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2013 年度 国際文化学科「タイ実習」活動報告 
 

担当教員 市野澤潤平／ブレンダ・ハヤシ 

 

実習の概要 

2013 年度のタイ実習は、8 月 5 日から 21 日の 17 日間にわたり、世界有数の「観光立国」であるタイ

を訪れた。本実習は、タイにおける国際インバウンド観光と地域の経済・社会・文化との関わりや、観

光開発にともなう問題点について理解を深め、観光学的に考察することを、目的とした。タイ実習は、

「国際観光の現場をフィールドワークする」営みである。前期に行った事前学習に基づき、グループに

分かれて、それぞれが選んだテーマについて、調査／視察を実施した。タイでの実地体験を通じて、各

自が見いだした具体的な問いへの考察を展開し、最終的にグループワークの小論文に仕上げていく。 

本学科で学ぶ「観光学」は、地域研究／文化交流という理解の柱のうえに成り立つ。実習では、異文

化交流および理解という観点から、現地の大学を訪問し、現地の大学生との交流や共同作業の機会を設

けた。さらに、グループワークの学習テーマに関連する活動を展開している NPO などを訪問して、フ

ィールドワーク体験の幅を広げた。また、寺院や史跡見学も折り込み、現地文化に触れるよう努めた。 

主たる訪問地は、タイの首都であるバンコク、著名な史跡のアユタヤー、北部の古都であり「山地民」

観光の拠点でもあるチェンマイ、2004 年インド洋津波被災地である南部のタクアパー、世界的に著名な

ビーチリゾートのプーケット、の各地である。 

 

実習の経過 

バンコク タイでは有名な民間信仰の対象である「エラワン・プーム」にて旅の祈願をすることから始

まり、まずは市内を歩いて、タイの空気に触れる。日本とは異なる点が至るところに見いだされ、知的

好奇心を刺激する。バンコクでの調査活動は、タイ国立チュラロンコーン大学政治学部の学生たちの案

内による、「タイの中の日本」を探すグループワークから始まった。タイと日本は、文化的にも経済的

にも関係が深く、特にタイの若者たちの流行の発信地とも言われる「サイアム・スクエア」周辺におい

ては、日本食やポップカルチャーなど、日本の文化的影響がそこかしこで見受けられる。タイ人学生た

ちとともに、そうした要素を探しながら、「日タイ交流」の歴史と現状について、考えるところがあっ

たのではないだろうか。 

 バンコクでは、著名な観光エリアである旧市街およびチャオプラヤー河沿いの寺院を見学した。ワッ

ト・アルンやワット・ポーなどの有名寺院は、タイの宗教美術・伝統文化の結晶であるとともに、国際

観光市場に売り出される上質の観光資源でもある。守られる伝統と、市場経済の論理にどっぷりつかっ

た観光ビジネスとの対比。また、さまざまな経験を積み、タイ観光の多面性を実感するという観点から、

高級ホテルを見学するツアーも行った。特に、世界一のホテルと称されたこともあるマンダリン・オリ

エンタル・ホテルにて、アフタヌーンティーを満喫したことは、印象に残ったようだ。 

アユタヤー チュラ大生たちのコーディネートにより、世界遺産ともなっている史跡があるアユタヤー

を、丸一日かけて散策。かつての王都であり、アジアとヨーロッパの貿易の中継点としても栄華を極め

たアユタヤーには、遠く日本とも、様々な形で交流があった。王都の遺跡に加えて、日本との交流をテ

ーマにした博物館や、アユタヤーの歴史をコンパクトにまとめた展示施設などを訪問した。また外国人

観光客の多いバンコクの有名観光地とはいささか趣の異なる、タイ人のみが訪れる地域密着型の寺院な

どにも足を踏み入れ、タイの過去と現在の文化を縦断的に体験する一日となった。 
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チェンマイ 北部の古都であり一大観光地でもあるチェンマイ。タイでもバンコクに続く規模の都市で

