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旅程表 

月 日         行 程 宿泊先 

11 月 3 日 11:00 成田発 NH231 便 

（ブリュッセルにて SN135 便に乗継） 

18:05 ジュネーブ着 

 

ホテル・エデン泊 

11 月 4 日 午前： 国連欧州本部訪問 

午後： 赤十字国際委員会博物館見学 

夕方： パパ・ジョバンニ 23 訪問 

 

 同 上 

11 月 5 日 午前： 国際宗教博物館見学 

午後：  サン・ピエール大聖堂及び  

考古学資料館見学 

                

同 上 

11 月 6 日   午前： ルソーの生家見学 

17:10 ジュネーブ発 SN140 便 

（ブリュッセルにて NH232 便に乗継） 

 

機内泊 

11 月 7 日 16:15 成田着 解散 
 

 

国連欧州本部からアルプスを望む 

 

 

ジュネーブ名物・花時計の前で 

 ホテル・エデン・ジュネーブ 
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はじめに 

 

 2016 年度法学部海外体験プログラムは、11 月 3 日〜7 日欧州の永世中立国スイスのジュ

ネーヴにて行われました。 

 美しいレマン湖南西に位置するジュネーヴの魅力は、多くの国際機関と観光名所にめぐ

まれたコスモポリタンな街であることです。ここでは、歴史に残る条約や協定が結ばれた場

であり、宗教改革に関わる古き欧州の街並みと世界屈指の政治・経済・学問の専門機関や施

設が見事に融合しています。 

 このため、周到な研修計画と事前勉強会を通じて、ジュネーヴに存する国際社会に影響を

与える様々なアクターの現場を幅広い観点から触れるために、3泊 7日の短い日程でその目

的を果たすべく意欲的で多様な訪問先が選定されました。 

 すなわち、かつての国際連盟本部で国家間組織の代表たる国際連合欧州本部（パレ・デ・

ナシオン）をはじめとして、非国家アクターレベルでは、戦争・災害撲滅に貢献する赤十字

国際委員会、宗教レベルからは国際宗教改革博物館およびサン・ピエール大聖堂、さらには

非営利組織として国連へ働きかける NGO「パパ・ジョヴァンニ２３」事務所、歴史・思想的

見地から J.J.ルソーの生家の資料展示館など実に様々なアクターの機関や施設訪問を行い、

無事完遂することがでました。それらの参加者の貴重で興味深い学修の成果と体験談は、本

文を是非参照されてください。 

 幸いなことに、我々の訪問した 11月はこの時期として例年になく穏やかな気候に恵まれ、

宿舎からすぐそばの絶佳な紅葉に彩られたレマン湖畔を参加者全員で散策した光景は、生

涯忘れられないものとなりました。 

（法学部教授 高瀬幹雄 TAKASE, Mikio） 
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Ⅰ スイス研修 

A. 国際連合欧州本部 

1. 国際連合について 

 

国際連合は、第二次世界大戦を防げなかった国際連盟の反省を踏まえ、1945 年サンフラ

ンシスコ会議による国連憲章によって発足した。原加盟国 51 カ国で設立された国際機構で

ある。日本は 80 番目の加盟国であり、現在は 193

カ国が加盟している。私たちが訪れたスイスは

190 番目に加盟した。このように、スイスの加盟

が大幅に遅れた理由は中立国であるからだ。国際

連合の公用語は、ロシア語、英語、中国語、スペ

イン語、アラビア語、フランス語の６ヶ国語で、

国連の主要な会議では、原則として、これらすべ

ての言語が用いられている。国際連合の主要機関

は、総会、理事会、事務局、国際司法裁判所がある。国連は世界政府ではなく、国家間で設

立した国際機関である。 

 

 

2. 国際連合欧州本部のガイドツアー 

 

ジュネーヴ研修１日目朝、最

初の研修先として、国際連合

欧州本部を訪問した。本部に

入る前はパスポートチェック

や手荷物検査があり、空港並

みのセキュリティチェックを

受けた。そこでは、まず国連の

ビジターセンタが主催するガ

イドツアーに参加し、建物の

中を見学することができた。

国連の公用語は６カ国語だが、国連欧州本部での働く際の言語はフランス語、英語とされて

いる。国連は、米国ニューヨークに本部をおいており、ここジュネーヴの欧州本部と業務を

分担している。ジュネーヴで行われる会議は、主として人道、人権、経済社会、科学、軍縮、

科学兵器の撤廃、核兵器関連の分野とされている。ガイドツアーに参加していた他の国連機
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関に勤めるイラク人から、「石油と食糧についてはジュネーヴで決定されているか？」とい

