﹁木下の森﹂青少年研修プログラム実施報告

日本マレーシア協会では、株式会
ラムを、同社のご協力により今年度

青年を育成する青年海外研修プログ

出発し、クアラルンプール経由で夜

八月九日
（水）

木下グループ視察団訪問

護されているオランウータンの生態

オ島の固有種で絶滅危惧種として保

然保護区を訪問し、自然林とボルネ

市内で昼食後、午後はセメンゴ自

視察団全員へ贈られました。

最後に、同森林局からの記念品が

れました。

持続的な熱帯雨林再生活動を目指し
青少年が参加するプログラムを開始

社木下グループホールディングスの
から実施しています。
土
( 、)アペン
国立公園
「木下の森」
活動地で、地域

第一回目として、青少年研修プロ

ご協力を得て、
二〇〇七年度より、
サ
グラムを八月一二日

にクチンに到着しました。

ラワク州アペン国立公園 昨
( 年末に
保護林から国立公園に昇格 に
) おい
て、地域社会との協働による
「木下の
の中高生三九名を中心に、小中高校

午前、マレーシア航空便で成田を

森」植林プロジェクトを実施してい

員・学生、
サラワク州森林局員、
地域

同副長官より視察団に対し、二〇〇

ク・リアム副長官を表敬しました。

午前、サラワク州森林局にジャッ

地を含むアペン地区が、保護林から

した。
また、昨年末に
「木下の森」
活動

を前に、そのようなイメージを持っ

すので、翌日からの植林活動地訪問

「木下の森」植林プロジェクトでは、

観察を行いました。

かつて伐採が行われた二次林にお

村落住民など約一〇〇名が参加して

七年度からの木下グループによる熱

て頂く機会となりました。

八月一〇日
（木）

ける熱帯雨林再生のために、フタバ

行い、青年海外研修プログラムを八

帯雨林再生活動への謝意が表されま

国立公園へ昇格したことの説明があ

夕刻、
有志がマングローブ・クルー

教員、マレーシア・サラワク大学教

ガキ在来種を中心とした植林活動を

また、本プログラム実施時期に合

月八日 火
( ～
) 一三日 日
( の
) 日程
で実施しました。

り、サラワク州森林局では、日本マ

ズに参加し、マングローブ林やボル

ます。

地域の人々と共に行い、これまで約

わせて、木下グループ役員・社員の

熱帯雨林の再生に努めていきたいの

レーシア協会、木下グループと共に、

植林しています。

ネオ島固有種のテングザルなどを観

察しました。

り組みなどについて概略の説明がな

策と法律、持続的な保全活動への取

林の現状、
土地区分、
森林に関する政

セント・ノバート小学校を訪問し、

園に隣接する村落の子供たちが通う

ている、スリアン地区アペン国立公

午前、植林プロジェクトを実施し

八月一一日
（金）

され、視察団員との質疑応答が行わ

副長官より、サラワク州における森

その後、
会議室へ移動し、
ジャック

いとの話がありました。

で、これからもご協力をお願いした

回復させていくことを目指していま

タンが棲むことができるような森に

活動地の森林を将来的にオランウー

植林地では、
サラワク州政府、
現地

方々一一名からなる視察団がサラワ
ジェクト地を視察した他、青少年研

的な保全活動を行っていきますが、 ク州を訪れ、
「木下の森」植林プロ
そのためには、より広範な地域の

修プログラム参加にして、共に植林
作などを行いました。

人々の理解と参加が不可欠です。
そのため、地域の子供達が
「木下の

高生生徒による環境保全に関する作

木下グループ視察団訪問の様子と

文並びに日本の青年による海外研修

森」
を定期的に訪れ、森林保全の大切
青少年研修プログラムと、
「木下の

報告書を以下に掲載します。

青少年研修プログラムに参加した中

森」
の保全活動を通じて、環境保全等

さを学び、植林作業などを体験する

の社会貢献活動に関心を持つ日本の

ジャック副長官室にて

三〇〇ヘクタールの地域に六万本を

の大学、
地域社会などと協力し、
持続

サラワク州の森林政策について説明を受ける

活動報告
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料理の軽食を頂いた後、アペン国立

学校のＰＴＡにご用意頂いた伝統

名と教員五名、クライト小学校の教

バライ・リンギン中校生の生徒三八

かつての伐採地における植林方法に

者全員が植林作業体験を行いました。

はじめに、植林地域の一角で、参加

加して行われました。

ン・ニボン村村長と村人二〇名が参

ク州森林局幹部とスタッフ二名、ト

の大学院生四名と教員三名、サラワ

員七名、マレーシア・サラワク大学

昼過ぎにアペン国立公園内の「木

公園
「木下の森」
へと移動しました。
下の森」植林プロジェクト活動地に
到着。
周辺一帯はかつて伐採が行わ
れた跡地で、近年、農園開発が行われ
た地域ですが、その中で、アペン国立
公園
（約一一〇〇ヘクタール）
は、
熱帯
の動植物だけでなく、地域に暮らす
その後、４ＷＤに分乗し、作業用林

