のキャンセ

ル料金をお支払いいただく場合があります。 

・カンボジア入国の際には査証（ビザ）が必要です。オリエンテーション後、

各自で取得いただきます（福岡市天神で簡単に取得可能）。 

・カンボジア入国に際し、パスポートの残存期間が６ヶ月以上必要です。 

・パスポートやビザは、十分に余裕のあるスケジュールで取得してください。 

・ツアーガイドは同行しませんが、国際交流推進室から 2 名のスタッフが同行

します。 

 

【事前オリエンテーション・帰国後報告会】 

ツアーへの参加は、渡航前の事前オリエンテーションと帰国後報告会すべてに

出席いただくことが条件となります。※第 1 回 12 月 15 日（日）、第 2 回 1 月

19 日（日）、第 3 回 2 月 11 日（火・祝）、帰国後報告会：4 月中旬を予定。 

 （事前オリエンテーションの主な内容） 

・訪問先事前勉強会（参加者による課題発表を含む） 

・カンボジア概要紹介 

・サバイバルクメール語講座 

・ODA（政府開発援助）概論と NGO の役割 

・発展途上国における危険回避（健康管理、安全管理） 

 

【申込方法】 

以下の申込書類を 12 月 4 日（水）までに提出してください（必着）。 

国際交流推進室への持参、e-mail での送付、どちらでも可。 

１． 申込書・事前アンケート（様式はコチラからダウンロードしてください。） 

２． 面接連絡表 

３． GPA 付き成績通知書（各学部の学生係で申請して取得してください。） 

４． パスポートのコピー（顔写真のページ）（12 月 4 日（水）までに取得が

間に合わない場合は、12 月 14 日（土）までに持参すれば可） 

 

【問合せ・申請先】 

  国際交流推進室（担当：古賀） 

  TEL 092-642-7012  e-mail intlkkaigai@jimu.kyushu-u.ac.jp 

  場所：箱崎キャンパス中央図書館向かい 

http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/cmn/study/cambodia/application.doc
mailto:intlkkaigai@jimu.kyushu-u.ac.jp
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訪問予定団体 

◎ JICA について 

JICA（独立行政法人 国際協力機構）は、日本の政府開発援助（ODA）を一元的に行

う実施機関として、開発途上国への国際協力を行っています。JICA のカンボジアに対する

協力は、着実かつ持続可能な経済成長と均衡のとれた発展を目指し、「経済基盤の強化」「社

会開発の推進」「ガバナンスの強化」を重点分野としています。日本からカンボジアへの資

金協力は、支援総額の２０.６％を占め（92 年～07 年）、最大のドナーとしてカンボジア

の復旧・復興を支援しています。 

★JICA→http://www.jica.go.jp/index.html 

 

◎ IVY について 

認定 NPO 法人 IVY（アイビー）は、「個人の自立」と「コミュニティの自立」をテーマ

に、内戦終、復興への歩みを開始したカンボジアで、１９９３年から活動を行っています。

日本では山形に活動拠点があり、2011 年 3 月の東日本大震災では、国際 NGO の経験を活

かした復興支援にも取り組んでいます。 

活動当初は、首都プノンペンの孤児やストリートチルドレンを保護していた福祉施設の支

援。中期は農村から首都に流れてホームレスとなった母子家族の再定住地での支援。99 年

からは最貧困地帯のスバイリエン州で、「個人の自立」と「コミュニティの自立」をテーマ

に活動しています。 

★IVY→http://ivyivy.org/ 
 

◎ かものはしプロジェクトについて 

NPO 法人かものはしプロジェクトは、強制的に子どもが売られてしまう問題を防止する

活動を、持続的かつ発展的に行い世界の子どもたちが未来への希望を持って生きられるよう

活動しています。 

シェムリアップから約 30km 離れたところでコミュニティファクトリーという、い草製

品をつくる工房を運営することで、貧しい農村の女性たちに仕事を提供しています。働いて

いる女性たちは 100 名を超え、日々賑やかに活動しています。 

★かものはしプロジェクト→http://www.kamonohashi-project.net/ 

 

