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　　　「戦争特派員の墓場」カンボジア
犠牲者37人を慰霊
40年ぶり元特派員が再会
　　　
                 ＫＥＡＦ会長　　金子敦郎
　　　　　　　　　
　戦争取材には危険がともなう。カンボジア戦争
の取材は特に危険で､「戦争特派員の墓場」とい
われた。戦争勃発から40年の４月下旬、この戦争
取材に当たった米､英､仏､独などの老記者、老カ
メラマン約30人がプノンペンで再会し、取材中に
命を失った37人の同僚や競争相手の霊を慰めた。
日本からは「特別ゲスト」としてクメール・ルー
ジュ支配地域で病死した石山幸基記者（当時共同
通信プノンペン支局長）の夫人陽子さんと筆者 
（同サイゴン支局長）が参加した。
　カンボジア戦争は突然始まった。シアヌーク殿
下は隣国ベトナムの戦争に巻き込まれまいと必死
の「綱渡り外交」を操っていた。その殿下が中国
滞在中の1970年3月、米国の後押しで右派ロンノ
ル将軍がクーデターを起こし殿下を追放した。ベ
トナム戦争がこの小国を呑み込んだ。
　サイゴン駐在の各国報道陣がいっせいにカンボ
ジアに急行した。だが反政府組織クメール・ルー
ジュとは何者か、どんな戦争なのか、予備知識も
取材準備もないままの突貫取材。戦争は5年間続
いたが、取材中に命を失った37人のうち26人が戦
争勃発直後の9カ月に集中していた。
　Ｍ・モローさん（当時ディスパッチ・ニューズ）

はゲリラに１カ月拘束されたあと解放された。 
「ベトナム戦争取材と同じパターンで行動した私
の過ちだった。北ベトナム軍との合同部隊だった
ので助かった」。北ベトナム軍は長い戦争の経験
から西側ジャーナリストには「宣伝価値」がある
と知っていたからだとモローさんはいう。クメー
ル・ルージュは外国勢力を極端に敵視する勢力だ
ったが、これが分かったのは後のことだ。
　ベトナムでは米軍部隊に同行すればそんな危険
に遭うことはなかった。カンボジアでは双方とも
戦争に不慣れで､「前線」がどこか誰も知らない｡
さっき通ってきた道路が突然戦場になって行き場
を失う。「老ジャーナリスト再会」を主宰したＣ
・ロビンソンさん（元ＡＰ通信サイゴン支局長）
は恐怖の体験を語った。

　取材陣はクメール・ルージュの直接攻撃を受け､
つかまればすぐに「処刑」された。犠牲者の中に
はピューリツアー賞写真で知られる沢田教一さん
（ＵＰＩ通信）、映画や芝居の題材にもなった一
ノ瀬泰造さん（フリーカメラマン）らがいた。国
別では日本人が10人と最多で、次はフランス8人､
米国7人などだった。
　石山幸基記者は殺されたのではなく、病死だっ
た点で例外的だった。1973年10月古都ウドン近郊
の村の人民委員会の招待を受けて4‐5日の予定で
取材に向かったまま消息を絶った。ベトナム軍の
侵攻でクメール・ルージュ政権が駆逐された後の
1981年、新政権の入国許可が出て陽子さんと筆者
らで編成した共同通信調査団が入った。石山記者
がタイ国境につながる山塊の主峰クチョール山の
クメール・ルージュのゲリラ基地で熱病に罹り死
亡したとの信頼性の高い情報を得た。しかし内戦
激化で調査は途絶した。
　08年ようやくこの地域の治安が安定し、陽子さ
んと家族、筆者など元同僚が現地調査を再開。息
子健吉君は父と同じ記者になっていた。09年1月
深いジャングルの一隅で、ゲリラ基地の跡地およ
び石山記者が埋葬された共同墓地を確認した。35
年3カ月が過ぎ去っていた。

　　
　慰霊祭で石山記者と親交のあった何人かが陽子
さんと抱き合って泣いた。陽子さんは老ジャーナ
リストたちがそれぞれの痛みを胸に連帯感で結ば
れていて、自分もそこにつながっていると感じた
という。　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　  

当時の記者の人たちと石山夫人､コンボーン氏
慰霊碑の前で

（故村井代表､故石山記者､コンボーン氏､現金子会長は､
当時の共同通信記者で､こうした関係者が当会の発足に
関わり長年にわたって支援されています｡･･事務局）
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【上野小学校国際教育・・・絵手紙交流】【上野小学校国際教育・・・絵手紙交流】【上野小学校国際教育・・・絵手紙交流】【上野小学校国際教育・・・絵手紙交流】    