あるが、バンコクと比べると非常にこぢんまりとしている。ここでは、タイ国立チェンマイ大学の学生

たちと交流しながら、タイ北部の文化や社会について学んだ。チェンマイでは、寺院に代表されるタイ

の「伝統文化」こそが、主要な観光商品である。今回交流したチェンマイ大生は、みな日本語を学習し

ており、将来的には日本語を生かした仕事に就きたいと考えている。観光関連の仕事も当然視野に入れ

ているということで、今回の交流は、チェンマイ大学生に「チェンマイを一日で満喫するツアー」を企

画・催行してもらう、という趣向をとった。文化を「売る」側、「買う」側、双方の立場から、さまざ

まな疑問をぶつけ合いながら、楽しい時を過ごした。 

チェンマイは、それ自体が有名観光地であるのみならず、タイ北部に広がる山岳地帯への観光ツアー

の発着拠点でもある。学生たちは、前期授業での事前学習に加えて、バンコクにて、京都大学アジア・

アフリカ地域研究研究科の片岡樹先生から、「山地民」の歴史と現状について、レクチャーを受けてい

た。タイ北部の山岳地帯に居住する少数民族たちは、経済・社会・政治的に非常に苦しい立場に置かれ

続けてきた。今回の実習では、そうした実情について学ぶとともに、それら少数民族たちが、外国人向

けの観光資源として「売り物にされている」現状をも、目の当たりにすることとなった。 

タクアパー タイ南部のインド洋沿岸は、2004 年のスマトラ沖地震による「インド洋津波」の被災地で

あり、8000 人を遙かに超える犠牲者を出している。本実習では、その被災地のひとつであるパンガー県

タクアパーを訪問し、復興の状況、また津波の記憶がどのように受け継がれているかといった、東日本

大震災に被災した東北地方の学生としては人ごととは思えない事柄について、考えさせられる機会をも

った。津波被災孤児を養育する目的で発足した NPO にお世話になって、被災の爪痕を視察して回ると

ともに、孤児たちとふれあう中で、災害や貧困、子どもを孤児にしてしまう社会経済的背景などについ

て、考えさせられた。 

プーケット 最後の目的地は、世界的に著名なビーチリゾートのプーケット島である。観光地プーケッ

トでの体験調査の主眼は、自然が観光資源として開発されている現状を自分たちの目で見て、批判的な

視点から考察することであり、また「微笑みの国」として知られるタイの観光客受け入れにおけるホス

ピタリティのあり方を、体感することであった。 

 5 泊 6 日のプーケット滞在中、プーケットを起点としてパンガー県や周辺の離島を訪れる、いわゆる

「エコツーリズム」の現状を、自分たちの目で確認することとなった。プーケットには年間 400 万人以

上の観光客が訪れる。その膨大な数の観光客が、ミニバスによるピストン輸送で、「サファリ」や「シ

ーカヌー」のツアーに送り込まれていく。それは、観光開発と環境破壊という観点からすると、果たし

て持続可能な実践と言えるのか。学生たちは、事前学習で英語の論文を読み、そのような批判的な視点

を身につけた上で、連日のツアー視察に臨んだ。いささかハード・スケジュールであったが、充実した

日々を過ごせたのではないだろうか。 

 

ほぼ毎日、調査や視察が組まれた密度の濃い日程のなか、自らが持っていた常識や先入観が揺さぶら

れることも多々あったようだ。また旅程の途中で、自分たちが見たこと、そして考えたことについての

振り返りの議論を行った。視察・調査と、そこから展開した考察については、グループごとに小論文と

してまとめる。 

「海外実習」の成果としての小論文とは別に、今回のタイ周遊を「旅行」として記録しておくべく、

学生たちに交代で「日記」を書いてもらった。以下に続く 17 日間の「日記」は、彼女たちが果たして

どんな珍道中を繰り広げたのか、実習の楽しさと雰囲気が伝わってくる内容となっているはずだ。 

（文責：市野澤 2013/10/03） 
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2013 年度 国際文化学科「タイ実習」旅行日記 

 

8/5（月）1 日目  4 年／S. A. 

学生 11 名、引率教員 2 名、計 13 名で朝 8 時頃に仙台空港を出発し、国際線に乗り継いでタイへやっ

てきました。タイに到着したのは、15 時半頃。初めて海外に行く人もいて、皆少し疲れている様子でし

た。バンコク空港に到着してから、ミニバス 2 台でホテルに向かいました。道中、ハプニングもあり、

少し時間がかかってしまいましたが、無事にホテルに到着しました。 

その後、市野澤先生おすすめの遼寧餃子館という中華料理屋に徒歩で行き、餃子などおいしい中華料

理をお腹いっぱい食べました。みな、機内食のお昼から何も食べていなかったので、あっという間に食

べ終わりました。 

そして、夕食の後は、タイの夜の街を歩きま

した。バンコクの夜はとても賑やかで、現地の

人だけでなく外国人もとても多く、屋台もたく

さんあります。日本とは全然違う雰囲気でとて

も賑わっていました。屋台では、バッタのよう

な虫を揚げたものが売っていたりして、初めて

虫を食べたり、日本ではあまりできない貴重な

体験もできました。 

 

8/6（火）2 日目  4 年／M. Y. 

実習タイ 2 日目！ 本日の主な予定は、チュ

ラロコーン大学の生徒との交流。まずは、今後 2 週間以上にわたる実習に備えて、バンコクの街中にあ
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り大勢の参拝客で賑わう「エラワン祠」にて、旅の祈願をしました。ここは願掛けで有名な祠なのだそ

うです。お供え物を買い、タイ式のお参りに挑戦しました。しかし、タイ式にお参りの作法など全く分

からず、アタフタ…。見様見真似で頑張りました。しっかりお参り出来たかは分からないけど、実習が

終わるまで全員が笑顔で楽しく過ごしていけるといいなと思いました。 

  

そして、エラワン祠からチュラロコーン大学までタクシーで向かいました。初めてのタイでのタクシ

ー。言葉も通じないし、ちょっと怖かったな…。でも、チュラ大の学生に電話で連絡して、タクシーの

運転手に行き先を伝えてもらい、何とかチュラ大に到着出来ました。チュラ大はとにかく広かった。 

チュラ大では、図書館と資料館、記念館をチュラ大生に案内してもらいました。チュラ大生とは、主

に英語を使って交流しました。 初は、英語もうまく使えず戸惑いもあったけど、少しずつ会話をして

いく中で交流を深めることが出来ました。 

  

学内見学の後は、3 グループに分かれてグループワーク。グループワークでは、バンコクの中心街で

あるサイアム周辺で、「タイの中の日本」を探しました。私たちのグループは、「プリクラ」に決定！ 実

際に、みんなでプリクラも撮りました。みんなでポーズをきめたり、変顔やキメ顔をしたり、落書きを

したりと楽しかった。 

今日はお参り、タクシー、チュラ大生との交流、プリクラ、などと多くのことを経験することが出来

て充実した時間を過ごすことが出来ました。タイ実習はまだ始まったばかり。これから一日一日楽しん

で過ごしていきたいと思います。 
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8/7（水）3 日目（晴れのち曇り）  3 年／E. Y. 

