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○ はじめに

2012 年 9 月 8 日から約 1 週間、ドナーの方々からいただいたそろばん 80 丁を、東南ア

ジアの内陸国、ラオスの小学校へ届けることを主目的に、彼の地を訪れました。

ラオスは、私にとって 2009 年 9 月の訪問以来、3 年ぶりの 2 回目。同行した NGO 民際

センター/福岡の山里君、そして、たまたま、インドからの帰途に合流した私の次男秀平に

とっては、初めての国でした。

この訪問のきっかけは、昨年 11 月、宮田修さん/福岡在住との出会いに始まります。

彼は既にリタイアした身ですが、ラオスでそろばん教育が行われ、日本製の木の玉で出来

たそろばんが入手しづらいということを知り、お一人でコツコツと集める活動をされてい

ました。それで、旧知の山里君と一緒に、お手伝いをしよう、ということになったのです。

そろばんは、今ではあまり使われていませんが、子供の算数教育に良い効果があること

が知られています。貧しい国なので大量に輸入することはかないません。そこで、我々の

友人知人のネットワークに声をかけ、使い古しで眠っているそろばんを集め始めました。

幸い、みなさんのご協力・ご支援が得られ相当数が集まりました。しかし、次の問題は

“どこへ届けるか”、でした。せっかく贈っても、教える先生がいない、または、不十分な

ところでは、役立てて欲しいと言うドナーの気持ちが伝わらないので・・・。

ラオスでは、2004 年から、ある日本企業の資金援助でそろばん教育が始まり、首都近辺

で 10 校・近隣県で 5 校の小学校が対象とのことでした。しかし、その資金援助が途絶えた

5 年前以降、現地の情況が不明で、この活動に関わった NGO 民際センターや在京のラオス

大使館などにヒアリングを重ねました。苦労している時に、私のネットワークから、JICA

ラオス事務所から教師用そろばんの発注があったとの情報が入り、JICA に問い合わせると、

ある青年海外協力隊の隊員が、ラオスの田舎の小学校に算数教師として赴任し、そろばん

を教えていることがわかりました。その後、JICA、民際センターの現地事務所のご協力を

得て、この小学校に贈ることが決まり、今回、出かけて行ったのです。

出発が１週間先に迫った 8 月の終り、この JICA 隊員に他に何か欲しいものがないか、と

（当方は、漬物や日本食などのつもりで）問い合わせたところ、何もないところなので、

楽器や色鉛筆・消しゴム・折り紙などの学用品があれば嬉しい、との回答があり、それか

ら急遽、友人のネットワークでドナーを募りました。ありがたいことに、短期間にも拘わ

らず、多数の方々から大量の学用品をお寄せいただきました。みなさんのご厚意に心から

感謝しています。これら学用品を荷造りし、多少の飛行機の超過荷物料金はものともせず、

送っていただいた全てを持って、9 月 8 日、成田空港から旅立ったのでした。

～奥様の体調がすぐれず、参加できなかった宮田さんの想いも背負って・・・。
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Part Ⅰ．村の様子とカンカイ小学校

１．シエンクワン県・ペック郡・カンカイ村

そろばん贈呈先のカンカイ小学校があるシエンクワン県は、首都ビエンチャンの北

東 200Km の山岳地帯にある。飛行機なら 30 分の距離だが、車で行くと 400Km あり、

良くて丸一日かかる。道路は曲がりくねっているし、雨季には土砂崩れで寸断される

こともあるので、陸路は勧められないとのこと。

カンカイ村は、飛行場のあるポーンサワン市から、さらに 7Km 山地に入ったところ

にあり、ベトナムのハノイと結ぶ幹線道路に沿って、細長く伸びる小さな村だった。

前回訪れた中南部サバナケット県の、平野が広

がる中の村とは、ずいぶん様相が異なり、山合い

の盆地にある。

ただ、比較的交通量の多い道路に面し、近くに

教員養成短期大学とその学生寮もあるせいか、道

端には売店・食堂が２～３軒、そして驚いたこと

に、最近できたばかりだというインターネット・

カフェ＊まであった。

（＊と言っても、インターネットへの接続ができるというだけで、PC は持参するらしい。しかし、電圧が

不安定で PC がよく壊れるので、実際には、怖くて持っては行けないとのこと。）
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２．カンカイ小学校

