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　皆さん、こんにちは。京都大学防災研究所
の石川と申します。きょうは、「砂漠・半乾
燥地の気象学」というテーマで、これまで私
がかかわってきた研究の一部をご紹介いたし
ます。
　前の海老原先生のお話は非常に高いところ
から地球を見る話でしたが、私の話は思い切
り地べたから空を見上げるような話になりま
す。
　早速ですけれども、これはアフリカのニジェールで私が遭遇した砂嵐のビデオです。カ
メラのビデオ機能で、だんだん近づいてくるところを、今撮っているところです。このよ
うな砂嵐は、ニジェール、アフリカだけでなく、アメリカのアリゾナ砂漠とか、あるいは
オーストラリアなんかでも、こういう写真が撮られています。
　それで、これが中国の西のほうで、ゴビ砂漠のほうで発生すると、こういうふうにして
巻き上げたやつが日本のほうに黄砂として飛んできます。乾燥地帯でよくある現象です。
　これ（動画）、もう少しちょっと送りましょうか。ちょっと時間がかかるので進めてい
きます。だんだん近づいてきまして、建物が砂に隠れてきました。それで、もう少ししま
すと、私がいる場所が砂に隠れるということになります。
　皆さん慣れたもので、車の人もバイクの人も、急ぎもせず普通に走っています…、ここ
で砂に巻き込まれたところです。
　それで、砂の中に入ってしまうと、こうい
うふうにセピアカラーの世界に変わってしま
います。アフリカの土というのは赤土ですか
ら、それが上にかぶさってくると、こういう
赤い世界に変わってしまいます。
　これと同じことが中国の西のほうの、西北
部のゴビ砂漠のあたり…の絵がこれです。中
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国では、土は赤くないので黒嵐と呼ばれていまして、真っ暗になるといわれています。
　このような砂嵐が、実はどうして起こるかというと、乾燥地帯であっても、積乱雲、入
道雲ができて雨が降ります。ところが雨が降ってくるときに、下のほうの空気が乾燥して
いるので、雨がなかなか地面に届かない…途中で蒸発しちゃいます。そうすると、蒸発す
るときに空気から気化熱を奪いますから、周りの空気が冷たくなる。冷たく重くなった空
気がドーンと下に落ちてきて、それが砂漠の砂を巻き上げて、積乱雲の進む前のほうにど
んどん移動してくる。
　こういうことが起こることによって、こういう砂嵐が起こり、たくさんの砂が巻き上げ
られるということになります。
　ここはまだ前振りで、次に本題に入ります。
これは国連環境計画の有名な図でで、世界の
陸地で、どこが乾燥地かというのを表わして
います。黄色いところが超乾燥といわれてい
まして、サハラ砂漠のあたり、このあたりか
らユーラシア大陸にかけて乾燥地帯が広く広
がっています。
　北半球でいうと、北アメリカの中西部、こ
こが乾燥地帯になっている。南半球ですとオーストラリアの大部分、南アフリカとナミビ
アのあたり。それから、アメリカですと、アンデス山脈の東側…と、こんなところが乾燥
地帯になっています。
　高校生の皆さんには、ハンドアウトをお渡ししてありますが、白黒で印刷されているた
めに、この緑色の湿潤域のところまで同じように見えてしまっていると思います。そこを
ちょっと注意して見てください。
　こういうような世界の乾燥地域がある中で、私自身が、どういうふうに回ってきたかと
いいますと、94年に甘粛省河西回廊というところで観測を始めて以来、チベット高原で
随分長い間、10年近く観測しました。その途中から、サウジアラビアの観測、それから、
ニジェール、ガーナ、最近ではナミビアと、
だんだん日本から離れる方向に観測地を広げ
ています。そんなことを、きょうは、これら
の経験をつなげた話をしたいと思います。
　最初にそれぞれの場所が、どんなところだ
ったかということを簡単にお話しいたしま
す。
　これは中国北西部の河西回廊でして、これ、
中国のこのあたり、ここはゴビ砂漠の南端で、
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ちょうどシルクロードが始まるところになります。ここに敦煌がありまして、このあたり
に、陽関とか、そういう関所があるというところです。
　このチーリン山脈という 5,000 メートル級の山から、氷河から水が流れ出てきまして、
これが砂漠の中を流れて、最後には砂漠に消えてしまう…と、こんなところになっていま
す。
　ここを衛星写真で見ると、このあたりですけれども、川の流れに沿って、オアシス、潅
漑されている部分が広がっていて、ここで農耕が行われています。