    

大阪の上野小学校から、当会が支援している

カンボジアの小学校に絵本の寄贈をしていただ

きました。絵本は、クメール語の翻訳を貼り付

けた日本の昔話などです。また十数本のリコー

ダーも支援いただきました。リコーダーと絵本

はプロモルプロム小学校に支援し、絵手紙交流

は、プロモルプロム小学校及び、アンサー小学

校と始めました。 

上野小学校の絵手紙は、プロモルプロム小学校に届

けましたが、生徒の多くがとても熱心に、翻訳文を読

んでいました。プロモルプロム、アンサー各小学校の

生徒から、上野小学校生徒宛の絵手紙を預り、上野小

学校に送付致しました。 

当会の夏のスタディーツアーに、上野小学校の校長

先生が関心をもたれ、参加の可能性を検討されるとの

ことです。 

日本の小学生とカンボジアの小学生の交流が、活発

になればと期待しています。 

 

 

日本からの絵手紙を見入る生徒たち 

 

絵手紙作成中(プロモルプロム小学校) 

【【【【天体観測の普及天体観測の普及天体観測の普及天体観測の普及】】】】                

     

国立天文台、天文情報センター普及室の室長 縣秀

彦 准教授より、普及用簡易組立式天体望遠鏡7セッ

トを、会員の小幡さんの仲介でいただきました。2009

年9月、小幡さんがカンボジアのJICA訪問時にクメ

ール語の星座早見盤も入手され、KEAF 事務局員が 3

月カンボジア訪問時、プラティアート中学、プロモル

プロム中高校に天体望遠鏡、三脚、星座早見盤を渡し

ました。現地での、具体的な天体観測指導などは、今

後のテーマです（小幡さん検討中：求む協力者）｡ 

小幡さんは、「カンボジア国内での活動報告～発展

途上国での天文教育普及を考える～」というテーマで

研究会発表をされます。その時、当会の活動を紹介し

ていただくことになっています。 

○主催：自然科学研究機構 国立天文台、 

○共催：天文普及教育普及研究会、 

○場所：国立天文台(三鷹市)、期日：6月6－7日 

※手作り式天体望遠鏡：製品名スピカを、オルビイス株式

会社代表取締役 花岡靖治氏より､カンボジアの天体観測教育

の普及に頂いています。 

 

 

【【【【教材支援・・大竹財団助成金教材支援・・大竹財団助成金教材支援・・大竹財団助成金教材支援・・大竹財団助成金】】】】                

 

大竹財団より、教科書、補助教材･運動用品支援の

目的で助成金を頂いており、2-3月訪問時よりそれぞ

れ計画的に運用しています。 

地方の学校では、科学教育に関しても、教科書があ

れば良いほうで、実験器具、顕微鏡などの補助教材は

全く無い状況です。科学教育は、教科書のモノクロの

絵と実験や器具の扱いも十分には体験できない先生

方の苦心で進められている状態です。 

 

 アンサー小学校､プレイトープ小学校教科書等支援 
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名前 性別 女
学年 成績 12 6/48
兄弟姉妹 番目 6人 5番目

現住居 距離 自転車で40分 8Km
生物、地学、クメール語

女 男
12 2 12 11
4人 1番目 5人兄弟 3番目

寮（他校） 15Km

数学、化学、生物、英語

男 女
12 1 11 4
５人　 長男 4人､1人大学生 3番目

2km 家 3km

女 女
12 4 11 1
2人　弟 1番目 3人 長女

実家 12km
自転車 1ｈ 家 3.5km

男 女
12 5 11 4
10人 末 7人 3人高卒迄 7番目

弁護士

数学、化学
ｸﾒｰﾙ語､歴史､地理､＋数学

塾での勉強科目

農家､姉は12年まで

No 24

21

塾では､数学と英語

農家､
会社員→医者･病人が増加
大学へ行きたい

先生

数学、

26

将来

姉1人は10年で縫製工場へ

農家

困っている人を助けたいしたいこと､その他

20

2010.3.1写真撮影確認　面接記録：2009.06 

英語,数学,化学,物理
数学

28

※ 紹介1-2(No1-19)は通信53号にて掲載済みです。

写　真

医者

数学、化学、生物

大学専攻希望

22

数学か英語の教師

奨学金は塾に使いたい

23

物理､生物

農家､1人大学､1人ﾍﾞﾄﾅﾑへ
医者か数学か英語の教師数学の教師

数学､物理

両親が進学を勧めている

27

農家
医者､村で病気の人が多い

好きな科目

家業

25

2009年10月～2010年7月 プロモルプロム高校 奨学生の紹介 3　(全57人中38人) 

