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2年目を迎えた関東学院大学

」ECK第1 4回創立記念日講演会(201 7。1 。28)

「国際協力の現場」授業受託(201 6。09.06)
」ECK創立1 4周年記念行事と講演会を1月28日に、」lCA横

浜国際センタ一第1会議室で実施した。
」ICA横浜国際センター次長木下雅司氏の祝辞を頂き、日

今年度も、関東学院大学経済学部の「国際協力の現場」の授業
を受託した。今年度の授業は、上下水利用・処理、環境対策、医療・
衛生、食品供給・衛生、産業振興、中所企業振興に加え、新たに教育
関連の国際協力に関する内容の授業を組み入れ、青年海外協力

本インダストリアルデザイナー協会事務局長、 M.Y.Design

主催者の山口正幸氏が、 「インダストリアルデザインの必要
性」と超して講演した。
産業革命により大豊生産されるようになった製品に対して、
インダストリアルデザインのコンセプトが生じた。アールヌー
ポ、アールデコの二大主流と、機能美を追求したドイツのバウ
ハウス美術学校について説明した。戦後日本にインダストリ
アルデザインが導入された経緯、色彩とデザイン等豊富な実
例を示しながらわかりやすく講演された。懇親会でも和やか

隊、 」 lCAの協力もお願いした。 (詳細はP5参照)

なうちにも活発な質疑、意見交換が行われた。 (詳細P2参照)
関東学院大学キャンパス

キャンパス内の石碑

よこはま国際フェスタ201 6に参加(201 6,1 0,08へ1 0)

ほどがや国際フェスタ201 6へ参加
クランモール公園で開催されたよこはま国際フェスタ201 6に1 0月8,9の2日間参加した。

初日の午後と2日日の午前中は豪雨のためにテントを閉鎖するアクシデントにも見舞われたか

2日日の午後からは、天候も回復し、テントの

(2016,1 1,20)
「保土ヶ谷から国際交流を!」のテーマで開催されたほどがや
国際フェスタ2016に参加して、パネル展示、国旗当てクイズ等
で」 ECKの広報活動を行なった。

中での」ECK活動パネル展示、広報用パンフ
レットを配布、会員が関係した開発途上国の
物品販売等も実施た。
」iCAの子供向けスタンプラリーに参加、ビ
デオ番組「E‑∨O」の植田理事長へのインタビ

二二十「

ュー等を通じてJ ECKの活動をPRした。

よこはま国際フォーラム201 7で」ECK活動の
プレゼンテーション(201 7,02,04)

平成28年度第4回地域見学会(20 1 7.02.08)

よこはま国際フォーラム201 7主催の「へともに生きる横浜ともに創る世界へ」をテーマとしたよこ
はま国際フェスタ20 1 7に参加し、 」 lCA横浜国際センター4Fセミナー

ルーム6で、 」 ECKの活動状況のプレゼンテーションを行った。
」ECKの活動概況

植田龍太郎

小冊子「日本の国際協力」の出版・配布

菊池正夫

物つくり技術協力

桂岡蘭太郎理事長

消火、煙避難等を体験した。
これらの見学、体験を通じて防災につい
て改めて考えさせられた1日であった。

菊池正夫

関東学院大学で会員による講座
水利用技術協力

高遠宏
工藤眞也

菊池正夫会員

厚木市下津古の神奈I I慄総合防災セン
ターを見学した。展示コーナーで消防用具
発達の歴史、家庭用防災の知恵、防災用品
を見学し、体験コーナーで、風水害、地毅、

プレゼンテーション会場

高遠宏会員

平成28年度第3回地域見学会(20 1 6。 1 1 ,29)
2月8日、神奈川県立職業技術校を見学した。当校は、ものづくりの職場における、さまざまなサービスの
最前線で、スペシャリストとして活動するための「プロ技術」を身に付けさせることを目的として設立された。
自動車整備、溶接・板金、コンピューター、 CAD、木材加工、建築設計、造園、ケースワーカー、給食調理等
を見学した。特に、最新式のコンピューター制御の機械部品加工機、 3次元CAD機械製造の実習には興味
深いものを感じた。
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最新電子機器の説明

工作機械
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え方は個人や時代によっても異なる、その方面でなかなか優

産業革命によりインダス
トリアルデザインという概
念が発生した。家具を例に
とると、産業革命以前は、
貴族等富裕層の為に、職人

位に立てない。自動車も家電もこの問題(ご悩まされている。
商品にはそれに相応しい色があり、消費者の好みを導くよ
うに提案しなければならない。食品などは、包装に選択する
色により売上高が左右される為、記号色、記憶色の使い方も
必要である。
自動車草創期に欧州ではまだ‑部の上流階級の乗り物で
あった自動車は、アメリカでは広い大陸、未開発な交通網な
どを踏まえ、庶民が大いにはしかった。そんなニーズにフォー
ドは応えるべく、庶民のために如何に安く大量に車が作れる
か考えたすえ、機構もシンプル、当然コストを懸けたくない色
も安い、耐久性の高いカーボンブラックが主原料で、補修も

