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Ⅰ．バンコク YMCA パヤオセンター概要

 パヤオセンターとは，タイ北部で問題となっている女性や子供の性的搾取を受

け，女性や子供たちを保護する目的で建てられた施設である。そもそもパヤオ県

は，目立った産業がないことからタイ国内でも貧しい県と言われ人身売買取引が多

く行われる地域である。さらにパヤオ県はラオスとの国境に近いため人身売買が行

われすい地域でもある。そこで 1993 年から同センタ

ーで子どもとその家族を人身売買および商業的性的搾

取から守るための生活質向上プログラムを立ち上げ

た。子どもの受け入れ基準は，➀8～18 歳➁人身売買の

被害にあうリスクの高さ現在パヤオセンターでは，33
人の子ども達が共同生活を行っている。

センターの活動目標は，①パヤオセンターでの共同

生活を通した生活の質の向上②対象地域の学校でのキ

ャンペーン活動，ネットワーク強化③ライフスキルト

レーニングを通した自立力の向上④対象地域でのキャ

ンペーン，啓発活動○5公共機関，NGO などとのネットワークの強化である。どの

ようにして子どもを保護しているかというと，活動地域の住民や学校，NGO，公

共機関などから「私たちの周りで問題を抱えている子どもがいる」などの知らせを

受けて子どもの保護に向かう場合と，日ごろの活動の中でかかわる村の人や地域の

方から情報を集めてスタッフが自ら子供を保護に行く場合がある。

私たちは今回子どもたちとキノコ栽培を行った。こ

れはライフスキルトレーニングの一貫として行われて

いるもので，栽培したキノコは子どもたちの食料とな

る。このほかにも米や魚の養殖を行っていた。また，

センターでは特に啓蒙活動に力を入れている。子ども

たちが各小中学校に赴き人身売買についての講習会を

開いている。この他にも，年長者の子どもがユースキ

ャンプに参加しそこで学んだことを参加していない年

少者に教えライフスキルを，身に付けさせている。ラ

イフスキルトレーニングの一環として，掃除や洗濯，

料理を当番制で行っていた。また土曜日にはセンター

内の改善すべき点や，当番を決めたりするために，子

ども会議を開いていた。

このようにパヤオセンターでは，子どもたちの自立のためにたくさんの取り組

みを行っていることが分かった。



バレーボールの様子

Ⅱ．センターの子供たちとの交流

□子供たちとのスポーツ交流会

研修 2 日目の午後 5 時からセンターの子供たち主催のスポーツ交流会が行われ

た。競技内容は水風船リレーとバレーボールだった。予め決められた 4 つのチ

ーム（子供たちと日本人はごちゃまぜ）に分かれリレーを行った。バレーボー

ルは時間の関係上 4 つのチームを 2 つに分け 6 人の選手が代わる代わる入っ

た。

□ウェルカムナイト

研修 2 日目の夜には，ウェルカムナイトが行われた。

ウェルカムナイトでは，まずタイの伝統的な歓迎の挨

拶として手首に白いミサンガを巻いてくれた。その後，

子供たちと一緒に夜ご飯を食べ，その後，地方の民族

のウェルカムダンスや小さい女の子と一緒に踊り歓迎

してくれた。空き時間などには，日本人と子供たちと

で座って行うゲームを教えてもらい，一緒に遊んだ。

□慶祥生主催の交流会

研修 4 日目に慶祥生主催の交流会を行った。交流内容は二人三脚，せんべい食

い競争，ドッジボールの 3 つを行った。この交流会も 2 日目に行った交流会と

同じチームで行った。どの競技も普段やらない競技のため，とても盛り上がり，

交流会は成功に終わった。優勝したチームには手作りの金メダルを贈呈し，喜

んでもらった。日本から持ってきたドッジボール用のボール 2 個はセンターの

子供たちに贈呈した。

水風船リレーの様子

女の子と一緒に踊っている様子 ドッジボールを贈呈している様子

ミサンガを巻いている様子



□キノコ栽培

慶祥生主催の交流会の後に，子供たちとキノ

コの苗づくりを行った。木くずを 300 キロと

