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２－１ 教育省識字局への訪問 
 カブール到着3日目(8月23日)は教育省識字局の訪問だった。例によって車で移動。識字局のある建物は、あ

とで「市内略図」（http://www.iijnet.or.jp/IHCC/newasian-afghanistan-map20.html）で調べると外交・ＮＧＯ

事務所が集中している「ワジル・アクバルカーン地区」の近くだった。入り口付近の空き地は何か新しい建物を

建てる作業をしているらしく瓦礫が散乱していた。入り口では何か女性のための会議があるのかスカーフをかむ

った女性の出入りが激しかった。 
 建物はコンクリート4階建てだったが、日本の田舎の町役場ですら、こんな貧弱な建物は使っていないと思わ

れるものだった。現在の経済状況では立派な建物を建てている余裕はないのであろう。識字局の大臣室と応接間

兼会議室は最上階にあったが、私たち訪問団9名を識字局の職員数名で応接間兼会議室が一杯になってしまうく

らいの狭さだった。4 階のこの部屋に至るまでに幾つかの部屋があったが、コンクリートがむき出しで部屋に何

も家具の置かれていないところが多く目に付いた。 
 千葉先生が大臣室でカリク副大臣と握手をかわしているの様子を写真に撮ろうとして気が付いたことだが、大

臣が座る背後の壁にはやはりマスードの写真のみがあり、カルザイ大統領の写真はなかった。ここにも現在の政

治状況がはっきりと示されているように見えた。教育省を動かしているのは、北部同盟とりわけ故マスード将軍

を指導者とするタジク人であって、アフガニスタンの多数派を占めカルザイ大統領を出しているはずのパシュト

ン人ではないのである。（民族分布図：http://www.geocities.com/bormal/Ethnomap.html） 
 カリク副大臣から識字局が取り組もうとしている計画について説明があったが、同じ文盲撲滅運動であっても

識字局が取り組もうとしているには成人教育であって学校教育ではないことが分かった。しかし、アフガニスタ

ンには財源も人材もないので外国の援助に頼らざるを得ない、そこで特に期待を寄せているのが日本からの援助

であるという。とりわけ日本ユネスコ協会連盟がイスタリフ村で取り組んでいる「寺子屋運動」は大きな成果を

上げているというので明日の見学が楽しみである。 
 なお、このイスタリフ村への取り組みについては、日本ユネスコ協会連盟が第5次調査団（2002年12月９－

23日）を派遣し、カリク副大臣との会見もおこなっている。帰国して色々アフガニスタンについて調べているう

ちに次の調査団報告を見つけた。私の下手な報告よりも下記のものの方が参考になるのではないかと考える。ぜ

ひ参照されたい。（アフガニスタン教育支援情報021225 http://www.unesco.jp/topics/ae021225.pdf。この支援

情報には写真も載っていて、私たちが泊まっていたゲストハウスの真向かいにある日本ユネスコ協会連盟アフガ

ニスタン事務所の全景も映っている。） 
 ただし、この日本ユネスコ協会連盟による「アフガニスタン教育支援情報」にも気になる点がいくつかある。

というのは、アフガニスタンに文盲が多かったり女性差別や人権侵害があるのはタリバン政府が原因だったかの

ように報告されているからである。1989年にソ連軍がアフガニスタンから撤退し国が内乱状態に陥ったとき以来、

まともな教育がおこなわれる状態にはなかったし、内乱状態の中で強盗・殺人・強姦が荒れ狂っていたのを平定

し平和を回復したのが、むしろタリバンであった。（中村哲『ほんとうのアフガニスタン』光文社、2002；田中

宇『タリバン』光文社新書、2001；アハメド・ラシッド『タリバン』講談社、2000） 
 考えてみれば、偉そうに言っている日本だって、女性が男性と席を同じくして学校に行けるようになったのは、

そんなに昔のことではない。それどころか女性が比較的に男性と対等に仕事が出来る教師という職場であっても、

小学校のように女性教師が多いところは別にして、未だに女性は簡単に管理職になれるわけでもない。たとえば

高等学校では男性というだけで若い教師が女性のベテラン教師を押しのけて簡単に「…主任」になってしまう。

識字教育にしても戦前の東北を初めとする貧困地帯では教育どころか生活のために子供を働かせることが（それ

http://www.iijnet.or.jp/IHCC/newasian-afghanistan-map20.html
http://www.geocities.com/bormal/Ethnomap.html
http://www.unesco.jp/topics/ae021225.pdf


どころか子供の身売りすら）珍しくなかった。 
いまアフガニスタンが当面している課題は、1984年から20年近く現地で医療活動と井戸掘りを続けている医

師・中村哲さんが言っているとおり、「まず食えること・生きること」なのだ。タリバンがバーミヤンの石仏を爆

破したことがよく話題になるが、あのときアフガニスタンは大飢饉で何百万人もの餓死者が出たそうだが、その

とき国際社会がしたことは食料援助ではなく国連による経済制裁であったと中村さんは怒りを込めて語っている。

彼は多くのＮＧＯが撤退していく中で黙々と灌漑・生活用の井戸を掘り続けたのだった。その数は1ヶ月で130
本、1年間で約１千本にも上るという。世界は石仏のことは心配しても餓死者のことは全く心配しなかったのだ。

あの石仏爆破は餓死者に目をつむる世界へのメッセージではなかったのか、というのがイランの有名な映画監督

マルマフバフの意見である。（中村哲『医者、井戸を掘る－アフガン干魃との闘い』石風社、2001；モフセン・

マルマフバフ『アフガニスタンの仏像は破壊されたのではない、恥辱の余り崩れ落ちたのだ』現代企画室、2001） 
 
２－２ カブール大学教育学部 
午後はカブール大学教育学部を訪れた。カブール大学はアフガニスタンの最高学府であり、日本の東大に当た

る地位にある。従ってキャンパスも極めて広い。教育省識字局の貧弱さから比べると、その大きさは驚くばかり

である。教育学部しか訪れていないので分からないが、見た感じは東大の本郷キャンパスにも劣らないのではな

いかという印象を受けた。しかし戦乱をくぐり抜けてきているので荒れ放題という感じは否めない。復興がきち

んと進めば素晴らしいキャンパスになるだろうと思われた。 
この教育学部は、通訳をしてくれているヤマさんの母校である。彼はこの学部の心理学科を卒業したのだが、

その時の指導教官が現在の学部長であるという。学部長からは教育学部が当面する問題についていろいろな話を

聞くことが出来た。一番大きな問題は、この教育学部の他にカブールにはカブール教育大学があり、最近になっ

て政府の方からカブール大学教育学部をカブール教育大学に統合する案が出てきていることだという。しかし多

くの教員は伝統ある教育学部が教育大学に統合されることに難色を示しているらしい。 
日本でも各県に一つある国立大学教育学部を統廃合するという案が文部科学省から提示され多くの大学が右往

