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はじめに

本稿は、筆者が青年海外協力隊員（派遣国:

ホンジュラス、職種: 造園、派遣期間: 1989.1-

1992.1）として派遣された中米のホンジュラス

共和国において実施した「手作り児童公園プロ

ジェクト」を紹介し、教育学および開発学の視

点からその意義を考察したものである。

人は、人と人との関係のなかで、互いに価値

を共有することによって、社会と文化をつくり、

幸福を感じとりながら生の営みを続けている。

一方、教育においては「教える側／教わる側」、

開発においては「開発する側／される側」とい

うように、人々を二項対立的に分類をすること

により、さまざまな制度がつくられ、そのもとで

各種事業がおこなわれている。しかし、こうし

て二項対立的に分類された片方が、その権力の

上下関係のもとに、もう片方に分類された人々

に
・

対
・

し
・

て教育や開発をおこなうのでは、価値の

押し付けばかりおこなわれ、そこからは豊かな

文化も幸福感も生まれてこないのではないだろ

うか。とはいえ、社会的立場や経済基盤の違い

が事実としてあり、それが構造化されている現

実社会において、教育と開発もまた、その違い

を認識うえで制度化し事業をおこなう必要があ

∗ http://www14.u-page.so-net.ne.jp/bk9/panman/

るのも確かである。

教育学者デューイは、自己と環境の相互作用

を通じて発展していく知性の過程全体を「経験」

という概念でとらえ、「教育とは経験の継続的

な改造であり過程と目標がひとつの同じ事柄で

ある」とみなした。では、このディーイの教育

と経験に関する考えを援用し、「開発とは経験

の継続的な改造であり過程と目標がひとつの同

じ事柄である」とみなすことができないだろう

か。つまり、開発を「途上国に
・　・　・

対しておこなう

援助活動」としてではなく、「途上国の人々と

の
・

間でおこなわれる
・　・　・　・

相互作用」としてとらえ、

それを目指すのである。そして、異なる立場に

ある人々の間でおこなわれるこうした相互作用

のプロセスを「経験の共有」という言葉におき

かえてキーワードとしながら、筆者がおこなっ

たホンジュラスでの活動を考察したのが本稿で

ある。

1. ホンジュラス: ある途上国の現実

米州、中米地域の中央部に位置するホンジュ

ラス共和国は、面積約 11万平方キロメートル。

人口約 634 万人 (1997 年推計) の小国である。

米国系多国籍企業によるバナナ・プランテーショ

ンを除けば、これといった産業はなく、大した資
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源もないこの国は、一人あたりのGNP:760米ド

ル (日本:32230米ドル)、出生 1000に対する乳

幼児 (1歳未満)死亡数:42人（日本:4人）、平均寿

命:65歳（日本:80歳）、成人の識字率:70%（日本:

ほぼ 100%）、貧困線以下の人口比率:50%2、と

中南米諸国の中でも最も貧しい国の一つとなっ

ている。そして、このホンジュラスにおいて、

子どもの遊びは、多様性があまりなく、子ども

が安全に遊べるための施設もほとんどないとい

う現状がある。それは、この国の経済的発展の

遅れが一因ではあるが、それだけではない。い

かなる状況であれ、現実がそのようになるには、

そうなるべき歴史過程があり、それをつくりだ

している思想や社会構造がある。

新大陸にやってきたスペインは、北米大陸に

おける支配の中心地をメキシコやグアテマラに

おき、各都市の建設をすすめたが、ホンジュラ

スをさほど重要視することはなく、ホンジュラ

スにはスペイン的な伝統があまり根付かなかっ

た。また、スペイン人がこの地にやってきた頃、

ホンジュラスには、これといった文明社会はな

く、先住諸民族の文化は、スペインによる植民

地化の過程のなかで、そのほとんどが消滅して

いった。

独立 (1821)時には、クリオーリョ（新世界生

まれのスペイン人）を主体とした国家建設が叫

ばれたが当時の中米域内の混乱によりその実現

は妨げられる一方で、スペイン系人と先住民と

の混血であるメスティソが人口の大半を占める

ようになり、彼らがこの国の国民文化の中心的

位置を占めるようになっていった。19世紀後半

になるとモンロー主義をふりかざす米国がホン

ジュラスに進出。20世紀にはいると米国の多国

籍企業が広大なバナナ・プランテーションを建

2統計データは『エンカルタ百科事典 2000』より

設し、米国政府は、ホンジュラスの政情が不安

になると、海兵隊を派遣して米国企業の利益を

守った。こうして、政治的・軍事的・経済的に

米国がホンジュラスを実質的に支配するように

なったものの、米国はホンジュラスを経済的搾

取の地とするばかりで、北米の文化的伝統をホ

ンジュラスにもちこもうとはしなかった。

こうして、先住民の文化がほぼ消滅し、その

後この国の覇権力を握ったスペインや米国から

も、さしたる文化的伝統がもちこまれないまま、

国外から及ぼされる圧倒的パワーにふり回され

る形でしか国づくりができなかったホンジュラ

スでは、これといって強固な国民意識が醸成さ

れることもなく、ホンジュラス人自身が自らの

力で国づくりをしようとという考えも、およそ

育たなかった。こうして即物的な考え方がホン

ジュラス社会の根底を占めるようになった。

子どもたちは遊びをとおして発達し、社会的、

知性的、感性的、身体的能力を身みにつける。こ

うした子どもたちにとっての遊びの意義とは、

時代や場所の違いを超えた人間の本源である。

しかし、大人たちが、子どもの遊びに関して、し

かるべき意味や価値観をもっているかどうか、

子どもたちが十分に遊べる環境を与えているか

どうかは、各々の社会における歴史と文化の問

題である。即物的思想が強いホンジュラスにお

いては、これまで子どもの遊びの意義が問われ

ることがほとんどなかった。現在、児童公園の

建設を実施しているホンジュラスの政府機関は

とくにない。

2.「援助」: ある途上国への現実

現在、ホンジュラス政府が受けている経済援

助の額は、この国の国家予算全体に匹敵する3。

3ホンジュラスの 1999年の国家予算: 607百万米ドル、同
年のホンジュラス政府が受けた経済援助額: 558百万米ドル。
(http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ho.html
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中米域の各国で内戦がつづいた 1970，80年代、

ホンジュラスは「中米に配された米空母」とよ

ばれ、中米各国の共産化を警戒する米国軍の拠

点としてつかわれた。このとき、米国政府が、

ホンジュラスをその軍事基地とするために配っ

た「飴」が、援助であった。米国の援助は、ま

ずなによりも米国のためのものであった。食料

援助の名のもとに大量に配布された小麦粉は、

それまでトウモロコシ中心だったホンジュラス

人の食生活を変えた。亜熱帯のホンジュラスで

は、小麦はできない。こうしてホンジュラスは、

米国産小麦粉の輸入国となった。また、米国は

ホンジュラスへの援助の肩代わりを日本にもと

めた。そして経済的繁栄を米国傘下にあること

によって得ていた日本政府は、それに応えた。

こうして、それまで日本とほぼなんの関係もな

かったホンジュラスに、日本政府が援助をおこ

なうようになった。当時、日本政府の海外援助

は、世界第二位の経済大国が果すべき「国際貢

献」として、その拡大期にあり、インフラ整備や

プラント建設など金のかかる事業を中心に数字

上の実績を伸ばしていた。また日本政府は、こ

うした金のかかる援助に対する批判をかわし、

「顔のみえる援助」をうたうため、青年海外協力

隊員の増員に努めた。ただし、民衆社会の内部

にまで入り込む協力隊員を闇雲に受け入れる国

はあまりなかった。一方、すでに「援助漬け体

質」に陥っていたホンジュラスは、協力隊員を

次々に受け入れ、冷戦末期の 1980年代末には、

協力隊派遣相手国として最大規模の 100人ほど

の協力隊員を常時受け入れていた。

3. 青年海外協力隊

青年海外協力隊とは、「途上国において現地

住民と生活・仕事を共にし、その地域の経済、

2002 年 3 月 27 日)