う質問があった。石油と食糧についてはニューヨークで会議を行い、合意の形成をしている

とのことだ。また、見学をしているときにモルドバに対する「定期的普遍的人権」の会議が

行われており、同時通訳のヘッドフォンを使って傍聴することができた。オーストラリアの

代表がモルドバの人権状況に対して注文をつけており、その発言を聞くことができた。次に、

国連欧州本部最大の会議場に案内された。ここは、かつて国際連盟の総会も行われた場所で

もある。会議場の正面にある国際連合のマークは、各国をなるべく公平に描くよう北極を中

心として描かれた正距方位図法の世界地図を採用しており、平和の象徴のオリーブがあし

らわれているのが印象に残った。 

左頁上の絵は、スウェーデンとフィンラ

ンド仲裁裁判の様子である。国際連盟の時

代には、規約違反国に脱退を命じていたが、

それでは違反国に対する真の対応とはいえ

ないため、国際連合においては、違反国を脱

退させるのではなく、加盟国として対応す

るように変更された、との説明が特に記憶

に残った。 

右記の絵は、北京の天壇を描いたもの。こ

の絵はどこから見ても正面から見ているように見えるトリックアートだ。国連はどこの地

域から来ても歓迎しますという意味がこめられている。 

 

 

3. 国際連盟・国際連合の歴史博物館 

 

ガイドツアーの終了後、国連内に開設されたばかり

の国際連盟・国際連合の博物館を訪問した。この博物

館は、一応、一般公開されているものの、ガイドツア

ーとは異なり、特別に予約をしなければ見ることがで

きない。ここでは、私たちのために予約しておいてく

れた国連文書館のコリン・ウエルズ氏のレクチャーを

聴きながら展示を見学することができた。古くは連盟

規約やヴェルサイユ条約署名書の写しにはじまり、国

連が現在力を入れている政策の解説まで、幅広い内容

の展示になっていた。 

 国際連盟は、1920 年に活動を始めた歴史上最初の紛争解決を主たる目的とする国際機関

である。仲裁から、理事会による決定を通して国際社会に法の支配を導入しようとした。し
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かし、1930 年代前半、国際連盟の努力の失敗が目立ってきた。原因としては世界恐慌、満

州事変、イタリアのエチオピア侵略、フランスとドイツの軍縮が上げられている。そして 30

年後半になっていくと国際連盟は国々の信頼を失い、第二次世界大戦を阻止することはで

きなかった。40 年代に入ると第２次世界大戦中に国際連盟から国際連合への変革が協議さ

れた。連盟時代の活動としては、主に軍縮、難民の保護、健康問題がここでは展示されてい

た。軍縮については、1932 年～34 年まで続いたジュネーヴ軍縮会議の模様が展示されてい

た。 

 また、この博物館には当時撮影された貴重な映像が多数残されており、私たちは、ドイツ

代表団がジュネーヴを訪問した際の映像を観ることができた。その時、代表団は、ヒトラー

は平和以外望んでないと述べていたが、1933 年にドイツに対する４年間の軍備の拡張禁止

などの提案が不平等な強制であるとして国際連盟を脱退してしまった。 

 国連による仲裁や集団安全保障(collective security)についても学んだが、この分野でも国

連は連盟時代のシステムを模倣している。連盟時代に史上初めて採用された集団安全保障

では、違反国に対して軍事的制裁ではなく、経済制裁を行っていた。国際連合になってから

は集団安全保障をより徹底するために軍事的制裁も行うことが可能になっている。そのよ

うな活動が特殊なカレンダー式に展示されているのだが、このカレンダーでは、過去の出来

事と現在の出来事を対比することができるようになっていた。たとえば、1937 年と 2016 年

には大変類似したテロリズム対策の会議を行っていることが一見してわかる。私たちは、テ

ロリズムを新しい現象と勘違いしがちだが、テロリズムは歴史上繰り返されていること、ま

た、国際連盟も国連も、幾度もテロ対策を行ってきた歴史が理解できて、それだけでも面白

い展示である。私たちは、同じ過ちを繰り返さな

いよう、歴史に学ぶ必要があることを実感でき

た。 

 

 難民保護の活動についての展示も見学した。

第一次世界大戦にともないロシア難民が大量に

発生した際、国際連盟を通してナンセンがナン

センパスポートを発行した。1929 年にはアルメ

リア、ギリシャ、トルコの難民保護、1932 年に

はドイツからの難民、ユダヤ人の保護する活動

を行い、これが難民高等弁務官の原型に繋がっ

た。1980 年代と現在の難民の状況は重なって見える。 
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 最後には、世界の保健・健康問題についての展示を見学した。主にマラリアや結核の撲滅・

予防活動を行っている。連盟時代、各国

における伝染病対策としてシンガポー

ルに拠点を設け、伝染病の情報発信を開

始した。この活動は成功し、伝染病患者

の数を減らすことができた。そして連合

になってからも世界保健機構で伝染病

の予防のために予防接種を行っている。

最近ではエボラ熱などが流行している

ため、各国と協力、情報共有し、感染を

防いでいる。 

(中野結衣 ／法学部 2 年生) 
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B. 赤十字国際委員会博物館 

 