左往している。確かに現状では各県に国立大学教育学部が一つあり、その上、兵庫教育大学、鳴門教育大学、奈

良教育大学、京都教育大学、大阪教育大学など、各地区に「教育大学」が並立しているから、この文部科学省の

意見も一理あると言える。その意向を受けて新潟大学や神戸大学など既に教育学部を廃止して新しい学部を作っ

た国立大学も出てきている。しかし、教育学部が単科大学ではなく総合大学の中に作られたのは歴史的に見て特

別な理由があったからではなかったか。 
 というのは、戦前の教師養成はいわゆる師範大学でおこなわれ、それが単科大学であるが故に皇国史観・軍国

主義に染まった教師を容易に作り出し、日本の海外侵略に手を貸すことになった－このことへの反省から総合大

学に教育学部が作られることになったわけだし、「教養部」「教養課程」といういうものが新制大学に作られた理

由もそこにあったのである。単科大学であれば多様な価値観を持つ学生とふれあう機会を失い単細胞的思考しか

できなくなるし専門教育だけでは複眼的思考が培われないとの反省から「教養部」「教養課程」が作られたのであ

った。だとすれば現在、日本で侵攻している事態は戦前への回帰であり非常に危険な要素を内包しているのでは

ないかと思うのである。 
 したがってアフガニスタンで進行していることも、単に伝統あるカブール大学教育学部が姿を消すというノス

タルジア的意味で問題なのではなく、教育の本質から考えて大きな問題があるのではないか。学部長の話を聞き

ながら私はそんなことを考えていた。そして学部長の話を聞きながら、背後の壁にかかっている写真がカルザイ

大統領だけでマスードの写真がないことに気が付き、軽い驚きを感じた。そして今の学長の話とに、何か関連性

があるのだろうかなどという考えも浮かんできた。つまり北部同盟を中心とした政権の政策が現在の教育学部問

題を作っているのだろうかという疑問である。しかし、その疑問をこの学部長に聞くわけにもいかないし、アメ

リカで学位を取ってきたという老学部長の英語も分かりやすいものではなかった。 
 学部長の話を聞いていてもう一つ発見したことは大学卒業資格として論文を書くことが要請されていないこと

である。卒業試験というものがあり、それに合格しないと再試験があり、それにすら合格しないと留年になると



いう。日本でも私学を中心として卒業論文を義務づけないことが広がっているし、米国でも修士課程ですら論文

ではなく試験で修士号を取れるようになっているから、これは驚くべきことではないのかも知れない。しかし私

学や米国で学位を論文ではなく試験で与えるのは、学生数が多いと論文指導に手が回らない実情があるからであ

ろう。自分も卒業研究や修士論文の指導をしていて、そのことを実感している。3 人くらいまでなら何とかじっ

くりと指導できるが、それを越えると毎週の報告にきちんとした論評を加えてやることが非常に難しくなるから

である。 
 しかしカブール教育大学がマンモス大学であるに比べてカブール大学教育学部は規模として非常に小さな学部

である。これは岐阜大学工学部・医学部・農学部と比べれば岐阜大学教育学部が小さな学部であり、近くの愛知

教育大学が大きな単科大学であることを考えれば納得できるだろう。だとすれば、小さな学部の利点を生かし、

きちんと卒業研究させ、まとまった卒業論文を書かせることが極めて大切なのではないだろうか。自分で研究テ

ーマを決め自分で調べて初めて学ぶことの面白さが分かるからである。最近、文部科学省では「総合的学習」を

提唱し小学生に自分で研究テーマを決め自分で調べる学習を要求しているが、今の日本の大学では（実は米国で

も）大学生すら卒業研究をきちんと行っているところが少なくなってきているのである。だから「アフガニスタ

ンの東大」であるカブール大学でこそ、せめて卒業論文の書ける学生を育てて欲しいと思ったのであった。さも

ないと、単に伝統を維持するというだけではカブール教育大学との差異は出てこず、早晩、統合は避けられない

だろう。 
 教育学部を去る前に「図書館」というのを見せてもらったのだが、「図書館」とは名ばかりで「図書室」と言っ

た方が良いくらいの小さな部屋で、ほとんど蔵書らしいものもなかった。私の卒業した母校・羽咋高校の図書室

の方がよほど蔵書数が多かったのではないかと思うほどだった。これでは卒業論文を書こうにも調べる文献が少

なすぎて研究にならないのも無理はないと思われた。後で知ったことだが、千葉先生がユネスコの職員だった頃、

このアフガニスタンの高等教育を設計しカブール大学を実現したのだそうだ。ソ連軍が撤退した後の事業だった

そうだが、広大な敷地と建物だけが与えられ、なかみを充実する暇もなく内乱に明け暮れて現在に至った結果が、

この現状なのであろう。せっかくタリバンが治安を回復した矢先に米軍による爆撃と政権の転換がやってきたの

だから、設備が貧困なのはやむを得ないとも言えるが、タリバン時代でもカブール大学の教育は間断なく続いて

いたそうだから（このことは私にとっては驚きだったが）、教育の内実を築き上げることは、タリバン政権下でも

十分に可能だったのである。 
 
２－３ 女性省識字局への訪問（その１） 
 アフガニスタン訪問の4日目（8月24日）は女性省識字局の責任者と会って当面の取り組みについて話を聞く

ことになっていた。この取り組みはＵＮＩＣＥＦの援助を得ているらしく、その事務局からMATUYOSI Yukiko 
さんという若い女性が通訳を兼ねて参加していた。ここでも日本の若い女性が世界的規模で活躍している姿が印

象的だった。 
 女性省識字局との面談はＵＮＩＣＥＦだと初めは思っていたのだが、連れて行かれた建物は教育省識字局と同

じ建物だったが、2 階の割と広い別室だった。待っていると女性省大臣（当然のことながら女性）が現れ、Ａ４

サイズで4ページにもわたる英文資料が配られた。そして、それにそって説明が始まった。通訳はMATUYOSI
さんがするものと思っていたら、大臣が連れてきた若いアフガン女性が通訳をした。 
 説明の内容は、女性省識字局が成人女性を対象にした識字教科書の編集方針だった。そのタイトルは「COME 
TO LEARN: Titles and Objectives of the 10 Chapters」となっていて、「Cross-cutting Objectives: 1. Learning to 
live together, 2. Learning to live according to the Koran」という副題が付けられていた。10章のタイトルを列

挙すると次のようになる。 
1) Learning for a Better Life, 2) My Family, 3) Raising Healthy Children, 4) Health is Wealth, 5) Our 
Environment, 6) Organizing the Household, 7) Learning to Live Each Other, 8) Marriage Changes our 
Lives, 9) Eating Healthy (Healthy Food), 10) Work and Production 

これだけでは多分よく分からないと思われるので、第1章 「Learning for a Better Life」、第2章「My Family」



の「目的」として書かれている項目を列挙すると次のようになる。 
1. Learning for a Better Life 

1) Analyzing the meaning of education in women's lives.  
2) Reflecting the need of literacy and numeracy in everyday life.  
3) Identifying the reasons why girls don't have the same opportunities to go to school as boys.  
4) Discussing the Islamic mandate to be educated and comparing this with the situation of Afghan women.  
5) Developing reading and writing skills related to the new letters A, B, D and R (Dario) / M, O, R and K 
(Pashto) and identifying them in different exercises. 
6) Getting to know each other within the learning group.  