社会の発展に協力しようとするわが国の青年に

よる海外ボランティア」と規定された日本政府

による開発援助事業の一つである。それは、同

じ政府による開発援助事業であっても、資金協

力が直接的な経済支援であり、専門家派遣がプ

ロによる効率的な技術移転を目指していること

とは異なり、「ボランティア」という言葉にあら

わされているように「自発性」が強い意味をも

つ草の根レベルの協力活動である。

一方、現場の協力隊員から「仕事がない」と

いう言葉をよくきく。途上国では、単なる人手

なら余っているし、本当に必要な人材なら、そ

の道のプロが雇われる。だから協力隊には、さ

して緊急度・重要度の高くないものが要請案件

として寄せられる。また背景調査がずさんだっ

たり、要請から派遣までのタイムラグがあった

りするため、例えばレントゲン技師として派遣

されたが、職場にレントゲンの機材がない、と

か、必要な技師はすでにいた、ということも往々

にしてある。一方、協力隊員を送り出している

日本社会とは、与えられた課題をこなすことに

よって生きられる社会である。こうして、隊員

の中には、任国にきても、仕事を与えられなけ

れば、「仕事がない」と言って何もしない人たち

がいる。

人は、人と人との関係によって生きる動物で

ある。途上国において、現地の人々のなかに生

き、かれらの喜びと痛みを自らのこととして感

じ、現地の人々とよりよい未来を築こうとして

行なう相互作用、こうした「経験の共有」こそ

が、協力隊員としての活動ではないだろうか。

筆者は、大学時代に木工技能を身に付け、大

学院で工業デザインを専攻し、しばらく公園遊

具のデザインの仕事をした後に、ホンジュラス

に造園隊員として派遣された。ホンジュラスで

は、経済企画省に配属されたが、職場にいっても
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これといって与えられる仕事がなく、派遣 1年