後、あらかじめ村人が準備しておい

と取り組み、森林消失と気候変動や

ついて森林局担当者が説明し、その

となっています。

生態系への影響、人々の暮らしに与

人々にとっても貴重な自然保護地区
交流会に参加しました。
同小学校に

た植林ラインに参加者が均等に分か

説明しました。
続いて、バライ・リン

道を「木下の森」活動地の最奥地まで

ギン中高校の生徒代表と視察団長の

「木下の森」植林プロジェクトでは、

までの植林状況をご覧頂きました。 作業を行いました。
合計四〇〇本の

挨拶が行われ、熱帯雨林の重要性や、

通う子供達の多くは先住民族ビダユ

苗木の植付作業を通じて、森林劣化

地域住民が参加する保全活動の意義

える影響などについて分かりやすく

得て、かつての伐採により消失した

最奥地では、村人やマレーシア・サ

地域における熱帯雨林再生方法につ

れて、各グループ一五本ずつの植付

児童の半数は、植林活動に長年参加
熱帯雨林の主木であるフタバガキ科

いて学ぶ機会となりました。

移動しながら、活動地の様子やこれ

しているトン・ニボン村の子供達に

小屋にて、持参した弁当を村人と一

などについて、皆で共有することが

苗畑がある場所まで皆で移動し、そ

皆で弁当の昼食をとった後、当日

サラワク州における森林保全の現状

した。

■

プール経由で、夕刻、成田に到着しま

早朝、クチンを出発し、クアラルン

八月一三日
（日）

向けて出発しました。

二時頃、アペン国立公園をクチンへ

最後に、皆で集合写真を撮り、午後

ました。

加者同士の交流を深めることができ

外研修生の日本人大学生が語り、参

サラワク大学、視察団有志と青年海

マレーシア・サラワク大学教授が、 ライ・リンギン中高校、マレーシア・

できました。

その後、隣接する苗畑での苗木育

こで学習会を行いました。
はじめに、

植林作業後、最奥地の作業小屋と
成状況や、各年度の植栽木の成長状

当日は、二〇〇七年四月にプロジ
ェクト開始記念植樹を行った地域の

のプログラムに参加した感想を、バ

緒に食べました。

ラワク大学の学生らが使用する作業

本協会では、二〇一四年から同小

より構成されています。
学校を定期的に訪問し、交流を行っ
ていますが、「木下の森」
の活動を広く
知ってもらう機会として、今回、視察

森林局代表者とハムサウィ・サニ・

ました。

少年研修プログラム』にご参加頂き

を学び、植林作業などを体験する青

下の森」を訪れ、森林保全の大切さ

ら開始する、『地域の子供達が「木

森」活動地域を再び訪れ、今年度か

午前、アペン国立公園内「木下の

八月一二日
（土）

発し、
夕刻クチンに戻りました。

午後三時頃、アペン国立公園を出

ながらご覧頂きました。

況を、森林の一部をトレッキングし

を村人と一緒に行って頂きました。

植林地の様子を視察

交流会は児童代表の司会で進行し、 （植林した木の周りの下草刈り作業）

視察後、隣接地でメンテナンス作業

でいます。

在来種の苗木を人の手で植林・保育

プログラム後に記念撮影

し、熱帯雨林の植生回復に取り組ん

族で、児童数は約九〇名の学校です。 二〇〇七年度から地域住民の協力を

メンテナンス作業を体験

当日は、地域村落の子供達が通う

中高生や村人と共に植林

団の方々にもご訪問頂きました。
マレーシア国歌、サラワク州歌斉唱
の後、校長先生の挨拶、児童による先
住民族の伝統舞踊披露が行われまし
た。
日本からお客をお迎えするにあ
たり、児童たちは踊りや英語のスピ
ーチ練習に取り組んでおり、来て頂
くことは大きな教育効果があると同
校教師は話していました。
その後、視察団員の方々が持参さ
などの遊び方を紹介し、児童用とし

れた紙風船、
けん玉、
竹とんぼ、
折り紙
て学校へ寄贈して頂きました。
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セント・ノバート小学校の児童と