3 日目の朝は、ホテルのロビーに 9:00 に集合しました。電車（BTS）で船場まで移動し、チャオプラ

ヤー・エクスプレスという船に乗って、ワット・アルンに行きました。ここで観光客のみなさんに注意

が必要です！ タイの寺院では、露出度の高い服装では入れないので注意しましょう！ 

ワット・アルンは遠目で見た時よりも、間近で見たときのほうが建物の大きさと鮮やかな装飾に圧倒

されました。急な階段を登ってワット・アルンの上まで行くと、思ったよりも高さがあるので、上から

眺める景色も素敵でした！ ただ下りも、恐怖を感じるほど急な階段ので、しっかり手すりに掴まって

下りる必要があります。寺院の横には、お土産屋さんがあり、そこでは象の置物や鮮やかな装飾品、布

製品、サンダルなどが売られていましたが、観光地ということもあってか、値段が高かったと思います。

  

再び船に乗り、次はワット・ポーに行きました。タイといったら、この仏像！というような、黄金に

輝く寝ブッタです。白人の観光客がとても多く、あまりゆっくりとは見られませんでしたが、目の前に

すると大迫力でした。横に長い仏像を初めて見たので、感動しました！普段、日本ではブッタの足の裏

を見ることはできませんが、ここでは大きな足の裏にある世界観もみることができます。とにかく観光

客が多く、はぐれないようにみんながいるか確認しながら進みました。 
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それから京都大学東南アジア研究所バンコク連絡事務所のオフィスで、片岡樹先生による山地民に関

する講義を受けました。「山地民」の歴史や先生が調査していたラフ族の慣習、「山地民」とタイ政府と

の関係や問題など、タイには様々な民族たちが絡み合い、複雑な問題を起こしているということを、私

たちにわかりやすく教えてくださいました。 

講義のあとはみんなでグリーンカレーを食べながら、タイで働く 3 人の日本人女性に、どういう経緯

で日本を離れ、タイ（海外）で働くことになったのかを聞きました。私自身、就職活動が近いというこ

と、そして国際文化学科なので海外で働くことに興味がある人もいたと思うので、今回海外で働く先輩

方のお話を聞くことができて良かったと思います。 

 

8/8（木）4 日目  3 年／O. H. 

今日はチュラロンコーン大学の学生プレゼンツの世界遺産アユタヤ視察の日です。チュラ大生が手配

した車でバンコクから一時間かけてアユタヤへ行きました。 

まず、私たちは「日本人町」に行きました。日本人町というのは、16 世紀末以降にアユタヤに渡来し

てきた多くの日本人に対し当時のタイ王国がつくったものです。近くにはアユタヤ歴史研究センターと

いうタイと日本の修好 100 周年を祝ってつくられた施設があり、施設館内には、アユタヤに住んでいた

日本人の暮らしなどアユタヤと日本に関する資料がたくさんありました。日タイ交流をテーマにしてい

る私にとって興味深かったのは、「J‐POP がタイの若者にも人気がある」という資料でした。実際にチ

ュラ大生にも聞いてみると、日本の歌を良く知っている人が多かったです。当時からタイ人は日本の文

一旦ホテルに戻り、“スマートカジュアル”に着替え

て、もう一度船場に行き、マンダリン・オリエンタルで

アフタヌーンティーを楽しみました。お迎えの船も豪華

で広く、景色を見渡せます。ホテルの中はとても高級で、

アジアンテイストだがヨーロッパにいるような雰囲気

を感じさせられました。紅茶やお菓子は、もちろん美味

しくて、食べきれなかったのが残念でした…。 

その後は、電車（BTS）で移動し、アソーク駅で降り

ると、ターミナル 21 という 新ファッションデパート

があります。そこでは階ごとに海外の文化を取り入れた

フロアが広がっていて、トイレにまで反映されているの

で、とても面白く楽しめると思います。 
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化を受け入れ、現在もなおそれが続いているというのが印象的でした。 

  

日本人町を後にした私たちは、水上マーケットに行きました。ただし、ここは観光地としてガイドブ

ックに載っている有名なマーケットではなく、アユタヤの娯楽施設の一部として作られたものです。私

の想像していた水上マーケットとは少し違って、水辺を囲んで円形にお店が建っているといったスタイ

ルでした。規模は大きく、食べ物・飲み物・お土産・服など何でもあり、比較的安く手に入れることが

でき、水上ではボートによるショーもあり、時間が過ぎるのがあっという間でした。ここのトイレは有

料で、1 人 5 バーツ（約 15 円）でした。日本人には有料トイレという習慣がないので、慣れるまで違和

感がありました。 

  

水上マーケットで満足した後、本日 後のスポット、世界遺産であるアユタヤ歴史公園に行きました。

今日は移動が多く、学生も少し疲れが見えていましたが、世界遺産を目の前にすると不思議と疲れが飛

び、みんな目を輝かせながら見学していました。私たちが訪れたワット・プラ・シーサンペットは、ト

ライローカナート王時代に建立され、寺院のシンボルである東西に並ぶ 3 基の仏塔それぞれに、トライ

ローカナート王（1448～1488 年）とその王子らの遺骨が納められていたと言われています。1767 年の

ビルマ軍による第 2 次アユタヤ侵攻で寺院や仏像は破壊され、その跡は現在でも残っていました。寺院

の外では当時の人たちが使っていたトイレなども残っていました。様式は和式トイレに近く、日本のよ

りも足を大きく広げなければ落ちてしまうようなつくりでした。当時の生活を見て感じ取ることができ

た貴重な体験でした。 
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今日のアユタヤ視察は、タイ実習に来る前から楽しみにしていたので、有意義で貴重な体験ができて

良かったです。今日一日のプランを考えてくださったチュラ大生のみなさん、ありがとうございました。 

 

8/9（金）5 日目  2 年／T. S. 