目は、現地音楽グループとの活動に重心をおい

た。派遣２年目に、米国に本拠をもつ国際NGO

のセイブ・ザ・チルドレンに出向となり、首都テ

グシガルパの貧困地区で運営する小学生高学年

対象の職業訓練施設で木工を教えるようになっ

た。そしてセイブ・ザ・チルドレンが運営する

村落部の幼稚園において、筆者がはじめて児童

公園をつくったのは、派遣から 1年 4か月後の

ことであった。その後、首都の職業訓練施設で

の活動の合間をみながら、地方の村落をまわり

次々と児童公園づくりをするようになったのは

派遣 2年目後半から任期延長後の派遣 3年目の

ことであった。

4. 都市部と村落部: ホンジュラスを二分する

ホンジュラス社会の特徴として、都市人口

比率が比較的小さいこと（ホ:45%, 日本:78%,

米:77%）、第一次産業従事者の比率が比較的大

きいこと（ホ:41%,日本:7%,米:3%）が挙げら

れる4。公務員やサラリーマンの家族、そして

職をもたない貧困地区の住人などからなる都市

と、自給自作的な農民が多い村落部とでは、社

会構造、環境、人々の気質や考え方など、さまざ

まな点に違いがあり、都市部と村落部とに区分

してホンジュラス社会を理解する必要がある。

以下、「子どもの遊びと今後の児童公園建設の

ために」という視点から都市部と村落部とに二

分してホンジュラス社会を比較してみる。

(i)都市部

ホンジュラスは、近隣の中米各国と比べ、比

較的治安はいいとされているが、首都テグシガ

ルパやサン・ペドロ・スーラなどの都市部では、

金品を狙った強盗事件が頻繁に発生している。

4統計データは『エンカルタ百科事典 2000』より

また、ホンジュラスをふくむ中南米諸国では、

欧米諸国での養子や臓器の受容に応えるための

「子ども狩り」が、非合法組織によっておこなわ

れているともいわれている。こうした治安の悪

さゆえに、都市部の親たちは、子どもを外で遊

ばせようとせず、それが児童公園の必要があま

り説かれない一因になっている。

また、ホンジュラスは、児童公園建設を含め

あらゆる面において行政対策が遅れているが、

都市部では、収入レベルによる区域ごとの住み

分けがされており、サラリーマンなどとして定

職をもつ人が多く住む地区では、自主的な社会

奉仕活動が発達している。こうした中産階級の

地区では、児童公園建設の際には、募金などに

よる経済的な協力が期待できる一方、住民の多

くが平日は仕事をし、日曜は安息日としている

ため、労働奉仕などの直接的な協力はあまり期

待できない。また、都市部において、木材を材

料に公園遊具をつくると薪材としてそれを盗ま

れる可能性がおおきいため、コンクリートや鉄

パイプなどを主素材とした強固なものをつくる

必要がある。また、安全対策として公園の周囲

を柵で囲い、入場時間を限定し、管理人をおく

必要がある。つまり、ホンジュラスの都市部に

おいて児童公園を建設するためには、それなり

に大きなコストと緻密な計画が必要であり、建

設作業に住民が参加できる余地はあまりない。

(ii)村落部

ホンジュラスは、小さな土地ではありながら

も自らの土地をもって自給自足的な生活をおく

る農民が比較的多いところである5。特に、先住

民族のレンカ族が暮らす、インティブカ県やグ

ラシアス県では、自給自足的な農家が多く、イ

ンゲン豆やトウモロコシ、ジャガイモなどの栽

5島崎 2000, pp.269-270
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培をしている。こうした農家は、現金収入があ

まりないため、児童公園建設に際して金銭的協

力を得ることはできない。一方、村落部では、

農作業や道路の建設などの共同作業が普段から

おこなわれており、農閑期であれば住民による

積極的な労働奉仕が得られる。また村落部は、

一般にマツの樹木が自生しており公園遊具建設

のための丸太が容易に得られる。そして、ホン

ジュラス政府国家社会福祉委員会や国際 NGO

のセイブ・ザ・チルドレンが、全国各地に生活改

善センターを設けており、これらの機関の協力

をえながら、住民の召集や連絡ができる。また

村落部の住民は、互いによく知っており、自分

たちで作った公共物を大切にするので、治安対

策や泥棒対策の必要がない。つまり、ホンジュ

ラスの村落部では、住民の直接参加により児童

公園建設が可能であり、必要なコストは非常に

少ない額でよい。

5. 住民参加型開発: 手作り児童公園プロジェ

クト

ホンジュラスに児童公園はほとんどなく、そ

の必要性に関して都市部か村落部かの違いはな

いが、上述のように都市部と村落部とでは、子

どもの遊びと児童公園建設をめぐる状況におい

て異なっている。青年海外協力隊員であった筆

者は、小さなコストですみ、住民との直接的な

関わりのもとに児童公園の建設が可能な村落部

にターゲットをしぼり、プロジェクトを展開す

ることにした。

筆者がおこなった「手作り児童公園プロジェ

クト」は、「より安く、より早く、より多くの場

所に、そして、全てのこどもが楽しく安全に遊

べる」、というコンセプトのもとに展開した。そ

して、単に、コストを小さくするためでなく、プ

ロジェクトの成果を自分たちのものと感じ、そ

れを大切にする心を養うために、対象となる住

民たちによる住民参加型開発とした。プロジェ

クトは、試行錯誤しながら以下のようになって

いった。それは、筆者が持ち込んだアイディア

をきっかけに、現地住民が新たなアイディアを

加えて一つの公園が完成し、そこで得た経験を、

次の公園建設に持ち込んでゆくという「経験の

共有」の積み重ねの過程であった。

まず、建設地をセイブ・ザ・チルドレンなど

の連携機関とともに決め、農閑期となるように

実施時期を決め、連携機関をとおしてそのおよ

そ 2週間前に現地住民にプロジェクトの概要を

伝える。その際、4・5人のボランティア、直径

30センチメートルほどのマツの丸太 10本ほど

と、古タイヤ 20本ほどを集めておくように依頼

する。一つの児童公園のためのプロジェクト実

施期間を 1週間とし、建設開始を月曜日とする。

建設に先立つ土曜日に現地入りし、公園予定地

の視察、準備状況の確認、連携機関のスタッフ

や地域コミュニティーのリーダーとの打ちあわ

せなどをする。この段階で、村長や学校の先生

など、その村のキーパーソンを把握し協力を得

るようにする。また、現地でおこなわれる週末

のイベントに積極的に参加するようにして親睦

を図る。

材料は、丸太、古タイヤ、セメント、ロープ、

釘、ペンキである。丸太は、現地に自生するマ

ツをつかい、古タイヤは廃品をつかう。その他

の諸材料としてセメント、ロープ、釘、ペンキ、

合わせて約 8千円分を現地で購入する。これだ

けの材料で、シーソー、砂場、木馬、つり橋、ブ

ランコ、ヘリコプター、タイヤ・タワー、飛び

タイヤ、一本橋、丸太ピラミッド、といった 10

の遊具アイテムができる。道具類は、手回しド

リル、ノコギリ、ノミ、釘締め、刷毛、をプロ

ジェクト物品として準備し、丸太引き用大ノコ、
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表 2＜プロジェクト工程＞