現地中高校生徒の作文
八月一二日の青少年研修プログラ

あります。
それ故に、大気圏への酸素

や、血流や燃焼などを助ける働きが
ています。
よって、森林と森林資源は

収入を得ることができることを示し

より、個人が高いお金をかけずとも

界が重要であるという事実を無視す

とは重要なことです。
もし青年が、世

があります。
第一に、森林は私たちの

も重要な森林の役割には、
以下のもの

どのようなことで、
ヒントはあります

いて知らなければなりません。
それは

めに、まず青年は、森林の重要性につ

私たちの美しい森林を保全するた

に気が付かねばなりません。

て青年は、
手遅れになる前にこのこと

消滅してしまうかもしれません。
よっ

ければならなくなるか、
この世界から

ると、
未来の世代は別の惑星を探さな

供給は、森林の重要性の一つである
生活に必要なものを得るために必要
であることは明白です。

とです。
奥地に住む人々は、常に森林

ことも知られています。
このことは、 統的な薬として用いられるというこ

一つとして、動植物の生息地である

を彼らの薬品庫として用いています。

それだけでなく、森林の重要性の

と考えます。

全をテーマとした作文を作成し、提
森林が動植物にとって唯一の生息地

校生徒有志は、後日、森林や環境保

ムに参加したバライ・リンギン中高

出しました。誌面の都合で二名分の
であることを意味しています。
森林

最後の点は、森林と森林資源は伝

◆

作文を掲載します。

例えば、トンカット・アリは精神を

人々は薬品に高い費用をかける必要

られています。
このことは、奥地の

アムシャリル・パネー・シャイト

の生息地がなくなってしまいます。 和らげる効能がある伝統薬として知

が消滅することは、動植物にとって
そうなると、野生動物が住宅に侵入

森林は木々によって占められてい

「森林と森林資源」
したり、植物の種が絶滅する原因に

森林と森林資源の重要性として、伝

がないことを示しています。
よって、

ると思いますが、
人類社会にとって最

でしょうか。
頭に浮かぶことは多々あ

森林は極めて価値の高い自然の恵

ジャッキー・チン・チュン・ブン

植物にとっての生息地であることは

なります。
森林の重要性の一つは、動

「森林と青年」

みであることは、誰もが認める事実

森林は大半の生物が
( 呼吸を助けます。
生存するために、
最も基本的な必要物

の主要な吸収者でありながら、
長年に

である酸素を排出します。
人類は酸素

る地域です。
国際連合食糧農業機関

ヘクタールを覆っています。
しかしな

ＦＡＯ に
ます。
)よると、二〇〇六年におい
結論として、森林の保全と再生は、 て、森林は地球上の約三〇％、四〇億

してきたことは皮肉なことです。
木々

わたり、
重要な空気の粒子の源を破壊

統薬としての利用をあげたいと思い

社会全体で取り組むべきことである

責任さにより減少しています。
前世紀

がら、
森林面積は人類の欲望による無

また、森林は食糧供給源としても
と成り得る様々な動植物を有してい

せ、エベレストのように高く、ヒマラ

と思います。
私たちは皆で力を合わ

明らかだと思います。

るからです。
その証拠として提示で

げられていることを目にしますし、
人々の間で話題になっているからで

きるものとして、シダ類、野生動物な

森林は国や社会へ様々な良い影響

民は、探す手間を惜しまなければ、森

どがあります。
よって、都市郊外の住

溝のように深い意識を持ち、森林を

ヤ山脈のように広大で、マリアナ海

地球にとって良くないことばかりを

に、人類は彼らの経済成長のために、 は日中に光合成を行い、
私たち全てが

必要とする酸素を二酸化炭素からつ

たちは広々とした美しい風景を楽し

森林には多くの木々があり、全ての

味について理解しなければなりませ

本題に入る前に、
私たちは青年の意

を超えて溜まらないようにします。

雨が降る際に、木々は雨水が地表面

木々の根は雨水を吸収します。
強い
■
きる）
！

マレーシア・ボレ（マレーシアはで

青年は、
祖先の欲望によって生じた脅

将来、森林を失ってしまうでしょう。 とは科学的な基本事項です。
実際に、

す。
木々の根が水の流れを反らすこ

森林はまた、洪水の発生を防ぎま

くりだします。
私たちはマレーシア人として、あ

してきました。
そのため、人類はその

支払う必要がないので、生活費を節

きらめない精神をもってこの挑戦に

つけを払わされています。
もしこのよ

約することができます。
このことか

立ち向かい、愛する母国の輝かしい

大切にし、次世代のために保護し続

我が国の森林の状況を維持するため

ら、森林と森林資源は食糧供給源と

目覚めなければなりません。
未来へ向けて前進していきましょう。 威に、

けていかなければなりません。

に、政府と国民は協力しなければな

して重要であること考えて間違いな

うな無責任な行為が続くと、
私たちは

りません。
森林と森林資源にはいく

いものと思います。
次の論点として、森林と森林資源

水と地すべりが発生したことを目撃

の重要性は、そこから生活に必要な

しています。
この災害によって、四七

給することにあります。
これは、植物

私たちは今年の八月一三日、ネパー

一〇代又はヤング・アダルトと呼ば

が光合成の過程において、二酸化炭

ん。
青年とは、人々の若き時代のこと

れる時期です。
青年にとって、前の世

を言います。
幼年期と壮年期の間の、 ルにおいて森林消失の影響により洪
る原資であることです。
例えば、イス

翻訳編集部）
（原文マレー語、

などの家具類があげられます。
この

名の無垢の命が失われました。

まり、森林資源は多くの物を形成す

動物は呼吸の過程において、酸素を

代から受け継いだこの世界を守るこ

ものが得られるということです。
つ

吸収して、二酸化炭素を排出してい

ことは、森林資源を販売することに

素から炭水化物を合成し、酸素を排

ますが、呼吸には体内の細胞の働き

出していることによります。
人類と

森林の重要性は、大気へ酸素を供

つかの重要性があります。

むことはできないでしょう。
つまり、 の周辺から得られる食べ物にお金を

をもたらします。
現在、
森林なしで、
私

国会や町のコーヒー屋台の会話でも、 重要です。
森林は人類にとって食料
す。

アにおいて、常にそのことが取り上

です。
なぜなら、私たちはマスメディ

森林保全について説明を聞く
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いられることがあげられます。
森林
社会貢献活動について事前研修を行