 赤十字国際委員会博物館は 2 日目の午後、国連のヨーロッパ本部を訪れてからの見学だ 

った。博物館には、私たち以外にも世界各地から多くの学生などが訪れていた。 

ここでは、各自のペースで勉強をした。日本語による自動音声ガイドがあったため、一つ

一つの展示物をきちんと理解しながら見学することができた。 

 

1. 赤十字国際委員会とは 

(図１)                      (図２) 

赤十字国際委員会(ICRC)は、戦争や武力紛争の犠牲を強いられた人々に対して人道的保

護と支援を行う、公平にして中立、かつ独立した機関である 1。本部はスイスのジュネーヴに

あり、日本を含む、世界約 90 ヵ国で 13,000 人以上の職員が活動している。関連組織として赤

新月社、国際赤十字・赤新月社連盟などがあげられる。 

  

赤十字と聞けば、赤い十字マークを思い浮かべる人も多いだろう。しかし、活動範囲が広まっ

た近年では、赤新月社連盟に加盟する赤新月社などは、イスラム諸国を含む 31 ヵ国で活動す

る際に赤い月のマークを使用する（図２)。イスラム諸国ではキリスト教をイメージさせる十字

のデザインは好まれなかったためと言える。 

 

2. 設立のきっかけ 

 

 赤十字国際委員会設立のきっかけは、スイスの実業家であるアンリー・デュナンがイタリ

ア統一戦争当時のソルフェリーノで 9,000 人もの負傷兵が治療も受けられることもなく横

たわり、放置されている様を目撃したことであったという。その時代、ヨーロッパは絶対君

主制国家が領土の拡大を図り、近隣諸国やヨーロッパ以外の国々との戦いが盛んな時期で

ある。 

イタリアからスイスのジュネーヴに戻ったアンリー・デュナンは、「ソルフェリーノの思
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い出」を出版した。その中で戦争時には傷ついた人々を敵味方関係なく救うという「赤十字

思想」を誕生させ、それらに賛同した 4 人のスイス人とともに、1863 年に赤十字の最初の

機関として「五人委員会」が誕生した。これらが発展して、現在の赤十字国際委員会になる。

現代では第二次世界大戦の教訓も踏まえ、兵士だけではなく、一般市民への保護や支援とい

った時代に沿った人道的活動が拡大された。 

 

3. 訪問 

 

 展示は、目撃者の部屋、人間の尊厳の擁護、家族の絆の再構築と、大きく 3 つに分けられ

ていた。目撃者の部屋では、実際に戦争などの体験者が人物大のモニターに写し出され、私

たちが手をかざすと各人の体験などを語ってくれる。それらは、自分の今の生活とはほど遠

いもので、想像を絶する物ばかりであった。きっと彼らのような人々は、人道的支援の届か

ないところにも何万といるだろう。人権的な弱者を救済する組織や活動、並びに枠組みの必

要性を感じた。 

特に印象的だったのは家族の絆の再構築の部屋である。捕虜となった兵士の情報収集・整

理、それらを家族などに提供する活動も赤十字国際委員会は行っていた。       

 捕虜となった兵士の情報収集・整理を体験できるコーナーもある。このコーナーでは、

まず国際捕虜情報局は捕虜のリストである資料 A（図３)を基礎として、各人について資料

B（図４）の作成されていることが確認できる。 

 

資料 A(図３)         資料 B(図４) 

これは国際捕虜情報局の捕虜のリストである記録簿（資料 A） 

① 国際捕虜情報局が捕虜のリストを受領した日付 

② リストの番号 

③ ロシア陸軍省より送られてきたフラン人戦争捕虜のリスト 

④ 捕虜の名前「カルチ・エミール」階級第 152 歩兵連隊兵卒 

右大腿部の負傷によりドイツに収容ということがわかる 
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←資料 C（図６）  

家族からの捜索願 

↑資料 B（図５） 国際捕虜情報局は A の記録により資料を作成 

←資料 E（図８） 

  死亡通知書 

↑資料 D（図７） 国際捕虜情報局による家族への返事              

  

そして、家族から消息を訪ねる願いである資料 C（図６）が出されると、赤十字は資料 D

（図７）を作成する。それらのデータの類似性で捕虜と家族を引き合わせる。非常にシンプ

ルな作業に見えるが、現代のようにコンピューターなどを使い、データによる管理ではない。

ひとつひとつが手書きであり、莫大な捕虜達の中から家族から捜索願が出された一人だけ

を見つけるという手作業である。 

この活動が離れ離れになっていた家族同士を再び結びつけ、家族の絆の再構築に大きく貢

献したのは言うまでもない。 

 

4. 感想 

 

