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インターンシップって？

• インターンシップ（就業体験）とは，一般企業や地方自治体などで，実際にどん
な仕事をしているのかを学生のうちに一定期間体験することです．

• 自分が将来つきたいと思っている職業を学生のうちに体験することで，その経
験を就職活動に活かしてもらうことができます．こんなはずじゃなかった・・・とい
う失敗を防ぐことができます．



世界遺産って？

• 世界遺産とは、1972年のユネスコ総会で採択された「世界の文化遺産及び自
然遺産の保護に関する条約（世界遺産条約）」にもとづいて世界遺産リストに登
録された，遺跡，景観，自然など，人類が共有すべき「顕著な普遍的価値」をも
つもののことです．文化遺産，自然遺産，複合遺産，そして危機遺産があります．

イースター島（文化遺産）

マチュピチュ（複合遺産）エアーズロック（自然遺産）

アスキス墳墓（危機遺産）



アンコール世界遺産でのインターンシップ

• みなさんは，海外での生活や海外での仕事に興味をもっていることでしょう．

• 公立小松大学と金沢大学とが８年間にわたって実施している「アンコール世界
遺産インターンシップ」は，わが国で唯一の海外の世界遺産でのインターンシッ
プです．アンコール世界遺産で唯一のインターンシップでもあります．

2018年度の参加者たち（アンコールワット寺院で）



アンコール世界遺産とは

• カンボジアにあるアンコール世界遺産は，11世紀から16世紀にかけて栄えたク
メール帝国がのこした寺院や王宮などの石造建築物群です．アンコールワット
やバイヨン寺院などがよく知られています．

アンコールトムのバイヨン寺院

アンコールワット寺院



アンコール世界遺産の文化財

• アンコールワット寺院がとても有名ですが，それ以外に800もの遺跡や貯水池な
どの巨大な遺構が存在します．

アンコール・ワット

タ・ケウ バプーオン プノン・クロム

バンテアイ・スレイ プラサット・クラヴァン



アンコール世界遺産（アニメのモデル）

• アニメや小説の舞台となったり，映画の
ロケ地として使われたりもします．

タプローム寺院などが「天空の城 ラピュタ」のモデルになっ
たと言われています．



アンコール世界遺産（映画のロケ地）

• アニメや小説の舞台となったり，映画のロケ地として使われたりもします．

ハリウッド映画「トゥームレイダー」のロケは，アンコール・ワットやタプローム
寺院などで行われました．



アンコール世界遺産（小説の舞台）

• アニメや小説の舞台となったり，映画のロケ地として使われたりもします．

三島由紀夫の短編小説「癩王のテラス」はアンコールトムの王宮が舞
台になっています．



アンコール世界遺産の広さ

• アンコール世界遺産の指定区域は石川県の半分もの広さにおよびます．

同縮尺のアンコール世界遺産と石川県

アンコール世界遺産区域

石川県南部



アンコール世界遺産の豊かな自然

• アンコール世界遺産には熱帯に特有の豊かな自然が残されています．ジャング
ルもあれば大きな湖もあります．めずらしい野鳥や動物もいます．

湖に沈む森
うつくしい滝

きれいな花

めずらしい野生動物さまざまなフルーツたくさんのサカナ



アンコール世界遺産の豊かな自然

• アンコール世界遺産には熱帯に特有の豊
かな自然が残されています．ジャングルも
あれば大きな湖もあります．めずらしい野
鳥や動物もいます．

野生のサルもたくさんすんでいます．



アンコール世界遺産に暮らす人びと

• アンコール世界遺産の中では13万人もの人びとが暮らしています．昔ながらの
自然とともに生きる暮らしです．人びとが暮らす世界遺産はアンコール世界遺
産と五箇山・白川郷世界遺産くらいです．

世界遺産の中で暮らす子どもたち



アンコール世界遺産の特徴

• 世界文化遺産としては異例の広さ．

• 熱帯特有の豊かな自然環境．

• 数多くの世界的文化財の存在．

• 地域の住民が伝統の生活をいとなむ．

• 国際社会からのさまざまな支援活動．

• 世界でも有数の観光地．



アンコール世界遺産を訪れる観光客

• アンコールワットは著名な旅行サイト「トリップアドバイザー」の「世界トップ25
ランドマークス」の第１位に選ばれています．



アンコール世界遺産を訪れる観光客

• アンコール世界遺産には，１年に250万人もの観光客が外国から訪れます．
外国人観光客の数は，京都で約200万人，金沢で20万人くらいです．

アンコール世界遺産を訪れる観光客数の推移（赤：国外，緑：国内）

After Provincial Department of Tourism, Siem Reap and Tourist Management Plan



アンコール世界遺産の維持管理

• カンボジアのアンコール世界遺産は，カンボジアの文化財であり，それとともに
人類共通の文化遺産です．そのため，この世界遺産を国際的に管理する組織
とカンボジア国内で管理する組織とがあります．このふたつは相互に協力しな
がら世界遺産の維持管理にあたっています．

アンコール世界遺産国際管理運営委員会 アンコール世界遺産管理機構（アプサラ公団）

国内管理組織国際管理組織



アンコール世界遺産国際管理委員会

• アンコール世界遺産国際管理委員会は，アンコール世界遺産を維持管理する
国際的な組織です．カンボジア政府が中心となり，それを日本国政府とフランス
政府，ユネスコがサポートします．アンコール世界遺産で実施されるすべての
調査や修復などの事業はこの委員会で報告されます．公用語はフランス語です．