キノコが育つために必要な栄養分を巻き，み

んなで混ぜた。その後ビニール袋に空気が入

らないように，子供たちに教わりながら，木

くずを入れた。このキノコ栽培の時間が子供

たちとの距離を大きく縮めた。日本語を教え

たりタイ語を教えてくれたり，一緒に歌を歌

ったりおしゃべりをしたりと，とてもいい時

間を過ごすことができた。

□フェアウェルナイト

研修 4 日目の夜にはフェアウェルナイトが行

われた。子供たちとの最後の夜ご飯を食べた後，

ムエタイの踊りや北タイの民族ダンスなどを

披露してもらい，一緒に民族の踊りを踊った。

その後には，子供たちが「世界に一つだけの花」

を歌ってくれて，額縁に入った刺繍の施された

布を記念品としてセンターから頂いた。最後は

みんなで円になり，センターの子供たち 1 人 1
人と握手をしたり，ハグをしたり，別れを惜し

んだ。フェアウェルナイトが終わった後も 1 時

間近く，子供たちとゲームをしたり，鬼ごっこをしたりして遊び，記念撮影し

て最後の夜を楽しんだ。

□子供たちとレクレーション

研修 5 日目の朝 9 時から子供たちに

よるレクレーションが行われた。手

繋ぎ鬼や子供たちがよく行うゲーム

をみんなで行った。負けた人たちは

ダンスをするという罰ゲームやファ

ッションショーと見立てて，花道を

歩き，パフォーマンスをしてから花

道を引き返すという罰ゲームも行わ

れた。レクレーションの最後には全

員で集合写真を撮った。

子供たちと木くずをビニール袋
に詰めている様子

記念品をセンターから受け取って
いる様子



Ⅲ．センターの子どもたちとの意見交流会

私たちは YMCA パヤオセンターに住んでいる，中学生と高校生を対象に意見交

流会を行った。

Q1.将来の夢は？

A. 先生，歌手，軍人，獣医，スポーツ選手。

Q2.日本でしてみたいことは？

A. 桜の木の下でピクニック，富士山に登る，雪で遊ぶ，花火，温泉。

Q3.YMCA パヤオセンターで暮らしていてよかったことは？

A. 友達と話せる，恋愛小説を読んで語り合える，みんなで笑顔を共有できる。

Q4.タイ以外の国についての勉強は？ 

A. アジア経済共同体について，東南アジアなどの挨拶について学んでいる。

Q5.休日の予定は？

A. 宿題，センターの掃除，日曜日は教会，夕方はテレビを見ることができる。

Q6.民族間で価値観の違いはあるか？

A. タイ語という共通言語があり，民族間で価値観の違いはない。

Ⅳ．ピン村の高校との交流

□ピン村の高校紹介

研修の 3 日目にセンターの近くにあるピン

村の高校に行った。高校についてすぐに高校

紹介のムービーを見せてくれた。

その後，伝統的な踊りの披露をしてくれた。

□ピン村の高校の生徒との意見交換

慶祥生と現地の高校の生徒で意見交換をした。私たちからの質問や現地の高校

生からの質問を交互に受け答えをした。そのいくつかの質問を紹介する。（慶祥

生がした質問のみ）

伝統的な踊りの様子



Q1.日本のイメージはなんですか？

A. 桜，日本食，温泉，着物，アニメ，雪，新幹線。

Q2.学校に欲しいものはなんですか？

A. エレベーター，エスカレーター，コンビニ，ネイティブの外国人。

Q3.好きな授業はなんですか？

A. フランス語，物理，スポーツ，化学，昼休み。

Q4.将来の夢はなんですか？

A. キャビンアテンダントになること，弁護士

になること，日本に行くこと，日本の文化

を学ぶこと，ヨーロッパに行くことなど。

Q5.部活は何に入っていますか? 
A. 美術，音楽，フットサル，サッカー，バス

ケ，バレーボール，卓球，タイ将棋。

Q6.何のために勉強していますか? 
A. 将来の夢のため，将来の職業のため。

Q7.言葉の通じない人とはどのようにコミュニケーションをとりますか？

A. ジェスチャーを使う，英語を使う。

Q8.放課後はどのようなことをして過ごしていますか？

A. 授業の復習，ゲーム，Facebook，スポーツ，家事，塾。

Q9.卒業後は何をしますか？