朝出発で、バンコクからチェンマイに移動です。 

この日は Bangkok Airways というタイの国内線を中心に運行する航空会社の飛行機を利用しました。

「Asia's Boutique Airline」をキャッチコピーにしているだけあって、使用機材やサービス内容は日本か

らタイへの移動に利用した ANA にもひけをとらず Air Asia などの LCC（Low Cost Career）とは明ら

かに一線を画していました。機内のデザインや客室乗務員の制服などの色使いも明るくおしゃれで、航

空会社の戦略としてこういう形で個性を出すのは、日本では見られず面白いと感じました。 

ここで気づいたのは、男性の客室乗務員がいるということです。事前学習でも、タイでは職場進出に

おける男女のバリアが日本よりも少ないということは、話題として取り上げていました。しかし客室乗

務員に男性がいるのを実際に見たことは、私たちにとっては大きな衝撃でした。機内食は、タイらしい

マンゴーなどの果物や、観光客には万人受けするだろうサラダやパンで、美味しくいただけました。 

11 時過ぎにチェンマイに到着。私たちの予想を超えて小さな街だったので驚きましたが、雰囲気が日

本の東北地方に似ていると感じ、とても好印象でした。 

宿泊するホテルの近くには、マクドナルドやスターバックスなどがあります。昼食をマクドナルドで

取ることにした私たちは、メニューをみて驚きました。タイ料理の「ガパオライス」のようなメニュー

があるのです。タイ米の上に私たちが口にする定番メニューがトッピングされていました。とても食べ

やすかったです。 

  

昼食をとったあとにバスでチェンマイ大学へ移動しました。チェンマイ大生たちが、事前に用意した

パワーポイントを使って、チェンマイとタイ北部についての詳しい説明をしてくれました。彼女たちは

5 年間日本語の勉強をしているということで、日常会話は普通にできるレベルで、用意してくれたタイ

のおやつを一緒にいただき、楽しく交流することができました。  

夜には、宿泊したホテルの周囲の道路沿いに露店が広がる「ナイト・マーケット」へいきました。バ

ンコクとは雰囲気もデザインも違ってわくわくしました。料理やデザートも豊富で、果物は熟していて

とても美味しかったです。 
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8/10（土）6 日目  2 年／K. E. 

この日は全ての日程をチェンマイ大生が企画してくれました。事前に私たちのために日本語で書いた

スケジュール表を作って渡してくれて、とても親切だと感じました。 

ものすごくカーブの多い山道を登って、チェンマイ市内を一望できる山の上にある寺院 Phrathat Doi 

Suthep へ行きました。300 段以上ある階段を登りそこで参拝しました。ここでの参拝は靴を脱がなくて

はならず、裸足で参拝しました。タイの人がよく裸足で生活をしている光景をみかけていたので、彼ら

は慣れているのでしょうが、私にはなんとも不思議な感じがしました。入口で参拝品をもらいました。

タイでは一般的に、ジャスミンやマリーゴールドなどの花と黄色いロウソクを供えるのが、基本の参拝

スタイルのようです。この時ロウソクがなかなか立たずロウが手の上に垂れてきて大変でした。日本で

は線香を供えることがよくありますが、あれは日本だけなのかと疑問に思いました。 

同じ仏教でも国によって若干の違いを感じました。他にも日本には寝そべった大仏もありませんし、

目線が斜め下を見てはいません。この寝そべったり斜め下を見ていたりする理由がとても気になりまし

た。上からいつも見守っているという思いが込められているのかと私は考え、寝そべっている理由は親

近感を持たせるためかと思いましたが、見ただけでは理由がよくわかりませんでした。（ワット・ポー

にもあった寝そべったスタイルの仏像は、「涅槃仏」と呼ばれ、お釈迦様が入滅する（亡くなる）様子

を仏像として表現したものだそうです。） 

  

そして参拝が終わり、車でチェンマイ市内に戻ると、Tweechol Botanic Garden という公園のなかに

ある、食べ放題ビュッフェのお店でお昼ご飯をいただきした。寿司などもあるお店で、日本から来た私

たちへのチェンマイ大生の気遣いがうかがえました。やはりタイの人は辛いものが好きなようで、とっ

ても辛いサラダを「辛くない！辛くない！美味しい！」といって勧めてきました。私は辛いものが苦手

なので食べたくはなかったのですが、辛くないというので一口恐る恐る食べると、やはり非常に辛かっ

たです･･･。その後は、公園内の自然が豊かで動物が沢山いるところで、一緒にサイクリングをしまし

た。そこにあるレンタル自転車はなんだかこぎづらかったけれども、ダチョウなど珍しい動物をみなが

ら楽しく過ごせました。 

その後もいろいろな寺院をめぐり各場所で色々な説明を日本語でしてくれました。寺院めぐりをして

いるとき、マナーを守らない外国人観光客がたまに目につきました。郷に入っては郷に従えと言います。

そこにはそこのマナーがあるのだから、しっかり守ってほしいとおもいました。 

一通りめぐり終わり休憩のためにカフェに入りました。そこはとてもアンティークでオシャレでした。
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値段も高く、学生は普段なかなか来られない場所ではないかと思いました。私はパンナコッタとマンゴ

ージュースを頼みとても美味しく頂いたのですが、チェンマイ大生が頼んだジュースがとてもまずく、

自分に暗示をかけながら飲んでいました。 

  

後に Wualai Walking Street（いわゆるサタデー・マーケット）をまわり、そこで夕食を済ませまし

た。彼女らのおすすめはハムのような形の肉のすり身で美味しかったです。帰りのバスの中で 1 人の女

の子が日本の歌を披露してくれました。その子は歌うのがすきで日本の歌もたくさん知っていて本当に

日本に興味をもってくれていて、好きなのだろうなと思いました。みんなで一緒に歌ってとても盛り上

がりました。一日中一緒にいたので 後は名残惜しかったです。 

とても親切でいい人たちでした。次の日にホテルにチェンマイ大生からのお土産が預けられていてと

ても感動しました。機会があればまた会いしたいし、今度は日本を案内して同じことをしてあげたいと

思いました。 

 

8/11（日）7 日目  2 年／N. K. 