 赤十字国際委員会という組織については、今まで、なんとなく耳にしたこともあり漠然と

知っていたが、実際の活動についてここまで詳細に知る機会はこの研修に参加しなければ

得ることはできなかっただろう。ここまで人道的に、公平に人間の生や権利を尊重して活動

をしているこの組織の理念に私も賛同する。「人権」について、この研修で触れる機会が非

常に多かった。 

 法学部であるがゆえ、講義内でも人権というキーワードが取り上げられることがこれか

らも沢山あるだろう。それらを耳にしてあって当然と思うのではなく、人々が努力し、築き、

勝ち取ってきた権利であると受け止め、これからの学生生活においても継続的に向き合っ

ていきたい。 
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 赤十字国際委員会 ICRC について参照。http://jp.icrc.org/abouticrc/ 

(西山 望／法学部 2 年) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jp.icrc.org/abouticrc/
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C. 国際宗教改革博物館及びサン・ピエール大聖堂 

 

1. はじめに・・・宗教改革について 

宗教改革とは、16 世紀に西ヨーロッパで起こったキリスト教会における「道徳的、神学

的、教会制度的改革運動」であり、ドイツのマルティン・ルターの「九十五箇条の提題」（1957

年）から始まる宗教改革運動である。ルターは「宗教改革の三大原理」として、①信仰のみ

(内容原理)、②聖書のみ(形式原理)、③万人祭司主義(神の前における人間の平等)を主張した。

宗教改革運動は、活版印刷術の発明もあって爆発的に普及し、キリスト教世界をカトリック

とプロテスタントに二分したことにより、社会と政治にも大きな変動をもたらした。ジュネ

ーヴではジャン・カルヴァンを中心に宗教改革運動が進められた。 

 

 

2. 国際宗教改革博物館 

現在、国際宗教改革博物館となっ

ている「ラ・メゾン・マレ」は 16 世

紀にジェデオン・マレによって建て

られた邸宅であり、1536 年 5 月に宗

教改革が宣言された、まさにその場

所である。一方、サン・ピエール大聖

堂は、カルヴァンが本拠とした教会

であり、国際宗教改革博物館は、この

サン・ピエール大聖堂に隣接し、宗教

改革の歴史を現在の私たちに伝えて

いる。この報告では、「宗教改革の三

大原理」に特に注目してまとめるこ

ととする。 

まず、博物館全体のなかでも、上述

の「宗教改革の三大原理」のうち、①

信仰のみ(内容原理)と、②聖書のみ

(形式原理)について解説した、カルヴ

ァンらが会議した部屋が印象に残っ

た。そこでは、カルヴァンらプロテス

タントの中心人物が内容原理や形式

原理について熱心に議論する会話を

聞くことができた。具体的には、行い
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(免罪符の購入や寄進などの善行)を信仰の上位に位置づけるカトリック教会の姿勢や、牧師

が聖書に自らの解釈を付け加えてしまうことなどについての議論である。 

また、博物館ではフランス語に訳された聖書や賛美歌を見たり音声で聴くこともできた。

当時、一般に聖書はラテン語で書かれていたため、農民などは聖書原本に書かれている内容

を詳しく知ることができなかった。それを利用してカトリック教会が都合よく聖書を解釈

し、宗教活動をしている、とカルヴァンらプロテスタントは批判していた。そのため、プロ

テスタントは、それらを多くの人が読めるフランス語に訳し、活版印刷術の発明もあってプ

ロテスタントの思想を広く普及させた背景を見て取ることができた。 

「宗教改革の三大原理」の万人祭司主義として印象に残ったのが、プロテスタントの礼拝

の絵画である。当時は階級社会だったため、カトリック教会は司祭を前にして、司祭に向か

って礼拝するのが普通であったが、プロテスタントは司祭を中心にして、司祭を囲むように

礼拝をする。そこに階級差別はなく、男も女も赤子も司祭を囲むように描かれている。プロ

テスタントの「神の前における人間の平等」といった精神が非常に分かりやすく表現されて

いるように感じた。サン・ピエール大聖堂でも、説教壇が中心にあり、説教壇に向かってベ

ンチが配置されていた。 

 

3.  サン・ピエール大聖堂 

サン・ピエール大聖堂は、もともとカトリックの

教会であったが、後にプロテスタントの様式に改築

されている。大聖堂は何度も増改築され、様々な建

築様式が混ざりあった建物となっている。また、プ

ロテスタントの教会らしく、豪華な絵画や派手なス

テンドグラスは存在していなかった。そして、カル

ヴァンが 30 年近く説教をした教会でもあり、カル

ヴァンの実際に座った椅子も展示されている。質素

な椅子であり、豪華さはどこにもなかった。カルヴ

ァンが説教した説教壇は教会の中央にあり、司祭を

囲むように礼拝するプロテスタントの様式が見て

取れた。また、サン・ピエール教会の塔は登ること

ができる。塔の螺旋階段はとても狭く、登る人と降

りる人が同時には通行できないほどであった。塔の

最上階からはジュネーヴの街が一望でき、新市街、

旧市街、レマン湖全てを見渡すことが出来た。永世

中立国としてのイメージがあるスイスもサン・ピエ

ール大聖堂が出来た頃は、周辺国との戦いがあった

ので、街を一望する場所が必要だったのだろうかと
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思った。 