１）学校の様子と学用品贈呈式

小学校は幹線道路から少し入った池のそばにあり、雨季でぬかるんだ道を苦労して

進んだ。建物は立派なコンクリート造りで、数年前、日本企業の援助で出来たものだ

という。例によって飛行機の到着が遅れたため、生徒達はまばらだったが、郡の教育・

スポーツ省の副局長さんと校長先生以下先生方が、我々を迎えてくれた。

到着すると、贈呈式の段取りがキチンと

出来ており、持って来た学用品の段ボール

箱を前に、長いスピーチが始まる。最初に、

副局長さん、そしてこの学校の女性の校長

先生。私もドナー代表として、これら学用

品を子供たちのために役立てて欲しいと

述べた。

校長先生は、もちろん日本語も英語も話

さないが、笑顔がきれいで、子供たちへの

優しさや愛情が、滲み出て来るような方だった。

カンカイ小学校は、生徒数 266 名（1～5 年生：ラオスの小学校は 5 年制）で、この

近くの他の 3 つの小学校を束ねる母校的な位置付け。1 年生から 4 年生までは、各学年

55～59 名と平均しているが、5 年生が 39 名と少ないのは、やはり年長になると両親を

手伝って田畑に働きに出るせいだろうか。このパターンは周辺の３校でも同様に見ら

れる。男女で見ると、男子が少し多い程度だが、先生はほとんどが女性。

ラオスは、ラオ族が中心民族で人口の 60％を占める。しかし、この地域には少数山

岳民族のモン族が多く、言語は学校で授業する標準語のラオ語とは全く異なっている。

彼らはどうしても自分たちのグループで固まってしまい、他のラオ族の子供たちとは

なかなか交わらない。それで、低学年での落第やドロップアウトが多い。先生たちも

この融合には、特に、気を遣っているようだ。

贈呈式の後、学校の子供たちが私たちを歓迎

して、踊りを踊ってくれた。民族衣装を豊かに

着飾って、少し恥ずかしそうに踊っていた。

頭に、黒い帽子を被っているのが、少数民族

モン族の子供たち。
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子供たちは、みんな歩いて通学する。中には 5 キロから 7 キロも山道を歩いて通学

する子もおり、毎日だから大変だ。授業は、朝 8 時に始まり、90 分の授業が午前と午

後、各 2 コマづつ。小学生が 90 分も集中力が持つのかと疑問に思うが、これが、国が

決めたカリキュラムだと言う。但し、昼休みは 2 時間とってあり、ほとんどの子供は

家に帰って昼食をとる。だから、午後は、戻って来ない子供もいる。

２）そろばん授業

一日目は、贈呈式だけで終わり、翌朝、小学校の授業を参観させてもらった。

ここは 5 年生のクラスで、つい先日、そろばん授業を始めたばかりだという。まずは、

そろばんの数字の置き方から練習していた。子供たちは、もの珍しそうに、不器用で

はあるが、指を使ってそろばんの感触を確かめていた。

この女性が、JICA 青年海外協力隊員で、算数教師の松井美希さん。

昨年の 4 月にラオスに赴任し、もう 1 年半にな

る。名古屋出身で、日本では小学校の保健体育の

先生なのだが、そろばんの心得があったので、こ

ちらで取り組むことにしたそうだ。

最初は、意気込んで掛算も割算もと目指したが、

やはり時間と教えるレベルの面から非現実的と

悟り、今は、基本的な足し算・引き算に絞って教

えている。

そろばん教育は、教える先生の教育と確保が大事なのだが、それは、自ら他の先生

方に教えることで継続性は保てそう。但し、現地の先生は、位取りの仕方など、計算

に関する基本的な考え方が日本人とは異なっており、この面でも大変苦労したという。

彼女からは、このほかにも、当地のいろいろなお話を伺った。
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３）楽器と他の学用品