ホテルから 30 分ほど車に乗り、田畑を抜け、自然が溢れる中に、Bahn Ruan Jai Project の白い建物

がありました。この建物は、孤児になってしまったタイ北部の少数民族の子供たちを保護している施設

です。私たちは「Welcome the team of Miyagi Gakuin Women’s University to Bahn Ruam Jai」と書か

れた垂れ幕に迎えられ、子どもたちによる演奏、豪華な手料理など、とてもあたたかい出迎えとおもて

なしをしていただきました。 

  



宮城学院女子大学 国際文化学科 2013 年度「タイ実習」 

 9 

この施設では、少数民族を支援する様々なプログラムが行われています。例えば、妊婦さんや子ども

が栄養失調にならないために、健康や食べ物の知識を学ぶワークショップ、HIV の正しい知識伝達、タ

イ社会で生計を立てる方法を学ぶために、子どもたち自ら作物を作り売買をさせるなど。ここは、子ど

もたちや女性をただ保護して生活をさせているのではなく、彼らがタイ社会で自立して生活していくた

めの術を身につける場なのです。 

施設の理事長さんが英語で施設や「山地民」のことについて話してくださったのですが、タイの女性

の権利獲得のために奮闘したこと、この施設をより多くの人に知ってもらうための啓蒙運動、ここで育

った子どもたちのその後など、様々な観点から多くのことをお聞きしました。日本で普通に暮らしてい

たら考えられないような悲惨な現状をお聞きし、胸が痛くなりました。でも、その施設の子どもたちは、

少し緊張気味であったものの、笑顔が素敵でとても楽しそうでした。日本のお土産のお菓子を渡したら、

すごく喜んでくれました。やはり子どもたちにとってこの施設はかけがえのないものであり、その施設

を訪問して現状を実際に見聞きすることで、新たなタイの一面を見ることができました。 

その後、数時間車に乗り、少数民族が通常の生活を送っている村、観光客向けに設置された「少数民

族村」を訪れ、「山地民」の生活状況と観光の実情を視察しました。特に観光客向けの村には、欧米人

や中国人による観光ツアーがいくつもやってきていました。ガイドが付きツアーが成立する規模で「山

地民観光」が成り立っており、タイの観光業がそこまで広がりがあることに驚きました。 

  

  

首輪を付けて首を伸ばしている通称「首長族」や「アカ族」「モン族」など様々な民族が、独特な生

活様式や民族衣装を強調し、自分たちの文化を意匠化したタイのお土産を、観光客に売っていました。 
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外部者から見て奇異で面白く見える彼らの住居や衣装も、「山地民」の方々にとってはただ普通の生

活の一端に過ぎないのにも関わらず、生計を立てるために自らの生活を観光化せざるを得ないという現

状が悲しくもありました。今まで、タイの都市部や人気の観光地などを訪れていたため、そのギャップ

に驚きましたが、このような現状を知るために実際に訪問することで、タイの観光業がいかに発展して

いるか、また、タイが抱える課題を学ぶことができました。 

ホテルに帰ったら、9 日・10 日に交流したチェンマイ大学の子たちが、お土産をホテルに届けてくれ

ていました…！ みんなで喜ぶと共に、出会いって素敵だなと改めて思いました。 

  
 

8/12（月）8 日目 

 チェンマイから、バンコク空港で飛行機を乗り継いで、南部のプーケットへ。一日かけて、タイを南

北に縦断する大移動です。プーケット空港からはミニバスに乗り、2004 年のスマトラ沖地震による津波

の被災地である、パンガー県のタクアパーに向かいました。 

 タクアパーでお世話になったのは、インド洋津波で保護者を亡くした子どもたちを保護し、養育して

いる NPO である、Baan Than Namchai Foundation です。津波被災から 9 年が経ち、同財団による養

育・支援活動は、津波孤児にとどまらず、さまざまな事情から保護者を失った子どもたちへと広がって

います。現在、約 80 名の子どもたちが、同財団で共同生活を送っているということです。 

 

8/13（火）9 日目  2 年／H. A. 

この日は、タクアパーで 2004 年の津波被災地を見学、同財団にて話を聞き、子供と触れ合いました。

東日本大震災で大きな被害を自ら受けた私にとって、感じることが沢山ある 1 日でした。被災地では、

津波によって打ち上げられたという船が今でも記念として残されていましたが、私にはその船が小さく

見えました。それほど東日本大震災は大きなものだったのでしょう。 

疑問な点も沢山ありました。まず、沿岸部の津波被害にあった場所に元通り建物が建っていることで

す。日本の東日本大震災における津波被災地では、同じ悲劇を繰り返さないよう、高台移転など、防災

を念頭に置いた新たな街作りが模索されています。インド洋津波に被災した後のタイでは、そのような

考えがあまり追求されないまま、復旧が進んだそうです。そのためもあってか、被災した建物などの修

復は早いのだろうと感じました。対して、震災から 2 年半が経った現在の日本では、防災の議論は高ま

っていますが、被災地の復旧はまだ進んでいません。それが良いことなのか悪いことなのか、という疑

問も生まれました。 
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同財団ではまだ幼い沢山の子供たちが迎えてくれました。その子供たちは何らかの事情で両親がいな

かったり、暮らしていけなかったりする子供たちでした。元気に遊ぶ姿を見ているとそんなことは忘れ

てしまいますが、子供たち 1 人 1 人が辛い思いを抱えているのかなと考えると、自分の無力さに悲しく

なりました。しかし、私たちにもできることはあると考え、夜には歌を披露したり遊んだりしました。

とても喜んでくれ、笑顔で抱き付いてくる子供たちを見ることで、やって良かったなと感じました。 

これを通じて私も世界に役立つことを何かしらしたい。行動したいと思うきっかけのひとつになった

1 日となり、タイ実習の中でも心に響くことが多い日だと感じました。 

 

8/14（水）10 日目  2 年／O. N. 