が優れた技術で良質な物
を作っていた。産業革命に
より、機械化で同じ様なも
のが量産できるようになっ
た。産業革命が生んだ新富
裕層は、テーブルや椅子の
ネコ足形状を欲しかったが、
職人の作る形状は難しい
ので意味のない模様など
を付けた。
必要な機能を優先するための量産し易い形が必要となり、
武胃なものも多く生まれたため美的な要素も必要となり、
アール・ヌーボーとアール・デコの2デザインの主流とその
後機能美を追求したドイツのバウハウスが生まれた。
アール・ヌーボーとは、 「新しい芸術」という意味のフラン
ス語で、 19世紀末へ20世紀初頭の約30年にかけて、ヨー
ロッパやアメリカでおこった革新的な芸術運動である。その
コンセプトは、 「産業革命以降、粗悪になった実用品に芸術性
を取り戻そう!」というもので、芸術性が求められる様々な分
野の作品(こ波及した。ゴシック美術や、日本の浮世絵の影響
も非常に受けている。

容易な黒を選んだ。T型フォードは、 1 ,与00万台売れた。

彼は、自分の技術に自信があり、アメリカの町のいたる所
で目にできるT型にますます信念を深めた。これは、イギリス
の産業革命以後の工業化社会が皆通った道である。
しかし、商品が普及すると、消費者は他人と違った物を求め
たかり、機構などの技術はもちろん色にもそう言った事が増
えていくのは、当然の流れであった。GMはまさにその点をつ
いて、異なったデザイン、色の自動車を供給してフォードを追
い抜いた。
日本の自動車は東京オリンピック(1 964年)以後、台数も

デザインもすごい勢いで増えていく、当然競って新型を出す
ので、色数も飛躍的に増えたのである。デザインに、色が必
需品になってきている。
人は皆、青い空、青い海、璽景色、紅葉を見ると美しいと感
じる。それは、人のDNAがその様に作られているからである。

アール・デコは、 1920‑30年代にフランスで起こった芸

術革新運動。大量生産には向かず、デザイン(こ凝りすぎた
アール・ヌーボーに代わって、簡潔さと合理性を目指した。
1925年にパリで開催された現代装飾・工業美術国際展が
名称の由来である。
20世紀の最も影響力のあるモダニスト派の美術学校のド
イツのバウハウスの創造の背後にある動機は、 19世紀には、
製造と製品の魂がないことへの不安、そして社会における
アートの喪失に対する恐怖の中にあった。創造性と製造は兎
離しており、バウハウスはそれらを再び結びつけ、日々の生活
のためにデザインを若返らせることを目指していた。
戦後日本の多くの美術大学がこの考えに共鳴して教育を
進め、産業デザインという分野が確立されて行く。
1 9与0年代にアメリカにおける色彩の機能主義運動がおき
た。深い赤色のパーカー万年筆が、従来の黒一色の中に登場
し黒よりも売れた。 (黒からの脱却)自動車もボディに新色を
施すことにより売上をのばしていた。

ナチュラルハーモニーと言う色彩調和は、生活環境で使って

ゆくのか良い。
松下幸之助が戦後米国視察から帰国して「これからは、デ
ザインの時代だ」と発言した。当時は、電器、自動車のデザイ
ンは外国のコピーであった。

終戦後、燕市などの洋食器は高品質のために輸出されて
好評であったが、デザイン能力は低く、欧米製品を模倣した
ために、 「コピーストジャパン」と海外で非難された。
このような事態に危機を感じた通産省(当時)は、各地に工

芸試験場を設立して、工業デザインを指導し、Gマーク運動
等で製品デザインの向上を図り、日本のインダストリアルデ
ザインの水準も向上した。
インダストリアルデザイナーは、従来は美術大学が供給し
てきたが、元々デザイナーを供給してきた千葉大学工業意匠
科のように工学部系からも供給される。女子大の家政学部は
生活デザイン学部に改組され、ここからもデザイナーが供給
される。慶應義塾大学総合政策学部では、領域を超える新し
い「学び」と「創造」を学んでいる。デザインにCADが使用さ

「チエスキン(L.Cheskin) 『商業色彩ハンドブック』 『販売と

色彩」原色刷りのページの製品には、黒白のページの1与信
の注文が殺到した」
でも、フォードは、従来からの色に固執し、自動車が色のい
かんで売れるとは考えなかった。