楽器は、リコーダーや鍵盤ハーモニカなど多数をドナーから送っていただいたが、

正直、この田舎の小学校で使いこなし、教えられる

先生がいるかどうかが不安だった。

授業に音楽の科目はあるにはあるが、歌うことが

中心で、楽器はいいところ太鼓ぐらい。でも、幸い

なことに、音楽好きの男性の先生がいて楽器も良く

使いこなすので、安心した。相当数の楽器を置いて

来たが、きっと活用してもらえると思う。

その他にもたくさんいただいた学用品の中から、まず色鉛筆を取り出して子供たち

に顔の絵を描いてもらった。

ちょうど理科のクラスがあ

り眼の勉強をしていたから

で、子供たちは、いろいろな

色の鉛筆を取り出して、思い

思い、真剣に描いていた。

他のクラスも覗いてみる。

（先生方の間に、日本のテレビが取材に来るという誤報

が回っていて、みなさん、今日は、おめかしして来てい

るので回ってあげて欲しいとは、松井さんの依頼。）

先生方は、皆、我々の訪問を歓迎してくれた。

特に校長先生は、翌日、松井さんと一緒にポー

ンサワン市の空港まで、我々の見送りに来てく

れたほど。

教師職は公務員で待遇が良くないので、ほとんどが共働き。ここは、珍しく幼稚園

が併設され、また、すぐ隣には中学校があったが、

こちらは今にも崩れそうな粗末な校舎で、この付近

の典型的な学校の姿。

但し、こんなに近くに中学校まであるのは、他

の農村と比べ、大変恵まれている。この付近の子

供は、家の事情（即ち、農家の働き手事情）さえ

許せば、中学校へも行けるのだから。
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４）休み時間の子供たち

1 時間目の授業が終わった後、子供たちと先生はみんな校庭へ出る。まず、全員揃って

体操をした後、それぞれが思い思いに遊び始めた。ゴムとびをしている子供たちがいて、

私たち 3 人もその輪に加わる。遊び道具は、日本と違って単純なものばかりだが、みん

な元気に跳び回っていた。

時期は９月で雨季も終りに近く、校庭の日差し

は強かった。ただ、山間の盆地にあるので、朝晩

は涼しく、過ごしやすい気候ではある。

（子供たちに負けじと、頑張る日本人青年も・・・。）

５）下校

２時限目が終わると、みんな、三々五々、家々へと帰る。昼食のためかなと思ったら、

この日は水曜日で午後の授業はないそうで、掃除を終えて、みんな楽しそうに手をつな

いで帰って行った。
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３．不発弾とベトナム戦争の影 ～NGO の活動・ジャール平原など