タクアパーからプーケットへ移動。津波被災地を見学した後、プーケットのホテルへ行き、午後から

夜にかけてはショッピング・センターを訪問しました。 

朝起きて、お世話になった Baan Than Namchai 財団へおそろいのポロシャツを着て出向き、朝ごは

んをご馳走になりました（そのポロシャツは、財団が記念のお土産として私たち全員にプレゼントして

くれたものです）。タイ米のおかゆをニンニクのきいた空芯菜、甘いウィンナーと一緒に食べました。

ここのごはんは日本人むけにしてくれたのか、極端に辛かったりすることもなくホッとする料理ばかり

で嬉しかったです。 

 朝ごはんのあとは部屋に集合し、タイに来てから二回目の振り返りの時間。ホスピタリティ、自然環

境についてその分野を担当したメンバーが感じたことを中心に話し合いました。ホスピタリティでは、

「微笑みの国」について考えました。日本と他の国の違いを沢山みつけ、発見や驚きのあるなか、先生

からは共通するところもみていけるようにとアドバイスをいただきました。自然環境では、観光大国と

されるタイの現状について実際に来て感じた想像との相違点についてあげられ、バンコクでの異臭、衛

生面、「ごみ」について考えました。また山地民でのことは政府と民族の関係が複雑であり、どうした

ら民族が自身の問題について気づけるのか考えるきっかけになりました。 

振り返りの後は、津波被災地を訪問。International Tsunami Museum では津波のおこした悲惨な現状

を感じつつ、その場所が管理しきれていないことなど運営する上での裏側も考えました。無人の事務所

や建設途中のままの建物がありました。 

その後はプーケットまで、二時間の陸路移動。ホテルへついて軽く休憩のあとは、プーケットのパト

ンビーチで 大のショッピング・センター、ジャングセイロンで解散し、自由行動です。 
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 ここに来て感じたのは下水処理の現状と旅行客の多さです。パトンビーチは下水処理がしっかり行わ

れていないときいたけれど、すごく違和感がありました。どこをあるいていても海外からの人がいて日

本人にもよく会いました。その場で会ったひとと、お土産なににしたらいいか、など交流があったのも

面白かったです。部屋へ帰ってきたあとは、気に入ったものをバンコクでまとめ買いしようという作戦

で、ラーメンやお菓子の試食会をしました。 

街から外れた施設での朝から始まり、被災地での観察、プーケットへの移動の一日でした。 

 

8/15（木）11 日目  2 年／Y. Y. 

この日、私たちは実習の事前学習で学んだ「エコツーリズム」が実際にどのようなものなのか、実際

にサファリ・ツアーに参加し見に行きました。私たちのように外国人観光客がたくさんいました。なの

で、想像していたよりも人気のツアーなのだということが見て取れました。 

まずはバギー（4 輪の大きいバイクのようなもの）に 1 人ずつ乗ってぐるぐると、足場の悪い泥の中

を走りまわりました。とってもスリルがあってハラハラする乗り物でしたが、ガイドさんが乗り方のコ

ツを教えてくれたので、楽しく乗ることができました。そのあとにバスに乗って移動して象のショーと

猿のショーを見ました。私たちは象や猿がどのような環境の中でショーをしているかなどを見ることが

出来ました。そのショーを見終えると近くにフィッシュ・スパがあり、みんなで水槽に足をつけて体験

しました。フィッシュ・スパが象や猿のショーを行っているところのそばにあったため、象や猿のショ

ーがどのように行われているかというのを観客席とは違う方向から見ることができました。 

  

そして、ご飯とお買い物！ お昼はケバブを食

べました。ハンドメイドのガラス細工のネックレ

スや、タイシルク、気になったお店にはいりまし

た。ガラス細工の店の店員さんは、そのお店が横

浜にもあり、日本人が来てくれたことが嬉しかっ

たようで Facebook に写真を載せてくれました。

なんといっても一番夢中になったのは食品売り場

です。簡単なお菓子や果物、タイ料理のレトルト

食品、大々的に旅行のお土産として売られていな

いタイ文字の商品もあったのでみんな自由に買い

物をして過ごしました。 
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そのあとラフティングをしました。ラフティングでは、それぞれ水着に着替え、4～5 人ずつに別れて、

カヌーに乗りました。カヌーには、船を漕ぐガイドさんが前後に 1 人ずつ、ついてくれました。荒い波

の急流を、そのカヌーで移動します。川の波がすごく荒いので、カヌーに乗っている間は水しぶきがた

くさん飛んできて、カヌーも左右に傾くので、スリル満点でした。私たちのグループは反応が良かった

のか、ガイドの二人が水をたくさんかけてくれたり、川の中に入って泳がせてくれたりしました。ラフ

ティングが終わると、ピックアップ・トラックの荷台にたくさんの人と一緒に載せられ、元いた場所ま

で運んでもらいました。日本ではトラックの荷台に乗って移動することがないのでとても新鮮でした。

ラフティングのあと、は昼食をとりました。たくさんメニューがあり、外国人を意識したのか、典型的

なタイ料理といった特有の香りのするものは少なく、食べやすいものばかりでした。 

昼食を食べ終えると、バスで元いた場所に戻って、象に乗る順番を待ちました。象に乗る人数は、2

～3 人ずつが１グループとなります。象に乗るのを待つ間、近くで（象のえさ用に）売っていたバナナ

を、各グループが一袋ずつ買いました。象の背には、大きな椅子のようなものが置いてあり、そこに 3

人で座りました。象の背中からの景色はほんとうに高くて、見晴しが良かったです。象のペースで歩い

ていて、とてもゆったりと道を進みました。象使い 1 人が、決まった 1 頭の象を管理しているらしく、

象使いによって象に対する扱いが違っているのが分かりました。象使いの方々は、ミャンマーからの出

稼ぎの人が多いということを、私たちの乗った象の象使いが教えてくれました。またその象使いからタ

イの言葉を教えて貰ったり、日本語であいさつしてもらえたりしたので、すごく楽しかったです。 

  