A. 専門学校に進学する，大学に進学する，就職する。

□立命館慶祥高校の学校紹介

私たちは学校紹介ムービーを流し，その後チア部によるダンスを数人の生徒と

行った。

意見交換の様子

学校紹介ビデオを流している様子チア部と現地高校生によるダンス



□自由時間

自由時間に LINE や Facebook の交換をしたり，写真を撮ったり，お話をした

り，みんな 30 分を好きなように過ごしていた。最後にはみんなで集合写真を撮

ってからさようならした。

Ⅴ．ホストファミリーとの交流

□ホストファミリーについて

・ホストマザー

・家でご飯を作る

・空いている時間にクラフト作り・刺繍

・ホストファザー

・自動車修理の仕事

・木の樹液から生ゴムを作る仕事

（ほぼ毎朝 4 時から）

・ホストブラザー

・学校に通う

・サッカーの習い事をしている

□普段の生活①

私たちがお邪魔したときにはホストマザーしかおらず，自家栽培しているココナ

ッツをご馳走していただき，普段の生活についてのお話を伺った。夕方にはホスト

ファザーと市場へ行った。カエルやネズミ，リスの丸焼きが並び，日本ではあり得

ないものばかり売られていて驚いた。夕食はホストマ

ザーの料理をご馳走になった。市場などで仕入れた具

材だったので新鮮でおいしかった。夜，家族全員が揃

ったときには，木の樹液を採取する練習もさせてもら

い，良い経験をさせていただいた。また，夕食後は近

所のエアロビ教室に行き，女性しかいなかったが一緒

に混ざって踊ることができた。



□普段の生活②

私たちのホームステイ先は，木の樹液から生ゴムを

作る仕事や自動車修理の仕事で生計を立てていた。ま

た，パヤオセンターに援助するために空いている時間

にクラフトを作るなど時間の使い方にも無駄がなか

った。初めての農村部の生活だったが，全く不便に感

じることはなかった。日本での暮らしは，無駄なもの

に溢れていることにも気づくことができたし，自然に

囲まれて生活したいと思った。

□ホームステイの感想①

ホームステイでは，農村の暮らしを知ることが出来た。私が泊まったポーナ―家

は農業をしており，ニンニク・トウモロコシを育てていた。借金があると聞いてい

たため，どんな家庭だろうと少し不安になったが，とても明るい家庭だった。借金

について聞いてみると，「今年はトウモロコシが 1 キロ 3 バーツ(約 10 円)に対して，

それを育てるためにかかる費用は 170 バーツ。年によっては赤字になるときもある

ため，だいたいの農家は農協から借金をしている。」と話してくれた。私は物価が安

いからトウモロコシも安いのかと思っていたが，そうではなかった。毎年農協が価

格を決めているため，勝手に農家で価格を上げたり下げたり出来ないそうだ。取れ

高によって値段が変わるため，トウモロコシではなく別の作物を生産するという考

えはない。しかし有機農業なら価格を自分たちで決めることが出来たり，農薬を削

減したり，生産コストを抑えることが出来る。その代わり，やる作業が増えて忙し

いため，早いときは 2 時に起きるなど，早起きの生活をしなければならない。タム

村第 10 村では，有機農業に切り替えているところはたったの 3 軒。実際に農薬被

害に遭い，病気になったことがあるなど，よほどのきっかけがないと有機農業を続

けることが出来ないため，あまり浸透していないそうだ。

 山の方に住んでいる人や，無国籍の人についてどう思うか聞いてみたところ，「別

に違いはない。お金の使い方が違うだけ。」と答えてくれた。村に住む人は，立派な

家や車を持つのが憧れで，借金をしてでもそういう生活をしたいと思う人が多い。

（あくまでも村人の個人的な意見）一方，山付近に住む人々は非常にシンプルな生

活をしているため，借金もない。だからといって，お互いを排除するわけでもない

し，民族などは特に考えずに生活している。

私はホームステイを通して驚いたことが 3つある。1つは市場の包装の少なさだ。

野菜や果物はもちろん，肉や魚までそのままビニール袋にいれていて，無駄がなか

