
後藤勝スライドトーク「 inSightOut! - アチェの子どもたちとの写真プロジェクト」  

insightOut!=このプロジェクトにおいて、個人の内面的なものを外へ、コミュニティの中から外へ、アチェとい
う場所からその他の場所へ、写真を使い表現し、伝え、その思いを人と共有するという意味を表す。このスライ
ドショーはプロジェクトに参加した子どもたちの撮影した写真とフォトジャーナリスト後藤勝による写真で構
成されています。（上映時間 15分、言語：英語） 

 

主催：ＨＥＹ！！ＷＡ！！実行委員会  

協力：ＹＭＣＡよこすかコミュニティサポート  

 

 
写真撮影：スシアリヤンティ 15歳 

 

昨年 12月のスマトラ沖大地震・インド洋大
津波、あれから半年が経ちました。 

現在、後藤勝と reminders projectは、被
災地アチェとタイで子どもたちが参加する
メディアトレーニングプロジェクト 

”inSightOut!”を立ち上げ、実活動前の調整
中です。 

このプロジェクトの原案は今年 2，3月に行
ったアチェ（インドネシア、スマトラ島北
西部）の子どもたちとの「写真」を使った
ワークショップから発展したものです。 

 

未曾有の経験がもたらしたトラウマ、深い
悲しみとストレス、および彼らの脆弱性を

利用する人々に対する厳しい戦いに直面し
つつ、劣悪な環境の避難民キャンプやバラ
ックで始まった新しい生活の中で生きる子
どもたちにとって、危急に必要とされる物
資などの支援だけでは癒されない、心の問
題を自由に表現、具体化出来る「何か」が
必要とされていると感じました。 

 

言葉ではなかなか言い表せない彼らが抱え
るトラウマやストレスが、生存者となった
彼らが乗り越えるべくハードルとなってお
り、この写真プロジェクトを通して彼らの
思いを表面化する事で、内面の心の問題に
打ち勝つ為の手がかりとすべく、バンダア



チェとアチェベサール区内の５つの地域で、
10歳から 17歳の子どもたち、現地のボラ
ンティアと共に活動しました。 

テーマは「写真を通して人に伝えたい事」
とし、写真の楽しさを即実感する事、技術
的表現よりも個人の表現を重視する事を優
先しました。自由に撮影する事を条件に最
低限の技術指導が行われた後、子どもたち
は貸し出されたコンパクトカメラとフィル
ムを持ってそれぞれのコミュニティへと戻
って行きました。 

 

彼らの写真から、我々が知る事、思いを共
有する事は果たして出来るのだろうか。そ
して、それを伝えたという事が彼らの心に
プラスとなって作用するのだろうか、プロ
ジェクトが始動するまでには「悲しみのさ
なかにいる子どもたちにカメラを持たせて
写真を撮らせるという事は、単なる大人の
エゴではないのか」と批判を受けた事もあ
りました。 

 

１週間後フィルムをピックアップし現像を
してみると、それぞれの子どもたちの捉え
ていた瞬間は様々で、我々が想像をする以
上に現実をしっかりと捉えたものでした。
悲しみに眼を背けるのではなく、自分たち
の意思で村に戻り、壊滅的な打撃を受けた、
それぞれが以前住んでいた家や学校の跡、
家族のために自分たちで作ったお墓、現在
住んでいる避難民キャンプや、仮設学校で
学ぶ様子が写し出されていました。失った
ものを記録し、それを乗り越えようと撮影
された彼らの写真は素晴らしいです。 

どうして、この被写体を選んだのか？撮影
した理由を尋ねてみました。家族を津波で

失い一人残された１２歳の少女アナの答え
はこうでした。 

「写真で記録して残しておきたかった事、
そして、自分の思いを写真を通して人々と
共有出来る事、それが出来る事が嬉しい」
とそう話してくれました。 

 

写真の原点「記録する事の大切さ」を勇気
ある彼らの写真が教えてくれました。 

約一ヶ月という短い期間でしたが、共に
様々なことを学んだ時間でした。 

 

写真を撮って伝える事、それを媒体化して、
情報を共有する事。この短い間に、バンダ
アチェ地区グループの子どもたちがアチェ
ベサール地区の避難民キャンプの子どもた
ちを訪ねたスタディツアーで経験した事で
す。それぞれのフォトストーリーを人前で
発表する際、子どもたちは真剣でした。そ
の表情は自信に満ちていました。 

 

そんな彼らの写真が共同体の域を飛び出し、
世界の人々が写真を通して彼らの真の思い
を知る事は、必ず、彼らの大きな心の支え
となるはずです。 

 

多くの方が賛同して下さり、この写真メデ
ィアトレーニングプロジェクト inSightOut!