2. My Family.   
1) Comparing different kinds of families living together.  
2) Analyzing the roles and responsibilities of the different members of the family.  
3) Discussing the specific roles assigned to girls and women within the family.  
4) Reflecting the changes that have taken place within family life from past to present.  
5) Analyzing the relationships within the family and how decisions are taken.  
6) Developing awareness about possible conflicts within the family and the negative impact of violence. 
7) Developing reading and writing skills related to the new letters M, Z, N, O (Dari)/ A, I, D and B (Pashto) 
and identifying them in different exercises. 
8) Counting and writing the numbers: zero to nine.  

以下に同じような項目が 4 ページにわたって列挙されているのだが、女性省の大臣が、これをダリ語で説明し、

それを通訳が英語で説明していくのである。現在の大統領カルザイはパシュトゥン人だが、実権はタジク人が握

っているから、政府部内で話されている言語も基本的にはダリ語ということになる。もっともパシュトー語とダ

リ語は同じペルシャ語だからポルトガル語とスペイン語のように、どちらかが分かれば基本的には意思疎通は出

来るらしい。 
＜註：アフガニスタンの言語は大きく言ってパシュトー語とダリー語の二つに分かれる。アフガニスタンには

いくつもの民族が共存し、多くの言語が話されているが、人口の５０％近くを占めるパシュトゥーン族はパシュ

トー語を用い、一方、ハザーラ族、ファールスィーワーン族、タジーク族など合わせて人口の４０％程度の人々

がダリー語を話す。この二つがアフガニスタンの公用語だが、その他に、インド系やトルコ系の言語を用いる民

族もいる。パシュトゥーン族が多く居住するアフガニスタン南部と東部、パキスタン国境付近ではパシュトー語

が主に用いられ、その他の民族が多く住んでいる中央部から北部ではダリー語の話者が多いなど、地域によって

もばらつきがある。詳しくはアフガニスタンの言語を参照＞ 
 
２－４ 女性省識字局への訪問（その２） 
それはともかく、上記のような英文資料があらかじめ配られているにもかかわらず大臣が内容をダリ語で説明

し、通訳が英語に翻訳する。それが延々と 10 章にもわたって続くのである。しかもダリ語で説明される内容が

英文資料とほとんど変わらないのだから何のための通訳かとイライラが募る。後で聞くと、そんなことに時間を

使うくらいなら質疑応答に時間を回して欲しいと参加者の誰しもが思ったようである。大臣の説明が終わったら

12時をはるかに過ぎていた。 
もっと問題なのは内容である。10章にもわたる教科書は、成人を対象にした識字教育のためのものであるはず

だが、肝心の識字に関する項目は、第1章では次の５）だけだし、第2章では７）８）だけなのである。その他

は上記の第1章の1) Analyzing the meaning of education in women's lives.などを見れば分かるように女子教育

の意義を多項目にわたって延々と説明しているに過ぎないのである。文字が読めない成人を対象とした教科書で、

このような項目を次々と並べて、どうして識字教育が可能なのだろうか。 
1- 5) Developing reading and writing skills related to the new letters A, B, D and R (Dario) / M, O, R and K 
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(Pashto) and identifying them in different exercises. 
2- 7) Developing reading and writing skills related to the new letters M, Z, N, O (Dari)/ A, I, D and B (Pashto) 
and identifying them in different exercises. 
2- 8) Counting and writing the numbers : zero to nine. 
 この一事を見ただけでも、女性省の目指すものがいかに倒錯しているかが歴然としているのではないか。私は

たまりかねて、説明に時間を食いすぎて質疑時間がほとんど残されていなかったにもかかわらず、「この教科書は

既に出来上がっているのか、誰を対象にしているのか」と質問せざるを得なかった。大臣は「まだ印刷されてい

ない。地区の指導者を対象としている。」と答えたが、いま必要なのはこのような理念的なことではなく実際に役

立つ識字のための教科書であり、識字教育を保証する治安と生活の安定ではないか。 
というのは英国の著名なジャーナリスト、ピルジャーが最新のドキュメンタリー『沈黙を破って』で現在のア

フガンの状況を映像に収め、「観念的な自由を除けばほとんど何も変わっていない。アメリカが権力の座に付けた

軍閥たちはタリバンと同じくらい悪辣で、コミュニティ全体を恐怖に陥れ、アフガニスタン女性の９割を抑圧下

に置いており、西洋による再建の約束は空疎な約束にとどまっている。」と述べているからである。（詳しくは益

岡賢ＨＰの翻訳：アフガニスタンへの裏切りを参照。） 
また現在アフガニスタンにおける女性の地位については、女性が編集しているＨＰ：アフガニスタン - 縛られ

た手の祈りのなかにある「アフガニスタン：これだけは知ってほしい」というぺージでも、詳しい説明が載せら

れている。要するに、女性省が企画している識字教育は、大学教育を受けた女性とか外国に亡命していた女性の

一部が、アフガニスタンの一般民衆（とりわけ広大に広がっている農村部の女性）の生活や意見を知らずに頭だ

けで考えた案であって、いざ実行に移すとなると、かえって混乱と反発を増しかねないように見える。千葉先生

も、この会談後に「これは想像を絶する案ですね」と言われた。それが印象的だった。 
日本でも男女を問わず小学校・中学校に行けるようになるためには明治維新（1867 年）から 100 年近くの時