これらの体験が終わると、私たちはホテルに戻り、夕食に向けての準備として、着替えたり休息した

りしました。今日の夕食は、海が見渡せる高台にあるイタリアン・レストランで、いただきました。食

事をしながら、プーケットで働く日本人、3 人の方からお話を伺いました。海外での就職に関すること

や、タイでの暮らしなど、さまざまなことを話していただけました。その内容は、外国で働くというこ

とや、海外から見た日本の姿など、私たちが分からないこと、気づかないことばかりでした。3 人の方

の体験はとても貴重なものばかりで、聞いていて飽きませんでした。また、私たちの悩みや質問にも親

身になって答えてくれたのでとてもためになりました。 

今日は事前学習で読み合わせをした論文にもあった、タイで行われている象を使った「エコツーリズ

ム」やラフティングなどを実際に見に行って体験したり、タイで働く日本人の方の話を聞いたりという、

大変「濃い」一日でした。タイでの観光の分野について、「エコツーリズム」体験とタイで働く日本人

の方々のお話から多くを学ぶことが出来て、充実した一日になりました。 
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8/16（金）12 日目  4 年／S. A. 

「エコツアー」といわれているコーラル島ツアーの体験。コーラル島ツアーは、ミニバスで港まで行

き、そこからコーラル島へ向けて船で出発。バナナボートかパラセーリングを選択し、体験する。それ

以外は自由行動で、海に入って泳いだり、シュノーケリングをしたりといったツアーであった。 

 コーラル島の海はとても青く、きれいで、シュノーケリングをしていると、魚が間近でよく見ること

ができてとてもきれいだった。宮城県に住んでいると、こんなきれいな海はみることができないので、

感動した。観光客もとても多く、日本人も多くいたので人気のあるツアーなのだろうと思った。 

昼食を食べ、夕方までツアー体験をした後、ホテルへ戻った。 

 ホテルへ戻った後、夜は実習メンバー数名で集まり、ホテルで夕食をとった。タイのスーパーやコン

ビニで売っているカップラーメンやお菓子などを食べ、日本に売っているものとの違いや似ているとこ

ろなど、様々な発見をしながら食事ができたので、とても面白かった。           。 

 

 

8/17（土）13 日目  3 年／E. Y. 

 ホテルのロビーに 9:40 に集合し、まずスワナクハ洞窟寺院を訪れました。そこでは、半野生のサルが

元気に駆け回り、のんびりしているサルもいて間近で見ることができます。ここは洞窟寺院というだけ

あって、洞窟の中に寝ブッタ像があります。奥にはまだまだ道があり、お坊さんが修行に使っていたと

思われます。ここでも、服装は露出度が低いものを着ていくことが必要です。しかし、今日私たちが参

加するツアーはメインがシー・カヌーなので、服装は身軽な感じの観光客が多く感じられました。なぜ

露出が高くなる服装になるツアーになるのに、ツアーの中に寺院の観光を組み込んでいるのか少し疑問

に思いました。 

 それから船場に行き、ボートに乗り込んでマングローブの森の間を通って移動しました。ガイドさん

が犬の形のような島やゾウの形のような島を、指をさして教えてくれましたが、なかなかそうは見えま

せんでした。私たちが見たときは、干潮でマングローブの根が見えている状態でした。そこでは干潟が

できて、カニやハゼが見えました。 

ランチはイスラム教の人たちが暮らしている島でとりました。その島の人々は周りが海なので漁業を

して暮らしているようです。料理はおいしかったのですが、トイレは汚く感じました。ここはトイレな

どの下水もすべて海に垂れ流しているとのことでした。 
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 その後またボートに乗って移動し、シー・カヌーを体験しました。ライフジャケットを装着して、2

人ずつ観光客が乗り、タイ人が漕いでくれました。途中、ココナッツジュースを売っています。とにか

く、日差しが強いので対策が必要です。カヌーが終わり、船に戻ると飲み物をくれましたが、気づいた

ことは、船で余った飲み物は海に流しているということです。このツアーでは、環境への配慮が十分に

なされていないように思えました。 

 次はジェームス・ボンドの映画の舞台になったという島に行きました。島には店が並んでいて、そこ

ではイスラム系の女性たちが商売をしていて、出稼ぎに来ているのかなと感じました。子育てをしなが

らの女性もいました。 

  

 帰るルートでは、ガイドさんが「4000 年前に描かれた壁画」がある島を紹介してくれました。実際の

ところは不明ですが、4000 年前に描かれた絵のようには感じられませんでした。 

 この日の 後はサイモンキャバレー！ サイモンキャバレーは踊りや歌を中心としたミュージカル調

で、ニューハーフの方たちが約 20～30 人ほどいました。トップスターの人は、華美な衣装で登場し、

とてもきれいでした。劇場もとてもきれいで、外国人の観光客が多かったです。パフォーマンスの中に

は、カンナムスタイルやレディー・ガガの曲に合わせて踊るものあり、盛り上がりました。 後はチッ

プ（基本 100 バーツほど）を渡せば、写真を撮らせてもらえます。 

 

8/18（日）14 日目  4 年／M. Y. 