った。日本では必ず発泡スチロールなどのトレーに入っているため，タイの商品を

見ると日本は過重包装だと感じた。

2 つめは果物の皮を道端に捨てることだ。歩いていても，車に乗っていても，果



物の皮を道路に捨てていた。日本では怒られてしまうようなことなので，本当に驚

いた。タイの人達に促され，半信半疑で自分も道路に皮を投げた。

3 つめは少しの外出なら家にカギをかけないことだ。市場に行くときもドアにカ

ギをかけず，窓も全開だったため驚いた。日本では空き巣の心配があるが，タム村

では親戚が近くに住んでいて，近所に知らない人はいなのでコミュニティがしっか

りしているために盗難などの心配はない。

タイの家庭でご飯を作る手伝いをしたり，日課となっているエアロビ教室に参加

したり，タイの人々の普段の暮らしを体験することが出来た。日本では実感できな

いような，現地ならではの生活や現地の人の声を知ることができ，貴重な経験とな

った。

□ホームステイの感想②

 私は，9 月 23 日から 24 日にかけてタイ北部のバンタムにてホームステイを体験

した。私はもう 1 名の男子生徒とチャイサーン家にお世話になった。この家庭は，

父，母，息子 2 人，孫 1 人という家族構成である。収入は父親が近くの畑で行って

いる有機農業で生産した農作物を売り得たものと，息子 2 人は漁師をやっており釣

れた魚を母親が近くの市場で売りさばいて得たものである。この二つの合計金額は，

100,000 バーツである。これに対し借金は 160,000 バーツある。タイの農業のシス

テムは，大企業が農薬代金や種代金を農業従事者に貸し付け，農業従事者はそのお

金を元手に単一作物を育てることが主流である。しかし単一作物を栽培すると，収

穫期間のみしか収入が入らず，不作などの影響を受けると安定した収入を得られな

いという問題点がある。その結果企業への返済が出来なくなり，借金が膨らむ。私

がホームステイした家でもこれが原因で借金を背負っていいた。さらに一部の期間

しか収入が入らないため，大人が出稼ぎにいき家を空けることで，子どもたちが人

身売買にあう可能性が高くなるという問題も存在する。この問題を解決するために，

パヤオセンターでは有機農業の導入を勧めている。有機農業は手間がかかるが多数

の農作物を作るため収穫時期がたくさんあり，安定的な収入確保につながる。ホー

ムステイ先の家庭ではいち早く有機農業を導入しており借金の額が減ってきている

と仰っていた。耕作地は 5 ライでその土地で 30 品目以上の，作物を育てている。

 宗教は仏教，家は木造の高床式だった。問題点は支出に対して収入が少ないこと

と挙げていた。村人の人とデｲスカッションを行ったところこの問題は他の家庭も

抱えている問題のようだった。

 ホームステイでの夕ご飯は，豚の唐揚げ，魚のフライ，コオロギの素揚げなどが

出た，どれもとても美味しかった。夕方は，近くの市場に連れって行ってくれ，日

用品から，食材，クレープなどといったお菓子などたくさんの品が並んでいた。ま

た朝市にも連れて行ってもらい，ここでも同じような光景が見られたが，夕方の市

場より活気があった。



 住宅の作りが高床であったり，トイレが水洗でなく，

自分の手で流さなくてはならなかったり日本と会った

異なった環境であったが，ホームステイ先の家族のおも

てなしにより特に不便を感じることなく，無事，楽しく

過ごすことができ良かった。

Ⅵ．人身売買についての考察

今回訪れたパヤオは国境付近のため，人身売買の被害が多い。

まず，人身売買とは，行為・目的・方法の 3 つで構成されている。

つまり，人を騙してわいせつ行為をさせたり，勧誘したり，それを見送るのも加

害者になるということだ。18 歳未満の場合，行為と目的が一致すれば，人身売買と
みなされるが，19 歳以上の場合は，これら 3 つに当てはまっても，人身売買として
扱われない。そのため，未成年でも 19 歳，20 歳などと年齢をごまかすことが多い。
しかし，強制売春，強制労働，物乞い，臓器売買などは成人でも人身売買とみなさ