間の必要だった。ところがアフガニスタンは未だに江戸時代以前の戦国時代であり、各地に軍閥(戦国大名)が割

拠している状態なのである。したがってアフガニスタンに先ず必要なのは、既に述べたことだが、天下統一であ

り信長なのである。この信長（あるいは秀吉・家康）の役割を果たしたのがタリバンだったのだが、それを駆逐・

追放して元の群雄割拠の状態に戻してしまったのが米軍だった。(中村哲『ほんとうのアフガニスタン』光文社；

アフガンで活動18年、中村医師が語るタリバンの真実)  
先ほど紹介したピルジャーが述べているとおり、現在でも治安が保たれているのはマスード派（タジク人軍閥）

が支配するカブールと周辺の一部に限られている。国連開発計画（ＵＮＤＰ）に勤務する敦賀さんの話によれば、

来年 6 月に予定されている総選挙がどうなるかは誰も予測できない状態だという。2003 年 10 月 10 日付けの

Yahoo ニュースによれば、北部同盟とタリバンではなく、タリバンを追い出した北部同盟の間ですら最近まで次

のような内戦を戦っていた。しかも、この停戦ですら、いつまで続くか定かではないのである。 
 ［アフガン北部で武力衝突の両軍閥、停戦で合意（ロイター）；マザリシャリフ（アフガニスタン）10月９日 ロイター］ア

フガニスタンで対立する親政府軍閥間の衝突が発生したが、９日に停戦合意に達した。ジャラリ内相と駐アフガン英大使、国連

関係者らが記者団に明らかにしたところによると、ウズベク人中心の軍閥とタジク人中心の軍閥は、中央政府による調停の結果、

停戦に応じた。両軍閥は８日から北部マザリシャリフ西の各地で衝突し、戦車や迫撃砲を使用する戦闘を展開。旧タリバン政権

崩壊以来、最悪の軍閥間衝突となった。タジク人軍閥の関係者はロイター通信に対し、戦闘員の死傷者数を少なくとも６０人の

兵士が死傷したと語った。一方、ウズベク人軍閥の関係者は、１つの地域で戦闘員３人が死亡、４人が負傷したと述べた。タジ

ク人軍閥の関係者によると、９日の停戦前の戦況は、ドスタム将軍派のウズベク人軍閥が優勢だったとされる。 

  
２－５ イスタリフ村への訪問 
話が横道に逸れたが、こうして大臣の話が終わって昼食に移れたのは午後も1時に近かった。昼食を終えて午

後からは日本ユネスコ協会連盟カブール事務所が建設している識字学校を訪問した。アフガニスタンの首都カブ

ール市から北へ60ｋｍの場所にイスタリフ村がある。しかし車でイスタリフ村まで着くのに 2時間近くかかった

ような気がする。それくらい遠くに感じた。 

http://www.jca.apc.org/~kmasuoka/persons/pilger13.html
http://www.google.co.jp/url?sa=U&start=4&q=http://www.faireal.net/world/af/&e=747
http://www.google.co.jp/url?sa=U&start=4&q=http://www.faireal.net/world/af/&e=747
http://www.faireal.net/world/af/af006.htm
http://biztech.nikkeibp.co.jp/wcs/show/leaf?CID=onair/biztech/biz/150174
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031010-00000433-reu-int


私は市外観光に参加していないからカブール市内から出るのはこれが初めてだった。山腹に土づくりの家がび

っしりと並んでいる市内を過ぎ、少し走ったところに検問所があった。市内に入る車を兵士が検問していたが市

内から出る車は何のお咎めもなかった。検問所の兵士の詰め所近くに巨大な看板が立てられていて、その全面に

マスード将軍の顔が描かれていた。 
イラクのフセイン政権の独裁ぶりを示す象徴として良く紹介されるのが、街のあちこちに描かれているフセイ

ンの巨大な肖像画だが、数こそ違え、マスード将軍の大きな顔があちこちに描かれているという点では、国際治

安支援部隊（International Security Assistance Force: ISAF）が治安を維持しているカブール＝アフガニスタン

でも、状況は似ていた。これは逆にアフガニスタンでマスードの権威が安定していない証拠かも知れない。 
検問所を過ぎると目の前に広大な砂漠が広がっていた。ここまで来て初めてカブールが小高い山に囲まれてい

たことを実感した。見渡す限りの砂漠に延々と続く道路を車が走っていく光景は、かって米国アリゾナ州の砂漠

を延々と走ってアメリカ先住民ナバホ族の居留地を訪ねた時のことを私に思い出させた。ただ一つ違う点はアリ

ゾナ州の場合は道路がきれいに舗装されているのに反して、アフガニスタンの場合はもうもうと立ちこめる砂埃

の中を走らなければならないことだった。 
途中でユネスコ協会連盟（ＮＦＵＡＪ）が援助している女性だけの識字教室があるというので立ち寄った。民

家の一つを借りているのだが、この近辺ではイスラム教の戒律が厳しいから女性だけしか見学できないというの

で私たちは外で待たされた。しかし、なかなか女性軍が外に出てこない。そこで、待っている時間が無駄だとい

うので、私たちだけ一足さきにイスタリフ村の寺子屋に行くことになった。しばらく走っていると少しずつ緑が

豊かになり、果物がなっている樹木も見えてきた。 
イスタリフ村は、かつてはアフガンの人びとも休日にはピクニックに出かけるほど風光明媚な場所だったそう

だが、内戦時代に前線となり住居や建物はほとんどが破壊されて、今は昔の美しさは見られなかった。それでも

私たちが車を止めたところは公園風になっていて昔の風情をとどめていた。そして、そこから見晴らしの良い丘

の上に建てられた寺子屋1号が見えた。2003年４月から授業が開始され、成人を中心として連日熱心な学習者

が集ってきているという。 
授業は8 時‐10 時の 1 クラス、10 時‐12 時の1 クラス、午後 2 時‐4 時が２クラスでイスラム教の休日

である金曜日以外毎日実施され、9 ヶ月続く。授業内容は教育省識字局が制作した識字教科書を利用し、現在各

クラス約80 名の男性(14 歳－60 歳)がダリ語の読み書きを必死に学んでいる。各々新しい教科書と支給されたノ

ートを持参し、仕事の合間をぬって丘の上にやって来る。イスタリフ教育長に任命された村に住む、31 歳から 43
歳までの4 名の男性が教鞭をとっている。今後は農業訓練や収入向上の授業も実施予定だそうだ。（日本ユネスコ

協会連盟アフガニスタン教育支援情報：http://www.unesco.jp/topics/afgan030509.pdf の写真を参照） 
寺子屋の建てられている小さな台地は内戦時代、北部同盟のヘリコプター発着場だったところだそうだが、そ