れデザイン生産効率は良くなった。

インダストリアルデザイン、デザイナーを取り巻く環境は
よくなったが、スケッチのできないデザイナーが生まれたり、
デザイナーの興味が「クールジャパン」といわれる、ゲーム、
アニメ等の創作を志向していることに危機感を持っている。

「色やデザインなどいわば主観的官能的価値の有無が重
要性を帯びる」が、これを客観的に測定することが難しく、考
やまくち

まきゆき197〇年武蔵野美術大学 造形学部 工芸工業デザイン専攻卒
1 970年大日本インキ化学工業入社プ(現DiC㈱)密封容器、テーブルウエア、家庭用品、魔法瓶、石油ストーブ、扇風機、セラミックヒーター、大手自動車メーカーの主にエアロパーツなどの純正自動車用品、
ライダー用・産業用・警備用ヘルメット、安全資材、医療資材デザイン担当。 2000年ディックカラー&デザイン(現DiCカラーデザイン)設立 常務取締役、代表取締役社長取締役会長を歴任。 2009年より現職
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和宣要望地車
しかしながら、リーマンショッ

1 ,イスラム金融の概要

ク以降、新興市場においては、

本稿では、イスラム金融について基本的な点を整理し、現在の動向
について紹介する。コーランの教義に利子をとってはいけないという

実質金利が上昇傾向にあるこ
ともわかる。これは、新興国の

記述がある。これを遵守することを基本とするイスラム法(シャリア)に

適った金融取引の総称をイスラム金融と呼ぶ。特に、金利を取らない、
融資先等、当事者がイスラム教の教義に反しないといったことが重要
な点である。ただし、再生産や伝統的金融との競合のため、金利相当
部分をまったく取得しないのは現実的でなく、商品売買、事業活動へ
の出資、投資など実体を伴う取引の組み込み、配当や売買差益(商品

経済成長がリーマンショック以
降も高水準を維持していること
に加え、図与にあるように、マイ

取引差益)などで収益を代替しているのか実情である。
2.イスラム金融の推移

要因であると考えられる。

図1イスラム金融の真庭残高(Kamme「 [201 5]より)

暮,融的議場▲請は

凋。〈

の融資が普及していることが
このため、新興市場で他の高

金利融資と競合関係にある場

近年、特にリーマンショツ

合が多い、イスラム金融では、これらの高金利の伝統的な融資方法に
何らかの意味で競合する必要がある。
これについて、イスラム金融で、シャリア適格な手法でも様々な方

ク後イスラム金融自体は大
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く2016忙よると、1990年代

溺関

法がある。例えば三菱UF」信託のレポート(201 6)では、シャリア適格

が、 2000年代に1 00兆円規

な手法は、ムラババ2)、イステイスナ3)、イジャラ4)、ムシャラカ5)、ムダ

模の融資残高にまで成長し、

ラパ)、など多数存在する。そのうちどれが主要な方法かを確認する
ことが手かかりになる。図1でiよ依然として銀行が大きな位置を占め
ている。

200兆円の規模を誇る。近
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ていることがわかる。

書

アといった、アラブ・北アフリカ諸国以外の国でイスラム金融が増加し

種

によると、例えばバングラデシュでは

ムラバハ2)が主要な投資方法であ
る。また、こういった傾向は、パキス

目月山

ム金融の伸び率を示した図3ではインドネシアやパキスタン、マレーシ

の∴球

ラ4)にもあてはまる。Duaし[201 6]

論

章二●巳

い。これらはイステイスナ3)、イジャ

国、MENAがアラブ及び北アフリカ諸国である。また、国別のイスラ
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迫ることがわかる。
これを、地域別にみたのか図2である。図2において、GCCが湾岸諸

卿

であり、シャリフ適格であるものの、
純粋な利益配分ルールとは言えな

資産残高が1 00兆円に満たなかったものの、 201 3年には200兆円に

郷

ラバハ2)は金利分を価格に上乗せ

タンやインドネシアでも見られる。な

お、マレーシアではムシャラが)も見
られるものの、不動産投資に集中し
ている。このように、イスラム金融は

増加しているが、アラビア半島や湾岸諸国以外では、イスラム金融も
伝統的な西側の金融手法に従う手法が最も伸びていることがわかる。
4,結語

聞
GCC:湾岸協力会議

鍋C8∴2同9 如10 2011 iO12∴三〇点〕∴201嶋

MENA:中東十北アフリカ

園3

グラミンバンクに代表されるマイクロファイナンスでは、平均30%
にものぼる高い金利を要求している。イスラム金融として、金利0%を

o ぅ10 1ら202うら0 35吋0駕的

厳格に適用すると、特に新興市場では資金調達や融資の維持可能性
の点で、伝統的な金融と競合するのか難しいと考えられる。このため、
新興市場では、金利分を価格に上乗せするマークアップベースの融資