また、地下は考古学資料館となっていて、ローマ帝国時代の遺構が眠っており、ローマ帝

国末期のモザイク細工の床や、当時の有力者の墓などを見ることが出来た。遺構をそのまま

考古学資料館として使用しているが、見学するルートはきちんと舗装されており、特に不便

は感じなかった。私はローマといえばイタリアを連想してしまうが、当時のローマ帝国の権

力や領土の広さを改めて感じることが出来た。 

 

 

4. スイス研修を終えて 

 初の海外訪問で、期待と不安を抱えながらスイスを訪れたが、先生方の支えもあって大

きなトラブルもなく無事に研修を終えることが出来て、今はホッとしている。ジュネーヴの

歴史やスイスの国際社会への携わり方を学ぶことが出来て、とてもいい経験をすることが

出来た。だが、お店での買い物は簡単な英語で十分であったが、ホテルのチェックインなど

は先生方におんぶに抱っことなってしまったため、英語力の必要性を一層感じることとな

った。今後はより一層国際社会へ目を向け、国際社会の一員としての意識を高く持って残り

少ない学生生活を送りたい。 

(橋本 淳史／法学部 4 年生)  
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D. パパ・ジョヴァンニ 23 (NGO) 

Associazione comunità Papa Giovanni XXIII 

 

 2 日目の最後に、国連難民高等弁務官事務所に隣接

する NGO である、パパ・ジョヴァンニ 23

（Associazione comunità Papa Giovanni XXIII）の

ジュネーヴ常駐事務所を訪問した。パパ・ジョヴァン

ニ 23 は、1968 年、オーレスト・ベンツィ神父によっ

て結成された NGO で、社会の底辺で貧困と周辺化に

苦しむ人々に寄り添って貧困問題や人権の抑圧の問題

に取り組み、社会の改革を目指す非営利市民団体であ

る。私たちは、この団体のジュネーヴ常駐事務所で副

代表を務めるファビオ・アゴストーニ氏のレクチャー

を受けた。アゴストーニ氏は、イタリアで 12 年間、法廷弁護士として働いた後、2012 年

からこの事務所で国連における人権活動の支援を中心とする仕事に就いている。 

 パパ・ジョヴァンニ 23 の主な活動としては、①貧困者の救済と②不正義との戦いの二

つが挙げられる。まずは、貧困者の救済について説明する。貧困者とは一般的に貧しい人

のことを指す。しかし、貧しさには様々な状況があり、パパ・ジョヴァンニ 23 や国連に

おいても、単なる物質的な貧困の場合だけでなく、人としての尊厳を奪われている場合に

も、活動の対象としての貧困と考えられている。パパ・ジョヴァンニ 23 では、そのよう

な状況に置かれている人々の尊厳を取り戻すことを目的として活動している。 

 次に、不正義との戦いである。これは貧困者の声を聴き、その要求に応えるべく国連の

制度を勉強、利用し、国連というフォ

ーラムを通して国家へアプローチする

ものである。ファビオ氏は、イタリア

で弁護士として活躍していた時の不正

義との戦いと現在の不正義との戦い

は、内容が異なっていると話してい

た。イタリアで弁護士として仕事をし

ていた時には、正義を求める目の前の

人とともに、裁判における具体的な救

済を追求することが不正義との戦いであった。一方、ジュネーヴでは、複雑で時間のかか

る国連の制度や手続を利用する国際的な活動が求められている。この二つの活動を通し

て、国連に最も貧しい人々の声を届けることが、パパ・ジョヴァンニ 23 の使命である。 
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 一方で、このような一連の活動には重大な問題が存在していることも事実である。第一