の上に丘が斜面をなして伸びていた。協会連盟現地事務所長の松本さんが斜面を上の方に上ると内戦時代の戦車

が見えるというので案内してもらった。斜面にはまだ地雷が埋められて残っているので注意するようにと言われ

て、踏みつけられて細い道になっているところからはみ出ないように、おっかなびっくりで上っていったら、な

るほど遙か遠くの丘の上に戦車がひとつ砲身を伸ばしているのが見えた。 
イスタリフ村に来る途中の道路沿いにも戦車の残骸が幾つもころがっていた。カブール市内では見られなかっ

た光景がそこにはあった。イスタリフ村は避暑地だっただけでなく「イスタリフ焼き」という陶器の生産地とし

ても有名だったそうだが、内戦のため破壊されてしまったという。寺子屋訪問の帰りに焼き物を売っていたとい

う地区を通ったが、確かに崩れ落ちた家々が列をなしていた。それでも崩れた土間に焼き物を並べている家もあ

り、少しずつ復興が進んでいる様子をうかがうことが出来た。 
 
２－６ ペシャワール会の活動 
 ところで、日本ユネスコ協会連盟（National Federation of UNESCO Association in Japan＝NFUAJ）のカ

ブール事務所でもらった英文資料「Terakoya Report 2002」を見ていたら、アフガニスタンの項目でペシャワー

http://www.unesco.jp/topics/afgan030509.pdf


ル会への資金援助が紹介されていて、私の目を引いた。「え！ペシャワール会はユネスコ協会からも資金援助を受

けているのか!！」というのが、最初の感想だった。 
ペシャワール会は、ペシャワール（アフガニスタン国境に近いパキスタンの街）を拠点にして医療活動を続け

ている中村哲さんを、九州福岡市で支えている団体である。中村さんは、最初はキリスト教徒としてライ病患者

を救うために現地へ派遣されたのだが、今ではアフガン難民の医療活動だけでなく、生きるための根元である水

を確保するために井戸を掘る仕事にも従事している。 
 彼は1984年にペシャワールの土を踏んで以来、この20年弱の期間、パキスタンだけでなくアフガニスタンの

寒村に黙々と診療所をつくり広げる活動に従事してきた。1984年と言えばアフガニスタンのゲリラ軍がソ連軍と

熾烈な闘いを展開しているときである。したがって彼は、アメリカによる各地軍閥やイスラム義勇軍（ビンラデ

ィンを含む）への資金援助、1989年のソ連軍の撤退とその後の軍閥同士による内戦、タリバンの成立と米軍支援

による新たな内戦など、アフガン現代史の全てを見つめながら医療活動を展開してきたのだった。 
彼の著書『ほんとうのアフガニスタン』（光文社、2001）や『辺境で診る、辺境から見る』（石風社、2003）を

読んで驚いたのだが、ペシャワール会は911事件のあとNGOの全てが米国の爆撃を恐れてカブールから撤退し

たときに、逆にカブール市内に5つの診療所を運営し、夜間爆撃による死者が連日のように続出する中を医療活

動に従事したのだった。それどころか、昨年200年には100万人にも及んだという餓死者を阻止するため、アフ

ガニスタンに小麦を送る「いのちの基金」を呼びかけたのだった。 

 



よく難民の困窮ぶりがマスコミを通じて報道されるが、実は難民として国境近辺や国外に逃れることができる

のは移動手段を手に入れることが出来る金持ちだけで、ほとんどの貧乏人は徒歩で移動できる範囲内を逃げまど

うか地元に残らざるを得なかったのだ。この事実を私は中村さんの本で初めて知ることが出来た。ペシャワール

会はこの事実を踏まえ、空爆下のカブール市内へ約 1千数百トンの食料を届け、配給活動にすら従事したのだっ

た。この間、国際赤十字の施設は２度にわたって爆撃され、２回目の爆撃は貴重な食糧倉庫を粉砕したという。

＜しかも皮肉なことにタリバンが要求しても国連世界食糧計画（WFP）の食料は配給されず、しかたなく市内の

倉庫の略奪を防ぐためにタリバン兵士がそれを保護・監視していたという。＞ 
話が又もや横道に逸れたが、私がNFUAJのパンフレットに目を引かれたのは、このような事実があったから

である。中村さんはペシャワール会の理念について尋ねられると、よく「無思想・無節操・無駄」の三無主義だ

と冗談を言うらしい。つまり彼はキリスト教徒だけれど難民のいのちを救うために必要ならばイスラム教徒の援

助もするしタリバンとも協力する、また資金援助をしてもらえるところがあれば個人からでも団体からでも貰う。

また資金をいただいた方には「無駄だったのか」と非難されようとも失敗も成功も包み隠さず報告する。これが

彼の言う「三無主義」である。だから、NFUAJからの援助が目を引いたのだが、その英文パンフレットには次

のような説明があった。 
Place - Kabul and Jalalabad, Target - Afghan refugees and internally displaced Afghans  
Amount-Y3,443,000, Project title: Emergency suppor for Afghan refugees  
Peshawar-kai, a NGO Ied by Dr. Tetsu Nakamura, takes an active role in supporting medical services in 

Afghanistan and northwestern frontier of Pakistan. The organization has been giving medical care since 
1984 focusing mainly on lepers among the poor people. Since the beginning of the air strikes that followed 
after the terrorist attack on September 11, Peshawar-kai has conducted urgent food provision around Kabul 
and Jalalabad, as the organization was well acquainted with the region and the people. NFUAJ cooperated 
with Peshawar-kai on this food provision project. NFUAJ entrusted funds to Peshawar-kai, and the staff of 
Peshawar-kai fulfilled the mission by February 2002 under the extremely dangerous conditions. 
 この紹介文の最後に「the staff of Peshawar-kai fulfilled the mission by February 2002 under the extremely 
dangerous conditions.」と書かれているが、カブールをこの目で見てきた自分でも、『ほんとうのアフガニスタ

ン』『辺境で診る、辺境から見る』などを読むまでは、この危険な状況を実感できなかった。なお『ほんとうのア

フガニスタン』は中村さんがスライドを使いながら日本で講演したときのものをそのまま活字にした本らしく写

真がふんだんに使われて読みやすいだけでなく、中村さんの人柄がそのまま伝わってくる本だった。巻頭に劇作

家・井上ひさしの山形県起賜農業高校における講演「中村哲さんを語る」と巻末の対談「井上ひさし・中村哲」

が読む人に新しい視点を提供してくれる。時間があればぜひ読んで欲しいと思った。 
＜なおペシャワール会については会の HP:http://www1m.mesh.ne.jp/~peshawar/index.html で知ることができ

るし、サイト：中村 哲 氏で彼の詳しい経歴・著作・受賞歴を知ることが出来る。＞ 
 
２－７ 特定非営利活動法人JENへの訪問（その１）－住居支援事業 
カブールに着いて５日目(８月25日)は特定非営利法人JENへの訪問だった。これから訪問する学校がカブー