れる。

人身売買をしてしまう原因は，借金や教育不足，物欲など。貧困により人身売買

をするしか方法がなかったり，教育が受けられず人身売買の知識が十分になかった

り，生活を向上させたいという気持ちからしてしまう。また，近年はインターネッ

トや携帯が普及し，信ぴょう性のない情報を信じてしまい騙されるケースや，友達

からのメールによる誘いなどから始める場合が多くなってきている。

人身売買を止めるために重要なのは，女性と子どものネットワークチームを作る

ことだ。周りの人たちが人身売買の危険性を理解していないと被害者を守ることが

出来ない。もしも，政府や軍が人身売買に介入している場合は，隣の地区の警察な

ど，他のコミュニティから救助している。つまり，出来るだけ広いネットワークを

作ることが重要だ。しかし，残念なことに人身売買の被害者数は減っていない。

人身売買をしていた人々のアフターケアは“子どもの家”という施設で心のケアや，
リハビリ，職業体験などを行っている。また，被害者には，政府から次の職を見つ

けるための被害手当が出るため，「もう一度性産業で働くしかない」ということには

ならない。タイでは国外からの不法労働者であっても，人身売買の被害者として扱

われる。

人身売買による精神的ダメージは払拭することが出来ないが，それを乗り越えて

今後の人生をどう過ごすかということが大切である。

<行為> 
・人を騙す，売る，買う

・勧誘，送り出す

・監禁

<目的> 
・わいせつ行為，売春

・奴隷

・臓器売買

<方法> 
・誘惑

・強制

・権力の濫用 など



Ⅶ．感想

●田中伶奈

私は高 2 の海外研修で，先輩に勧められたのが理由でタイ研修を選択した。事
前学習で子どもの商業的性的搾取のことを学習した時は，センターの子はどのよう

な子達なのか少し不安に思ったが，実際にパヤオセンターの子ども達に会えたとき

はとても明るく元気で驚いた。海外研修を通しセンターの子ども達と，かけがいの

ない時間を過ごす事が出来た。お別れの時はとても悲しく，また絶対ここに戻って

くると心に決め，SGH のタイ研修のプログラムに参加させてもらうことになっ
た。

今回，もう一度人身売買について掘り下げて学ぶことができた。子どもを誘拐

し，物乞いをさせてお金を得ることや，なにより衝撃的だったのは，親が子どもを

性産業に売り出している事実があることだ。自分の産んだ子どもを売り出してしま

うくらい貧困が進んでいると考えた。また，お金を稼ぐために性産業をつかうとい

う選択がタイにはあるということはあってはならなく，解決するべきだと思った。

通訳さんが日常生活の中で，人身売買の被害に関してのニュースを見るとおっしゃ

っていた。日常的にこのようなニュースが流れることはとても悲しい現実だ。人身

売買をなくすために根本にある貧困を解決することや，パヤオセンターのような施

設が増えればいいと思った。今いるセンターの子ども達が啓蒙活動を行ったり，卒

業後は自分を守ることもそうだが被害に遭いそうな子を保護したり，素晴らしい活

動や循環ができている。

センターにいる子は親元を離れ掃除や食事も自分達で行っている。小学生の子

もいる中，皆が自立し，生活を行っている。そう考えた時，高 3 の私が掃除やお
弁当もお母さんにやってもらっていることが情けなく思う。また，私たちが来た時

に歓迎してくれたり，沢山の気遣いをしてくれたり，自分達より年が下の子にとて

もお世話になった。私は，この子達に何をしてあげられるのか，考え続けていこう

と思う。一緒に遊んでいるとあまり気づかないけど，もしセンターに保護されてい

なかったら人身売買の被害に遭っていたかもしれないと考えると絶対に許せない

し，保護されず被害にあっている子がいるということも理解しなければならない。

私はタイの研修に参加していなかったら日本が人身売買の加害国であること

や，被害にあって苦しんでいる子がいるということを学べなかった。これらの事実

は SGH のタイ研修に参加した 7 人が広めていかなければならない。貴重な研修に
参加させてもらった私は少しでも貢献できるよう，大学では世界にいる貧困で困っ

ている人を助けるボランティアに参加したい。何か人のために貢献したいと私が強

く考えるきっかけを与えてくれたのはパヤオセンターの子ども達だ。高 2 でタイ
研修を選び，センターの子に出会えたことは私の人生を大きく変えた。センターの

子ども達には自分以上に幸せになって欲しい。研修に同行してくださった江口先

生，このような機会を授けてくれて本当にありがとうございました。



●岩下航平

 私たちは北タイの農村部の文化を学び，多文化共生について考える約 1 週間の研
修だった。YMCA パヤオセンターに行く前までは，実際に人身売買の被害に遭いそ
うだった子供達にどのような態度や気持ちで接すればいいのか，すごく心配だった。