タイ実習 14 日目！ 本日は、ラチャヤイ島にてダイビング体験。 
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ラチャヤイ島までは、船で約 1 時間半。初めてのダイビング体験。 

  

初は、海に潜るのがとても恐くて、ウキワにつまってばかりだった…。でも、覚悟を決めて少しず

つ海底へ。 

海の底は、魚がいっぱいで、今まで見たことのない光景だった。私は、水族館では決して味わうこと

の出来ない海に世界を堪能出来たと感じています。魚の大群が自分の目の前を通り過ぎる姿。今でも目

に焼き付いています。本当に凄かった。また、ダイビング体験は、貴重な経験であったと感じています。 

この実習に参加したことで、多くのことを経験することができ、本当に満足しています。実習も残り

3 日。残りの時間も楽しんで過ごしていきたいと思います。 
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8/19（月）15 日目  3 年／O. H. 

このタイ実習も残すところ 2 日となりました。プーケットのきれいな海に名残惜しさもありましたが、

午前 9 時にプーケットのホテルをチェックアウトした後、バスでプーケット空港へ行きました。実習が

まだ 2 日残っているのですが、 終日の移動手段の関係でバンコク空港にスーツケースを預けなければ

いけないということで、空港に着いてからちょっとした事件もありましたが、無事に（？）バンコクに

着くことができました。 

バンコク市内のホテルに着いてから少し休憩してから、夜には打ち上げをかねて、食文化班の企画に

よるタイと他国の料理との比較検討会を行いました。会場は、食文化班が選んでくれたイタリア料理店

です。このお店はピザが有名で、実際に皆さんにおすすめしたい程美味しかったです。 

   

この実習には 2～4 年生が参加していましたが、日を重ねるごとに学年関係なくみんな仲良くなって

いました。 後の打ち上げでは、実習の写真を見せ合ったり、旅の思い出を語り合ったりと楽しい時間

を過ごすことができました。 

帰り道、私は風邪気味だったので薬局へ寄りました。そこで驚いたのがのど飴の種類でした。タイの

薬局はのど飴といっても、「タンが出る時用」「渇いた咳が出る時用」その他にもたくさん種類があり、

日本では見られない光景に驚きました。 

とうとう明日はタイ 終日です。やり残した事が無いよう、 終日、張り切っていきます。 

 

8/20（火）16 日目  2 年／N. K. 

この日は終日自由行動で、グループに分かれてバンコクの市内を回りました。私たちは、まずお土産

を買いにタイのスーパーに行きました。そのスーパーでは海外からタイに移住してきた人や長期滞在の

観光客向けのスーパーで、多くの日本商品が高値で売られていました。 

このようなスーパーが街中にあることも、タイに移住して仕事をする人が増加していること、観光立

国であることを表しているのだと思いました。その後、ショッピングモールや商店街なども回りました。

お昼はショッピングモールの中にあるフードコートで食べましたが、そのフードコートでは、まずカー

ドにお金をチャージし、料理を頼む時にそのカードを渡します。カードにお金が残っている場合は返金

ができます。チェンマイのフードコートでは、カードではなくクーポン券を購入して利用しました。ど

ちらも日本では見られないシステムで少し戸惑いましたが、お金を支払う場所を一箇所にし、人の流れ

を早くするためにそのようにしているのだと思いました。 
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その後、旅の前半で交流したチュラロンコーン大の学生たちに教えてもらったお店や、外国人向けで

はないスーパーなどに行き、タイ 終日を存分に楽しみました。また、この頃になるとタイでの生活に

慣れていたため、バンコク市内を走る電車（BTS）にも学生たちだけで乗車し、目的地まで移動するこ

とができました。 

一日中バンコク市内を回って写真を撮る暇もなく存分に楽しみとても疲れたので、屋台料理のバナナ

揚げとタイ米のおかゆを買ってホテルで食べました。このふたつは個人的に、非常に安くてとてもおい

しいと感じていたので、滞在中たくさん食べました！ 

 

8/21（水）17 日目  2 年／T. S. 

本日、 終日です。あたりはまだ暗い早朝５時にロビー集合。タクシーに分乗して、各自空港へ行き

ます。日本と違って運賃は安いですが、チップを多めに払いました。チップはタイでも多く見られる習

慣の一つです。 

 そしてタイから出国です。 

バンコクから東京、成田空港で乗り換えて仙台へと帰ります。帰りの飛行機も ANA でした。ANA

は日本を代表する航空会社として有名ですが、ここでホスピタリティに触れました。成田空港から仙台

へ発つ際、離陸時間から 20 分ほどの遅れが発生してしまいました。そこで機長から心配する私たちに

アナウンスが流れました。内容は遅れている理由、着陸時間の予想、謝罪の言葉。そしてたまたま左手

に上がった、打ち上げ花火をどうぞご覧下さいという案内でした。遠くに見える打ち上げ花火に子供は

もちろん、私たちも大人もにこやかになりました。 
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このような心遣いにあふれたサービスは、なかなか無いでしょう。日本のサービスが世界から高い評

価をもらう理由は、このような小さいことから来ているのでないでしょうか。日本にいるだけではわか

らなかった高度なホスピタリティを体感することができました。 

朝から 12 時間以上をかけて、無事全員揃って仙台に戻ってきました。今回の実習旅行を通じて、異

文化、観光以外にも学んだことはたくさんありました。これからこの経験をどういかしていくかは私た

ち次第です。しかしこの仲間たちでタイ実習に参加できたことを誇りに思えることは確かだと思います。 

 後になりましたが、市野澤潤平先生、ブレンダ・ハヤシ先生、諸先生方、現地の皆さま、そして私

たちのサポートをしていただいた皆さまに、心より感謝いたします。皆さまのおかげで、良い経験を積

むことができました。本当にありがとうございました。 

  

  

 