　ところが、潅漑をいたしますと、下から塩が上がってきて、だんだん作物が作れなくな
る。あるいは、こういうところを見てわかるように、砂が押してきて潅漑地をどんどん圧
迫してくるというようなことで、何とか、調査をして、これを食い止めたいねということで、
日本と中国と、ちょっと前の話ですけど、協力して共同で研究を始めたというのが、ここ
での観測です。
　砂漠のほうに行くと、景色、風景としては、
本当に月の砂漠のようなところに観測機器を
置き、一方オアシスの中に入り、こういうト
ウモロコシ畑の中に観測機器を立てる。こう
いうようなところで観測を続けるということ
をしておりました。
　こういうところは（図）、砂漠って随分暑
そうだなと皆さん思われるかもしれませんけ
れども、真夏に観測していても、あんまり暑いと思わないんです。それはなぜかというと、
汗がどんどん蒸発していくからです。プラスチック製のファイルを脇に抱えて歩いていま
すと、ファイルにさわっているところだけ汗があるのがわかる。ああ、僕は汗をかいてい
るんだというのがわかるというようなところです。
　これは、おまけですけれども、このあたりは万里の長城の西の端になっていまして、北
京のあたりで見るような、れんがづくりではなくて、土を積み上げたような、高さが数メ
ートルぐらいの長城がずうっと続いていま
す。ところどころに見張り台みたいなのがあ
る。いにしえの昔、向こう側から匈奴がやっ
てくるのを、こちら側から一生懸命やっつけ
たんだろうなと想像しながら、こんなところ
で観測していました。
　次に、これはチベット高原の例です。チベ
ット高原は広いですけれども、私たちが観測
したのは、真ん中辺のあたりです。皆さんチ
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ベット高原というと、すごく地形がごつごつ
していて険しいと思われるかもしれませんけ
れども、実は非常に多くの部分が、このよう
に非常に平たい平原になっています。ごくご
く東のあたりだけが川と山脈が入り組んで険
しい地形になっているというようなところで
す。
　それで、これ、観測スナップをちょっと入
れています。大体ここの標高が 4,500 メー
トルぐらい、気圧にすると、580 ヘクトパスカルぐらい。そうすると、このあたり（会
場のこと）の大体 6割ぐらいの空気しかないというようなところです。そういうところ
で鉄塔に上ったりすると、ちょっとゆっくりやらないと危ないということになります。
　1つおもしろいのは、これは線をいっぱい観測器につないでいるところです。実は、こ
ういうときにはゆっくりやるからいいんだけれども、これが意外ときついんです。皆さん、
細かい仕事をするときには息詰めるじゃないですか、深呼吸しながらネジは回しません
よね。そうすると、10分とかそこで一生懸命行きを詰めていると、息苦しくなってきて、
はあ～（と深呼吸する）、そんなようなところで仕事を、研究をしてきました。
　もう 1つは、これ（スライド）、冬の景色ですが、雪がない。皆さんも大体、冬のチベ
ットだと真っ白かなと思われるかもしれませんけれども、実はほとんど雪がない。観測結
果のデータを見ると、雪が降っても、ぜいぜい 3日か 4日、長くても 1週間ぐらいしか
なくて、あとは吹き飛ばされる、あるいは昇華してしまい、消えてしまう。それで、冬の
チベット高原、地面が出ていると、太陽の光で暖められますから、冬場でも意外と気温が
10度ぐらいまで上がることがあります。
　これ（次のスライド）は今度は一転して、
サウジアラビアの観測風景です。サウジアラ
ビアは、後で話すように、水資源開発に関係
した研究をしてきました。ここは紅海に面し
たジッダというところです。非常に海面温度
が高いので、（蒸発が盛んで）湿度が高くて、
湿度 70～ 80％で気温 38度とかというとこ
ろもあります。それでも雨は降らずに乾燥地
帯ということになっています。
　少し山の上に登ると、タイフというところがありまして、ここは標高 1,500 メートル
ぐらい、ここは標高が高い分だけ過ごしやすいけれども、日差しはきつくて、やはり乾燥
地帯になっています。
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　大事なのは、この（タイフとジッダの）間
に、ここに山が、アシール山地というのがあ
り、このアシール山地に沿って木が生えてい
ます。なぜかというと、紅海から湿った空気
が山を上っていくときに、そこで霧ができて、
雲ができて、雨が降るという部分が少しある
ので、ここには木が生えている。このあたり
を生かして、水資源の話をするというのが少
し後で出てきます。