国際管理運営委員会年次総会 国際管理運営委員会技術委員会



アンコール世界遺産管理機構

• アンコール世界遺産管理機構（アプサラ公団）は，アンコール世界遺産を維持
管理するカンボジアの国立公団です．800名の職員が世界遺産の維持管理に
あたっています．彼らの仕事は，自然環境の保全や住民の健康管理，文化財
の保護，観光誘致などさまざまです．学生たちがインターンシップで業務に従事
したのはこの機関です．

アプサラ公団本部 公団水管理部門メンバー



アンコール世界遺産管理機構

• 金沢大学は2010年に，小松短期大学は2016年に，大学間交流協定をアプサラ
公団と締結しました．教育・研究の協力はもちろんのこと，学生や若手教職員の
自由な行き来が目的です．

小松短期大学との調印式（2016年9月）

金沢大学との調印式（2010年2月）



アプサラ公団での業務（業務の場所）

• 今年度の学生たちが業務に従事したのはこの４ヶ所です．

水管理と観光開発

水管理と森林再生

地域社会支援

伝統文化保全



アプサラ公団での業務（学習や視察）

• 水資源管理，地域社会支援，洪水対策，観光開発，などなど．今年度のイン
ターンシップに参加した学生たちがこれから紹介してくれます．

クメール民族センターでの学習

ニャック・ポアン寺院の視察



アプサラ公団での業務（ディスカッション）

• 業務のあとは公団職員とのディスカッションです．言葉は英語です．

担当業務の説明をうける

担当職員とのディスカッション



アプサラ公団での業務のあとは

• 仕事のあとと休日は観光やショッピング，グルメなど



アプサラ公団での業務（お別れパーティ）

• 最終日には修了証の授与とお世話になった公団職員たちとのパーティ



さて，ここで報告会のプログラムです

報告者

1. 大御悠瑠花（国際文化交流学部）

2. 横井菜美（保健医療学部看護学科）

3. 肥田望来（国際文化交流学部）

4. 土橋香乃（国際文化交流学部）



カンボジア
インターンシップ

国際文化交流学科 大御 悠瑠花



報告の内容

◦参加動機

◦業務内容

◦学び

◦今後・まとめ



参加動機

・海外に行きたかった

・カンボジアに興味があった

・現地で使われる英語に触れたい



北バライ（貯水池）

１２世紀に完成

縦９６０メートル

横３６００メートル

真ん中にニャックポワンという

５つの池をもつ寺院がある



バライの役割

遺跡の保
護

観光資源
住民への
水の供給

灌漑



カンボジアで感じたこと

カンボジアの人の穏やかな国民性

日本と違う働き方

カンボジア内のギャップ

大乗仏教と上座部仏教の違い



ありがとうございました



カンボジア
インターンシップ

保健医療学部看護学科 横井菜美



報告内容

・志望動機

・業務内容

・学び

・まとめ



志望動機

・日本の文化との違いを肌で感じた
かった

・コミュニケーション能力を高めた
かった

・価値観を深めたかった



西バライ(貯水池)

縦：2.2㎞ 横：8.0㎞

容量：56億㎥

機能：1.洪水を減らす

2.住民への水の供給

3.灌漑用水(田，畑，果物）

4.お寺の地盤の保持



西バライ



西バライに生息する動植物たち



ヤシの木



学んだこと

言語より気持ち

生活のテンポの違い

地域住民のつながり



まとめ



Run Ta Ek Ecovillage

増えすぎた人口への対策

公立小松大学 国際文化交流学部 一年

肥田 望来



報告内容

• 動機

• 業務内容

• 問題点

• 学び



かわいそうな国カンボジア？



業務内容



Run Ta Ek Ecovillage
とは…

• 場所：アンコールワット遺跡から約30㎞

• 村の構造：円形(ロビア村がモデル)

• 世帯数：103世帯

• 主な移住者：世界遺産公園エリア内の住民
のうち結婚などで新たに家庭をつくる人

Map data ©2018 Apple Inc.



メリット

一世帯につき…
• 宅地

• クメール建築の住居

• １ヘクタールの土地

• 農業技術の指導

• 日本の企業との協定





問題点
• 娯楽施設が少ない

• 遠い！！
距離：アンコールワット遺跡から約30km

（バイクで1時間）

５％が戻ってしまう…５％が戻ってしまう…



学び

• 相手に関心を持ち積極的に会話する

→理解につながる

• カンボジアの高い教育レベル

• 観光客のカンボジアに対する偏見

→子供たちのチャンスを奪っている。



Thank you .



カンボジアでの経験
公立小松大学 国際文化交流学部 １年 土橋 香乃



報告内容

•参加の動機

•クメール式伝統住居

•アンコール遺跡内の住居

•伝統住居を残す目的

•これから…



参加の動機

 視野を広げる

 英語力向上

 世界遺産の場に立つ



クメール式伝統住居

• 気候に合わせた造り

• 屋根の形

• 木造住居



アンコール遺跡内の住居



• 次世代に残す

• 観光客に見せる

伝統住居を残す目的



これから…

• 異文化のことをもっと知る

• いろんなことに関心を持つ

• 何事も挑戦！





カンボジアの一日



朝8時：出勤



業務



子供たち



遺跡



余暇
トンレサップ湖



食べ物



オークンチュラン
（ありがとうございました）