日 内容

2週間前 連携機関をとうし現地住民にプ

ロジェクトの概要を連絡。

土曜日 現地入り

日曜日 公園予定地視察

準備状況の確認とフォロー

関係者との打ちあわせ

月曜日 建設作業

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日 開園式・植樹祭

シャベル、斧、マチェテ（太刀）、ハンマーは現

地住民や学校などから借りる。

公園建設を、月曜から木曜日の 4日間にする。

事前に協力を依頼してある数人のボランティア

とともに作業にとりかかる。すると、しだいに

地域住民のさまざまな人たちが様子を見にくる

ようになる。農閑期の村落では、人々は時間を

持て余しているのである。そして、それぞれの

遊具ができてくると、まだセメントやペンキが

乾いていないにもかかわらず、我先きにと遊ぼ

うとする子どもたちがいたり、そのような子ど

もたちをとがめたりする人たちが現れ、現場は

にぎやかになってくる。こうなると児童公園づ

くりが、その村全体の関心事となり、大人から

子どもたちまでさまざまな住民が、自らも公園

づくりに加わろうと集まってくる。そして、小

学校の先生が生徒たちをひきつれてきたりして

作業にかかわる人たちが一気に増える。こうし

て集まってくる人たちに、作業を頼み、公園遊

具が次々に姿をあらわしてくる。建設作業の最

後に、遊具の各パーツを、子どもたちが認識し

やすい赤、青、黄、緑の 4色に塗りわける。こ

うして木曜日の夕方には 10のアイテムの公園

遊具が完成する。

金曜日には、村長、連携機関の職員、学校の

先生といったその村のリーダーたち、公園づく

りに参加した子どもたち、その他の地域住民を

集めて、開園式をおこなう。そのとき、公園づ

くりに関わった各人が、公園に対する思いをス

ピーチする。こうして、かれらの公園づくりの

体験は、経験となって人々に共有され、さらに

「自分たちでつくった自分たちの公園」という住

民意識となる。また、この開園式において、植

樹祭をおこなう。それは単に緑ある公園にする

ためだけではなく、自然と共生する人間のあり

方を象徴的に示すためでもある。

海外からやってきたボランティアのちょっと

した働きかけとアイディアをきっかけに、住民

自身が、プロジェクトの意義に目覚め、かれら

自らがその実現のために働き、その成果を自ら

のものとして大切にする。それは「援助する側

／される側」といった枠組みを越えて、互いに、

学び、高め合うというプロセスである。本プロ

ジェクトにおける、こうした対象社会の人々と

の「経験の共有」にこそ、開発援助のあるべき

姿を見出すことができるのではないだろうか。

こうして筆者は、およそ 1年半の間に、ホン

ジュラスの村落部の 10個所に児童公園をつくっ

た。ただしその後それらの公園に戻ることはし

ていない。伝え聞くところによると、筆者がつ

くった各遊具は、耐久性があまりなく、数年内

にロープが切れたり、木材が腐ったりして、そ

の多くが壊れていったようである。しかし、そ

の一方で、住民たちが自分たちで、それを修理

したり、新たに作りなおしたりている、とか、本

プロジェクトの児童公園をモデルにした、新た

な児童公園が作られた、という話をきいている。
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表 1＜遊具アイテム、材料、工程＞