　これは西アフリカのニジェールでやった観
測です。ニジェールの観測は、農業の、農学
系の研究室と一緒にやりました。農学系の人
が乾燥地農法で、乾燥地で、どんな農業のや
り方をしたら水の蒸発が少なくてすむかと
か、そんなことを考えているのと一緒に観測
をしたりしていました。
　この写真、うちの学生が観測に参加して、
観測機のセットをしているところです。
　これ（次のスライド）は一番最近でして、
去年 6月、ナミビア北部の観測をしている
ところです。このナミビアの観測も農業系の
人と一緒にやっていまして、これは砂漠化の
問題に関連していて、自然というよりも、人
間が何か耕したりすることによって砂漠化が
進むんじゃないかというような発想で、実証
できないかというので、この周りで農耕地を
つくったりして観測しています。私はそれに協力して、こういう観測器を展開していると
ころです。
　せっかくですから、ちょっと観測機器の話をします。
　この辺に観測機器がいっぱいありますけれども、これが普通の風速計です。べーン型の
風速計、この中に温度計と湿度計が入っています。これはカバーをしないと日に当たって
正しく測れないから、このようになっています。これは太陽の放射、上から来るのと、（地
面で反射して）下から来るの、それから赤外線、目に見えない赤外線の放射を測っています。
この中では気圧を測っています。大事なのは、ここにあるこの乱流計というもので、これ
で私たちが何を測っているかという話を次にしていきます。



22

　あと、このあたりですね。ここのあたりに、ちょっと下なんですが、雨量計で、これで
雨を測る。全体はこのソーラー電池で、電源供給をするということになっています。
　さて、何を測るかという話です。こんな仕掛けをつくって何を測っているのか、地べた
にはいつくばって、蒸発量を測っています。砂漠化を考えるときに、乾燥地気候を考えると、
雨が降った量よりも蒸発で抜けていく量のほうが多いと、土壌水分がどんどん減って砂漠
化が進んでしまうということになります。　もう一度言うと、雨が降ると地面が湿るけれ
ども、一方、湿った地面から蒸発していく。あと、河川から若干の水のやりとりがありま
す。このバランスがイコール、等号でないと、砂漠化が進むと。　降水量は雨量計で測る
ことができますけれども、蒸発量はどうやって測るかということが問題になります。　こ
れ（写真）は蒸発計といいまして、気象観測
所、気象官署の露場に置いてあります。これ
は桶の中に水を張って、1日何ミリ蒸発した
かというのを測るわけですけど、実はこれで
測った蒸発というのは、本当の地面から出る
蒸発と全く違う量です。地面が完全に湿って
いたらどれだけ蒸発できるだろうかという量
であって、本当の蒸発ではない。
　じゃあ、本当の蒸発って何だろう。これは
（スライド）地面のつもりです。地面の表面が湿っていると、太陽の光が当たって蒸発し
ます。もう 1つは、ここに植物が生えている。植物が根から土の中の水分を吸い込んで、
それを葉っぱの裏側にある気孔から空気中に出す。実はこれが結構たくさん量が大きい。
こういうのをどうやって測るかということになります。
　ある人はこんなことを考えました。（スライドの説明）ここにこんなお鍋をつけて、二
重にして、ここに電子ばかり、はかりを置いて、これで全体の重さを測ってやろうと。そ
うすると、水が蒸発するとそれだけ軽くなるから、こいつが軽くなるだろうと、こんなこ
とを考えた人がいて、これを実際にやっている人たちもいます。
　でも、これをやるには、非常に重たいもののわずかな変化を調べるので、すごく性能の
良いはかりが必要です。しかも、周りの環境と分かれてしまっているので、長い間やって
いると条件が変わってしまうので、どうも長い観測はこれではできない。
　そこで私たちが使っているのは、これです。さっき言った、乱流計というのを使って測
る。これ、どういう測り方をするかというと…。地面が湿っています。湿っている地面か
ら蒸発すると、地面近くの空気だけ湿ってきます。そういうときに風が吹くと、この風に
伴う渦がこいつをピュッと引っかけて、湿った空気を上に持ってくる。そして、上にある
空気は下に下がってくる…。と、こういうような渦がいっぱいできて、下の湿った空気を
どんどん、どんどん上に運んでいく、そういうのをここで測ってやるわけです。
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　これ（乱流計）は何かというと、実は風速
計と湿度計です。（普通に見るのとは）全然
違う形ですけれども、これ、超音波と赤外線
で風速と湿度を測っています。1秒間に 10
回以上測れます。非常に早く、チャカチャカ