に「言葉」の習得が大切である。これは、単なる言語能力の習得ではなく、立場や意見の

異なる国や団体や人々のなかで、相手の見解を知り、理解し、自らの意見を伝え、最終的

には相手と自分の間に橋をかけることが、活動する上で必要不可欠であるためだ。第二の

問題として、他の NGO 団体と連帯していかなければ、何も成果を成し得ない点。そのた

め、どのようにして他の NGO 団体と協力していくのかが重要である、と強調していた。

以上のことから、ファビオ氏は NGO として活動するには①人権の言語、②共通の言語、

③外交の言語、④他の NGO と協力できる語学力、の四つすべてが揃って初めて NGO と

して活動が可能となると話していた。 

 次に、ファビオ氏が説明してくれた、パパ・ジョヴァンニ 23 の具体的な活動の一例を

挙げる。1986 年に「発展への権利に関する宣言」が国連総会において採択されたが、現在

は、この権利に関する作業部会が国連に設置されており、発展への権利の実現を促進する

ための指標づくりを行っている。ファビオ氏も、この作業部会に参加しているのだが、フ

ァビオ氏が提案して採用されたものとして、次のような事例がある。 

 この作業部会では、発展への権利の実現を測る指標として、大都市における「スラムの

解消」という基準が採用されようとした。劣悪な生活環境としてのスラムが解消されるこ

と自体は確かに望ましいが、単に「解消」することが権利実現の基準にされると、結果的

にスラムに住む人々が住居を奪われるような最悪の事態でも基準が満たされてしまう可能

性があり、発展への権利の促進が、かえってスラムに暮らす最貧層の人たちの生活を脅か

すという逆説的な状況が発生しかねない。 

 そこで、パパ・ジョヴァンニ 23 は、基準を「スラムの解消」から、「スラムにおける代

替住宅の提供を含む都市開発」に変更するよう提案した。この提案については、スイスの

国家代表が支持表明したのを契機として他の国々も賛同したため、国連の指標として採用

されるに至った。NGO が国連作業部会において国家代表に働きかけることによって指標

が変更された例として、大変興味深いものである。 

 最後に、ファビオ氏は、私たちの質問に答えて、自らの活動について日ごろ考えている

ことを話してくれた。彼がジュネーヴで行っている活動は、結果を出すまでに時間を要

し、交渉も難しいものが多く、辛いと感じることがあるそうだ。しかし、弁護士として、

そして NGO 職員として蓄えてきた力を最大限に引き出し、それを最終的には苦しんでい

る人たちために役に立てることが与えられた使命であるとの確信があるため、自らの活動

に誇りが持てると、語っていた。 

(佐久間 将貴／法学部 3 年生） 
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Ⅱ. スイス研修を終えて 

 

スイス研修を終えて 

 

                     中野 結衣 NAKANO, Yui（法学部 2 年生） 

 

 私がジュネーヴ研修に応募した理由は、新しいことに挑戦し、自分の視野を広げたいと思

ったからである。今まで海外に興味がなかった私は、英語も話せず、スイスについても知ら

ないことが多かった。研修に行く前日まで楽しみにしていたが、不安な気持ちもあった。 

しかし、ジュネーヴに到着すると不安な気持ちが一気に吹き飛んだ。日本とは異なる街並み

や言語が飛び交っていて、すべてが新鮮だった。 

 私が研修で印象深かったのは国連欧州本部と赤十字国際委員会である。私は、国連が平和

のために活動を行っていることは知っていたが、実際にどのような活動を行っているかは

分からなかった。国連欧州本部ではガイドツアーに参加し、国連の職員の方に活動内容を解

説してもらいながら、実際に会議を行っている現場を見ることができた。国連では、世界平

和以外にも健康問題、難民問題に関しても活動を取り組んでいる。その活動の多くは、国際

連盟のころから続いているものであった。国際連盟では失敗も多かったが、その経験も生か

して今の国際連合があることを改めて実感した。 

 一方、赤十字国際委員会では、紛争や人種差別の被害に遭っている方の証言を聞き、紛争

で亡くなった方、行方不明になった方の名簿が展示されているのを見ると、とても胸が苦し

くなった。まだ幼い子どもたちが紛争に巻き込まれ、勉強もできず、食べるものも不十分な

状況におかれていた。同じ世界でも、私たちとは環境が全く違う。改めて日本は世界の中で

も平和な国だと感じた。 

 今回の研修は私にとって大変貴重な経験になった。私の考えが大きく変わり、私は世界に

ついてもっと知りたい、いろいろな国に行って、その国の人たちと触れ合ってみたい、とい

う気持ちになった。また、実際に海外に行き、日本語以外の言語を話せるようになったら、

自分の世界が大きく広がると感じた。大学生活のうちに海外ボランティアに積極的に参加

し、日本とは違う環境、文化を学び、価値観を変えていきたい。残り約２年ある大学生活を

人生の中でいい経験になるようにこれからもさまざまなことに挑戦していきたい。研修に

一緒に参加した学生の皆様、引率してくださった先生方より、たくさんの協力があったから

こそ、実のあるものになった。本当にありがとうございました。私はこの研修に参加できて

嬉しく思う。 
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スイス研修を終えて 

 

西山 望  NISHIYAMA, Nozomi(法学部 2 年生) 

 