2009‑2013年の国別イスラム金融の普及率
(Kamme「 [201与]より)

方法であるムラバハ2)が主流であることはやむを得ないと考えられる。

3,イスラム金融成長の要因
このような成長は、インドネシアや南アジア諸国の経済成長に加え、
世界的な低金利により、原則金利ゼロとなるイスラム金融の相対的な
不利が緩和されたことが考えられる。
先ず、国際的な金利低下は、伝統的な金融との競合において、資金

また、現在多くのイスラム諸国は援助を受け入れており、それらは
有償援助も含まれる。これは必然的にイスラム社会に、有利子債務を
受け入れていることに他ならない。実際、イスラム法の学会でも、金利

実質金利の推移を示している。これをみると、先進国の実質利子率は

を取らないという根本原則を現代社会で徹底することは極めて難し
いというのが、イスラム社会の認識となっている点もあるようである。
そのため、シャリア適格でも、伝統的金融に近い形態が今後も利用さ

‑質して低下傾向にあることがわかる。

れていくと考えられる。

獲得を有利にする方向に働く。図4はIMFより、 1 980年以降の世界の

を、購入した際の原価よりも高い代斜こよって転売する形魁を指す。購入者爪原価と代金の整頴を了解し、差額を転売者の売却益として納得した上で契約欄よれることを前提とする。 3)イステイスナ滝壷の出し月と商品の賢い碧さ売責対
象となる実物資産の詳細についてあらわ時め合意して、賞金の出し手が商品の売り手に代金を先払いし、買い丑こ徐々に引き渡していくというイスラム金融のスキーム。新規のエ邸重殺のように契約時点で介在させる実物資産が存在し属しと
いう持敏を有する。実物瑚誠する都瞳、東金の出し手は商品の買い手にそれを引き漬す。資金の出し手は対価として一定の詞」益を上乗せする。 4)イジャラ西欧型経済に勃ナるリー刀こ相当する。顧客の求捌こ応じて銀行が設備等を購
入し、駆劉こ賞賛して使耐雪を取るリースとして運用される。売り切りとリースの違いかムラ周にイジャラの達しに言える。与)ムシャラカ複数の当噺動く取引を行う。資本の出費者と労働を提供する書類搬届出劃こより軍楽の共同経
営を行い、生じた珂閥こ決められた比調こよって、もKは損失が生じれば出資比詣こ応じて、それぞれ起分する契約形態である。 6)ムダラバ出資者か事業家(ダーリオに資本を会頭出費する/仁一トナーシツニ乃離腫指す。
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cGAP, Woridba血

イスラム教徒は世界で約1与倭人いると言われており、信仰深く敬虔な人た
ちとして知られている。ところが昨今のイスラム国の残虐な行動は全てのイ
スラム教徒がさも残虐な人たちだと誤解されていることは気の毒である。筆
者は海外生活20年の内1与年をイスラム諸国で過ごした。そしてその約半分

限られていたので、顧客、出張者、単身赴任者や友人たちを自宅にお呼びし
家内の家庭料理を楽しんで頂いた。勿論アルコール抜きである。招待者記
録によると6年間で我が家に500組のお客をお呼びしている。家内には本当

の6年余(1 976年1月へ1 982年4月)をサウジアラビア(当時の人口は860
万人、現在3.300万人)で家族と共に過ごした。その経験から彼らの多くは真
面目で敬虔なモスリムでありかつ信頼できる人たちだと思っている。

住居

に良く協力してくれたと彼女の「おもてなし」には今でも感謝している。

女性の運転は禁止されていて、女性・子供は1人で戸外を歩けないので1
日の殆どを家ですごした。外出の場合肌の露出は禁じられていてスカーフや
スラックス姿での外出となった。住む家は町の1軒屋を借りた。隣人はイギリ

当時筆者の勤めるC社はサウジで既に業務実績があり更に業績を延ばす
べく現地会社を設立し筆者は東部地区の代表として現地に赴任することに
なった。同僚は生活環境が厳しく酒が飲めなくなるが大丈夫か。家内はあの
暑いサウジへ?と驚いた。それはサウジの情報が少なく大きな不安を感じた
からだ。しかし当時小学1年生であった長男は丁Vに夢中になっていて勉強が
おろそかになっていた。子供たちに日本のTVが見られなくなるがサウジに行
きたいかとの質問に二人とも飛行機に乗れるから行きたいとの返事。勿論家
内と子供の教育について話し合い日本のTV番組が見られない環境は子供た
ちが勉強や読書に集中できると期待し、生活環境が厳しい国と言われていた
か家族を帯同することを決I心した。