しかし，ゲストでもない私たちに言葉も通じない中，気を遣ってくれたので与える

よりも貰ったもののほうがはるかに大きかった。4 日目の子供たちとのキノコ栽培
では，みんなで日本の唄を歌い，一緒に同じ作業をしたことで一気に距離が縮まっ

た気がして。その時の子供たちの笑っている表情を

見て，親元から保護されてセンターで暮らしてはい

るが，私たちと何ら変わりのない子供たちだと思っ

た。むしろ，センターには子供議会があり，ご飯の用

意や身の回りのことを自分たちでやっていたのでと

ても自立していると思った。人身売買のことについ

て子供たちの性的搾取だと思っていたが，他にもい

くつもの人身売買があるのだと知った。それくらい

の知識しかなかったので，“かわいそう”としか思っ
ていなかった自分を変える良い研修にもなったし，

将来，自分が何をすべきかを教えてくれた研修だっ

た。

 ホームステイでは，貴重な体験をさせてくれたことばかりだった。市場の独特な

匂いや日本では絶対に売ってないカエルやネズミ，リスの丸焼きなど，珍しいもの

に圧倒されてしまった。また，市場の隣にある散髪屋で，おまかせカットをしたこ

とは慶祥初の試みだったと思う。ホストファミリーは私たちを快く迎えてくれて，

ホストマザーは自家栽培しているフルーツを採って食べさせてくれたり，夕食を一

緒に作ったりと言葉の通じないなか，ほんとに新鮮なことばかりだった。農村部の

家庭はほとんど収入より支出のほうが多いのにも関わらず，ホストマザーやファザ

ー，ブラザーはずっと笑顔でいて元気をもらった。また，近所の人が勝手に家に入

って来るぐらいの仲の良さにも驚いたし，信頼しているからこそ，鍵などかけなく

てもいいし，ほんとにタイの人々の優しさなどを感じた。

 この研修を通じて，自分の将来を見つけることができたと思う。限られたメンバ

ーがどれだけ吸収して，どれだけ発信していくかがこれから重要だと思うので，学

んだだけに止まらない研修にしたい。与えられてばかりの自分を変えるのもこれか

らの勉強のがんばり次第だと思うし，将来自分が何になりたいのか，何にならなけ

ればならないのか，そんなことを考えさせてくれた起点だったので，この機会を無

駄にはしたくない。また，この経験を後輩に伝えて，この SGH タイ研修に参加し
たいと思ってくれる人が増えてくれるために尽力したい。



●田村友

 私は，北タイ農村部の暮らしに興味があり今

回の研修に参加しました。タイ北部の村で実際

にホームステイをして感じたことが 2 つあり
ました。1 つ目は，農家の経済状況についてで
す。タイでは，農薬を使い大量生産を行う単一

作物が主流としています。トウモロコシの場

合，仲介取引会社が値段を決めていて年によっ

ては利益が出ないこともあり，農家には負担となり借金をして生活が苦しくなると

いうことが分かりました。しかし，対策として YMCA パヤオセンターでは，有機農
業を村の人に教え，有機農業を行うことにより収入の安定につながる。理由として，

有機農業で取れた作物は自分で価格を決めて販売できるため安定した収入が得られ

る。また，たくさんの種類の作物が栽培できるため売らなくても自分で食べること

ができ自給自足ができることが分かった。2 つ目は，村の人たちとの意見交流会で
「今の生活で不便なことはないか」という質問をして，今の生活は満足だという人

がほとんどで驚いたことです。村の人たちにはあまり欲がなく，今の時間を一生懸

命に生きていると感じました。

 タイ研修のもう 1 つの目的である人身売買で感じたことは，日本は平和だという
ことです。タイでは，人身売買がいろいろな形で頻繁に起こっています。私が人身

売買の方法で驚いたことは，物乞いについてです。子どもや赤ちゃんに使い物乞い

をさせて，集まったお金を回収するという方法を知り人身売買はどのようにすれば

無くなるのかと思いました。

YMCA パヤオセンターでは子どもたちとキノ
コ栽培をしました。キノコ栽培をしている際に

雨が降ってきて私たちの靴が濡れそうなところ

にあると，子どもたちが率先して行動して私た

ちの靴を室内にもっていってくれました。この

ように子どもたちは誰に対しても思いやりを持

って，接してくれる人たちでした。

 タイ研修に参加して，人身売買についてのこ

とやタイ北部の農民の暮らしが分かり勉強になりました。これからの人生に活かせ

るようにしたいです。



●三田奨

 僕は，この研修でしてもらっているばかりだと感じた。僕は，センターに行き子

供と触れ合うまでは，センターの子どもたちは，日本の子供たちとは全く違う様子

なのだと想像していた。それは，センターの子どもたちが人身売買にあう危険性が

あった子どもたちだと聞いていたからだ。センタ

ーの子どもたちは，心のどこかに傷や悩みを持っ

ていて心を開いてくれないのではないかと心配

していた。だから僕から話しかけて楽しませてあ

げようと考えていた。しかし実際に触れあってみ

ると，キラキラした笑顔でスポーツを楽しんだり，

僕に話しかけてくれたりしてとてもいい子たち

だなと思った。さらに子どもたちは，僕の食事を

自分たちの分より早く用意してくれ，僕の食器から食べ物がなくなったら自分の分