アイテム 材料・工程

1 シーソー 丸太 (4.5m×1,0.6m×3)、鉄パイプ（8cm）、ペンキ

・長さ 0.6mの丸太 3本を地面にピラミッド状に組み台にする。

・台上部中央にドリルで直径 2.8cm深さ 5cmの穴をあけ、そこに長さ 8cmの

　鉄パイプを埋め込む。

・座となる長さ 4.5mの丸太の中央部をマチェテなどで凹型に削り、そのまた

　中央部に直径 3.5cm深さ 4cmの穴をあける。

・台中央に出た鉄パイブに、座の丸太の中央の穴をかぶせ、座と台を組む。

2 砂場 丸太 (1.8m×4, 0.4m×4)、砂 (適量)、ペンキ

・長さ 1.8mの丸太 4本を四角形になるように地面に並べ、その 4隅に長さ

　 0.4mの丸太を立てる。また各丸太が安定するように地面に適当な穴を掘り、

　隙間を土で埋める。

・丸太に囲まれた部分に砂を入れる。

3 木馬 丸太 (0.8m×3,0.6m×1,0.3m×1)、ロープ（1.5m×1, 1m×1）、釘、セメント、ペ

ンキ

・適当な長さに切った各丸太に、ノコギリやノミなどで仕口をつくり、組み合

　わせる。

・接合部を必要に応じ釘で強化する。釘が外部に出ないように釘締めを用いた

　り、釘穴に木片を埋めたりする。

・組み合わされた木馬の足の下部を地中に埋めセメントで固める。

・手綱とシッポになるように、木馬の鼻と尻部に穴をあけロープを通す。

4 つり橋 丸太 (2.5×2, 2.0×4, ,0.7×2,0.6×2,0.5×2)、細丸太 (0.9×15)、ロープ (5m×4)、セ

メント、ペンキ

・橋脚となる丸太 6本を立てその下部を地面に埋めセメントで固める。

・橋脚となる丸太に、ドリルで穴をあけ、手すりと縄ハシゴとなるロープを

　通す。

・直径 15cmの細丸太 15本の両端にドリルで穴を開ける。

・橋脚の穴を通るロープと細丸太で縄梯子をつくり橋脚間にわたす。

・橋の出入り口に、丸太を数本づつ立てて下部を地面に埋め階段をつくる。

5 ブランコ 丸太 (4.5m×1,1.5m×1)、ロープ (10m)、古タイヤ (1本)、セメント、ペンキ

・長さ 4.5mの丸太の先端に穴を開け、ロープを通しておく。

・長さ 4.5mの丸太を地面から斜めに立て、1.5mの丸太をその支柱とし、それ

　ぞれの下部を地中に埋め、セメントで固める。

・古タイヤに穴を開けロープを通しブランコの座になるように吊る。
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6 ヘリコプ