通訳―日本語、英語

家で2時間勉強

化学、英語、数学

兄が大学農学部(３人が大卒)

3

農家と店

個人情報保護のため非表示 個人情報保護のため非表示

個人情報保護のため非表示個人情報保護のため非表示

個人情報保護のため非表示 個人情報保護のため非表示

個人情報保護のため非表示個人情報保護のため非表示

個人情報保護のため非表示



女 女
11 11 1
4人 2人学校､1人幼児 6人 4番目

家　40分 3km 6Km

男 女
11 3 11 2
4人､上は7年生まで 2番目 5人 4番目

家 7km 5km-自転車で30分

男
11 5 11 1
8人上は10年で退学 8番目 4人 3番目

農家
家､自転車 8km 自転車で１時間 11Km

物理、英語
数学､物理､化学

男 P 男
11 1 11 1
3人､6年生と幼児 長男 8人上は小学校卒迄 6番目
大学でITを勉強したい

農家､1ha
親戚の家 3Km 貸自転車で30分 7Km
数学、物理、化学、英語

女 女
11 3 11 5/54
10人 9番目 4人 末

家、自転車で1時間 7km 自転車で40分 6Km

農家､下は8年生と小学生

塾では英語､物理､化学

英語の先生

数学､クメール語､日本語

36

英語

35

英語の先生

英語、生物

サッカーが好き
数学

数学、英語、日本語

銀行員、作家 英語の先生
農家

農家､兄は芸術大2年

奨学金は塾､文房具､制服に

医者

2010年10月 プロモルプロム高校 奨学生の紹介 4

数学、物理、英語

生物・英語

30

先生ー生物と英語

英語、物理

農作業の手伝い

農家

32 37

英語、物理、数学

建築家

数学､地学､歴史

31

29 34

英語､物理､化学､クメール語

農家  牛､豚､家鴨､鶏各1 農家､兄･姉は途中退学
小学校の先生→銀行員

英語

農家､兄弟では最初の高校生
数学の先生 弁護士（TVドラマを見て）

数学､物理､化学 クメール語、英語、地理
数学　１番

33 38

4

個人情報保護のため非表示 個人情報保護のため非表示

個人情報保護のため非表示個人情報保護のため非表示

個人情報保護のため非表示 個人情報保護のため非表示

個人情報保護のため非表示 個人情報保護のため非表示

個人情報保護のため非表示個人情報保護のため非表示



女 女
11 6/45 11 4/48
6人 5番目 5人(上3人は中3まで）3番目

母3年前死去,自転車 7km 元郡長宅に下宿

男 女 P
11 2/48 11
6人兄高校卒で寺に 5番目 7人兄弟 8番目

農家,両親死去
プロモの寮 20km 下宿か小屋？ 20km

クメール語､生物､地学

女 B 男 B
11 15 11
5人 4人兄弟 4番目

自転車 10Km 小屋を作りたい 24km

男 B 女
11 10 10 3
４人兄弟 長男 5人 長女

自転車 7km 家　自転車　 4km

女 女
11 5/48 10 1
6人中(兄はﾀｯｺｰ12年) 5番目 4人 1番目

自転車2H:郡長下宿 15km 自転車40分 8Km

地理、倫理

農家､1.5ha

39

英語の教師

2010年10月 プロモルプロム高校 奨学生の紹介 5

44

大学へ行きたい
医者(困っている村の人助けたい)