ス人であった。家は比較的大きく我が家の場合1階建て3LDK 200m2位の
広さであった。室内はA/Cが効いていて快適である(たびたび停電していた
が)。

イラン革命の時期にはシーア派の人たちがイランやパーレンから海を
渡って逃げてきて我々の住む地区でもウロウロし夜は表に出ない様に言わ
れ不安な日々を過ごした。特に1軒屋は壁1枚で外なので安全上不安を感じ
た。 1 978年頃から安全で住み心地が良いコンパウンドがあちこちに出来、
多くの日本人はそちらへ移って行った。

衛生

サウジの第1印象

衛生状態i弗E常に悪かった。特にゴキブリは所かまわず多くが這い回り閉
口した。魚市場では魚に大量のハエがたかっていた。水道水(上水)は飲料と
しては不適で雑用水として利用した。また上水と下水のパイプが破損し上水
パイプに下水が混ざることがあり安心できなかった。赴任して1 ‑2年たって
からようやく行政は衛生状態改善の為小型飛行機を使い空からDD丁を大壷
に散布したものだ。

1 976年4月羽田を出発しパリ経由ジェッダに夜到着。約20時間の長旅で
あった。時は4月とは言え既に真夏のジェッダは猛烈に暑くその上空港の内
外は人でごった返しており汗の匂いと長旅の疲労、長い入国手続きですっか
り疲れ、ひどい国に来たとは家内の第1印象だ。その上携行荷物のうち2個が
見つからない。この2個にはランドセルと学用品が入っていて、明日から学校
で使うものばが」である。子供たちは日本へ帰りたいと泣きだす始末であっ
た。
入国早々こんなトラブルに会い家族を連れてくるべきでなかったと反省し
たが後の祭りであった。紛失荷物は結局見つからず被害を蒙った子供たちの
悲しみは如何ばかりだったか計り知れない。

娯楽
最も盛んだったスポーツはテニスであった。昼間は暑くてできないので夜
仲間とプレイした。
日本人会でもソフトボール大会、テニス大会、卓球大会、マージャン大会、
カラオケ大会、バーベキュー大会、忘年会など開催し友好とストレス解消に
心的ナた。
夜の楽しみはアルコパールの商店街(横浜の元街商店街に似ている)で家
族と‑緒に買い物やウインドーショッピングをすることであった。金持ちの国
ゆえ高級品を扱う店が多かった。
特にラマダン明けの休みは通りが動けないほどの人が集まってきた。

生活環境
東部地区の主要な町ダハランにはダハ
ラン国際空港、石油鉱物資源大学(UPM)、ノ
ダハランアカデミー(通称アメリカンスクー

ル)、及びアラムコ(現在国有化されサウジi
アラムコに社名変更)がある。アラムコはア¥
メリカのメジャー石油会社4社が所有する
世界‑の石油掘削会社である。
当時従業員ら万人の1割の与.000人がア

十〇∴̲.̲

仁

十〇〇

サウジアラビア地図
騰うし

砂漠でのピクニック

ジでは外国人も含め住民には戒律が厳しく適用された。この為町には鞭を
持った宗教警察が巡回し厳しく指導していた。

ヽ

十二.

ていたためダハランを含めた東部地区ダンマン及びアルコパールはまさに
アメリカ人の町で第2テキサス州と呼ばれていた。他に出稼ぎ外国人が多く
‑瞬イスラムの国にいることを忘れさせた力や、そこはイスラム教の盟主サウ

閏

ノースロップ等米系企業の従業員が囲い

鱒曜i

暮十㌦¥

メリカ人であった。その多くは本社に隣接
するコンパウンドに住んでいた。加えて

二

リヤド近郊のキャラバンロード

娯楽や遊ぶ場所が極端に少ないので日本人会のネットワークを通じ日本
人家族同士の付き合いが盛んになっていった。この厳しい環境で苦楽を共
有してきた友人達との関係は必然的に戦友としてとの関係になり40年を経
過した今でも継続している。

サウジの生活で得たこと

石油鉱物質源大学(U PM)

オイルショック後豊富な石油収入を基にサウジは自国を近代化してきた。
赴任当時タンマンから東部地区の工業地帯になるアルジュペールまで小さ
な村落か砂漠であった。然し数年後より始まった道路、港湾、空港などのイン
フラ設備及びアルジュペールの石油化学プロジェクトが‑斉に始まり東部
地区には世界中から建設関係者が集まり、正にこの地区は建設現場の真っ
ただ中にあった。このような2度と経験することが無い、町中躍動する場所で
仕事が出来、色々と経験し多くの人々と知り合うことが出来たことは大変幸
せであった。ここでの仕事で得た知識や経験や人脈は以後の業務に大変役
に立った。
子供たちはサウジに生活を開始した時は小学6年生と2年生であった。周
りに同学年の日本人がいなくてクラスでただ1人の日本人として最初は寂し
くつらい思いをした。しかし2人とも困難を乗り超えサウジでの生活を有意
義に過ごしてきた。今ではサウジでの生活を懐かしがっている。
家内が云うには、家で過ごすことが多かったサウジでは日本に比べ家族の
接触が多く、子供達と向き合う機会が多くあったことは子供の教育上大変良