を支援して下さる事を願っています。 

 

後藤勝と inSightOut! Team 

http://reminders-project.org/insight.html 

info@reminders-project.org 



後藤勝について 
後藤勝(ごとうまさる) 
 1966 年生まれ。名古屋市出身。高校中退後アメリカに渡る。中南米を放浪後、1992 年から南米コ
ロンビアの人権擁護団体と活動する。現在はバンコック を拠点にし、フォトジャーナリストとして
アジアの人権問題を追う。オンアジア・イメージス所属。 
Website: http://masarugoto.com  
E-mail: mail@masarugoto.com, masarugoto1@mail.goo.ne.jp 
 
受賞歴  
 2004 年 第 5 回 上野彦馬賞 九州産業大学 毎日新聞社 
 2004 年 “The River Of Life” 国際写真コンペティション世界保健機関(WHO) 
 2002 年 “The Photo fund 2002” International Fund for Documentary Photography Fifty 
Crows Foundation  
 
出版  
 著書「僕の戦場日記」めこん 1999 年 
   「絶望のなかのほほえみ：カンボジアのエイズ病棟から」めこん 2005 年 
 共著「ジャーナリズムの条件 1」『職業としてのジャーナリスト』岩波書店 2005 年 
 
 
 
 
リマインダーズプロジェクトについて 
Reminders project（「思い起こさせる（或いは気付かせる）人・物・事の意」）は 2000 年に発足し
たプロジェクトです。新聞を読んだり、テレビのニュースを見るだけでは、世界の出来事は他人事の
様にしか映ってきません。何も解決していないのにみんなすぐ忘れてしまう。 或いは、気付かなけ
れば、何もなかったこととして片づけられてしまいます。 このプロジェクトは、撮影する主題（被
写体）を深く理解し、独自の視点を持って取材活動を続けるフリーランスフォトジャーナリストによ
って、「世界で何が起きているのか」を人々に伝える事を第一の目的としています。『広く伝える』『様々
な視点を求める』事を基本とし、発表の拠点やスタイル、写真家の国籍、キャリア等にこだわらず活
動を続けています。時を経ても、このプロジェクトが伝えたいメッセージが引き継がれていく事が理
想です。Reminders は被写体であり、写真家であり、それを見た人々でもあるのです。年間を通して
写真展、スライド上映会、雑誌プロジェクト、ウエブサイトなど、信念をともにした仲間と型にはま
らない活動を続けています。 
Website: http://reminders-project.org 
E-mail: info@reminders-project.org 
 
 
 
 
AJA PROJECT について 
AJA PROJECT は米カリフォルニア州の非営利団体法人（IRS５０１（ｃ）３）として、社会的動乱や
内戦の結果、難民など困難な状況にいる少年・少女、若者の教育支援を目的としている国際 NGO で
す。我々は、革新的にマルチメディアや職業訓練の要素を取り入れた教育プログラムを支援していま
す。全てのプロジェクトは現地の草の根団体との協力によって実現しています。現在タイ北西部のビ
ルマ国境にいるカレン難民、南米コロンビアの国内避難民、そして米カリフォルニア州サンディエゴ
の第三ヶ国定住難民を対象にした教育支援プロジェクトを現在おこなっています。 
Website: http://www.ajaproject.org/Japanese/J-ABOUTPAGE.htm 
E-mail: stakeda@ajaproject.org 

 

 

 

 

 