チャカッという感じで測ってやるわけです。
　そうすると、空気が上向きに動くときには、
湿った空気が動く。空気が下向きに来るとき
には乾いた空気が来ると、こういうのをずう
っと記録してやって、上向きに風速 10センチ毎秒で何グラムの空気が上に行ったかと、
それを掛け算して出してやり、足してやると、どれだけ水蒸気が上に行ったかというのが
わかる。それで、ここから出た水蒸気がどれだけかというのを測るというような仕組みで
す。
　こんな仕組みを使って、さっき言ったように、いろんな場所で測ってきたわけですけれ
ども、こういうことを測ると、よく言われるのが、たかだか数カ所の観測で何がわかるか
と言われるわけですね。
　こういう観測を一生懸命やって、砂漠とか、
チベットとかといろんなところで測ってくる
わけですけれども、それだけでは大したこと
はわからないだろう、そこで考えたのが、人
工衛星のデータを使う方法です。地上観測と
いうのは、測ったそこの場所のものしかわか
らないけれども、測った値はすごく正しいで
すよね。
　ところが人工衛星は、こういう広いところ
のデータをぱっと測る、見ることができる。けれども、その値は、はるか宇宙のほうから
見ているので、正しいかどうか、値づけがなかなか難しい。ということで、この両方をう
まくミックスすると、そこそこ精度のある、いいデータができてきます。
　これは、この図は地上で測ったものと蒸発量を比較している図ですけれども、これは（白
黒の資料を持っている）高校生の子からしたらわかりにくいかもしれないので、ちょっと
説明しますと、例えば、ここにチャンエというところがあります。湿った部分ですね。こ
この値がグラフのここにあります。このチャンエの値のところを下におりてくると、ここ
の蒸発量を地上で測った値は 485 ぐらいだった（と解ります）。同じくこれを人工衛星か
ら見たら（縦軸の値を見ると）、520 ぐらいだったということになります。大体差が 30
ぐらいかなという、ちょっと値が離れているけどまあまあだね、ということになります。
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　ということを、ほかの地点でも同じようなこと（比較）をやる。もしも、衛星と実際に
測ったやつが全く同じ値だったら、データはこの線の上に乗ってくる。これはそういうこ
とを示している図です。
　そうすると、いろんなところで測って、データがこの（線の）近くに乗ってくると、そ
れは衛星のデータを地上の観測で値づけすることができたと、いうことになり、こういう
（衛星から見た）分布は大体正しいだろうということになるわけです。この手法を使って、
広い範囲のデータを出すということをやります。
　この図は、横方向に 1年分のデータをと
って、こちらは、衛星から出したデータ、こ
んな変化をしています。現地観測は、こんな
変化をしています。まあ、これは合っている
というか、合わないというか、ちょっと古い
データだから、もう少し今はよくなっていま
すけれども、季節変化とか、そういうものが
出せることができるということで、めでたし、
めでたしということになるわけです。
　ここまで蒸発量の話をしてきましたが、次
に乾燥地域の雨についてお話しします。
　これはニジェールの雨を示しています。ニ
ジェールという国は、もう北半分がほとんど
乾燥地帯になっていまして、このあたりでは
何もできないと、ウラン鉱山がどこかにある
くらいです。
　ところが、この（南の方の）ステップのあ
たりになりますと、農耕、あるいは放牧が行われていまして、わずかな雨を有効に使うこ
とが非常に大事になってきます。こういうところで、実際にこれは、ニアメというところ
の雨を 3年間並べてみると、雨季が始まって雨が降ったけれども、その後 1カ月近く雨
が降らなくて次の雨が降るということがあります。
　こういうことになると非常に困るのは、喜んで種をまいて芽が出たと、ところが、その
後、降らないので、せっかく発芽したやつが枯れてしまって、次の雨でもう一回、またま
かなくてはいけないということで、この雨と雨の間隔、連続無降水日数というのは、こう
いう天水農業のところでは非常に大きな制約となっている、ということで雨を調べるとい
うことになります。
　一方、日降水量を見ますと、１回に降る量が 50ミリとか 60ミリになったりする。と
いうことは、年間雨量は少ないのに日雨量が結構多い。ということは、こういうことが起
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こると、ふだん風が吹かないところに風が吹
くと家が飛ぶというのと同じことで、災害が
起こりやすい状況になってきます。