ル州の更に北にあるパルワン州チャリカかなり遠い（カブール州の更に北にあるパルワン州チャリカ市）という

ことで朝早くに起きてJENのカブール事務所へ行った。行ってみて驚いたのは事務所長の青島さんが若い女性

だったことだ。このような若い女性が大きなプロジェクトを任されアフガン復興に打ち込んでいる姿を見るのは

気持ちのよいものだった。 
本日の見学予定は、JENが手がけてきた住宅建設と学校修復の実状だった。出かける前にJENの大略につい

ての説明をしてくれた椎名Noriyukiさんは、やはり千葉先生の門下生だった。JENから貰ったパンフレットに

は理事長が小山内美江子と書いてあった。小山内美江子といえば、あのドラマ『金八先生』を作り出した脚本家

ではないか！さすがヒューマン・ドラマ『金八先生』を作り出した人のやることは違う－これが最初の印象だっ

た。事務局長（木山 啓子）も女性だ。つくづく女性の力強さを感じる。 

http://www1m.mesh.ne.jp/~peshawar/index.html
http://www.daido-life-fd.or.jp/03_nakamura.html


彼らのHP：JENによれば「団体の目的」として「紛争や災害により厳しい生活を余儀なくされている人々が、

自らの力と地域の力を最大限に活かして、精神的にも経済的にも自立した生活を取り戻し、社会の再生をはたす

ことができるための支援を、迅速・的確・柔軟に行ないます｡また、彼らが苦悩し努力する姿、その思いや願いを

伝え、世界の人々に平和の価値が再認識され、共有されるように働きかけます｡」と書かれている。活動地域もセ

ルビア・モンテネグロ／ボスニア・ヘルツェゴビナ／アフガニスタン／エリトリア／イラクなど多様である。 

上記のHPには「旧ユーゴスラビア紛争の犠牲となった難民・避難民を対象とした短期緊急支援のため、1994年1

月に設立。しかし、その後も増えつづける難民と、現地のニーズに応えるため、事業を継続・拡大。2000年には

NPO法人格を取得、団体名を「特定非営利活動法人ジェン（JEN）」に改称、東京・新宿に本部事務局を開設。」と

の説明がある。〔クロアチア、チェチェン、コソボ、インド、モンゴル、パキスタン〕といった活動地域が〔終了

した事業地域〕と書かれているのは以上の理由による。 

 

 午前中は椎名さんの案内で同じチャリカ地区の住宅建設の現場に案内して貰った。JENカブール事務所では、

2002年6月より帰還した難民のための簡易住居建設支援事業を、国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）との

協力により進めているという。 
この事業は、支援を受ける人々へ建設資材の提供とともに、現地の技術者による建設技術の指導を行うことを

通して支障なく再定住できる地域社会づくりを目指している。2002年中に500戸（１家族あたり5～6人と想定

して、2,500～3,000人を対象）の建設を目指していた。 
事業が行なわれているのは、特に帰還民の数の増大が予想され、度重なる戦闘の最前線地帯で、多くの建物

が破壊されているパルワン州・チャリカ地区である。2002年10月に完成住居1号ができてから12月上旬まで

に300軒ほどが完成し、結局、年度内に496軒を再建して目標をほぼ達成した。 
このJENの住宅再建事業では、先程述べたように、UNHCRとの共同プロジェクトとして2002年には496

軒を再建したが、2003年はジャパン・プラットフォームからの資金で新しく150軒の再建を予定しているとい

う。去る7月11日、前国連難民高等弁務官の緒方貞子さんも、この事業を視察していったらしい。 

http://www.jen-npo.org/


従来の海外援助は中国奥地のダム建設に典型的に見られるように、表向きは発展途上国の援助のように見せか

けながら実は巨大建設の利権を日本の大企業に売り渡すもので現地の民衆の自立につながらないものが多かった。

その点、このJENのプログラムは、小山内美江子が理事長をしているせいか、窓枠などの資材を作る工場へ資

材を発注し、現地の人々が自立する機会を少しでも提供しようとしているように見えた。 
（住宅建設の様子：http://webclub.kcom.ne.jp/ma/jenhq/japanese/index-j.html） 
住宅建設を見学して帰ろうとすると、この部落の村長さんが「昼食を用意しているから、ぜひ食べていって欲

しい」という。本当はチャリカの中心街に美味しい店があるからというので予約してあったので椎名さんは大い

に困っていたが、客人をもてなすのがアフガニスタンの風習だから、それを断るのは失礼に当たるというので、

お茶だけでも、と一同は案内されて村長さんの家にお邪魔した。 
行ってみると大きな部屋に絨毯が敷き詰めてあり、既に葡萄などの果物やナンというパンの一種が豪華に並べ

てあった。みんなが車座になって座っていると、羊の乳でつくったヨーグルトやスープ・お茶、さらに焼いた骨

付きの羊肉（カバブ）などが次々と出されてきた。「お茶だけ」どころか本格的な昼食になってきたので、椎名さ

んはチャリカの事務所に携帯電話をかけ、予約を取り消して貰っていた。 
この客人をもてなすという風習は米軍のアフガニスタン爆撃とも深く関わっている。というのは、911 事件の

あと米国政府はタリバン政権に容疑者とされるオサマ・ビンラディンを差し出せと要求したのだが、「客人を手厚

くもてなすのがアフガニスタンの流儀だから、差し出せといわれても簡単に“ハイそうですか”というわけには

いかない。第 3 者による公平中立な裁判が保証されるところなら差し出す用意がある。」と断ったのが、爆撃さ

れる理由になったからである。 
この事実はマスメディアで報道されることはなかったが、チョムスキーのインタビュー記事や論文で知ること

が出来る（詳しくは チョムスキー・アーカイヴ日本語版 を参照）。同じようなことは湾岸戦争でもコソボ紛争

でも繰り返されている。イラクに侵攻したときもフセインが撤退する用意があることを相手に告げ、幾つかの条

件を提示していたのだが、報道されることなく終わったし、コソボの場合も「民族浄化」がおきたのは多国籍軍

の爆撃後に起きたのであって、その逆ではなかった。これらの事実もチョムスキーの著書『アメリカの「人道的」

軍事主義』（現代企画室、2002）に詳しく分析されている。 
ましてや、トルクメニスタンやウズベキスタンの天然ガスをパキスタンに運ぶためのパイプラインをアフガニ

スタンに建設するために、タリバン政権幹部が米国政府によって招待され歓待を受けていた事実は、私たちに全

く知らされることはなかった（浜田和幸『アフガン暗黒回廊』講談社、2002）。しかも驚いたことに、このパイ

プライン計画は日本の企業も絡んで既に復活し動き始めているのである。アフガニスタンから帰国した後、文献

やインターネットで調べなおして、私たちの知らないところで知らないことが進行していることを、私はマザマ

ザと知ることが出来た。（詳しくは「アフガニスタン縦断パイプライン・ルート」） 
＜註：現アフガニスタン大統領のカルザイという人物は、アメリカのメジャーがアフガニスタン周辺で石油を物色したりパイプラ