石油鉱物資源大学(U PM)の講義風景

冬場3か月間はセーターがいるが夏場は気温が与0度位に上昇。車のボン
ネットで目玉焼きが出来ると言われた。湿度が高く屋外の生活は厳しかった。
通常の勤務時間は朝8時から午後1時までと午後4時から7時まで。ラマダン
中は朝7時から午後2時までのOne Shiftであった。

筆者が赴任時の1 976年始め、この地区に住む日本人は3家族約20人。
1 978年3月日本大会設立時点で進出企業数は30社、 1与家族、 77人。その後
増え1 982年には約300人になった。

食事
赴任当初食材の調達は苦労した。町で売っているコメはエジプト米で炊き
方を変えてもあまり美味しくはならなかった。幸いアラムコへ油井管を運ん
でいる日本の船会社のご好意によりコメなどの日本食を船長託送便として運
んで戴き日本食を楽しむことが出来た。
食材も段々と手に入るようになりアラビア湾で水揚げされる魚類、内陸部

かったと語っている。

当時の生活状況について披露しましたが、 40年も過ぎた現在では様子随
分と変わってきていると思います。ただお話としてお読みください。赴任や
出張の際には現状を良く確認されます横に。

のオアシスで栽培される野乗が手に入った。当時レストランは少なく料理も

*ふくだ・しんいちろうJECK副理事長∴専門分野:経営工学、プロジェクト・マネージメント」iCA任地:ウズベキスタン中国」lCA以外の任地:中央アジア.ロシ71 UAE.マレーシア.イギリス、サウジアラビアインド
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講義には、経済学部の1へ4学年の学生1 40余名が受講しま
した。講師が‑方向的に講義をするだけではなく、学生への問
いかけ、学生に発言の機会を与えるなど主体的な学びを喚

平成27年度に関東学院大学経済学部よりの依頼を受けて実
施した「国際協力の現場」の講義が高い評価を頂き、平成28年

度も引き続き同‑の講義を受講し、企画・運営を行いました。
大きなトラブルもなく実施できたことは、会員の皆様のご協
力と授業をお引き受け頂いた方々のご尽力によるものと感謝

起する工夫を取り入れた講義が実施できたと思っております。
特に授業終了前の1 5分間をコメントペーパーの記入及び質

本年度の授業は、上下水利用・処理、環境対策、医療・衛生、
食品供給・衛生、産業振興、中小企業指導に加え、新たに教育
関連の国際協力に関する内容の授業を組み入れました。講師
には、青年海外協力隊経験者の河内智之氏に依頼いたしまし
た。また、授業初日の授業担当者には、昨年度と同様に」iCA横
浜国際センターの倉科和子課長にお願いいたしました。また、

問時間にあてました。学生からの質問は時間を過ぎても続く
ことがありました。講義内容について基礎知識が十分でない
状況下で講義を受けたにもかかわらず、多数の質問が出たこ
とば理解し易いプレゼンテーション、授業に引き込む雰囲気
作りなど講師の方々にご配慮頂いた結果と感謝しております。
実際に携わってきた講師の方々の貴重な実体験に基づいた
講義を聴くことで、学生が日本の国際協力の実態に目を向け、

第13回講義担当の 三二,な二〇〇臆"∴「「二二 ￣￣ 「「

社会貢献、国際貢献などに関l己トを高め、現在・未来の国際協力

石井信行講師に代

の果たす役割や今後の課題などについて考えるきっかけに

わって、急遽補講を
お願いしたにもか

なったと思います。
本年度に引き続き29年度も「国際協力の現場」の講義を受

かわらずお引き受
け頂いた物部宏之
講師にお礼申し上
げます。

講し実施することになりました。皆様方には、今後ともご協力・
ご支援を賜りますようお願い致します。

しています。

授業内容
講

第1回

怦

第2回

69{I

師

驟

日本の食糧(水産資源開発の現場から)
ﾔr

路

第ら回

968

ｶ

開発途上国における地球環境(こ関する国際協力

ﾔ

ﾆ"ﾒ

農業関係の国際協力

水は国の血流、中東ヨルダンの体験

第6回 儘

nr

第7回 伜)68
第8回

ﾙ>

第9回

9(h

ｸ7ﾘ‑ﾈ+ﾘ,ﾘ･Iwb

開発途上国の現状と政府開発援助(ODA)

第3回 俘(

第4回

X

W

Wb

'