　実際に、これは去年の 6月にガーナの首
都アクラで起こった洪水です。大して雨は降
ってないのですけど、20 ～ 30 ミリぐらい
だったと思いますけれども、瞬く間に町のあ
ちこちが水につかっています。
　これは衛星データで見た雲の様子ですけど
ね…。
　（動画を見ながら）この次の日ですね、来
るのは…。
　これで、海岸で湧き出した雲がだんだん内
陸に入ってきて、アクラのあたりに雨をもた
らす…という事例です。
　さて、衛星からみた雨量に関しては今お見
せしましたけれども、今では非常に良いデー
タがありまして、これを使って世界中どこで
も、南緯 60度から北緯 60度の間でしたら、
数時間おくれで細かい雨の様子を知ることが
できるというふうになっています。
　ただ、絵は見れるけれども、本当に正しい
かどうかをちゃんと確かめるというのが、私
たち科学者がやるべきことで、ここのガー
ナの 2カ所について、さっきと同じように、
地上で測った雨、衛星で見た雨というように
比べています。
　これは日雨量で比べると結構ばらつきが大きくて、これ本当に合っているのかなという
気がしますけれども、月雨量をつくってやると、非常によく合ってくる。1つ気がつくのは、
アクラの比較では、この直線上に大体乗っていて、いいですね。ところが、北のほうのタ
マレという所では、この直線からちょっとこっち方向にずれている。こっち方向にずれて
いるのは、どういうことかというと、例えば、200 ミリと地上で観測されたのに、人工
衛星は 300 ミリと見たということになります。
　これ、最初に話した雨が蒸発する話を思い出していただくと、北のほうが乾燥していま
すから、雨が降っていると、その下のほうで蒸発してしまうと。そうすると、衛星で見た
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雨よりも地上で測った雨のほうが少なくなるというふうに、話としてはつじつまが合って
いるということがわかります。
　こういう蒸発とか降水を測って何に役立
てるかという話をしますけれども、これが 1
つの事例として、さっき言ったサウジアラビ
アをこのあたりを緑化したときに、その緑化
が続くかどうかということを確かめた事例が
あります。
　これは、キーワードとしては「森が水を呼
ぶか」ということですけれども、緑化をする
と蒸発が増えると、そうすると湿度が上昇し
て雲もできやすくなって、雲がたくさんでき
ると雨も降りやすくなるだろうと、その雨は
また戻ってくるよね…というような話。
　もう 1つは、さっき言った、ここに山が
あることによって、普通ですと、湿った空気
が来るけど、あんまり雲にならずに、そのま
ま抜けてしまうけれども、ここでちょっと水
蒸気を余分にチャージすることによって、こ
こで雲になるんじゃないか、雨が降って流れ
てくる、回収できるんじゃないかというよう
なことを考えた。
　そういうことを確かめるために、数値シミ
ュレーション、気象予報のモデルのようなも
のを使って、それを確かめてやる。これはモ
デルで計算した仮想現実の雨ですけれども、
こういうような計算をしておいて、例えば、
この部分が草地になっているけれども、この
部分を林にしたらどうなるかとか、あるいは
ここに、ちょっと山をつくったらどうなるか
とか、そういうような実験が何度もできる。
　こういう手法を使ってやってみたのが、こ
れ。ここが紅海で、ここがサウジアラビアの
陸地です。このあたりを緑化、黒線で囲んだ
範囲を緑化することを考えて、そのときに、
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蒸発量とか、降水量、霧の量がどういうふうに変わるかというのを計算しました。
　上は緑化前下は緑化後ですけれども、緑化した場所は、蒸発量が増えて、ここが真っ赤
っ赤になる。降水量は上下（緑化前後で）比べると、海の上で少し違っているような感じ
がしますけれども、このあたり少し増えているというようなことがわかります。
　これ、数値で見ると、実は、ほとんど大きな差がない、ここを緑化したことによって、
蒸発量が 46.3 ミリ増えた、ところが降水量は 12ミリしか増えなかった。霧水量はほと
んど変化ない。何のことはない、増やした分の 4分の 3は外へ逃げていってしまったと
いうことで、これはなかなかうまくいかないということがわかる。
　ちょっと身も蓋もないので、もう少し広い
範囲でやってみて、西アジア全体で考えたら、
どうかということをやってみました。
　これは緑化前と後で、どれだけ水に余裕が
あるかという比較で、右が緑化した後の量で
す。見事に、サウジアラビアの真ん中辺にあ
