
国際助成プログラムの助成を受けた関係者同士、そして財団プログラムオフィサーとの対

話を行う「Dialogue with the Asian Neighbors」プログラムの初回は、フィリピンのバギオ

で開催されました。 

 

山下 彩香  EDAYA（2016: D16-N-0201, 2017: D17-N-0155） 

エドガー・バナサン EDAYA（2016: D16-N-0201, 2017: D17-N-0155） 

マルジャ・アシス スカラブリニ移民センター（2015: D15-N-0041） 

寺田 俊  (特活)APLA スタッフ（フィリピン担当）（2016: D16-N-0157） 

吉川 舞  ナプラワークス代表（2016: D16-N-0185） 

 

 
 

 

チームビルディングのプロセス 

 

バックグラウンドが異なる人々をひとつにまと

めるチームビルディングの過程では、どんな

苦労がありましたか？ 

 

「コーディネーターとしての役割に徹

しました」 

 

寺田 

僕の所属する APLA という NGO が、コー

ディネーターとしての役割に徹したプロジ

ェクトでした。 

フィリピン、ラオス、東ティモールの各国

から、それぞれ 3 人から 4 人の農民を選ん

だわけですが、トヨタ財団への応募のとき

は、個々のメンバーまでは決まっていなか

ったんです。各国に駐在する同僚と、メンバ

http://toyotafound.force.com/psearch/JoseiDetail?name=D16-N-0201
http://toyotafound.force.com/psearch/JoseiDetail?name=D15-N-0041
http://toyotafound.force.com/psearch/JoseiDetail?name=D16-N-0157
http://toyotafound.force.com/psearch/JoseiDetail?name=D16-N-0185


ーの選び方を議論することからプロジェク

トが始まりました。結論としては、誰が適切

かを農民たち自身で決めてもらうというこ

とになりましたが、その選考プロセス自体

がプロジェクトの一環でした。すべての選

考が終わるまで、半年くらいかかりました。

最初の 2～3 回の打ち合わせは、彼らにプロ

ジェクトの目的を説明することに時間をか

けました。 

 

吉川 

私たちのプロジェクトでも同じ。コアにな

るメンバーは決まっていたけど、フィール

ドトリップに参加するメンバー一人ひとり

は、プロジェクト中に決めていった。 

 

山下 

みんな海外に行きたがったんじゃない？ 

 

寺田 

彼ら、他の人を推薦し始めたんです。私より

彼女のほうが適任だよ、って。 

 

吉川 

寺田さんたちは、彼らにプロジェクトのオ

ーナーシップを持ってもらったってことで

すね。 

私はいくつかのコミュニティでメンバーを

探したんだけど、思っていたより時間がか

かって、全員決まるのに 3 ヶ月かかりまし

た。 

 

アシスさんは 27 人の移民の子どもたちにライ

フストーリーを語ってもらうために、プロジェク

トに参加してもらいましたね。どうやって探した

んですか？ 

 

アシス 

私たちは、各国のコーディネーターに推薦

してもらう形を取りました。彼らはその子

たちがどういう子なのかを知っているから。

いくつか倫理的なことも関わってくるから、

同意書を準備したり、本名ではなく仮名を

使ったり。最初は彼ら自身に書いてもらお

うと思っていたけれど、ちょっと難しいこ

とがわかったから、何人かにはインタビュ

ーすることに予定を変更しました。 

 

「パッションを持っている人を探しま

した。プロジェクトが終わったあとも

活動を続けられる人。資金がなかった

としても。」 

 

山下 

私たちのプロジェクトは、ゼロから何かを

創り上げるものだから、それができる人を

選ぶ必要がありました。昔からよく知って

いるフィリピン側のメンバー選定は簡単で

した。モジュールを作るプロジェクトの経

験がある人、アートや文化に造詣が深い人、

それに若手も入れました。 

日本側は、ベルリンから故郷の高知に戻

ってきたアーティストにパートナーになっ

てもらいました。今年はミャンマーも含め

た 3 カ国でのプロジェクトをやりますが、

コーディネーターができるキーパーソンを

知っていたんです。 

 