外研修として、国内で環境保全等の

日本の大学生を対象とした青年海

宗教すべてが初めての経験ばかりで

たことがなかったので言語・文化・

験しました。
また、イスラム教に触れ

てフィールドワークというものを経

素」の調査を行いました。
そこで初め

ー農家の生活水準に影響を及ぼす要

の卒業研究のテーマである「コーヒ

のような新しい現地の料理に出会え

い料理がとても好きなので、次はど

また、私は東南アジア料理、特に辛

ませんでした。

経験ができることが楽しみでたまり

実際にボルネオ島に行って、貴重な

かわる人々への教育が森林保護にと

たちが多いことを知り、森に直接か

だ情報が得られず森の奥に住む子供

っきりと持てませんでした。
なので、 勢が変わったということが印象的で

るのか、そしてどのような民族の

って大切だと感じました。

は当たり前のことのようで、まだま

情報を得て、考え、実行に移すこと

した。

には地球の気温を安定化させる役割
い、その後、サラワク州に五泊六日し、

青年海外研修報告書

があります。
光合成の際に、木々は日
地域村落ホームステイ、植林作業体

その他の森林の重要性として、文

光を吸収して自らの栄養分をつくり

字通り、私たちが快適な気温の中に

だし、余分な日光による大気圏での

戸惑うことも多く、
苦労しました。

下の森」プロジェクトを通じて社会

が話せるようになり、現地の人々と

しかし、少しずつインドネシア語

この研修で私が得たかった最も大

アに小中学生を招待することによっ

年末に国立公園（ National Park
）と
なったことや、プロジェクト・エリ

過剰な二酸化炭素の発生を防ぎます。 験、
政府機関や大学訪問等を行い、「木
貢献について学ぶプログラムを実施

きな事は
「経験」
でした。
本や論文では

を使って食事をし、恐れずにコミュ

感じました。
インドネシアの人と手

したものになっていっていると肌で

の考えを述べられるようになりたい

の言葉で自分の経験に基づき、自分

にくいと日々感じていました。
自分

ないために、説得力のある発言がし

知識は得られても、自分の経験では

りました。

学の問題でもあるということが分か

学の問題だけではなく、人間社会科

ができると学びました。

て周辺住民への理解を得られること

が二〇一六
Gunung Apeng

また、森林の木々は余分な日光を吸

なってきたころ、毎日の生活が充実

コミュニケーションが取れるように

ニティに入っていく私の姿勢はとて

と思っておりました。

また

収すると同時に、二酸化炭素を光合
学へ告知し、二一件の応募の中から、

しました。
実施にあたり、首都圏の大

方々に出会えるのか、とても楽しみ

成の際に吸収しますので、一石二鳥

本年八月八日（火）から一三日（日）

も珍しい日本人だと喜んで受け入れ

でした。

の役割を果たしています。

の日程で研修プログラムを実施し、

てもらったことが私の自信にもなり

選考委員会の審査を経て二名を選出

もし私たちが森林を大切にしないの
その後、各自が報告書を以下の通り

私たちの社会において、森林はい

であれば、私たちは母なる地球を脱
まとめました。

くさんあったと少し心残りに感じて

あったために、もっと学ぶことがた

しかし四カ月間という短い期間で

訪問し、同大学による森林調査活動

ＩＭＡＳ 資
) 源科学技術学部訪問
ＵＮＩＭＡＳ資源科学技術学部を

①マレーシア・サラワク大学 Ｕ(Ｎ

■

（原文英語、
翻訳編集部）

ければならないでしょう。

らせを聞いたときは「また、現地の

にも機会を与えていただき、その知

ドとして研究されている方のお話を

で実習を行う学生など、私た
Apeng
ちが後日植林を行う地域をフィール

植林活動というのは、生物資源科

出して、他の惑星を探さなければな
◆

おりました。
その時、日本マレーシア

くつもの重要な役割を果たします。 しました。

らなくなりますが、現在の技術では

加反 真帆
（かそり まほ）