った余裕のあるところは、緑化したときに、
植物がどんどん吸い上げてしまうので、やっ
ぱり余裕が減ってしまったと、これは緑化だめ地域ということになる。
　ところが、よくよく見るとこのあたり、レバノンのあたりですね。それとかイランの
あたりは、このあたり、赤の 1,500 ミリぐらいの余裕のあるところが随分広がっている。
イランあたりですと、水色の地域が広がっている。これらの場所に関しては、緑化すると
水が増えるかもしれないということが計算からはわかります。
　よくよく考えると、このレバノンという所は、昔フェニキア人という人たちがいて、レ
バノン杉という大木が生えていて、その大木を切って船をつくって海上交易をしていた、
地中海でね。あまりにレバノン杉を切り過ぎてしまったので乾燥したというふうに言われ
ているところです。そういうところは、もし本当に木を植えることができたら、やっぱり
元の、昔の環境が戻るだろうということをこの計算は示唆しているといえます。
　もっとも、それだけのレバノン杉を生やすには、すごくたくさんの水を何年にもかけて
つぎ込まなくてはいけないので、それは現実
的ではないとは言えます。
　こんなことをして何がいいかというと、こ
れは、サウジアラビアの例に関しては、そう
そう、うまい話はなかったと、だけれども、
こういうレバノン杉のあたりは、森が復活す
れば、水収支が持続的に維持できるというの
がわかってきた。伐採なんかをすると不利益
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というのが非常によくわかるんですね。
　これは 1971 年、私が高校 1年のときの地理の地図です。こちらは一昨年か、2014 年
の地図です。ここに紅海があって、ペルシャ湾があって、ここにカスピ海がある。ここに
アラル海というのがあるります。ところが 2014 年の地図では、このアラル海のところが
すっぽりと抜けている。このアラル海、ほとんど干上がってしまっています。
　これは、旧ソ連がこのあたりで潅漑をいっぱいやったがために、アラル海に流れ込む水
が全部蒸発しちゃったということで、何か広い地域を開拓したりするときには、これから
は、今はこういう技術があるので、事前にこういう何が起こるであろうかということを推
測するということが出来るようになってきていると思います。
　最後に、もうあまり時間はないと思いますけれども、私、現在、ガーナのプロジェクト
を進めていまして、ここでは最新の衛星技術
を使って、これは土壌水分を衛星から見てい
ます。季節変化、（動画が）もう終わっちゃ
いましたけれども、だんだん北のほうに湿っ
た部分が移動しまた南に戻ってくるというよ
うな季節変化をしています。
　雨量に関しては、先ほど言った、ＧＳＭａ
Ｐというデータをモニターしながら、常に雲
の動きを知ることができる。
　ここに見えているのは、これはMODIS
という衛星のデータを使って、氾濫ですね、
川に水があふれているところを計算で、衛星
データから出すと、そのようなことも最近で
きるようになってきています。
　ガーナでは、ガーナ北部の、ガーナ開発大
学の研究者と土壌水分を測ったり、彼は作物
のつくり方を工夫する研究をやっています。
あるいは、いろいろな干ばつ対策の方法を調
べたり、雨がどこまで降らないと、どんな干
ばつが起こるのかというようなことを調べた
りしています。
　また、ガーナ気象庁の人とは、数値モデル、
天気予報の準備、練習をしている。そして、
こういうデータを使って、洪水のシミュレー
ションなんかもやれるようにと、ガーナでは、
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今そういうことをしています。
　最後になりましたけれども、私、20年ぐらい海外に出ていますけど、なるべく学生さ
んを連れていくようにしています。最近の学生さん、あんまり元気がない子が多いですけ
れども、外国に連れていって、こういうところで一緒にやると、すごく元気になります。
それまで何か、へたれ学生だったのが、しゃんとして自分で動けるようになるというのは、
すごく感動する部分があります。
　あと、特に英語力が一発でつきます。それはなぜかというと、相手が英米人ではなくて、
アジアの人とかアフリカの人とかで、必ずしも英語を母国語にしていない人と一緒に話す。
これは非常に気安いです。その気安さの中で、どんどん話せるようになってくるというこ
とで、やっぱりこういう若い人に、観光旅行ではなくて、こういう実際に自分が動くとこ
ろに連れていくということが、非常に大事なことだというふうに感じている次第です。
　以上です。どうもありがとうございました。