この付近には、ベトナム戦争の頃の砲弾や不発弾が多く、こうして町のレストランの

店頭にオブジェとして飾ってあったりする。特に、クラスター爆弾という一つの親爆弾

から数十個の子爆弾がばら撒か

れるものは、実に、その 1/3 が

不発弾として原野に眠っている。

学校には警告を発するポスタ

ーが貼ってあったが、毎年、何

人かの子供たちが犠牲になって

おり、我々も道から離れたとこ

ろには立ち入らないように注意

されていた。

あまり知られていないが、ラオス国内でも、ベトナムと米国の支援を受けた勢力間の

戦いがあり、特に、ベトナムとの国境寄りの一帯は、実際の戦闘と爆撃があったところ。

一説に、国民一人あたりの爆弾投下量はラオスの方がベトナムより多いのだと言う。

特に、この地方は、ちょうどタイの基地からハノイへ北爆に向かう爆撃機の飛行ルート

に入っていて、霧で爆撃を断念し、その爆弾を捨てて帰る機もあったのだとか＊。

（＊いわゆるホーチミン・ルートはこの県を通っていた。ベトナム戦争中にラオスに投下された爆弾は

２百万トン。これは、第 2 次世界大戦中に日本とドイツに投下された爆弾の合計を上回ると言う。）

地雷と違って、爆弾や砲弾の不発弾は、場所を選ばず

広範囲に散らばっているので、処理が大変。たまたま、

日本からの NGO が、近くで不発弾処理の実験を行って

いるというので、出かけて行った。

JMAS(日本の地雷処理を支援する会)と言うNGOで、

コマツのブルトーザーを改造した処理機を使い作業し

ていた。このショベルは、30cm ほどの深さを掘って走

行し、地雷や不発弾を探り出す。技術専門家・亀井さん

（左写真）は、カンボジアで 4 年間、地雷除去の活動を

した後、今年の初めから、クラスター爆弾などの不発弾

処理に、この機械を活用できないか、という実験を、こ

こで行って来たそうだ。

技術的には、ショベル部分を改良すれば使えるとの感

触を得たのだが、その改良と日本からの搬出には貿易管理令など日本側の法制上の制約

があって、現状では無理。今回は撤収し帰国せざるを得ないと、大変残念がっていた。
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この付近には豊かな森林資源があり、また金など希少鉱物も出るのだが、不発弾は、

その開発を妨げている。危険を冒して取りに行く人もいるので、事故が後を絶たない。

上の写真は、古代の石壺が広がるジャール平原。（右は、爆弾が落ちた跡。）

この近くにある名所で観光客も訪れるのだが、ここも通路以外は立ち入り禁止だった。
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Part Ⅱ． 首都ビエンチャンにて

首都ビエンチャンは、人口 70 万人のラオス政治経済の中心都市。事前のアポで、教育・

スポーツ省、JICA、民際センター(EDF)事務所、他のそろばん教育実施校や大学など

を訪問した。

１．教育・スポーツ省

会ってくれたのは、対外関係局の局長さん。2015 年の ASEAN 域内経済統合を前に、

・地方を中心に教育レベルの引き上げを図っていること、

・教員養成短期大学の地方都市への設立/展開や、教師の待遇改善への取り組み、

・少数民族の教師育成や奨学金など、国としての支援の充実、・・・などなど。

いろいろな取り組みを、熱っぽく、かなりの早口で語

ってくれた。我々日本や諸外国からの教育支援に大変

感謝していることも、付け加えるのを忘れずに。

2015 年は、国連が掲げる「ミレニアム開発目標」の

目標達成年でもある。その 8 つの目標の 2 番目にある

のが「普遍的初等教育の達成」であり、この意味から

も一層の取組が望まれる。

2．JICA ラオス事務所

所長の戸川さん、次長の米山さん、そして、今回、特にお世話になった戸谷さん

（教育担当）が迎えてくれた。伺ったお話しは、

・ラオスの JICA には、日本人職員 20 名の他、日本からの派遣隊員が 73 名駐在し、

（青年協力隊員が 52 名、シニアボランティアが 21 名）、世界でも派遣者が多い国。

・NGO を含め、多くの国の機関が活動しているが、JICA がトップ・ドナー。

他の国では、フランス、ドイツ、そして近年、中国の進出が顕著。

中国は決断が早く、支援（投資）金額も大きいが、問題含みでもある。

（例：雲南地方から首都ビエンチャンまで、南北をつなぐ鉄道建設の提案があるが、

鉄道の両脇各 5Km の独占的使用権を要求されているので、ラオス政府も二の足を踏

んでいる。）

・産業は農業が中心だが、他に有望な分野もある。例えば、電力（水力発電）は、まだ

潜在能力の 10％程度しか開発されていないが、既に、余剰分をタイに輸出している。

鉱物資源も豊かで、特に北部山岳地方に分布。前述の不発弾の問題があるので、JICA

としては、設備機器の供与・要員の訓練といった形で支援している。

・・・などなど。
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３．民際センター（EDF）ラオス事務所～市内の小学校とそろばん授業、ラオス国立大学