13人の子どもたちの紹介 

 Susiariyantiスシアリヤンティ 15歳 

スシは幼い頃ポリオに罹った。松葉杖を使って歩く彼女
は、津波が襲ったとき、母と弟、そして妹と共に必死で
逃げた。彼女たちは助かったが、父親は現在も行方が分
からない。津波後スシは、カンダン村のバラック（仮設
住宅）で家族と共に暮らしている。スシはかつて、児童
搾取の被害者でもあった。両親は彼女に物乞いを強要し、
その為スシは学校には行けなかった。しかし数年前、ス
シは YABという地元の団体によって芸術的な才能を見
出される。絵、うた、詩、ダンスなどを習いながら、現
在はアートシアターグループ"Cuex"に所属している。 

 

●Ana Fitria アナ フィトリア 12歳 

アナは今でも津波が襲った日曜日が怖いという。 

津波が発生した 12月 26日の朝、アナは部屋でテレビ
を見ていた。ふと地震に気付き、彼女は母と姉妹ととも
に近所の家に駆け込み、そこでみんなで祈った。それか
ら暫くして、彼女の父が畑から戻ってきた。そして、数
分後、巨大な津波が襲った。みな一斉に畑の方を目指し
て逃げ、その時、アナは家族とはぐれてしまう。気がつ
くと数キロ流されていた。家族の行方は今でも分からず、
12歳のアナは一人生き残ってしまった。アラブ語でア
ナの意味は、I Holy（私は聖なるもの）という。 

 

●Amri アムリ 17歳 

地震の後、自宅に帰ったアムリは異様な光景を見た。地
面を揺らしながら低い音が響き、背後のココナッツツリ
ーが次々と倒れてきた。大津波だった。アムリは母に言
った。「バイクに乗って逃げるんだ」津波に飲み込まれ
る母を救おうと手をのばしたが、その手は届かなかった。
大木が流されて来てアムリに激しくぶつかり、気がつく
と学校まで流されていた。津波が引いてから家族を探し
歩いた。ケスダム軍病院に行くと、４人の親戚がいたが、
母や兄弟の姿はなかった。アムリは病院に 1ヶ月入院し
た後、現在はティンケム避難民キャンプで暮らしている。 



●Ａyie アイ 17歳 

津波の前日の夜、彼の妹が「今日は父と母が留守にする
からどこにも行かないで」と頼んだ。アイはこの時、何
か悪い予感がしたが、妹を一人家に残してキャンプに参
加した。翌朝バスケットボールをしていた時、地震を感
じた。次第に強くなり、教室のガラスが割れる音が聞こ
えた。「津波が来た」と叫ぶ人々の声が聞こえ、空を見
ると、沢山の鳥が不安定に宙を舞っていた。アイは夢中
で山の方に走った。2日後、山から降りて家に戻った彼
は津波の前の晩に「行かないで」と頼んだ妹の遺体を見
つけた。妹の遺体をバイクに乗せ、ランバロにある家族 

の墓地まで運んだ。 

 

●Nita ニタ 14歳 

ニタは津波によって、家も通っていた学校も失った。津
波後、養母はニタを実の母親の元へ返すために、ランバ
ロという村まで連れて来た。実の母と再びあえた時、彼
女はとても嬉しく、そして泣いた。母も娘の無事な姿と、
彼女が帰って来た喜びに涙した。現在ニタは、母親、妹
二人、祖父母や親戚を含めた大家族とモンタシック村で
暮らしている。 

 

 

 

 

●Zainal ザイナル 17歳 

津波が襲った日曜日の朝、ザイナルは地震を感じた。暫
くして地震が止まると、近所の人々が彼の家に集まって
来た。それからまた数分後、誰かが「津波が来る」と叫
んだ。「他の村に逃げよう」と兄が言い、母がドアに鍵
をかけると、すぐ津波が押し寄せた。津波に飲まれて、
三人はばらばらになった。津波が引き、ザイナルは一人
で兄と母を捜したが、見つけることは出来なかった。三
日後、兄の遺体を確認する。しかし母親の行方は今でも
わからない。 

 