筑波大学生命環境学群
生物資源学類四年

などについて説明を受けました。
そ

報告

不可能なことだと思います。
この地

はじめに

協会の「マレーシア・ボルネオ島青

の後、教授や学生と意見交換を行い

ました。

球を守るためには、私たち青年が運

私は現在、筑波大学の生命環境学

年海外協力研修」
の募集を知り、すぐ

動の先頭に立ち、声を上げて行かな

群生物資源学類社会経済コースにお

ま し た。植 林 地 で あ る
熱帯地域において、各政策がもたら

す。
そこには、主に東南アジアなどの

人々と心を通わせた会話ができ

専門とされている教授のお話の中に

聞くことができました。
社会科学を

Gunung

に応募させていただきました。
幸い

す影響を研究している学生が多く在

植林に関しても、座学でまなぶこ

る！」
とうれしさでいっぱいでした。
とはありますが、実際に行ったこと

あった、学校から遠く離れた村に住

ことはなかったので、とても楽しみ

私はオランウータンを実際に見た

ータンの生態観察

②セメンゴ自然保護区にてオランウ
私は二〇一七年二月から六月まで、

籍しています。
インドネシアの西ジャワ州ボゴール

が、道路が整備され、電子機器を持っ

む子供たちは通うことに疲れていた

んにセメンゴ自然保護区に訪問しま

ルパーム農園も写真のみでしか見た

たことにより情報が得られ、学ぶ姿

はなく、企業が運営する巨大なオイ
ことがなかったので、イメージがは

市にあるボゴール農科大学（ＩＰＢ）

ＵＮＩＭＡＳにて

に交換留学をしておりました。
そこ
では、授業をとることはもちろん、私
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いて、林政の研究室に所属していま

植林作業を体験

めに、植林したところには目印がつ

また、植林後も手入れが必要なた

という、約二二
(Heart Of Borneo)
万㎢の森林地域を保護するための保

る発言は避けられましたが、
ＨＯＢ

る森林破壊という言葉は何度も耳に

ームオイルのプランテーションによ

の体験をさせていただきました。
パ

ぐにオイルパーム農園に行き、収穫

山の伝統料理を振る舞ってください

さらに私の大好きなドリアンなど沢

ちのために、生け簀の魚や家畜の鶏、

を行っている村であり、村長は私た

トン・ニボン村は完全な自給自足

した。

区はまさに熱帯雨林といったような

していました。
しかし、実際に見たこ

した。
午後三時のセメンゴ自然保護
湿気と暑さに包まれていました。
そ
護協定が存在することを教えてくだ

ました。
東南アジア料理と言えば、辛

さいました。
各州政府でのローカル

い料理や揚げ物を連想しますが、こ

びました。

とはなく、とても貴重な経験をさせ

けられていることもここで初めて学

ていただきました。

んな中、沢山の人がオランウータン

ますが、類似した条件にある他地域

な視点での目標設定も重要だと考え
とともに大きな目標設定をし、情報

あり、日本人の嗜好に合うのではな

こでの料理は新鮮で野菜もたくさん

や、ジャワ島からの移民など、マレー

アはかつてオランダ領であったこと

ったです。

の鶏は本当に新鮮でとても美味しか

せんでした。
しかしトン・ニボン村

が、どの鶏もあまりおいしく感じま

留学中、たくさんの鶏を食べました

いかと感じました。
インドネシアに

を共有していくことがボルネオ島全
体の自然保護につながると感じまし
た。
帰国後様々な論文を読み、私なり

サラワク州森林局を訪問し、熱帯

に感じた問題点として、インドネシ

雨林再生活動について説明を聞かせ

④サラワク州森林局を訪問

の訪れを今か今かと心待ちに、そし
ランウータンは私たちの前に姿を見

て静かに待っていました。
けれど、オ

区を後にしました。

せてくれず、空振りのまま自然保護
一見運が悪かったととらえがちで
すが、オランウータンはもう自分で
餌を見つける力が付き、餌やりの時
かもしれない、ととらえることがで

