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北海道へ
ネイサン　プリンス

今年6月から8月までの3ヶ月をかけて、僕はパートナーのさやと二人で北海道まで
行ってきました。この旅の目的は主に二つ。ひとつは、日本の食と教育に関するオルタナティブ、既存のものとは異な
る選択肢としてどんなものがあるかを知ることでした。ですから、そういった農園や学校をたくさん見て回りました。
日本に永住したいと考えていたので、住む場所の候補地を探すことがもうひとつの目的でした。田舎に引っ越して暮ら
している方々の経験を実際に聞いてみたかったのです。

　5月29日、僕たちは今治を出発し徳島に向かいました。廃棄物ゼロ推進で有名な上勝町と、移住者にとてもオープン
なことで知られる神山町のことが気になっていたからです。また、車が1台もなく戸数100ほどの、小さくてとても美し
い島、手羽島にも立ち寄りました。田舎での暮らしについて、また、田舎に住みたいという僕たちの希望について、た
くさんの人々と語り合いました。こういった場所を訪れ、話を聞いてみて、日本の田舎で暮らすことについて楽観的で
いられなくなる要素が2つ出てきました。まず、地域の人々は他人に対して強い期待と不安を持っているということ。
そして、偏狭で保守的な傾向にあるということです。それを考えると、周囲との調和を保つためには、自分を変えたり
自分たち自身の信条を犠牲にしたりする必要があるのだと考えるようになりました。

 それまで僕は長い間、日本の田舎に暮らすことを夢見ていました。しかし、旅に出てから1週間もたたないうちに、そ
の夢がしぼんでいったことをはっきりと覚えています。僕とさやは、僕の故郷であるニュージーランドで暮らすことを
真剣に考えるようになりました。

　次に、徳島からフェリーで和歌山に渡りました。和歌山では、土とわらと木を使って、自分たちで家を建てたという
方を訪ねました。その手作りの家はとても美しく、彼らはまるで芸術作品の中に暮らしているようでした！フリースクー
ルにも行ってみました。結局そこで1週間ボランティアをすることになりました。そこでは、自由に遊び、自由に学
び、生徒たち同士で議論し決定するようになっていました。そして、屋外の自然の中でたっぷりと時間を費やしていま
した。

　再び移動し、さまざまな自然農園や持続可能型農園を訪れ、ボランティアとして働きました。そこで出会った人々は、
自然保護への意識が高く、有毒な化学物質を使用していない作物を育てて食べることを楽しんでいました。和歌山県の
米市農園、三重県の赤目自然農塾、長野県のシャンティクティに是非行ってみてください。

　山を越え、谷を越え、長野県を抜けて、新潟県の山あいにあるGaiA  というカフェ、キャンプ場に行きました。GaiA 
を経営されているご夫婦は、僕が人生で出会った中でも最もオープンなご夫婦でした。その人柄に引き寄せられたたく
さんの旅行者、教師、ミュージシャンなどなど、さまざまなゲストでいつもにぎわっていました。キャンプファイヤー
で料理を楽しんだり、ワークショップをしたり、芸術や音楽の創作活動をしたり、踊ったりヨガをしたり、薪割りをし
たり農作業をしたり語り合ったり。GaiA は本当に唯一無二の場所でした。

　山形では、ニュージーランドから来た友人と合流しました。彼は僕たちをベジタリアンレストランに案内してくれま
した。そこでは、種から育てた日本の在来野菜を食べることができます。在来野菜の種を守り、また、その大切さを広
く知ってもらう活動をされています。オーナーは日本の在来野菜の歴史をとてもよくご存知でした。それぞれの種子が
いつ、どこから伝わったのか教えていただきました。在来作物を後世に残すというとても大切な活動をされているオー
ナーでした。

　北海道はニュージーランドによく似ていました。延々と続く人気のほとんどない道、広大な自然と農場。北海道の夏
は涼しく快適でした。（市街地以外）北海道には11日間滞在しましたが、毎晩テントの外で眠りました。

　四国へと戻ってくる途中、GaiA  と米市農園にもう一度立ち寄りました。たくさんの方々との会話をもう一度振り返
りました。みんなが共通して言っていたことで僕の印象に残っているのは、日本人には、日本の現状を変えようとする
声も力も、自分たちにはないと思っている人が多い、ということでした。だから、みな、周りの人のやり方に従うか、
自分たちのやり方を通すとしても、社会や政府に訴えようとはせず、友人の助けを借りています。「日本人は飼いなら
されたペットのようだ。」と何人かの人に言われました。僕もそう感じています。