ター

丸太 (4m×1, 1m×1)、鉄パイプ (直径 3cm長さ 15cm)、セメント、ペンキ

・長さ 1mの丸太を立て、下部を地中に埋めセメントで固め台にする。

・台となる丸太の上部中央にドリルで直径 2.8cm、深さ 10cmの穴をあけ、そ

　こに長さ 15cmの鉄パイプをハンマーなどで埋め込む。

・長さ 4mの丸太の中央部をマチェテで平面にし、その中央部に直径 3cmの

　穴をあける。

・台から突き出た鉄パイブに、長さ 4mの丸太の中央部の穴をかぶせ、丸太

　が台を軸に回転するようにする。

7 タイヤ・

タワー

丸太 (5m×1)、古タイヤ (3本)、ロープ (20m)、セメント、ペンキ

・長さ 5mの丸太の先端近くに、２本の穴をドリルであけ、そこにロープを

　通す。

・丸太の下部を地中に埋めセメントで固める。

・古タイヤ 3本にドリルで穴を開け、そこにロープを通す。

8 飛びタイ

ヤ

古タイヤ（10本程度）、ペンキ

・古タイヤを適当間隔に並べ、下部を地中に埋める。

9 一本橋 丸太（4m×1,0.6×2）、鉄パイプ（直径 0.03m長さ 0.15m ×2）、ペンキ

・長さ 0.6mの丸太 2本を適当間隔に立て下部を地中に埋め橋脚とし、上部

　中央にドリルで直径 2.8cm深さ 8cmの穴をあける。

・橋となる長さ 4mの丸太の両端近くを削り平面とし、その中央にドリルで

　直径 2.8cm深さ 8cmの穴をあける。

・橋脚となる丸太と橋となる丸太の穴に鉄パイプを入れ、両者を組み合わせ

　る。

10 丸太ピラ

ミッド

丸太 (0.3m,0.4m,0.5m,0.6,m,0.7m,0.8m,0.9m,1m,1.1m,1.2m)、ペンキ

各種長さの丸太を適当間隔に配置して立て、下部を地中に埋める。

開発援助とは、上からの押し付けであってはい

けない。もし、住民たちが不必要と思えば、建

設した遊具たちは腐り姿を消して土へと戻れば

それでよい。そして、住民たちが、それに価値

を見出すならば、かれら自身が、修理し、作り

直し、そして新たなところへと広げてゆくので

ある。プロジェクトへの参加によって得た経験

を住民たち自身が未来と周囲へと広げてゆく。

こうして時を経て場所をかえて「経験の共有」

が積み重ねられてゆくような開発援助をおこな

うことが大切なのではないだろうか。

6. 遊びと造形教育としての公園づくり

本プロジェクトの特色は、単に住民参加型開

発であることばかりではない。子どもの遊び場

である児童公園の建設に、そこで遊ぶ子どもた

ち自身が参加するようにしたことにこそ、本プ

ロジェクトのユニークさがある。プロジェクト

の成果ばかりではなく、プロセスそのものが、

子どもの遊びであり、造形教育であり、人間形
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表 3＜一児童公園建設（10アイテム）のための材料＞

内訳 数量 入手方法、金額

1 マツ丸太 ・直径 30cm程度長さ 7m程度 1

・直径 15cm程度長さ 5m程度

10本

3本

自生のものを伐採

2 古タイヤ 20本程度 廃品を利用

3 プラスチック・

ロープ

直径 2cm程度一巻 20m 3巻 2000円程度

4 鉄パイプ 直径 30cm長さ 45cm 1本 200円程度

5 セメント 1袋 (10kg) 2 袋 1500円程度

6 ペンキ 一缶 4リットル入り

色: 赤、青、黄、緑

各 1缶

（計 4缶）

4000円程度

計 8000円程度

表 4＜必要工具＞

工具名 数量 入手方法

1 丸太引き用大ノコ（またはチェーンソー） 1 現地住民が持参

2 シャベル 3 現地住民が持参

3 斧 1 現地住民が持参

4 マチェテ（太刃） 3 現地住民が持参

5 ハンマー 1 現地住民が持参

6 手回しドリル (刃の直径 2.8cm/3.5cm) 1 プロジェクト用物品

7 手ノコ 1 プロジェクト用物品

8 ノミ（幅 3cm） 1 プロジェクト用物品

9 釘締 1 プロジェクト用物品

9 刷毛 8 プロジェクト用物品

表 5＜ホンジュラスにおける手作り児童公園建設の記録＞

時期 場所 連携組織 施設形態

1 1990.5 インティブカ県チリガトロ村 セイブザチルドレン 幼稚園

2 1990.6 インティブカ県サカテ・ブランコ村 セイブザチルドレン 共同農場

3 1990.7 インティブカ県コフラディア村 セイブザチルドレン 幼稚園

4 1990.8 インティブカ県ペロン村 セイブザチルドレン 小学校

5 1990.9 グラシアス県グラシアス 国家社会福祉委員会 生活改善センター

6 1991.3 モスキティア県アワス村 モラバ病院 幼稚園

7 1991.3 モスキティア県パプタラヤ村 モラバ病院 小学校

8 1991.8 インティブカ県リオグランデ村 セイブザチルドレン 小学校

9 1991.8 インティブカ県カカオ村 セイブザチルドレン 小学校

10 1991.8 インティブカ県パストラル村 セイブザチルドレン 小学校
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写真 1. 建設作業中の子どもたち　　　　　
（グラシアス県グラシアス）