など～

民際センター（Education for Development Fund）は、同行の山里君や私が支援し

ている NGO。メコンデルタ地域で、小中学生の進学支援を中心とした取り組みを、も

う 25 年前から行っている。今回は、そろばん贈与先の選定やビエンチャンでのアポな

ど、所長のカムヒアンさんに、大変お世話になった。日本の NGO だが、理事長の方針

で、ここビエンチャンの他、バンコク・プノンペンなどの現地事務所は、全て現地の

人で運営されている。（民際センターについては、前回レポート「ラオスの村体験記」

及び、同センターホームページ http://www.minsai.org/ をご参照。）

EDF では、我々のために市内のそろばん教育実施校に授業参観をアレンジしてくれ

ていた。その小学校は、メコン川から遠くない市の中心にあり、Mixay Primary School

という(「勝利の学校」という意味だとか)。生徒数は 103 名と少なく、親は多くが公務

員というホワイトカラー家庭の子供たち。校長先生は、ハキハキと元気のいい女性で、

当方に対する質問も多く、進歩的な方だった。

ここのそろばん授業は、カンカイ小学校と違って歴史があるせいか、整然と行われて

いた。教師用のそろばんや自前の問題集も揃っており、子供たちも慣れた様子。

校長先生によると、そろばん教育には３つの長所があって、それは、

① 子供たちの「集中力」を高めること、

② Have fun～即ち、楽しく学べること、

③ 頭を働かし、使うこと、

だそうだ。 校長先生自らが、最初にそろばんを覚え、他の先生方にも教えたという。

ただ、その内容は、やはり足し算と引き算のみで、それも、3 年生で１桁、４年生で

２桁、５年生で３桁という程度。全員に高いレベルを望

むのではなく、『楽しく、頭を働かして、集中力を高める』

ことを主眼にしているようだった。

（写真の男の人は、EDF/ラオス所長のカムヒアンさん。

彼にも、そろばんを覚えてもらいましょう。）
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＜大学と Banking Institute＞

ビエンチャンでは、高等教育の実態についても知りたかったので、ラオス国立大学

と、Banking Institute（B.I.)という中央銀行傘下の研修センターを訪問した。大学で

は、有能な教師が不足しており、修士や博士を取得するために、多くを海外へ留学に

出している。B.I.でも、英語を話す人は多くないが、なんとか近代化にキャッチアップ

しようという努力が窺われた。いずれも、これからのラオスを背負って立つ人材の教

育に力を入れているが、常に資金面の問題がネックになっており、日本からの支援は

大歓迎と話していた。

４．閑話休題～ビエンチャン市内と食事

ビエンチャンは、メコン川で隣国タイと国境を接し、古くから王侯国の首都として

栄えた街。フランス統治を反映した凱旋門や、区画が整理された通りがある半面、喧

騒に満ちたアジア的マーケットもある。ただ、他の東南アジアの首都ほどには人が多

くなく、敬虔な仏教国で寺院やお坊さんも多いせいか、全体としては、落ち着いた静

かな街という印象。

市内の車は、３年前の訪問時に比べて確かに増え、

質も良くなっていたが、全体として、のんびり／お

っとりした、日本でいえば、地方の県庁所在地とい

った印象は変わらなかった。

ただ、電車やバスなどの公共交通機関がほとんど

ないので、市民は自分の車やバイクに頼らざるを得

ず、（都市計画では想定していなかった）駐車場の問題が深刻化しつつあるとのことだ

った。

また、郊外に中国系資本の商品見本市会場があり、雑貨や電気製品など、あふれん

ばかりの商品が展示・販売されているのには驚いた。地方とは大きな違いで、この差

が埋められるまでには、今後、どのくらいの時間がかかるのだろう、と思った。
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EDF のカムヒアンさんは、我々の滞在中、３人を市内のいろいろなレストランに連