バナサン 

それにプロジェクトのサステナビリティも

メンバーを選ぶときの重要なポイントです。

パッションを持っているかどうか。プロジ



ェクトが終わったあとも活動を続けられる

人。資金がなかったとしても、です。それか

ら、彼らのバックグラウンドとか、地域コミ

ュニティの人たちとどうコミュニケーショ

ンを取るか、どんな仕事してきたか、という

ようなことにも注意しています。 

 

いろいろな課題――ことば、地域のコン

テクスト、アイデアの捉え方と伝え方 

吉川 

大変だったのは、ローカルのコンテクスト

やプロトコル。私のプロジェクトメンバー

の何人かは、本当に普通の村人。すごいパッ

ションは持っているけど、それを他人にど

う見せればよいかはわからない。 

言語の壁は言うまでもなくありました。

プロジェクトのファシリテーターや通訳を

やる人は、物事の背景を知っていたほうが

いいけど、実際には難しいですね。ただ、そ

れだけの壁があるなかでも、プロジェクト

を通じて同じビジョンが共有できた。 

 

山下 

私たちも去年同じ課題に直面したから、今

年はそうならないようにしたい。 

 

アシス 

私たちのプロジェクトでは、メンバー全員

英語ができたし、翻訳もとてもうまかった。

スライドなんかの資料は、多言語で準備で

きました。 

 

吉川 

通訳を担当する人を事前にコミュニティに

入れて、もっと理解を深めてもらっておけ

ばよかったかもしれない。 

 

山下 

プロジェクトによるんじゃない？寺田さん

たちのプロジェクトなら、農民が実際に手

を動かして見せられるけど、政策提言みた

いなものだと、通訳・翻訳の問題は頻繁に起

きる気がする。コンセプトを作ったり、それ

を掘り下げたりするプロセスだと、影響は

もっと大きそう。 

 

寺田 

僕たちの場合でも、農民の使う言葉がすご

く専門的だから大変でしたよ。通訳がファ

シリテーターも兼ねてましたが、フィール

ドを訪問している期間中に毎日実施してい

たメンバー全員の振り返りミーティングの

後、さらにファシリテーターだけで議論し

て、翌日以降のプログラムに反映させてま

した。通訳スキルはプロジェクト期間にか

なり上がりましたよ。 

 

通訳とかファシリテーターの能力が高いと、プ

ロジェクト代表者は内容とか目的に集中でき

ます。 

 

アシス 

それがアジア地域の多様性の現実でしょう。

相互理解やその先に向かうときの大きな壁。

それから、英語でコミュニケーションする

ことをある意味で強いられているけど、そ

れが時にはその地域で使われていることば

やコンテクストのニュアンスを失うことに

もつながってますね。 

 

寺田 

僕らは毎晩のミーティングで出てくるメン



バーからの意見を取り入れて、かなりフレ

キシブルにフィールド訪問を組み立てまし

た。彼らは基本的にとてもシャイなので、ま

ず顔見知りのファシリテーターと相談しま

す。でも、自分の意見が他のメンバーの関心

をひくと、自身がついてくるんです。 

 

「壁はたくさんあります。それでも一

緒に仕事ができます。」 

 

アシス 

壁はたくさんあります。それでも一緒に仕

事ができます。私たちが直面したしたいろ

んな障害は、他を理解するためのプロセス

の一環でしょう。答えはまだわからないけ

れど、物事を紐解いていくプロセスです。 

 

山下 

プロジェクトをやるなかで、「あ！なんかあ

なたのことわかったかも！」って思えるよ

うな瞬間がいくつもある。それってめちゃ

くちゃ素敵ですよね！ 

 

吉川 

ほんとに。そういう瞬間が重なって、壁を超

えて直接つながり合える。 

カンボジアの人って、日本は何もかも完

璧、みたいなイメージを持っているような

気がする。「カンボジアは教わる側」で、「日

本は教える側」っていう意識です。でもプロ

ジェクト中、ブレークスルーだと思える瞬

間があったんです。カンボジア側メンバー

の 1 人が、日本側のある地域に伝わる物語

を聞いて、即興で舞踊を作ったんです。それ

で日本側の人たちにその振り付けを教えて、

一緒に踊ろう、こうするんだ、って。ふとし

た瞬間に、「教える側」になっていた。 

こういう瞬間はいつ来るかわからないん

ですよ。ビデオグラファーをメンバーに入

れておけばよかった！ 

 