日本国内では体験しえない水の社会資源としての影響力

中南米における水環境整備の状況
2000年から1与年間、」iCA派遣業務の観点から、メキシコ、エクアドル両国の改善指導を行った

計量制度の国際協カー相手国(アジア、アラブ、南米等)の状況を勘案した法定計量の振興‑

Eb

僕なりのグローカル(国際協力、多文化共生、グローバル教育を通じて)

xﾔｲ 途上国、特にアフリカ及び太平洋地域における発展と援助との関係について議論し、日本の援助の問題・
課題について検討する

第10回

餾H

ﾖｸ謦

第11回 傴ﾉ68

石炭利用技術に係る研究開発支援と現状

ﾄﾒ

第12回
第13回

「東欧における企業競争力強化支援」企業競争力強化に必要な意識改革と生産性向上技術、生産管理と
品質管理の現場指導の解説
u

闔H

第14回

:

ﾘﾗ2

H

開発途上国における医薬品事情とその対策に関する国際協力

I丁分野での技術協力(事例:ガーナ、ケニア、エリトリア)

｢

財務管理を中I已¥とした中小企業の経営改善

その経営ノウハウのうち「財務管理」をどのように技術移転するかを講ずる
第15回 兀

補

69

講 兒浦H

*うちくら

ﾘ自

欧州復興開発銀行の市場経済移行支援業務で中央アジアの企業の支援業務に従事し、企業が市場経済
への移行をどう成し遂げたかを述べる

ﾔyEb

かずお」ECK寧務局長

東南アジアの農林廃棄物で発電する

日本大学評議員

専門分野

医薬品評価、環境評価」iCA任国:中田

与

当∴∵∴ 、
l

横浜港が、国の国際ク
ルーズ拠点に選ばれ、横浜
市は、大桟橋のほかに大黒 l
埠頭、新港埠頭をクルーズ 7(

船用に整備し、飛鳥Ⅱ、ダイ
アモンドプリンセスが横浜
港を母港とする。テレビカりi 二一一

ルーズ旅行を定期的に放映

搭幣警告票‡

劇場でのショーQEⅡ

でもクルーズが身近なもの

クイーンエリザベスI (以下QEⅡ)

になってきたようだ。クルーズは、身体能力が低下、時間と金を持て余した老人の楽し
みとと思いこみ、敬遠していたが、妻からしつこく誘われてしぶしぶカリブ海クルーズ
ツアーに参加した。これが予想外に楽しく、その後アラスカ、地中海、東南アジア、米国
西海岸、日本逓毎等8回のクルーズ旅行を経験し、次回ば米国東海岸一カナダへのク
ルーズを計画している。

クルーズを敬遠する理由は次の6項目であろう。 ①高価ではないか?②船酔いしな
いか?③退屈しないか?④ドレスコード楯倒⑨食事は?⑥乗船客が老人クラブ状態?

旅行費用

面倒な気がするが、女性には楽しいらしい。日本では、女性が盛装して参加でき
るパーティ等が少ないので、着飾れる機会が嬉しいらしい。
イタリア船はドレスコードが緩く(無い?) 、 〇万クイーンエリザベス皿では、昼

クルーズ客船は、そのサービス内容と価格帯により、次の三クラスに区分される。各
クラスは個別の船ではなく、 「クルーズ会社」毎に分類される。同一船内では、 1等一3
等の区別まない。
クラス別 几

タオルアート(バスタオルで作った犬)

ドレスコード
船内新聞でフォーマル、セミフォーマル、スマートカジュアル、カジュアル等夕
食時のドレスコードが指示される。フォーマルの時は、男性はタキシードまたは
ダークスーツでネクタイ善用、女性はイブニング、カクテルドレスまたはフォーマ
ルなワンピースを要求される。この日iよお互いにお洒落をして楽しもうという
思想らしい。日本人女性は、着物を着ると注目を浴びる。男性にとってはちょっと

ｾ
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?｢

カジュアル

スーペリア
ラグジュアリー
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(近畿日本ツーリストの説明会資料から編集)ラグジュアリーの上によりきめの細か
いサービスを提供するブティッククラスがある。

飛鳥Ⅱは、乗客/クルー二96与/540なので、スーペリア相当であるが、料金はラグ
ジュアリー級である。 (日本人クルーは、よく働くからサービスもラグジュアリー級を期
待できるのかな?)

上手に旅行プランを選択すれば、 ‑般海外旅行並みの料金でクルーズを楽しめる。

料金は、アルコール飲料以外の飲食費をすべて含んでいる。旅行会社の添乗員付き
のプランは割高なので、代理店でクルーズを申し込み、ホテル、航空券を自分で手配す
ればリーズナブルな料金でクルーズを楽しめる。

船酔い
船会社は、世界1周コース等は別として、 ‑殿のクルーズ航路は天候の安定してい
るところを選定しているから船の揺れは少ない。また、ローリングはスタビライザーが
抑制し、ピッチングは船の長さが波の波長よりも長いのでキャンセルされる。実際にか
なり強風下でも揺れは感じなかった。
退屈しないか?