◎ JST について 

JST（アンコール遺跡の保全と周辺地域の持続的発展のための人材養成支援機構）は、カ

ンボジアのアンコール遺跡とその周辺の農村地域を主な活動場所とする NGO 団体です。主

な活動は、村落内のインフラ整備、遺跡の保存修復をしていく人材の養成、地域の特色を生

かした村落内で運営可能な小規模の事業の立ち上げと地元への利益の還元、また子ども達へ

の教育支援と、植林活動や環境教育を通した環境保全活動に取り組んでいます。 

★JST→http://www.jst-cambodia.net/about.html 

・JST 代表：チア・ノル氏 

日本国政府アンコール遺跡救済チーム（JASA）で通訳・渉外を担当。ポル・ポト時代終

焉直後に難民として来日、青春時代を日本で過ごす。クメール語と日本語を駆使して、カン

ボジア人と日本人の中間に立ち、調整・橋渡し役として活躍。1990 年代からアンコール・

クラウ村と深く関わり、JST の活動を行う。 
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訪問予定施設 

◎ トゥールスレン虐殺博物館（プノンペン） 

当時は S21（Security Office 21）と呼ばれ、クメール・ルージュ支配下のカンボジアに

おいて設けられていた政治犯収容所。ここに捕らえられた「反革命分子（スパイ）」は、一

般市民から幼い婦女子にも及び、ここで拷問にかけられた後、キリング･フィールド（後述）

に運ばれて処刑されていった。1976 年 4 月から 2年 9 ヶ月の間に 14,000～20,000 人が

収容されたと言われ、そのうち生還できたのは 8人（現在身元が分かっているのは 7 人）

のみであった。現在は地名を取ってトゥールスレンと呼ばれており、国立のトゥールスレン

虐殺博物館となっている。 

 

◎ キリング・フィールド（プノンペン） 

キリング・フィールド(The Killing Fields)は、ポル・ポト政権下のカンボジアで、大量

虐殺が行われた刑場跡の俗称。 

クメール・ルージュの秘密警察である「サンテバル（英語版）」は、知識人・伝統文化

継承者・教師・宗教関係者などを反革命的な者と見なして次々と殺害した。後には、クメー

ル・ルージュの地方機関や事業所の幹部までもが反乱の恐れ有りとして殺害されていった。 

これら多数のカンボジア人が殺害された刑場が、ポル・ポト政権の終結後にカンボジア全

土から 300 以上確認され、「キリング・フィールド」と呼ばれている。今回訪問するキリ

ング･フィールドは、プノンペンの南西 12km のチェンエク村にあり、9,000 体近い遺骨が

慰霊塔に安置されている。 

 

◎ アンコール遺跡群（シェムリアップ） 

世界文化遺産のひとつとして知られるアンコール･ワットは、今から約 150 年前にはその

存在を知る人すらいなかった。フランス人博物学者アンリ･ムオが再発見するまで、密林の

奥深くに眠り続けていたのである。この強大寺院群を有したクメール王国は、インドシナ半

島の大部分とマレー半島の一部までを領土としたこともある大帝国であった。 

 その規模と完成された美しさで知られるアンコール・ワット以外にも、数百を越える宗教

施設が王国全土に造られていた。現在のシェムリアップ地域にその跡を残す王都は大農業王

国の都であると同時に、王国内で最も豊かな水の都であった。 

 アンコール・ワットの造営から遅れて半世紀後、今度は一辺３キロの城壁で囲まれた王都

が造られた。その王都はアンコール・トム（大きな町）と呼ばれ、その中心に位置するのが

バイヨン寺院である。この四面仏塔の乱立するバイヨン寺院は仏教寺院として、クメール人

独自の宇宙観の中心に燦然と輝いたのである。 

シェムリアップ近郊には、このアンコール・ワットをはじめ、バイヨンやタプロームなど

9～12 世紀の寺院や王宮が数多く点在しており、クメール文化を探るうえで欠かせない存

在となっている。 

 

 