寺田 

3 ヶ国でのプロジェクトをやって気付いた

んですが、ある国は、他の 2 つの国を比べ

ることができるんです。誰もが第 3 者にも

なれて、2 つのうちどっちの技術や経験が

自分たちの地域に合うだろうか、って考え

られる。 

 

ピア・ラーニングですね。 

「教える」「教えられる」の一方通行ではなく、

より対等で双方向の相互学習といえばいいで

しょうか。 

 

寺田 

まさにそうです。それがモチベーションに

つながっていたと思います。 

 

プロジェクトのインパクトとコミュニティと

の関係 

 

プロジェクトのインパクトについてはどうですか。

プロジェクト終了後のフォローアップも含めて。 

 

吉川 



インパクトというと、私が関わっている観

光産業では、常に 2 つのポイントが挙げら

れます。収入と、ゲストの数です。そういう

意味で、私たちはトヨタ財団国際助成プロ

グラムに出会えて、とてもラッキーでした。

相手を理解する、という点は、特に観光産業

では注目されているわけではないので。 

もちろん、私たちがやっているようなこ

との意味を、何らかの方法で、数字で測定す

ることは必要だと思います。でも、自分たち

がやってることには信念を持ってますよ。 

 

カンボジアにはたくさんの寄付や助成が

来ます。10 年ほど前にはコミュニティ・ベ

ースド・ツーリズムの発展や、小規模ビジネ

スでの収入向上などを目指して多くの

NGO がやって来ました。でも、ほとんどは

3年くらいで終わっちゃうんです。それで、

オフィスも閉めて、皆いなくなってしまう。

何人かのスタッフは他の仕事を探して残る

こともありますが。 

いろんな大きな組織が種はまいていきまし

たが、水をあげる人がいない。 

カゴを編むようなスキルトレーニングに

対しては、いまでも助成金を得ることはか

んたんです。ただ、そのあとの販売やマーケ

ティングまでのフォローアップは難しいで

すね。 

 

山下 

私たちは、適切な人やコミュニティに、適切

なタイミングで話ができているか、注意し

てます。どれだけ彼らとコラボレーション

したいと思っていても、誰かから助成を得

ている、と言ったとき、コミュニティ側は

「利用される」と感じてしまうかもしれな

いから。実際に、そういう経験をたくさんし

てきている。 

私自身、違うセクターにいる人と何かを

するのはいつもチャレンジですが、わくわ

くもします。メンバーを募るときには「日本

に行けるよ」というようなインセンティブ

については話しません。代わりに、文化に対

するパッションや、スキルについて話しま

す。相手の姿勢が変わってしまうことがあ

るから、お金は扱いが難しいですね。 

ところで、いまやっているプロジェクト

の最終段階にあたる 9 月のコーディリエ

ラ・バンブーデイでは、バギオ市政府の観光

担当部署も巻き込もうと思っています。そ

ういう時に「トヨタ財団」の名前は信頼につ

ながりますね。 

 

バナサン 

コミュニティ側では、これまでの経験から

外「そっちの利益のために俺たちを使うん

だろ」と考えるんです。例えば研究者が来

て、村民にインタビューをする。でも、二度

と帰ってこない。たまに僕が代わりにと謝

ることも。「すみません、すみません」って

ね。 

だから我々はコミュニティに自分たちが

やったことを持ち帰るようにしています。

もちろん全部は無理だとしても、調査や展

覧会をした後に「こんなことをしてきまし

た。あなた達のご協力のおかげです」と、コ

ミュニティ側にも見せるんです。 

 

山下 

もうひとつ。私たちのプロジェクトは現在

進行系で、どこまで行けるかドキドキして

います。最初は去年 1 年だけのつもりで作



ったプロジェクトだったんですが、プロジ

ェクト地のカリンガと土佐山の地域のため

に何ができるか、ってすごく力を入れて、そ

れで今年も応募することにした。助成をい

ただいて、続けられることになりました。 

そこから、サイドプロジェクトにもつな

がってます。助成プロジェクトとは別で、カ

リンガと土佐山の小学校のビデオレター交

流が始まったり、土佐山では竹の家を使っ

たマッサージスタジオの話。 

 