実家は12ｋｍ２ｈ
数学,英語

クメール語の先生

農家､2番目の兄が高校

奨学金は文房具に

農家

数学、化学、物理、英語

奨学金は塾に使いたい

40 45

英語の先生
農家

兄と3番目の姉
数学、英語、生物

農家

数学、英語

英語

41 46

地理学の先生

生物か物理の先生 医者

学校の傍に住みたい
塾では数学､クメール語

菓子商

生物､物理

42 47

大学か教員養成学校 大学進学

医者
農家､兄はﾀｯｺｰ高卒で寺に

48

奨学金は塾・文具に
数学、英語
クメール語、英語、生物

43

英語、クメール語

英語と日本語の通訳

家で1日2時間勉強､ランプ

大学か教員養成学校

5

個人情報保護のため非表示 個人情報保護のため非表示

個人情報保護のため非表示個人情報保護のため非表示

個人情報保護のため非表示 個人情報保護のため非表示

個人情報保護のため非表示個人情報保護のため非表示

個人情報保護のため非表示 個人情報保護のため非表示



M P F B
10 1 10 6/40
２人、妹 1番目 3人 2番目

進学後は小屋を作る 20km 農家
プロモまで 9km

M P F B
10 10 2/40
３人（小５、小２） 1番目 ５人 4番目

農家
プロモまで8km,20分

M P F B
10 10/60 10 7/40
7人(初めて高校進学) 4番目 9人 9番目

プロモまで8km、30分 

M P M B
10 26/60 10 11/40
７人 4番目 ６人 6番目

農家
高校の傍の友達の家に下宿

M P
10 7/60

英語の通訳

生徒が少ないため塾がない

医者(田舎は貧しく､医者がいない

進学希望
会社員

英語（教科書を借りる）

医者(家族や村の人のために)

51

化学・物理
進学後は小屋を建てて生活

医者（病気が多い）

高校での楽しみはサッカー
クメール語、数学

2010年10月 プロモルプロム高校 奨学生の紹介 6

49 54

英語の通訳

農家（休みの日には手伝い） 奨学金は塾、文具へ

高校では数学が楽しみ

50 55

生物

兄弟と遊ぶ時が楽しい バトミントンが好き

数学

趣味はバレーボール,友達を
たくさんつくりたい。

56

教師（弟や妹に教えたい）

物理と英語の勉強をしたい

数学の教師(皆に教えたい)教師（子どもたちのため）

53

6

高校では生物､化学､物理を
　　　勉強したい

進学後は親戚の家へ

農家

奨学金は文房具、塾へ

52 57

個人情報保護のため非表示

個人情報保護のため非表示個人情報保護のため非表示

個人情報保護のため非表示 個人情報保護のため非表示

個人情報保護のため非表示 個人情報保護のため非表示

個人情報保護のため非表示個人情報保護のため非表示



 

        ｢ 夏のスタディーツアーのお知らせ ｣ 

    

【概要】   

■ 期間 2010 年 8 月 18 日(水) 

～8 月 26 日(木)の 9 日間 

■旅行代金 成田発・関西空港発 

2 名 1 室・大人 1 人あたり   

ユ-ス運賃適用代金    148,000 円 

大人旅行代金        169,000 円 

お 1 人様部屋追加代金  25,000 円  

注）25 歳以下の方は、ユース運賃が適用になります。 

但し、ユ-ス適用席には、数に限りが有り、 

残席が終了した時点で大人代金になります。 

注)上記代金の他に、成田空港利用税又は関西空港利

用税、カンボジア空港税、燃油サーチャージ 

計約 15,500 円が別途かかります｡   

■ 最少催行人員 10 名 以上  

■ 申し込み締めきり 2010 年 7 月 16 日（金） 

■ ツア－のお薦めポイント   

1)カンボジアプレイベン州の当会支援先学校を

訪ね､学生とスポ-ツや文化交流体験をします。 

2)世界遺産「アンコ-ルワット遺跡」探訪  

3）遺跡の都市シェムリアップからプノンペ郊外 

までバスの旅が楽しめます。   

4）地雷博物館、内戦で命を落した報道カメラマ 

ン、一ノ瀬泰造のお墓を訪れます。 

5)KEAF ツアーリーダーが成田から同行します｡ 

 

 
 

お問い合わせ・お申し込みは   

旅行企画･実施：株式会社エムエスツーリスト 

（観光庁長官登録旅行業第 973 号）  

〒141-0031 東京都品川区西五反田 2-20-1 

       第 28 興和ビル 5Ｆ 

電話(03)5436-1796 FAX(03)5759-7605 

担当  溝口     

営業時間 平日 9：30-18：00  

土曜日 9：30-12：00 

日曜・祭日 休業  

 