　みなさんはどうでしょうか。疑問を抱くことなく指示に従いますか。みなさん自
身が自ら考えた自分なりの信念や意見を持っていますか。打たれるのが怖いから出
る杭になることを避けますか。家族のように思っている日本のみなさんには、自分
自身のために考え、発言し、行動する勇気を持ってもらいたいと僕は願っています。
最後に、この旅を通して僕が得た一番大きな気づきは、日本の調和と便利さよりも、
ニュージーランドの自由と率直さと生活の質の方が、僕にとってはより価値がある
ということでした。

訳: 小越二美 (Fumi Kogoe)
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I went on a three month road trip to Hokkaido and back with my partner Saya, from June until August this year. I had two main 
reasons for wanting to do this road trip. Firstly, I wanted to know what alternative ways people are growing food and educating 
children in Japan, so I planned to visit many alternative farms and schools. Secondly, I wanted to settle down in Japan, so I 
intended to search for possible places to live, and talk to people about their experiences moving to and living in the 
countryside. 

We left Imabari on May 29th and headed towards Tokushima. We had heard of Kamikatsu-cho, famous for promoting zero-
waste living, and Kamiyama-cho, a rural area that is particularly open to people looking to settle down in the countryside. We 
also visited Tebajima, a small, very beautiful island with no cars and about 100 houses. We talked to many people about life in 
the countryside, and about our wish to live rurally. While visiting these places, and thinking about what people had told us, we 
found two points that made us feel less optimistic about rural living in Japan. Firstly, people have strong expectations and 
worries about other people. Secondly, people tend to be narrow minded, and closed to new ideas. These two points combined 
made us feel that we were expected to change ourselves and sacriÞce our principles to Þt in with others.  
 
Up until this point, for a long time, I had dreamed of settling down in rural Japan. However, I clearly remember, after less than 
a week on the road, and feeling discouraged about countryside living in Japan, Saya and I started to seriously consider 
settling down in my home country, New Zealand. 
 
Next, we took the ferry from Tokushima to Wakayama. In Wakayama we visited people who build their own houses out of 
earth, straw and wood. The self-built houses were so beautiful, like art that you live inside! We visited free schools, and we 
ended up volunteering at a free school for one week. The free school encouraged free play and study, democratic discussion 
and decision making amongst the students, and time spent outside and in nature. 
 
On the road again, we visited and volunteered at various natural farms and permaculture farms. The people we met care 
about preserving nature, growing and eating food without using poisonous chemicals, and having fun. I would highly 
recommend visiting Komeichi Nouen in Wakayama, Akamejuku in Mie, and Shantikuthi in Nagano. 
 
Over mountains and across valleys we drove through Nagano, and in the mountains of Niigata we visited a cafe/camp ground 
called GaiA. The couple who own GaiA are some of the most open people I have met in my life. Because of their openness, 
they always have travellers, teachers, musicians and all kinds of guests staying with them. Days are spent cooking on the 
campÞre, doing workshops, making art and music, dancing, doing yoga, cutting Þrewood, farming and talking. GaiA is a truly 
unique place.  
 
In Yamagata I stayed with a friend from New Zealand. He took us to a vegetarian restaurant where they grow their own 
vegetables from heirloom seeds, and they save and propagate the seeds. The owner is very knowledgable about the history 
of vegetables in Japan, where the seeds came from and when they came. He is doing very important work by saving seeds 
and spreading knowledge. 
 
Hokkaido was much like New Zealand. Long roads with few people, vast areas of nature and agriculture, and lots of dairy 
products and farms. The Hokkaido summer was cool and comfortable (outside of the cities). We stayed for 11 days in 
Hokkaido, and slept outside in our tent every night. 
 
On our way back to Shikoku, we visited GaiA and Komeichi Nouen again. 
We reßected on conversations we had had with many people. A common 
thing that people said, which left an impression on me, was that Japanese 
people tend to feel that they have no voice, no power to inßuence the way 
things are in Japan. So, people either just follow everyone else, or, they 
do things their own way, with the help of friends, and without support from 
society or government. Several people said “Japanese people are like 
domesticated animals.” I agree with them. 
How about you? Do you follow orders unquestioningly? Have you thought 
about and formed your own beliefs and opinions? Do you avoid sticking 
out for fear of being hammered down? I wish my Japanese brothers and 
sisters would have the courage to think, speak and act for themselves…  
In conclusion, the biggest realisation I had from this trip is that I value the 
freedom, honesty and quality of life in New Zealand more than the 
harmony and convenience of Japan.

Nathan Williams-Prince

To Hokkaido and back
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