アシス 

インパクトにつなげるために、様々なステ

ークホルダーを招いてシンポジウムやフォ

ーラムを開催するひとつの方法です。私た

ちのメンバーも、トヨタ財団の助成を得た

プロジェクトから新しいプロジェクトにつ

なげています。 

 

寺田 

農民の多くは、新しい技術とかに懐疑的な

ところがあります。それに、僕らのプロジェ

クトではラオスからのメンバーのほとんど

は女性だったんですが、彼女たちにとって、

自分たちのコミュニティで得た知見をシェ

アする、というのはすごくハードルが高い

んです。年長者に対してはなおさら。そこで

ファシリテーター役の日本人がフォローし

ました。 

 

「長期的なインパクトを今すぐに測る

のは無理です。」 

 

長期的なインパクトについてはどうですか。 

 

アシス 

長期的なインパクトを今すぐに測るのは無

理です。トヨタ財団国際助成プログラムの

ような取り組みは、もっと長いスパンで見

るもの。財団のプログラムという視点では

なく、私たちのプロジェクトというレベル

で見ても、何がインパクトか、すぐには明ら

かにはなりません。 

 

将来振り返って、あれがそうだった、とはい

えるかもしれません。つまり、何年か後に

「ああ、これはあのとき若手農家の戦略に

ついて、トヨタ財団の対話プログラムで学

んだのがきっかけだった」って。それでも、

それがポジティブなものか、ネガティブな

ものかも含めて、いま測るのは難しいでし

ょうね。 

 

インパクトを問うことは必要ですが、実際

に測ることは別の話です。どんなインパク

トを測るべきか、を考えないと。どんな違い

や変化を生み出せたか、なんのきっかけに

なったか、ということも重要で、それは「客

観的な指標」に縛られるものではないので

は。 

 

我々も助成したプロジェクトが、将来につなが

るきっかけ、つまりトリガーになることを期待し

ています。他にフォローアップについて付け足

すことはありますか？ 

 

アシス 

何かが起きたときに「これはトヨタ財団の

助成のおかげ！」と思うことは正直にいっ

てないと思いますが（笑）、財団側から何か

連絡があれば、過去のプロジェクトがどん

なもので、何につながったかを考える機会



になります。3 年から 5 年くらい経ってか

ら、「最近どうですか？」と連絡してみると

いいかも。 

 

では、トヨタ財団の国際助成はどんな点がユ

ニークだと思うか、聞かせてください。 

よりよい助成プログラムにするために、こうし

たらいい、というアドバイスもあれば、ぜひ。 

 

アシス 

トヨタ財団は私たちを信頼してくれている、

と感じます。例えば他の財団では会計ルー

ルがものすごく厳格で、本来のプロジェク

トではなく、助成金のけっこうな部分を外

部監査に回さなきゃいけない、ということ

もあります。 

 

山下 

ちょっと違うかもしれませんが、トヨタ財

団にはいろんなサポートをしてもらってい

ます。例えば、他のプロジェクトの方をご紹

介いただいたりして、自分の視野を広げた

りもしています。財団が持つ幅広いネット

ワークを活用させてもらっているんですね。

過去のプロジェクトやそれに関わった人た

ちのことも、もっと知りたいと思っていま

す。トピックは違っていても、たぶんいろん

なコンテクストが共有できるので。 

 

ネットワークと多様性も助成の利点 

多様なプロジェクトに助成している、というの

は、財団のアドバンテージになっていると思い

ますか？それとも、より大きいインパクトを目

指して、何か特定のテーマに絞るべきだと思

いますか？ 

 