の食事を譲ってくれようとしてくれた。僕はこの食事の前の研修で，僕たちのよう

な団体がセンターを訪れることで食事が少し豪華になり，子どもたちも食事を楽し

みにしているという話を聞いていた。なので，子どもたちにとって豪華で楽しみに

している食事を自分の分を削ってまで，僕にあげようとしている姿に心を打たれた。

食事の後片付けや，洗濯，掃除なども当番制で子どもたち自らやっていて，僕も 1
人暮らしをしているが，自分よりも自立していて大人だなと感じた。そう感じる一

方でまだ親に甘えていい年ごろなのに，人身売買のせいで自立せざる負えない子ど

もたちがかわいそうにも思えた。こんなにもたくさんよくしてもらっているのに，

自分にはこの恩を返すことが出来ない歯がゆさも感じた。グループ内での最後のミ

ーティングの際に，担当の江口教諭が，自分が何かしてもらって恩返しをしたくて

も，恩を返せないときがある。そのときは別の人に自分がしてもらった恩を送るこ

とが大切だというお話仰っていた。僕の周りには，このタイ研修に行きたくても行

けなかった人もたくさんいた。日本にいたら知ることのなかった人身売買という現

実を，現地に行き知ったものとして，その問題について考え続けていかないといけ

ないのだと思う。そして問題解決のために行動しないといけないと感じた。確かに

タイの人身売買の解決のために今の自分にできることは，ほとんどないかもしれな

いが，現地にいたものとして，そのような問題が

あるということを，周りの人に知らせていきた

い。僕もタイに行くまでは，人身売買の実態はほ

とんど知らなかったので，同じような人が日本

には沢山いると思う。そういう人に事実を知っ

てもらい，少しでも興味を持ってもらうことが，

僕のできる恩返しだと思う。



●森鍊

今回タイ研修に参加した理由は，去年 SGH タイ研修に参加した先輩の話を聞い
たことと，去年海外研修のタイコースに参加した友達の話を聞いて興味がわき，研

修に参加した。今回の研修で学んだこと，知ったことは 2 個ある。
1 つ目は人身売買についてだ。行く前までの私の人身売買に対するイメージは，

ただ単に人の売り買いだった。しかし，活動初日にパヤオセンターのスタッフから

聞いた人身売買の話は，私の想像とは全く違った。人身売買にはたくさんの種類・

ケースがあり，ただ単なる人の売り買いではなかっ

た。だまされることや誘拐すること以外にも，自分

から人身売買に行く人，物乞いしている子供や親子

（実の親子かは不明），臓器を勝手に摘出し販売す

ることなど，全く知らないことだらけだった。そし

て，昔は貧困が主な人身売買の原因だったが，最近

では物欲が原因になっている。今では子供たちを人

身売買から守ろうといった動きが多くあることを

知った。

2 つ目は北タイの農村の暮らしについてだ。行く前までは，不便なこと，苦労す
ることがたくさんあるのではないかと思っていた。しかし，一晩ホームステイをし

た時に，自分自身も不便を感じることはなかった。ましてや，おもてなしもよく，

ご飯も美味しく楽しい 1 日を過ごすことができた。日本は「おもてなし」で有名で
あるが，タイの人々は心から優しく，自然におもてなしをする人々が多く，日本よ

りもおもてなしの心があるのではないかと感じた。これは北タイの人々だけでなく，

センターの子供たちも同じような事がいえる。心から感動した。

最後に今回の研修に参加して感じたこと，思ったことがいくつかある。私は幼い

頃を海外で過ごしたため，英語が日常会話のできる程度だが，話すことができる。

今まで 12か国の国々に行ったことがあるが，言語に困ったことは一度もなかった。
しかし今回，言葉が通じず，言いたいことが通じずもどかしい気持ちだった。そん

な中，センターの子供たち自分たちの知っている日本語を使って，コミュニケーシ

ョンをとってくれた。「仲良くなるには言葉はそんなに大切ではない」頭では分かっ

ていたつもりだが，改めて子供たちに教えてもらったと感じた。子供たちとすごい

仲良くなったのは，キノコの苗づくりなどをした，最終日だった。仲良くなってす

ぐに帰国という感じになってしまったので，ほんとに残念だった。いずれ，またセ

ンターを訪れて，センターや子供のために何かをしたいと考えている。今回 SGH タ
イ研修に参加できて，本当にいい経験ができ，本当に良かった。



●金城美穂

 私は，高校 2 年生の時に海外研修でベトナムの孤児院を訪問したことから世界で
起きている子どもの問題に目を向けるようになった。そこでタイにも同じように「人

身売買」という子どもに関する問題があると知り，SGH タイ研修に参加しようと思
った。この研修では主に 3 つ交流から様々なことを学んだ。

1 つ目は，ピン村の高校との交流で印象的だったのはトランスジェンダーの生徒
が何人かいて，それを先生もクラスメイトも受け入れて生活しているということだ。

私は LGBT の問題に対して否定的な考えはなかったが，今回この交流で実際に出会
ったことで改めて平等に接することができると分かった。

北タイの村でのホームステイでは，実際にタイに住む人の生活を体験することが

できた。市場には肉や魚がそのまま売られていたり，家に鍵がなかったりなど，日