海外研修制度がこの大学あったのは以前より知っていたが、今回はスイスのジュネーヴ

であり、見学地は国連ヨーロッパ本部、赤十字国際委員会博物館ということで応募を決意

した。海外への渡航経験は一度もなかったため、全てが私にとって初めてのことばかりで

あった。十数時間にも渡るフライトすら苦にならなかった。自分の目で見て、体験し、感

じることを今回の研修の目標としていたが、さまざまな側面で達成できたと感じる。 

国連ヨーロッパ本部は今回の研修で個人的に一番関心があった場所である。私は、自衛

官志望である。それゆえ、将来、国連の指揮下で行われる国際連合平和維持活動(PKO)に

参加する可能性もゼロではない。私はここで、PKO を指揮する人たちはどんな人達なのだ

ろうか、どのような環境で働いているのかが非常に興味があった。 

 見学できたのは、国連の建物内など直接的な仕事内容などではなかったが、実際に会議が

行われ、様々な人が傍聴に来ているのを見学し、今ここで少しずつ歴史が動いているのだと

体感することができた。通訳も多種多様の言語で行われ、国連とはこれを構成する 193 の

加盟国全部の意思に基づいた自発的な国際協力の枠組みであるということを改めて感じさ

せられた。 

 赤十字国際委員会博物館では、体感型の展示が多く直接内容が身に入ってくるので臨場

感のある見学をすることができた。私は未だ視野が国内情勢や近隣諸国に留まり、世界を見

ることができていないのだと痛感した。また、本当の平和について深く考えさせられた。 

そして、最も印象的だった訪問先は NGO「パパ・ジョヴァンニ 23」である。彼らは人権

の抑圧と貧困のために闘う NGO 団体である。人としての平等に与えられている権利すら与

えられずに生きている人権的貧困者に対し活動を行っている。貧困といわれたら経済的な

貧困しか浮かばなかった私にとって、この考え方は目から鱗であった。そして、自分の思考

の浅さを痛感した。彼らの夢は世界平和であり、どんなに時間がかかっても実現させると、

そうおっしゃっていた。夢の実現へ向けて理想を追い求める彼らの姿はとても輝いて見え

た。 

手段は違えど、私も同じ夢を持っている。どんな状況下でも自分の理想を追い求め、必ず

叶えていきたいと強く思った。普段の日常では触れられない、価値観や考え方、一歩日本か

ら踏み出せばこんなにも違う世界が広がっているのだと感激した研修であった。この研修

を通して得た自己への反省と、これからの課題と向き合いながら残りの学生生活を悔いの

無いよう、過ごして生きたい。 

最後に、今回の研修プログラム担当の大学の皆様、村椿先生、事前勉強会から研修中の５

日間、大変お世話になりました高瀬先生、武藤先生、法学部庶務課の皆様、そして研修メン

バーの全員に、この場を借りてお礼申し上げます。本当にありがとうございました。 
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スイス研修を終えて 

 

佐久間 将貴 SAKUMA, Masaki（法学部 3 年生） 

 

 今回の研修では、国連欧州本部、赤十字国際委員会博物館、人権・人道 NGO「パパ・

ジョヴァンニ 23」、国際宗教博物館を訪問した。この研修先で特に印象に残った場所は赤

十字国際委員会博物館である。理由は、世界には過酷な環境の下、日々苦しい生活を強い

られている人々が存在しているということを、より痛感させられたためだ。この博物館で

は、赤十字国際委員会の活動内容やその軌跡について詳しく知ることができる。また、非

人道的な状況下にある人々の声を聴くこともできる。研修を行う以前の私は、難民や戦争

被害者の置かれている状況を新聞や報道番組を通して知るだけであり、彼らの詳細な心情

を知ることはなかった。しかし、赤十字国際委員会博物館で、初めて彼らの実際の声を聴

き、ことの重大さを理解したのである。 

 この博物館において、私が特に印象に残ったのは、とある戦争被害者の男性の証言であ

る。彼の家族及び親族は戦争が原因で亡くなり、彼自身も戦争により過酷な生活を強いら

れていた。ある時、彼は復讐を理由に兵士となった。私は、復讐を理由に軍隊へ志願する

という行為に驚いた。日本では、私の知る限り復讐を理由に兵士を志願する人間など存在

しないからだ。このことから、私は日本という国が他の国に比べて恵まれている国である

と改めて認識した。私自身、戦争を経験したこともなければ、過酷な環境で生活を強いら

れているわけでもない。しかし、世界には戦争で家族と引き裂かれた人、地雷で身体に障

害を負った人、出稼ぎのため他国へ渡り劣悪な環境で労働を強いられている人等、数多く

存在している。そのような人々のために、私達ができることを考える必要があると私は博

物館の見学を通して感じた。 

 しかし、非人道的な状況にある人々の救済は困難であるということを、私はパパ・ジョ

ヴァンニ 23 の訪問で知ることになる。不正義との戦いにおいて、個人にできることには

限界があり、団結して立ち向かうことが重要なのである。だが、団結するには言語や外交

能力が障害となり、それらをどのようにして解決するのかが課題となっている。 

 最後に、私は今回の研修で、日本では体験する事のできない貴重な体験をすることでき

た。特に、今回の研修では非人道的な状況にある人々の実際の声を聴くことが、彼らを救

う最も重要なことだと感じた。そのため、今後は彼らの置かれている状況だけでなく、彼

らの心情についても注意深く観察する。 
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スイス研修を終えて 

 

橋本 淳史 HASHIMOTO, Atsushi (法学部 4 年生) 

 