れて行ってくれた。

ここは、メコン川を見下ろす河畔のレス

トラン。

対岸は、もうタイ。その間をゆっくりと

流れるメコン川は、雨季でたっぷりとした

水量をたたえ、人々の気持ちをも寛がせて

くれる。カンカイ村のこと、先生や子供た

ちのこと、これからのラオスのことなど、

暗くなるまで、4 人で語り合った。

これが名物料理のコオロギのから揚げ。

前にも中部サバナケットの村で食したが、カラッとした

島エビに似た触感で、ビールのつまみに最適。最近は、

大量に飼育して売り出しているのだとか。

これは、ベトナムのフォーに似た米の麺のラーメン。

辛くもシツコクもなく、朝食や昼食に重用されている。

もうひとつ、フランスパンのバケットに野菜やハム

を挟んだサンドイッチがビエンチャンの名物とのこと。

我々も、市内でランチにいただいた。
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５．ラオスのプロフィール

（1）正式名称 （和文）ラオス人民民主共和国

（英文）Lao People's Democratic Republic（Lao P.D.R.）

（2）政体 人民民主共和制

（3）首都 ビエンチャン

（4）面積 238,000Km2 (日本の2/3、本州程度)

（5）人口 612万人（2009年ラオス統計局）

（6）民族 ラオ族（タイ系）約60％、その他40以上の少数民族

（7）言語 公用語：ラオ語

（8）宗教 仏教

（9）略史

10～13世紀、雲南省から南下したタイ系民族が北部で諸侯国を興す。1353年、ランサ

ーン王国建設により統一ラオス国家成立。

1899年、フランスによりインドシナ連邦に編入。

1953年、フランスから独立するが、王国政府とパテト・ラオ（ラオス愛国戦線）との

対立が激化する。

1973年、ラオス和平協定成立し、暫定国民連合政府成立。

インドシナ情勢の急変に伴い、パテト・ラオが主導権を握る。

1975年、ラオス人民民主共和国が誕生。

（10）在留日本人 554人（2011年）

（11）気候 熱帯モンスーン気候に属し、高温多湿で雨季（5～10月）と乾季（11～4月）が

はっきりしている。11～3月が年間を通じて最もしのぎやすい。ビエンチャンの年平

均気温は、乾季摂氏22.1度、雨季28度である。

【出所】

「国別協力情報ファイル」/国際協力機構

「外務省ホームページ-各国・地域情勢-」/外務省

『最新世界各国要覧 10訂版2000』/東京書籍
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○ 終わりに

みなさんのご厚意・ご支援をいただき、持って行ったそろばんや学用品は無事、目的地

に届けることができました。また、多くの場所・人たちへの訪問や面談を通して、現在の

ラオス教育事情の一端を知ることができました。

ラオスは、人口 6 百万人と小さな内陸国で、周囲の大国タイやベトナム、或いは、地雷

処理などで有名なカンボジアなどと違って、日本では、あまり知られていない国です。

暮らしも人々もゆっくり・おっとりとした穏やかな国で、大都市に住む西側の現代人には、

ホッとする印象を与えてくれます。

ただ、街と田舎との交通は不便で格差が大きく、最低限の義務教育の機会にも恵まれな

い子供たちがいます。また、学校には行けても、制服や学用品を揃える余裕のない家庭も・・・。

その陰には、ベトナム戦争などの不幸な歴史も影響しているのでしょう。

今回訪問したカンカイ小学校の子供たち、先生方が、少しでも豊かな生活を送ることを、

支援してくださったドナーのみなさんと共に、祈りたいと思います。

10 月 22 日 衞藤 秀三郎