本に比べると発展していないものもあったが，その中でも何の不自由もなく生活す

ることができた。そこには日本にない，地域の強いコミュニティや生活能力がある

と感じた。そしてただ発展し，物が増え続けることが正しいことではないかもしれ

ないと感じた。

最後に，YMCA パヤオセンターの子どもたちとの交流だ。センターにいる子ども
たちは，村で生活しているときに人身売買の危険にさらされていたために保護され

てきた子どもたちだった。まず，ここではセンター職員の方から人身売買について

学んだ。そこで私はいかに自分の知識が少なかったかを思い知った。人身売買は，

強制売春などの性的犯罪だけでなく，強制労働，物乞い，臓器売買なども含まれる

とても幅広い犯罪だった。さらに，直接手を下した人だけでなく，勧誘した人など

もその犯罪に加担したことになるから，この犯罪には非常に多くの人が関与してい

るということが分かった。かつては貧困が原因で起きていたこの犯罪も，物欲が原

因になっていることもあり，世の中の変容とともに原因も変化しているが，その犯

罪事態はなくなっていない。しかしタイではこの問題から目を背けず，前向きに解

決しようとしているということも分かった。センターにいる子も同じように，セン

ターでのしっかりとした教育とサポートによって，自分たちの役割を果たし，生き

生きと生活していた。私たちがセンターを訪れた時も細やかな気遣いとおもてなし

で温かく迎え入れてくれた。センターの子どもたちは，1 人でいる時間ができない
ように声をかけてくれて，日本語で積極的に話しかけてくれた。私たちがボランテ

ィアしに行ったはずなのに，私たちの方が彼らからたくさんのことを学ばせてもら

い，感謝の気持ちでいっぱいだった。しかし，甘えたい，遊びたい盛りの小さな子

どもたちであると考えると，やはり子供にとっては幼少期を家族で過ごせないこと

は大きな問題なのではないかと，少し複雑な気持ちになった。

この研修を通して「人身売買」についてもっと多くの日本人が知るべきであると

私は考える。だからここで経験して得た知識をより多くの人に伝えていくことが私

たちの使命だと思う。



●葉山碧里

私は今回初めてタイへ行き，パヤオセンターで子どもたちと過ごしたり，タム村

でホームステイをしたり，タイの学生と交流する中でたくさんのことを学んだ。

センターで人身売買についての説明受けた時，どのような行為が人身売買になる

のか，タイの人身売買法についてなど，詳しく教えてくれた。私は今まで，売春す

るほうにも問題があると思っていたが，身体を売ることになったきっかけや背景を

考えると，騙されて働いている人もいるため，必ずしもそうではないと思った。

近年グローバル化が進み，地球全体の経済や物の品質などが向上しているように

感じる。しかし，一方では人身売買など，犯罪のグローバル化も進んでいる。出稼

ぎ労働者として日本の風俗店で働いている人もいる。江口先生から「犯罪のグロー

バル化が一番急速に進行している」と聞いたとき，私は凄まじい衝撃を受け，今ま

でその黒い部分に気がつかなかった自分にはっとした。さらに，日本が出している

売春婦への保障や扱いは世界でワースト 2 位と聞いて，信じられない気持ちになっ
た。日本で人身売買問題は起こっていないと思っていたが，自分が無知であったと

いうことに気付かされた。日本人が自国の現状を知らないということに問題を感じ

た。

センターにいるのは人身売買のリスクがある家庭から保護された子どもたちだ。

日本にいる子どもたちと何も変わらない純粋な笑顔で迎え入れてくれ，本当に楽し

い時間を過ごした。けれど，人身売買の被害に遭っている子どもたちとセンターの

子どもたちは何が違うのか。こうして楽しんでいる間にも同じパヤオ市内には売ら

れてつらい思いをしている子どもたちがいるかもしれない。一歩違えばセンターの

子どもたちが人身売買の被害者になっていたかもしれない。私がタイで過ごしてい

る間にも，私と同年代，あるいはもっと年下の子どもたちが人身売買の被害に遭っ

ているかと思うと心が痛くなった。

実際に，センターにいる子どもの親から「子どもを繁華街で働かせたいから早く

返してほしい」などと毎日のように電話がかかってくることもあるという。センタ

ーではこうして親の影響で子どもが性産業に入ることをブロックしている。

私は子どもたちがセンターを出た後はどうなるのか不安に思い，センター長のノ

イさんに話を聞いたところ，「センターから出るときには，家庭環境を改善するなど，

子どもたちの周りの環境を整えるため，出た後は人身売買の危険性はほぼない」と

話してくれた。それを聞いて本当に安心したし，1 人でも多くの子どもたちが救わ
れればと思った。

今回，SGH タイ研修に参加し，現地でしか感じられない人身売買の深刻さや，タ
イの人々の暮らしを知ることが出来た。この研修で学んだことを広めていくことが

私たちの使命だと思う。人身売買が起こっているのはタイだけではない。私たち日

本人は日本の問題にもっと目を向けなければならないと感じた。家庭内暴力，強制

労働，そういった日本にある人身売買問題から子どもたちを救うことが重要だ。「無

知は罪なり」という言葉を実感した研修だった。