写真 2. 自分たちでつくったつり橋で遊ぶ　
（モスキティア県アワス村）

成の場なのである。

本プロジェクトの作業の大半は、危険性が小

さく、これといった技能も必要としないので、そ

うした作業を、現場にやってきた人たちにどん

どんしてもらう。特に、その児童公園で遊ぶこ

とになる、子どもたち自身に、公園づくりに加

わってもらう。例えば、丸太ピラミッド建設で

は、地面に穴を掘ったり、丸太を運びその穴に

いれたり、土を埋めたりといった作業を子ども

たちにしてもらう。その時、子どもたちは、楽

しく丸太とびができるように、そして少しでも

出来上がりが格好よくなるようにと工夫しなが

ら、どの長さの丸太をどういった配置にするか

を決めてゆく。次に土の香りを感じながら地面

にシャベルで穴を堀り、転がしたり何人かで協

力したりして木の香とその手触りを感じながら

重い丸太を運び、穴に立てる。こうして、五感で

素材を感じとりながら、子どもたちのイメージ

とアイディアが実際の形になってゆく。また、

つり橋の建設では次のように作業が進む。細め

の丸太をノコギリで 15本ほどに切り、その各々

の両端に手回しドリルで穴を開通させる作業が

ある。それを、小学校高学年くらいの子どもた

ちにさせる。まずは子どもたちに作業の見本を

みせ、勘所と注意事項を伝える。そして、子ども

たち一人づつにそれをさせてゆく。子どもたち

は、普段は触れることのない大人の工具に興味

を示し、真剣そのものの表情でそれをする。一

人前の大人になった気分なのである。次に、そ

れぞれの丸太の穴にロープを通し結び目をつく

る作業をする。それを子どもたちは、普段では

見せない忍耐強さと集中力をもっておこなう。

一方、まだ工具を扱うのが難しい幼稚園児らに

は、付き添いの先生とともにビニール袋をもっ

て、近くの川などにいって砂場の砂を集めると

いった作業をさせる。仕事を与えられると子ど

もたちは目を輝かせてそれをする。子どもたち

は大人たちにまじって自分が公園づくりに参加

できるのが嬉しくてたまらないのである。そし

て、建設作業の最終工程であるペンキ塗りは、

そこに集まってきた全ての人にやってもらう。

こうして、子どもたちは、自然の素材を五感を

もって感じ取りながら、手先の細かい作業から、

全身を使った作業まで、アイディアを出し合い、

協力しながら懸命に取り組むのである。学校の

先生や親たちは、こうした子どもたちを見て「こ
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んなに真剣で楽しそうな子どもたちの姿をみた

ことがない」という。そして、大人たちは、そ

うした子どもたちから元気をもらいながら作業

をすすめるのであった。

なぜ、子どもたちが、これほどまでに真剣で

楽しく公園づくりをするのだろうか。それは、

単に、体を使った労働の喜びとか、イメージを形

にするモノづくりの喜びからだけではない。ホ

ンジュラスの村落部の子どもたちは、体を使っ

た労働ならば、普段から野良作業の手伝いをし

ているし、モノづくりならば学校の授業で、図

画工作の授業を受けている。子どもたちが、公

園づくりに普段では見せない真剣さで挑むのは、

子どもたちにとってそのプロセスそのものがた

くさんの面白さがつまった「遊び」であると同

時に、その作業の結果得られる児童公園が、自

分たちの遊び場になるからであり、さらには、

その村の公共物となるからである。こうして、

子どもたちが、楽しく遊びながらも、その活動

をとおして社会に貢献してゆくこと、この子ど

もたちと大人たちの「経験の共有」にこそ、普

段の授業や野良作業では得られない、特別な価

値を子どもたちは感じるのだ。

本稿で紹介した「手作り児童公園プロジェク

ト」は、日本とは、全く状況のちがうホンジュ

ラスの村落部での試みであり、それをこのまま

日本で実施することはできない。しかし、本プ

ロジェクトに、モノづくりを核にしながらも、

実社会との繋がりのなかでの人間形成を目ざす

これからの造形教育のあり方を見出せるのでは

ないだろうか。

むすび

以上、本稿では、筆者が青年海外協力隊員と

して派遣された中米のホンジュラス共和国にお

いて実施した「手作り児童公園プロジェクト」を

紹介し、教育学および開発学の視点からその意

義を考察してきた。本プロジェクトの成果は、

単に出来上がったモノだけにあるのではなく、

「援助する側／される側」「教える側／教わる側」

「大人／子ども」といった枠をこえて、人々が集

い、学びあい、高めあう、そうした「経験の共

有」にこそあるのだ。それは、開発援助のある

べき姿の一つの方向を示しているとともに、五

感全体をもって創造活動をおこないながら、さ

らには、社会に生きる人として自覚と喜びを養

うこれからの造形教育のあり方でもあろう。そ

して、本プロジェクトから得たものに、新たな

出会いのなかで、さらなる「経験の共有」を積

み重ねてゆくこと、それが、これからの筆者の

課題である。
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