山下 

助成金贈呈式の翌日にあったプロジェクト

プレゼンテーションのとき、他のプレゼン

にもすごく興味を持ちました。それがきっ

かけで、例えば藤澤先生（バンコクでの対話

プログラムを参照）に勧められてプノンペ

ンでの展覧会に出ることになったり、この

あいだバンコクに行ったときに、同じく助

成を受けているコッチャゴーン（バンコク

での対話プログラムを参照）に会ってきま

した。彼女は建築や都市デザインのバック

グラウンドを持っていて、水の問題に取り

組むプロジェクトをやっていて、私のとは

全然違うんですが、興味深い取り組みです

よね。それぞれ違うプロジェクトで、何がど

うつながっていくかははわからないですけ

ど、トヨタ財団が持つ「より良い社会を目指

している人材プール」はかなり面白いです

よ。 

 

アシス 

「多世代・多文化」「新しい文化の創造」と

いうテーマと「オープン領域」という組み合

わせは、よいやり方だと思います。あなたた

ちが重要だと考えていることと、草の根の

現場から上がってくる「これが大事なんだ」

という提案に対して、バランスを取る財団

の柔軟性を示していますね。 

 

吉川 

例えばフェイスブックなんかだと、うまく

いったことが投稿されますよね。元気付け

られることもあるんですが、悩みとか大変

だったことから学べることのほうが大きい

と思ってます。カンボジアではたくさんの



問題に直面します。そんなとき、フィリピン

や他の場所の人たちと情報交換すると、そ

の問題に対する何か違うアプローチを見つ

けられるかもしれない。 

たまにこう思うんですよ。この問題で苦し

んでるの、世界で私だけじゃない？みたい

な、孤独感というか疎外感というか（笑） 

1 人ではこの思考から抜け出せないから、

お互いに他者から学ぶ、っていうのはすご

く大事。 

 

アシス 

まったく同感！プロジェクトは違うんだけ

ど、お互いにつながってる部分があるって

いう実感があります。 

 

 

トヨタ財団の独自性――横断的なテー

マとプログラムオフィサーの現場訪問 

寺田 

例えばいくつかの財団は「有機農業」とか、

「地域コミュニティ」とか、かなりフォーカ

スを絞り込んでいますが、トヨタ財団はオ

ープンですね。我々の活動って、何か特定の

フィールドというかフォーカスがあるわけ

ではないんですよね。だからこそコミュニ

ティにインパクトがある、と考えているん

ですが。 

APLA にとって、フィリピンと東ティモ

ールのあいだでは共同プロジェクトをやっ

たことはありましたが、ラオスも含める、と

いうのは初めての試みで、多くを学びまし

た。おかげでメチャクチャ大変でしたけど

（笑） 

今回のプロジェクトで、次世代の農家の

ために種を蒔けた。これから芽吹かせるた

めには水をあげることが重要です。そのた

めには常に関係を保ち続けることが必要。

でないと、有機農業をやめてしまうかもし

れない。助成は終わっても、現場は動いてい

るんです。 

それから、「何がうまくいったかというイ

ンパクトについて報告書を書いて、領収書

と一緒に送ってください」という連絡だけ

の財団もあります。だからトヨタ財団の人

が東ティモールまで来ると聞いたときはか

なり驚きました。これってすごいユニーク

なことだと思うんですが、とにかく私たち

はすごく嬉しかったです。プロジェクトで

何をやっているか、直接見てもらうことが

できました。 

 

吉川 

私は最初、チェックリストか何かを持って、

ひとつひとつチェックされるんだと思って

ました（笑）でも実際は、現場を見て、いろ

んなアドバイスをいただけました。 

 

山下 

独自性というと、応募者に制限がない、とい

う点かな。助成金はたいてい組織に対する

もので、事業概要とか、過去 5 年間の実績

とか、応募のときにいろいろ求められます

よね。でもトヨタ財団はそういうのは必須



ではない。そもそも助成金に関する覚書が

組織ではなくて個人名。誰でも応募できる

ってことです。 

私の場合、知人で以前研究助成を得たこ

とがあるフリーランスのジャーナリストが

トヨタ財団への応募を勧めてくれたんです。

それで事前相談にも行ったほうがいいよ、

と言われて。財団側も事前相談を推奨して

いるので、歓迎してもらえました。 

 

応募前の事前相談は必須ではないですが、よ

い報告書を書くために推奨しています。アイデ

アがよくても、ガイドラインに沿っていないもの

は採択できないので。 

吉川さんはどうやって国際助成プログラムに

ついて知ったんですか？ 

 