間に戻ってくる必要がなくなったの
きます。
本当はお腹が減っていなか

し変わってくるのではないかと考え

り森林の状況や環境倫理の観念も少

村長の孫は村長たちをまね、落ち

走ったと言ったらとてもびっくりし、

た。
村の人々は、私たちが小学校まで

村の雰囲気を感じることができまし

早朝は鶏の鳴き声により目が覚め

一九九六年から日本人のボランテ

ました。
これは今後の私の研究テー

た身を率先して広っていました。
そ

ギリスの植民地であり、ランデ保護

ボルネオ島サラワク州はかつてイ

全体で見て、どのように優れている

分けることができますが、ボルネオ

マレーシア領のサバ・サラワク州と

ネシア領のカリマンタン、ブルネイ、

ついに植林地があるエリアへ向かい

うだけあって、火にあぶると火がさ

べさせていただきました。
オイルい

オイルパームの実を火であぶって食

ないようでした。
そのため、私が積極

ちと会話することにあまり慣れてい

も恥ずかしがり屋で、外国人の私た

いただきました。
村の女性達はとて

また村の女性達に籠編みを教えて

のコミュニティへ入ることにつなが

してともに団らんすることは、村へ

を振る舞ってくださいました。
こう

に働く男性たちも家に集まり、地酒

また、夕食後は村長の一族やとも

することができました。

たので頑張って話かけ、一緒に製作

せないと、どんどんと編まれていっ

的に教えてくださいという姿勢を見

はオイリーで、想像以上に美味しく
感動しました。

らに強く燃えていました。
そして、実

実を拾いました。
そして収穫に加え、 笑っていました。

建設中の小学校までランニングをし、

ました。
村長の家から近くの新しく

ィアにより植林活動が開始されてい

の姿は大人顔負けで、私も頑張って

シア領と違った側面を持つことによ

ていただきました。

ると知りました。
そして、サラワク州

マにもつながると考えております。

林にはイギリス人が植林していった

のか、そして、ボルネオ島全体で目標
⑤トン・ニボン村でのホームステイ

は 国 際 熱 帯 木 材 機 関 Ｉ(ＴＴＯ
International Tropical Timber

の水準に基づいた理
Organization)
想的な経営が行われていると副長官

問が生まれました。

がお話されたので、私の中にある疑

木が残っていました。
八〇年前の植

その疑問とはボルネオ島はインド

林地を見たとき、自然の偉大さを感

に経営を行った方がよいのかという

を設定して協力するようも各州別個

副長官はサラワク州を他の州政府

ました。
トン・ニボン村に到着後、す

マレーシアに到着して三日がたち、

副長官から記念品を頂く

やインドネシア、ブルネイと比較す

事でした。

生まれておりません。
そんなに昔か

地を観察

③ランデ保護林にて八〇年前の植林

なりました。

っただけかもしれませんが、勉強に

80年前の植栽木

じました。
八〇年前は私の両親さえ
らこの木は存在し、育ってきたと考
えると、需要があるからといってむ
やみに伐採してはいけないと感じま

オイルパーム農園を訪問

オイルパームの実

セメンゴの森林

VOL.24 6

り、その姿勢は植林活動の中でも心

しかし、大切なことは苗木をただ

のつながりが発揮されると考えます。 植えることではなく、住民参加型の
植林を今後どう持続的に成功させて

池田 涼未
（いけだ すずみ）
東京外国語大学
国際社会学部三年

のようにマレーシアや環境問題に自

身が関わっていけるかを考えること

を目的にこの研修に応募しました。

られたかはわかりません。
つたない

民の方々にどれくらいの影響を与え

ボン村に滞在することができず、住

私はたった三日間ほどしかトン・ニ

実際にマレーシアへ行ってみたいと

アの文化や宗教に深く興味を持ち、 報告するとともに、最後にこの海外

ア語を勉強していく中で、マレーシ

しています。
大学に入学しマレーシ

三年に所属し、マレーシア語を専攻

私は東京外国語大学国際社会学部

との植林活動」について最初に説明、

ホームステイ」
「現地のマレーシア人

自然保護活動」
「トン・ニボン村での