インを敷設したりするためのエージェントとしてずっと動いてきた人物である。カルザイは、セントガス（中央ガス会社）に身を置

いて、しかもアメリカのユノカル社というメジャーのトップの顧問も兼ねていた。だから９・11以前からアメリカにはしょっちゅう

行っていたし、ＣＩＡともツーカーだった。出典：青山貞一（1103）、および浜田和幸『アフガン暗黒回廊』＞ 

 
２－８ 特定非営利活動法人JENへの訪問（その２）－学校修復事業 
またもや話が横道に逸れたが、村長さんの家を後にして、JENチャリカ事務所への帰り道は車の中で椎名さん

と一緒だった。そこで椎名さんに何故 JEN に入るようになったのかを聞いてみた。彼は大学時代から紛争問題

に興味があり、研究テーマとしてコソボ問題を選んだのだそうだ。そして現地にも調査に行ったという。一人で

よくそんなところに行ったものだ、というのが率直な感想だった。JENに入るとき倍率が極めて高かったが面接

で自分の体験を語ったのが有利に働いたのかも知れないと言っていた。私が紛争問題に首を突っ込むようになっ

たのは、教育学部に生涯教育講座が開設され、そこに国際理解のコースをつくりたいから移ってくれと言われた

ことが切っ掛けだだから、偉い違いだ。 

http://webclub.kcom.ne.jp/ma/jenhq/japanese/index-j.html
http://rootless.org/chomsky/
http://www.bund.org/opinion/1103-6.htm


そんなことを話しているうちにチャリカの現地事務所に着いた。午後からは学校修復の見学だった。事務所長

の青島さんが同行してくれた。JENがアフガニスタンでおこなっているのは住居支援事業だけでなく学校修復事

業やナハリン地震災害復興支援事業など多岐にわたるが、午後に訪問したのは下記の事業である。 
【学校名】ミル・アリ・アハマッド・イ・シャヒード校 (Mir Ali Ahmad-e-Shahid) 
【地 域】パルワン州チャリカ地区チャリカ市 
【概 要】公立の学校、小等部から中等部まで（9学年）、共学 
【教授数】計35人（男性22人、女性13人） 
【部屋数】計14室（12教室、2事務室） 
このMir Ali Ahmad-e-Shahid校の修復は5月27日に完成した。修復以前の写真と比べれば分かるように、

壁や屋根は破壊の跡がないよう修復され、窓枠やドアも新しいのに入れ替わり、見違えるほどきれいになってい

た。この詳細は下記のサイトで知ることが出来る。 
（修復された校舎の写真：http://webclub.kcom.ne.jp/ma/jenhq/japanese/index-j.html） 

しかし問題は、学校周辺地に住む子ども達は皆立派に修復された学校に通いたいため、この学校の生徒希望数

は日々増え続けており、修復された教室数だけでは既に足りなくなっているということだ。もう一つの問題は、

次の地図を見れば分かるように、支援事業のほとんどはマスード派の支配するタジク人地区に限られていること

である。これでは援助を受けられる子供と受けられない子供の人種格差がますます広がっていく恐れがある。事

務所長の青島さんも「私たちのNGOは別にマスード派ではないのだが、パシュトン人やタリバンから見れば、

そのように受け取られても仕方がない現状がある」と言っていた。 
更に大きな問題は、中村哲さんも指摘していることだが、アフガニスタンに援助団体が急増し湯水のようにお

金を落としていくので、住民自身が自立を目指すのではなく外国の援助に頼ることを当然視する風潮が出てくる

危険性である。JENもそれを警戒し、「スクール・マネジメント委員会」というものをつくり、修復の内容は現

地の人々がスクール・マネージメント委員会を通して話し合って決め、なるべく彼らの好みと意見を取り入れる

ようにしているという。こうして「自分達の学校」であるという意識が住民の中で高まっていくことを目指して

いるのである。JENから頂いた資料には次のように書かれていた。 
目的: 

① 建設作業が、現地の状況・風習とニーズに合った方法で実施されることを確認する。 

② 地域住民の積極的な参加を仰ぎ、教育の必要性に関する意識の向上を図る。 

③ 地域行政府、学校や地域のリーダーのキャパシティー・ビルディングを行い、建設後に学校の維持と管理を任

せられる体制を作る。 

④ 女子への教育を促進する。 

委員会構成メンバー: 

スクール`マネージメント委員会には、本建設事業関係者(機関)から10人を限度として代表が選ばれる。メンバ

ーの構成は以下のとおりである。 

委員会のリーダーシップはなるべく下記①～③が取るように計らって現地のオーナーシップを醸成する。JENは

彼らのキャパシティー・ビルディングを行なうことを第一義とする。 

① パルワン州教育局からの代表 

② 学校側からの代表(校長先生、女性と男性両方の教員など) 

③ 地域住民からの代表(村長、生徒の保護者など) 

④ JENからの代表 

ここで注目すべきなのは、「目的」の①で「建設作業が、現地の状況・風習とニーズに合った方法で実施されること

を確認する。」とあること、「構成メンバー」に「地域住民からの代表(村長、生徒の保護者など)」含まれていることな

どである。NGO が生活に便利だろうと考えて勝手に西洋風の建物を押しつけることは無用な摩擦を引き起こし、自立

への道を逆に妨げることになるし、住民の意見を聞くためにはその代表を構成メンバーに入れておくことが不可欠だか

らである。しかし、この試みがどの程度成功するかは今後の取り組みにかかっていると言えよう。 

http://webclub.kcom.ne.jp/ma/jenhq/japanese/index-j.html


 
２－９ 特定非営利活動法人JENへの訪問（その３）－NGOがもたらす「明」と「暗」 
先に、アフガニスタンに援助団体が急増し湯水のようにお金を落としていくので、住民自身が自立を目指すの