吉川 

友人からです。日本中のいろんな地域で仕

事をしてきた人で、トヨタ財団にはいい助

成プログラムがあって、応募を考えている

人の相談にも乗ってくれるよ、って以前か

ら聞いていました。 

でも私、カンボジアで会社を経営してる

んですよ。こういう助成金って、普通は非営

利組織向けじゃないですか。でもその友人

が、トヨタ財団の助成はもっとオープンだ

よ、と教えてくれて。 

 

アシス 

そこはとてもユニークなところですね。民

間セクターはイコール営利企業、というイ

メージがあるけど、実態は様々。 

 

山下 

私の場合は、フィリピンで登記してありま

す。トヨタ財団は組織ではなくて人を見て、

もっと包括的に判断してる、って感じです。 

 

世代は課題か――若者とシニアの世代

間交流？ 

吉川 

ところで、私たちが得られたネットワーク

とか経験って、どうやって次世代に伝える

のがいいのかな。私たちだけに留めておく

わけにはいかないよね。 

 

山下 

私たちより下の世代って、情報の拡散とか

について、違う意見を持っている気がする。

以前よりももっとグローバル化して、比較

的かんたんに外国に行ける世界で育ってき

ている世代。 

 

吉川 

私のプロジェクトでも、国や地域を超えて

知見を共有してきたけど、世代間のことを

考えてデザインしなかったな。 

カンボジアでは、公権力を持つ人と、年長

者と話をするのは難しいんだよね。ティー

ンの若者とかも巻き込めば、コミュニティ

の将来にとってキーになるかもしれない。 

 

ビザには注意 

次に助成を得る人へのアドバイスはあります

か？ 

 

アシス 

とにかくビザは大変！日本大使館にビザ申

請をしなければいけなったんだけど、トヨ

タ財団の組織概要の書類のオリジナルを求



められました。以前は PDF でよかったのに、

いつの間にか要件が変わっていたんですね。

財団に急いでメールしました。 

 

吉川 

ビザは本当に大変だし、トラブルのもと。私

の場合はイタリアに行くことになっていた

から、バンコクのイタリア大使館に全部の

申請書を提出しなければいけなかった。私、

シェムリアップに住んでるんですけど、カ

ンボジアにはイタリア大使館がないんです

よ。 

トヨタ財団から助成をもらっていて、と

説明したんですが、イタリアを訪問するな

らイタリア側が渡航費を負担することにな

っているように申請書を書いて、とか言わ

れて、イタリア側のパートナーに頼んだ

り・・・とにかく本当に大変でビザ発給がギ

リギリになった。 

 

山下 

私はトヨタ財団との覚書を証明として使っ

てます。 

プロジェクトの代表者は、海外に行くメン

バー全員に対してよく説明して、かなり前

もって準備しておいたほうがいいですよね。 

 

最後に何かひとことずつ。 

 

吉川 

助成だけでなく、この対話プログラムも含

めたフォローアップは重要ですね。私は窓

口になって、人のネットワークとか経験を、

パートナーかコミュニティに還元していか

なきゃいけない。 

 

寺田 

交流プロジェクトは、成果や発見を外に見

せるのが難しいです。例えばプロジェクト

に参加した人の表情がどれだけ変わっても、

ドナーを含めて外の人は理解しづらい。そ

れでも、バリューを生み出していきたいで

すね。 

 

アシス 

この対話も含めて、相互交流と学び合い、と

いうイニシアティブは有り難いです。トヨ

タ財団とは助成だけで終わらない関係で、

助成先を対等なパートナーと捉えているの

かな、と感じます。新しいアイデア、新しい

アプローチ、次世代のリーダーにつながる

と思います。 

 

山下 

皆さんとこうして個人的に知り合うことが

できて本当に嬉しいです。とにかく、何か新

しいことをやる、という機会を作ってもら

えて、感謝しています。 

 

バギオでの対話プログラムにご参加いただき、

ありがとうございました。 

我々から見れば、世の中にない新しい何かを

生み出す取り組みにはリスクがありますが、そ

れを恐れずに長期的な視点で助成を続けてい

ければと思います。 