●Septi セプティ 17歳 

津波発生当日の朝、セプティは地震を感じて自宅に戻っ
た。そしてココナッツツリーに巨大な波が覆いかぶさっ
て来るのが見えた。彼は祖母を連れてモスクへ行ったが、
津波が押し寄せ、モスクの中で二人は、水にもまれなが
ら上の方へと押し上げられた。彼らはじっと祈っていた。
波がひいてみると、沢山の人々が死んでいた。セプティ
はそれらの遺体を、モスクから運び出すのを手伝った。
そして彼は、祖母を連れてケゥタパンの避難民キャンプ
に行く事にした。長い道のりで、途中疲れ果てた祖母は
倒れた。彼は祖母を背負い、キャンプまで歩き続けた。 

 

●Fajriahnur ファジリア 16歳 

ファジリアはバンダアチェから約 32キロ程行ったクロ
ンラヤ村の避難民居住地区で暮らしている。この地域は、
インドネシア国軍と自由アチェ運動の武力衝突が続い
ている。地震が起きた時、彼女は家族とともに表に出た。
数分後、誰かが「村に向かって海から水が迫ってくる」
と叫んだ。同時に彼女は海の方から大轟音が近づいてく
るのを聞いた。高台にある学校に向かって走っている際、
家族とはぐれてしまう。恐怖で泣きながら走り、他の多
くの子ども達も泣いていた。後に彼女は祖母を見つけ、
津波にさらわれたと思った両親も生きていたが、最愛の
祖父は車の中で死んでいた。 

 

●Yulius ユリウス 16歳 

12月 26日の朝、ユリウスは友人宅で寝ていた。地震が
起きた時、彼は爆弾の音を 12回を聞いた。彼の住む地
域では、長い間インドネシア国軍とアチェ自由運動によ
る武力闘争が続いていた。音が止むと、誰かが「海から
水が迫ってくる」と叫んだ。それを聞いて彼らは山に避
難した。その時、海辺近くに住む家族の事が心配になっ
た彼は、家族と母が無事であります様にと祈った。しか
し祈りは届かなかず、母を含む家族４人が犠牲となった。
3人の遺体が見つかったが、一人は行方不明のままであ
る。彼の母と妹は川の近くにある集団墓地で眠っている。 



●Fauzan フォウザン 12歳 

地震が来た時、彼はシャワーを浴びていた。暫くして、
そして「海から水がやってくる」と叫び声が聞こえた。
それから彼の父に従って、学校の裏山に上ってみると、
高い波がものすごい早さで迫って来ていた。最初の波が
来た時、彼の家は大丈夫だったが、二番目の波が襲った
時、家は完全に崩壊した。近所の人の家も崩れ去った。
波が海にひいていくが見えた。彼は家族とともに、自分
たちの家の変わり果てた姿を見ていた。彼の両親は農家
だったが、津波で畑を失い、ラムテェバ村の農家の家ま
で出稼ぎに行っている。 

 

●Ikhram イクラム 10歳 

津波が発生した時彼は家にいた。津波が襲ってくるのが
見え、母と共に祖母の商店まで走った。しかし父は逃げ
遅れ、津波にのまれて亡くなった。 

彼は泳いで親戚の家の屋根に上った。そして、高くなっ
た波を見て怖くなった。波で彼の家は全壊してしまった。
そして、家族の車も、大切な思い出のつまった品々も失
った。 

イクラムは今、避難民居住地区に叔父さんと共に建てた
小屋で暮らしている。 

 

 

●Wulan ウラン 10歳 

母と共に朝食をとっていた時、地震が来たのでウランは
家を飛び出し逃げた。暫くしたら津波が来た。彼女は母
と一緒に山の方へと走り、高台から見下ろすと、津波が 

彼女の家をのみ込むようにして壊して行った。それを見
て彼女は泣いた。父親は彼女が 2歳のときに他界し、今
ウランは、雨が降ると冠水してしまう環境の悪い避難民
キャンプで、母親と共に暮らしている。 

 

 

 

 



 

●Ferizal 14yrs. 

ファリジャルは幼い頃に両親をなくして、それからずっ
と祖父母に育てられていた。父は漁師で海に出ていた時
に亡くなり、母は彼の妹を出産する際に亡くなった。津
波で彼は祖母と姉を失った。姉は一度彼とともに逃げた
が、家に置いたままのお金を取りに戻り波にのまれてし
まった。 

 

 