 私は現在卒業論文に取り組んでいる最中であり、テーマは「ヨーロッパの難民政策」で

ある。その為、今回のスイス研修はジュネーヴの国際連合欧州本部に行くこともあり、何

か卒業論文に活かせるのではと思い、応募した。国際連合では、ナンセン・パスポートな

ど国際連盟時代から続く、難民問題への取り組みや歴史を知ることができた。また、国際

宗教改革博物館では、カトリックとプロテスタントの違いや歴史を詳しく知ることが出来

た。 

 国際連合は 1950 年に国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)を立ち上げ、必死に難民問題

に取り組んでいる。だが、シリア難民は増え続け、2016 年に密航しようとして地中海で溺

死した難民は約 4500 人にも上り過去最悪だという。EU・トルコ合意で不正規な難民をト

ルコに送り返すなど、ヨーロッパも今は厳しい状況にはなっているが、それでもなおヨー

ロッパ各国が多くの難民を受け入れているのは事実である。 

今回の研修を通して、難民を受け入れるのは人道上当然の観点としても、彼らが多くの

難民を受け入れたのは、カトリック・プロテスタント間の宗教戦争に伴う難民の受け入れ

を各国が経験しているからではないかと思った。宗教戦争の辛さを知っているから、イス

ラム教徒が多くを占めるシリア難民に手を差し伸べられたのではないだろうか。一方、日

本が昨年受け入れた難民の数は 7586 人の申請者に対し 27 人だ。これはあまりに寂しい数

字であると思う。難民が日本で暮らしたい、働きたいと思うことの何が悪いのだろうか。

もっと、日本は難民問題に真剣に目を向けなければならないのではないかと改めて思っ

た。 

今回、ジュネーヴを訪れたことで、また違った視点で難民問題を見つめ直すことができ

た。だが、私が知っていることはまだまだほんの一部にすぎない。だから、国際社会の一

員としてもっと難民問題にアンテナを張って、理解を深め、問題解決のための歯車の一部

になれたら良いなと思った。 

最後に、今回のプログラムでは大学職員の皆様、高瀬先生、村椿先生、武藤先生、研修

メンバーの皆さんには、本当にお世話になりました。素晴らしい体験をさせて頂き、とて

も良い思い出ができました。今回の体験を糧に勉強に励み、しっかりした卒業論文を完成

させることが、皆様への恩返しになるのかなと思っています。本当にありがとうございま

した。 
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法学部では長い歴史をもつ海外体験学習プログラムですが、予算的な制約もあって、こ

れまでヨーロッパでの実施はパリの１回だけでした。ジュネーヴでのプログラムは、以前

にも国際交流委員会で審議されたことがありましたが、やはり費用の面で難しいというこ

とで、見送られていました。今回、ジュネーヴでの実施にこぎつけたのは、竹内さんをは

じめとする庶務課の力強いサポートや、一緒に引率の労をとっていただいた高瀬先生をは

じめとする国際交流委員会の先生方の協力、そして村上学部長の理解と支援があってのこ

とであり、皆様に改めて感謝を申し上げる次第です。また、同プログラムの最終的な成功

の鍵を握るのは参加学生であると思いますが、今回は、学習意欲が高く個性と協調性の両

立した学生ばかりでした。おかげさまで、事故や怪我などもなく無事にプログラムを終え

ることができ、また費用も例年の予算内に収めることができました。 

 私自身は若いころからジュネーヴの国連に通ってきましたが、1990年代まではパスポ

ートを提示すれば誰でも自由に（公開の）会議を傍聴できた国連も、近年はセキュリティ

ーが厳重で、事前の登録をしなければ敷地内に入ることすらできなくなりました。今回

は、一般の見学ツアーで国連の表の顔を垣間見るだけでなく、日常的な業務の様子も学生

に見てもらいたいと思い、入構手続きについて色々な努力をいたしました。しかし、国連

からの返答が芳しくなく、出発の 1週間ほど前になって、ようやく入構登録が完了しまし

た。この手続きには長い時間と根気を要し、思いのほかストレスでしたが、現地では国連

構内を学生と自由に歩き回ることができ、完成したばかりの国連・国際連盟の歴史に関す

る展示室を見学したり、国連職員に混じって昼食をとるなど、充実した時間を過ごすこと

ができました。 

 海外体験学習プログラムは相当な費用と労力を必要としますが、たとえば、国連のカ

フェテリアで、アフリカ、アジア、中東、ヨーロッパ、ロシアなど文字どおり世界中から

集まった人々が、ごく当たり前の顔をして多言語で談笑している国連という「職場」の雰

囲気を感じながら、一時そこに身を置くだけでも、若い学生にとってはインパクトの大き

い経験であったと思います。ジュネーヴには、今回訪問した国連や赤十字子国際委員会だ

けでなく多数の国際機関が集中していますので、将来も海外体験学習プログラムが継続す

る場合には、再び訪問することも検討されてよいと思われます。         

                                        （法学部准教授 武藤 達夫 MUTO, Tatsuo）                           

 

                               