【日程】 

■8 月 18 日 東京・関空 発 10:30  

    ホー・チ・ミン経由シェムリアップ 

■8 月 19 日 シェムリアップ 専用車 

◎アンコールトム遺跡見学 

◎アンコール遺跡群  

◎アンコールワット遺跡見学 

◎プレル・プより夕陽鑑賞 

夕食はアプサラダンスとアジアンビュッフェ 

■8 月 20 日 シェムリアップ 専用車 

午前◎一ノ瀬泰造の墓供養◎地雷博物館見学 

午後◎シルクファ-ム見学 

◎オールドマーケット散策 

夜 ◎カンボジアで活躍する日本人の方と夕食会 

■8 月 21 日 シェムリアップ 専用車 

フリータイム 

（オプショナルツアーは現地にて申し込み） 

①トンレサップ湖クル-ズ(約２時間)と昼食  

＠50 ドル（最少催行 2 名） 

アジア最大級の湖トンレサップ湖の水上生活 

村をボートで見学 

②アンコール遺跡郊外、ベンメリア遺跡見学（昼

食付き、-最少催行 2 名）＠90 ドル 

  アンコールワットを平面化したような造りで 

祠堂の配置や回廊に類似点が多い事から「東の

アンコールワット」と呼ばれる 

■8 月 22 日 シェムリアップ 専用車  

専用車にてブレイベンヘ、途中コンポンチャム、 

キズナ橋を通りブレイベン州ネックルンヘ 

ネックルン夜到着後、ホテルヘ 

■8 月 23 日 ネックルン     専用車 

 午前∼昼：前バンテイチャクライ中学校にて生徒た

ちと交流。昼食は、みんなで作る日本のカレーご

飯の炊き出しや野菜の皮むきなど、参加者みんな

で作ります 

午後：ご持参の折り紙や特技を生かして文化交流

を行ないます  

■8 月 24 日 ネックルン     専用車  

プロモルブロム中・高校でスポーツ交流 

 サッカーやバレーボールなど 

■8 月 25 日 ネックルン     専用車 

出発まで自由行動 

プノンペンにてマーケット散策 

15：45 プノンペン発 ハノイへ(ビエンチャン経由) 

■8 月 26 日 ハノイ発 0:05／0：10 空路日本へ 

成田着 6:50 関空着 6：40  

7777    
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 [  [  [  [ 奨学生と環境の変化奨学生と環境の変化奨学生と環境の変化奨学生と環境の変化 ] ] ] ]    

 プレイベン州プレアスダック地区のアンコール

リーチ郡にも市場の改築や電気の到来など、変化

がおきており、プロモルプロム校でもバイクを乗

りまわせる生徒が徐々に増加しています。商売に

も手を広げられる層と、農業だけの層とで、経済

的な差が生じてきています。 

片や自転車も購入できないで、誰かに同乗させ

てもらっている生徒、ひたすら歩く生徒。支援す

る相手のことをどれだけ理解できるか、徐々に難

しくなっていくような気がします。 

 高校在学中に、結婚のため退学する女生徒。生

徒の兄弟姉妹についての聞き取りでは、その学歴

が小学校卒のみ、中学中退･卒業までというケース

も多々有ります。 

 

[ [ [ [ カンボジア学校訪問・参加者募集カンボジア学校訪問・参加者募集カンボジア学校訪問・参加者募集カンボジア学校訪問・参加者募集 ] ] ] ]    

 次年度奨学生の面接を主目的として、６月 20日

から事務局関係者がカンボジアの学校を訪問しま

す。学校訪問にご関心のある方、ご一報ください。

年数回、事務局として訪問しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［［［［    お願いお願いお願いお願い    ］］］］ 

 パソコン、デジカメなどがカンボジアの学校の

管理業務に必要になっていますが、地方の学校で

は大幅に不足しています｡  

買い替えで不要になりましたノートパソコンや

デジカメありましたら、ご支援お願いします｡ 

連絡は、事務局までお願いします｡ 

    

［［［［    ボランティアのお願いボランティアのお願いボランティアのお願いボランティアのお願い    ］］］］    

 カンボジア教育支援基金の活動をお手伝いいた

だける方、ご連絡ください。 

１． カンボジア通信の編集作業。宛名シールの作

成などをパソコンで行います。 

２． カンボジア通信の発送作業。印刷、差込、シ

ール貼り、封緘など 900 通ほど作成し、850

通ほど発送します。 

基本的に3、6、9、12月上旬に行っています｡ 

３． イベント企画（講演会など）の好きな方。 

４． カンボジアの生徒の感想文など、翻訳の手伝

いをしていただける方。(クメール語) 

５． 教育支援に関心のある方で、部分的な国内業

務のボランティア作業。 

※ボランティア作業の後に懇談することが多く、楽しく

おしゃべりしています。お気軽にご参加ください。 

  電話・FAX 048－431－5669 

  keafjapan@yahoo.co.jp            事務局 竹口素弘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。（2010201020102010 年年年年 3333 月月月月 11111111 日～日～日～日～2010201020102010 年年年年 6666 月月月月 2222 日）日）日）日） 

年会費、寄付金、奨学金をお振込頂きました方々に心からお礼申し上げます。（敬称略） 

個人情報保護のため非表示
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