ではなく外国の援助に頼ることを当然視する風潮が出てくる危険性について、中村哲さんが指摘していることを

述べた。 
NGOが落とすお金の被害で中村哲さんが指摘している更に大きな問題は、物価の上昇である。彼が米軍によ

る爆撃の最中に首都カブールで診療所を5カ所も開設したことを先に紹介したが、タリバン政権が崩壊し世界中

のNGOがカブールに殺到してくるようになると、先ず問題になったのは診療所の借家費用だった。今までは極

めて安い費用で家を借りることが出来たのに、NGOが来て沢山の事務所を開設するようになると、借り手がい

くらでもいるから家賃が高騰していく。それに比例して物価が高騰し、今まではわずかな施しのお金で生活でき

たカブール市内のホームレスも、今は生命線ぎりぎりの生活に追い込まれているという。 
中村さんがカブール市内の診療所を引き上げた最大の理由は、NGOが殺到するカブールにもう診療所は必要

ないと判断したからであるが、診療所の借家費用をもっと彼を必要としている山間僻地の無医村に使いたいと思

ったのだという。「誰も行かないところに行く」というのがペシャワール会の精神だからである。既に述べたこと

だが、現在NGOが援助の手を差しのべているところは、アフガニスタンの全く一部、北部同盟が支配する地域

だけである。軍閥が割拠している多くの地域が放置されたままである。他方、中村さんの20年にもわたる活動

は、民族や軍閥の垣根を越えて、着実に無医村に広がっている。 
家賃に関して言えば、私たちが泊まっていたゲストハウスの値段も高かった。1泊30－50ドルもするのであ

る。私が泊まっていた部屋は国際基督教大学の吉田さんと一緒だったが部屋にはベッドと毛布があるだけで他に

は何もない。トイレもシャワーも部屋の外にあり、他の部屋のひとたちと供用である。電気も供給されないので

弱い自家発電で何とか賄っているが、シャワーは使えないことの方が多い。それでも1泊30ドルだった。私は

アメリカ各地を車で旅行し日が暮れればモーテルに転がり込むという生活を毎年のようにしていた時期があるが、

大都市は別にして、30ドルも出せば十分に快適な生活が出来た。 
ところが、このような家を貸している家主は何処にいるかといえば、ニューヨークなどで快適な生活を楽しん

でいるのである。私たちが宿泊していたゲストハウスでは、庭で夕食をしていると（ここには食堂がないので毎

日、庭においてあるテーブルで食事をした）、毎晩必ず隣の家からお祭り騒ぎのような音楽と人声が聞こえてきた。

最初は近所のどこかに催しものがあるだろうと想像していたのだが、何と塀を越えた隣の家の宴会だったのだ。

聞いてみると、この家は百万長者の家で、毎晩のように客を招いて宴会をしているのだという。一歩、外へ出れ

ば物乞いが溢れている街で、このような生活を楽しんでいる人もいることに驚きを禁じ得なかった。この家の入

り口にいつも銃を持った迷彩服の警備員が待機しているのは何故かと疑問に思っていたが、ここで初めてその理

由が分かったような気がした。 
ちなみにペシャワール会の事務所の家賃がどのように値上がりしていったかというと、最初に借りた臨時診療

所の家賃は月額250ドルだったのに、NGOや国連組織が殺到するようになると家主は月額3000ドルに値上げ

してきたという。これではとてもやっていけないというので500ドルの所を探して移ったところ、今度はそこの

家主が翌月から1500ドルを要求してきたそうである。ペシャワール会が現地の相場で（たとえば250－500ド

ル）家を借りようと必死に苦労しているのに、平気で月額8000ドルを出す。これでは勝負にならないだけでな

く、私たちの税金や募金で集められた巨額のお金がNGOや国連組織の維持費に消えてしまい、肝心の復興費に

回っていかないという事態になっているという。ペシャワール会に働いていた現地の人もNGOに移れば3－4
倍もの給料が貰えるので辞めていく。これがアフガニスタンにおけるNGOの「明」と「暗」である。（中村哲『医

者よ、信念はいらない、まず命を救え』羊土社、2003） 
それはともかく、JENの訪問を終えた帰りに国連開発計画（UNDP）へ表敬訪問をすることになっていた。

JENのチャリカ事務所から２台の車で分乗してきたのだが、国連事務所のあるゲート前で待っていても、もう１

台がなかなか到着しないので先に私たちだけが中にはいることにした。入ろうとするとゲートで厳重な服装・持

ち物検査があった。イラクの国連事務所が爆破されたばかりだったから警戒体制が強まっているのだと、ゲート



まで出迎えに来ていた敦賀さんが説明していた。国連が英米の政策に屈して、湾岸戦争以来イラクに対して経済

制裁を続け、子供と老人を中心として何十万人もの人々を死に追いやったにも関わらず（森住卓『イラク・湾岸

戦争の子どもたち』高文研、2002）、未だに米国に対してきちんとした姿勢を示していないことへの報復が今度

の爆破事件だとすれば、アフガニスタンの国連事務所も安全ではあり得ないわけである。 
（詳細はHP：http://www.jca.apc.org/stopUSwar/Iraq/un_explosion.htm「イラク国連事務所の爆破事件につい

て」を参照） 
そんなわけで厳重な警戒の中をくぐり抜け、UNDPの事務所でバーク氏（Dr. Ed Burke）に話を聞いた。彼

から貰った名刺を見ると、UNESCO：Senior Program Specialist (Education)となっていた。千葉先生の話によ

ると彼は東南アジアのUNESCO計画で力量を発揮し、その能力を買われてアフガニスタンに異動したのだとい

う。この会談にはロトフッラー・サフィ氏（教育大臣諮問委員会委員長、ユネスコ・カブール事務所教育コンサ

ルタント、元カブール大学教育学部教授）も同席した。私の英語力が貧しいことに加えて、サフィ氏の英語は訛

りがひどかったので、彼の報告がいまいち聞き取れないことが多かったが、UNESCOアフガニスタン事務所が

主として取り組んでいる高等教育が資金不足で全く進展を見せていないことを、申し訳なさそうに説明していた。

その意味で日本ユネスコ協会連盟による寺子屋運動に期待するところが大であると述べていた。 
（アフガニスタンの教育事情については大阪大学教授内海氏の次の報告が詳しい。アフガニスタンの教育復興

支援を考える ：http://home.hiroshima-u.ac.jp/cice/utumi5-2.pdf） 
さて、いよいよ明日はアフガン滞在の最終日である。UNDPが推進・設立した学校を訪ねる予定である。 

http://www.jca.apc.org/stopUSwar/Iraq/un_explosion.htm
http://www.jca.apc.org/stopUSwar/Iraq/un_explosion.htm
http://www.jca.apc.org/stopUSwar/Iraq/un_explosion.htm
http://home.hiroshima-u.ac.jp/cice/utumi5-2.pdf
http://home.hiroshima-u.ac.jp/cice/utumi5-2.pdf
http://home.hiroshima-u.ac.jp/cice/utumi5-2.pdf