た「マレーシアの州や国を挙げての

この報告書では、この研修で経験し

インドネシ語で植林後に挨拶したと

いくか考えることだと思いました。 はじめに

き、村の人々が笑顔になってくれた

強く願うようになりました。
そして、 自身のこれからの自身の活動につい

行いました。
村に滞在して三日目と

そして、最終日ついに植林活動を

族のような存在であると感じました。

力されており、村の人々にとって家

した、村のビダユ語を覚えようと努

は、マレー語よりさらに地域に特化

す。
日本マレーシア協会の新井さん

は共有できたのではないかと感じま

勢や、森を守って行こうという意識

伝わらなくても伝えようとする姿

い茂る自然豊かな国だと思っていま

アにあるマレーシアを熱帯雨林が多

実際に訪れる前までは、東南アジ

になりました。

シアの自然環境にも興味を持つよう

で、文化的側面だけではなくマレー

イや現地学生との交流を経験する中

めてマレーシアへ行き、ホームステ

大学一年生の春休みに念願叶って初

しました。

護活動に取り組んでいることを実感

も特にサラワク州が積極的に自然保

）
やサラワク州森林局とい
Sarawak
った施設を訪問し、マレーシア、中で

今回の研修では、マレーシア・サ

報告

て言及したいと思います。

に配慮しつつも積極的に森林保護に

に保護する」
ことをモットーに、住民

す。
サラワク州独自に森林条例を設

のもサラワク州であるということで

レーシアの中で一番国立公園が多い

州の六二％が森林であり、さらに、マ

の副長官からサラワク州の森林の状

最後になりましたが、私の人生に

見自然が多く残っているようにみえ

ない大都会もありました。
さらに、一

り良い森林を形成するための「造林

などについて説明を受けました。
よ

ている研究や自然保護のための活動

取り組む姿勢にとても驚きました。

「森林に暮らす住民の利益を十分
マレーシア・サラワク大学では、 け、

況について説明を受けました。
中で
ラワク大学（
Universiti
Malaysia
も最も印象的だったのは、サラワク

ープ視察団の皆様と合流し、森林局

サラワク州森林局では、木下グル

いうこともあり、村の方々とも大分

今日も私たちが植えた木を手入れし

資源科学技術学部を訪問し、同大学

研修を通して感じ考えたこと、また

時、
とてもうれしかったです。

打ち解けてきたころに共に植林活動

した。
しかし実際には、想像通りの自

の教授や学生から実際に大学で行っ

⑥
「木下の森」青少年研修プログラム

が行えました。
私は二五本の樹を植

てくださっているトン・ニボン村の

然豊かな田舎もありましたが、クア

に木下グループ視察団と共に参加

林しました。
ＵＮＩＭＡＳの学 生や

ラルンプールのような東京にも劣ら

とても手際がよく、どんどんと植林
が進みました。

ても、実はアブラヤシのプランテー

日光、肥料などさまざまな点に注目

学」
という用語を初めて知り、土壌や

木下グループの皆様、そして日本マ

ていこうと考えます。

近くの高校生が手伝ってくれました。 方々に感謝して、自分の研究を深め

ＵＮＩＭＡＳの学生と昼食

題も深刻であるということも学びま

土の性質から泥炭火災による環境問

森林局で説明を聞く

とって本当に貴重な機会を下さった、

ション農場だということなど新たな

シア人学生から刺激をもらいました。

発見も沢山ありました。
今回、二〇一七年度マレーシア・

また、ピートと呼ばれる泥炭地がボ

し上げます。
この経験は、私のこれか

ボルネオ島「木下の森」青年海外協力

レーシア協会の皆様に心より感謝申
らの人生に大きな意味があったよう

研修に参加する機会が与えられまし

し研究を行っている同年代のマレー
■

に思っています。
ありがとうござい
ました。

く残るといわれているボルネオ島サ

ルネオ島にもあり、その燃えやすい
ラワク州の現状を知り、実際に環境

した。

た。
半島マレーシアよりも森林が多

保全活動に参加することで、将来ど
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ホームステイ先のお宅で
植林作業を終えて