船は、ラスベガススタイルのショー、ボウル

ボウルルームでのハイティーQ印

ルームでのダンス、ディスコダンス、ジャズおよ
びクラシックのアンサンブル、ハイティーとクラ
シックアンサンブル(英国船)、トリビア、ビンゴ、
クッキングショー、タオルアート、アイスカービン
グ、厨房見学等のアクテビティを用意し、プール、
ジャグジー、サウナ、スライダー、ジム、アイスス
ケートリンク(大型船)等が用意されているので、
退屈する暇もない。ギャンブル好きならばカジノ
もある。
このほかに停泊地でのエクスカーションに参
加しているとますます時間が無くなる。

食でもダイニングルームでは、ジャケット、ネクタイの着用を要求していた。

食事
3食をダイニングルームで食べることも、バイキングで食べることもできる。
夜食もレストランは、 2交代制でスープ、オードブル、サラダメインディッシュ、デ
ザートを数種から選択できる。最近は日本語のメニューも用意されている。イタ
リー船では、 「今日のパスタ」がメニューに載っている。ピザ等の軽食は、 24時間
サービスされている。
最近は、海外で食べる日本食も美味しくなってきたか船上では期待できない。
カリフォルニアロールとも違う、訳のわからない巻き寿司や、TENPURAの名前
に魅かれた注文したら、胡瓜の天麹寵をわさび醤油で食べさせられて目を白黒
させたことがある。
驚くこともあるか食事は美味しく食べ過ぎない注意が必要である。
乗客は老人クラブ会員?
7へ1 0日のクルージングになるので、現役の乗客は少なく、年金生活者と思
える60歳以上の乗客が多い。たまに新婚旅行と思えるカップルもいる。車椅子
の人もいるが積極的に余生を楽しんでいて、老人クラブの気配はない。
クルージングコース
地中海(アドリア海、エーゲ海を含む)アラスカ(氷河)、カリブ海(ジャマイカ、
ケイマン諸島等)か3大クルーズコースと言われている。米国との国交復活に
よりキューバへの寄港が可能になった為に、カリブ海コースは充実するであろう。
日本近海は、天候が安定せずクルーズには不適だとの話を聞いた。 5月に日
本一周クルージングをしたが、強風のために石巻と金沢には寄港できなかった。
日本発着の外国船は、少なくとも1か所日本国外に寄稿しなければならない規
則がある。そのために、日本1周の途中で、釜山、済州島、樺太、台湾等に寄港し
ている。
其の他のクルージングの魅力
要iよクルージング中にスーツケースの開梱、荷造りの手間が無いこと、食事
のI已¥配がないので楽だと言っている。社交ダンスをすることを楽しみにクルージ
ングする人も多い。外国人の中では、初歩的なステップでも楽しめる。米国船で
は、ジルバ、ワルツ、タンゴ、ルンバ、チャチャチャが踊れれば十分である。クイー
ンエリザベスⅡは、本格的なボウルルームがあるので、ここで踊ることを目的に、
香港一横浜の短期クルージングをする人もいる。ここでは、フォックストロット、ク
イックステップ、サンバ掘れないと苦しい。
取り留めのないことを書いたが、奥様をクルーズに誘えば確実に得点を稼げ
る。しかしこれが病みつきとなって、次々とクルージングを続けなければならなく
なっても責任は持てない。

【編集後甜最近デザインの重要性が論じられることが多い。家庭用品から、家電、自動車部品のデザイン経験のある山口氏の講演は、興味深いものであった。記事が、インダスト
リアルデザインを理解する‑助になれば幸いである。利子を取ることを禁じているコーランの制約下、イスラム金融がどのように行われているかは興味l駒、い。中泉氏の解説は、
経済学の素養の少ない理系専門家には、やや難解な部分もあるかと思うかイスラム金融理解の端緒となることを期待する。 ‑方で、福田氏は、イスラム園でも‑番規律の厳しい
サウジアラビアでの生活を生々しく記述している。特に、家族を帯同した場合の苦労がにじみ出ている。幸いにも、家族の連携を強くしたことにほっとした。関東学院の「国際協力
の現勘、ら」の委託授業は、 」ECKの根幹プロジェクトの‑つとなった。今号に掲載予定の「エチオピア草の根プロジェクト奮闘記その2」は、同国の政情不安定等のために進展が
遅れているので、次号に掲載する。 「クルーズへのお誘い」を急速ピンチヒッターとしたか奥様を誘ってのクルーズ旅行の端緒となることを期待している。
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