村はクチン中心部とは違い、自然豊

ステイについてです。
トン・ニボン

次に、トン・ニボン村でのホーム
切にしたコミュニティに温かみを感

近所付き合いや人とのつながりを大

暮らしぶりでした。
それどころかご

かせず、住民とのコミュニケーショ

した。
そのため、現地住民の協力が欠

す人たちであることを強く実感しま

との不必要なトラブルを避けること

特徴を知っていることで現地の人々

住んでいる、といったマレーシアの

長さんのお宅に泊めていただき、ア

かな田舎の村でした。
二泊三日で村

でのんびりした時間がトン・ニボン

笑を楽しむなど、日本にはない自由

む色んな人が村長さんの家に来て談

じ、夜には家族親戚関係なく村に住

公園であるということを広く住民に

ンや信頼関係、またこの地帯が国立

理解し合い、信頼関係を築くために

が出来るとも思いました。
より深く

教徒が大多数を占める半島マレーシ

動に取り組んでいる森林地帯で、現

ア協会が中心となり熱帯雨林再生活

アペン国立公園は、日本マレーシ

関する知識などももちろん必要です

とは、環境保全活動には自然環境に

今回の研修を通して強く感じたこ

地域に滞在します。
クランタンでは

う半島マレーシアの北東に位置する

月間マレーシアのクランタン州とい

私は二〇一八年の一月から一〇か

スタントとして働く予定です。
現地

現地の中等学校で日本語教師のアシ

私はこの研修に参加し、自分の東

といった日本を知ってもらう活動に

力を入れる予定ですが、今回の研修

では日本語教育や日本文化を伝える

の経験を活かし、クランタンでも現

専門知識の無さを改めて実感し、力

不足を感じました。
これから先、東南

このような専門知識を得、経験を積

考えながら生活していければと思い

けてどのようにしていくべきなのか

り、問題を見つけ、またその解決に向

自然環境の状況をもっと日本人に知

またそれと同時に、マレーシアの

ます。

思います。
しかし、現地のマレーシア

人とのコミュニケーションや異文化

むことはとても私にとって課題だと

わっていこうということを考えると、 地の自然環境や環境保全の状況を知

アジアの自然保護活動により強く関

南アジアの熱帯雨林や植林に関する

の理解も大切だということです。

が、それと同時に現地に暮らす人々

活動要素の一つであると感じました。 だということを感じました。

は、現地に対する理解がとても重要

ブラヤシ農園や胡椒の栽培、魚の生

アにしか行ったことがなかった私に

地住民の協力や木下グループをはじ
めとする支援者のおかげで成り立っ
ています。
去年アペン保護林から国

た経験になりました。

立公園へと昇格したばかりの森林地
帯です。
植林自体は苗木を植えると
いう単純な作業でしたが、雑草と間

ってもらい、深刻な環境問題や素晴

らしい自然の残る地域など、良いと

保全活動には大切な要素だと感じま

現地に住むマレーシアの人々の理解

お互いのコミュニケーション、特に

最後になりましたが、私がこの研

よう活動したいと思います。

をマレーシアでするわけですから、 ころも悪いところも知ってもらえる

日本から外部の人が来て植林活動

した。

違えないために目印をつけることや、 理解という点も、異国の地での環境
きちんと列を作って計画的に植える
こと、また森が良い状態を維持する
ためには定期的なメンテナンスが必
要であることなど。
植林をした経験は日本でもなかっ
たのですが、植える前と植えた後に

は、木下グループの皆様、また日本マ

修に参加し多くの学びを得られたの

私は幸い大学でマレーシア語を学

重要な作業があることを知りました。 はとても大切です。
現地のマレーシア人たちが優しく教

レーシア協会の皆様のご支援ご協力

この場を借りて感謝
木を植えることができました。
また、 通は現地語ですることができました。 のおかげです。

んでいるため、現地の人との意思疎
木下グループ視察団の皆様、さらに

■

申し上げます。
本当にありがとうご
力しても、実際にメンテナンスに取

どれだけ日本側が森林を守ろうと努

ざいました。

は現地の住民や学校に通う子どもた

さらに、イバンやビダユなどの多様
ち、大学生など多くの人たちと一緒

どのさまざまな宗教を信じる人達が

な民族、イスラム教やキリスト教な

働くという構造は日本や他の国と変

り組むのはマレーシアの現地に暮ら

が、子どもたちは学校へ行き、大人は

ン国立公園での植林体験でしたが、 えてくれたおかげで、楽しみながら

今回の研修のメインイベトはアペ

知ってもらうということも、大切な

け簀など、日本ではなかなかできな
村にはありました。

レーシアの一面を感じることができ

とっては、とても衝撃的で新しいマ

よって異なり、マレー系でイスラム

もキリスト教やイスラム教など人に

す言葉もさまざま、信じている宗教

まな民族が共存していることから話

また、イバンやビダユなどさまざ

い体験をしました。

中高生と一緒に植林

に植林作業をしました。

町の中心部からは外れた村でした

網かご作りを体験

わらず、決して貧乏だとは感じない

外と美味しかったです。

あってとてもオイリーでしたが、意

ヤシの実はパームオイルになるだけ

収穫には苦労しました。
また、アブラ

ラヤシの実はとても重かったので、

た。
農園は想像以上に広く、またアブ

初めてその実を食べる経験をしまし

ラヤシ農園では実際に収穫も体験し、

足という言葉そのものでした。
アブ

家でとれた肉、
魚、
野菜、
まさに自給自

出てくるご飯は基本的に村や自分の

毎朝ニワトリの鳴き声で目覚め、

ステイ先の家族と共に農作業
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