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融選言Brief Personal History of 
Dr. A. T. Ariyaratne 

〈略歴〉

1931年11月5日、スリランカ南部のウナワツナ村に生ま

れる。

1953年 ゴールのマ ヒンダ大学で中等教育を終え、

ボウナ ・ビスタ中高等学校で教鞭を取るo

村で働く貧しい繊維労働者のための共同体

開発の仕事に従事。

1957年 公立の中等教員養成学校卒業。教員養成学

校の奉仕連盟を設立し、その会長を勤める。

囲内の最も遅れた村を訪れ、その村人が生

活している条件下に身をおき研究する。 開

発の遅れた共同体の開発協議会を設置し、

最悪の条件下で村人が生活していることに

人々の注意を喚起させる。行政で働く友人

と共に開発の遅れた共同体の問題について

の講演や論文の執筆活動を行う。

インドを訪れ、ガンディ主義の活動やA ・

ビノパ ・パーヴェの土地寄進運動について

学ぶ。

1958年 理科の教師としてコロンボのナーランダ大

学に勤める。大学社会奉仕連盟の副会長と

なり、カ jレナトゥルワ村で第 l回の開発の

遅れた共同体の研究奉仕キャンプを行う。

1960年 ニータ ・ダンマチャーリ(サlレボダヤ運動

の最初の専従者)と結婚。

1964年 スリランカのビディオダヤ大学で文学学士

号を修得。

1 961~67年 サルボダヤ ・シュラマダナ運動の大義の基

で、圏内で何百ものシュラマダナ ・キャン

プを組織する。全ての民族、宗教、年齢の

人々が一つの匡根の下で働き、共同体にと

って不可欠なものを充足しながら生活を共
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1931 

1953 

1956~57 

1958 

1960 

1964 

1961~67 

1967 

Born in Unawatuna， the southern part of 

Sri Lanka， November 5. 

Completecl seconclary eclucation at lVIahin-

c1a College， Galle， ancl startecl teaching at 

Bouna Vista J unior ancl Senior High 

School. 

Startecl community c1evelopment ¥.九10rkfor 

poor coir workers in the villages. 

Enterecl the Government Teachers Train-

ing College ancl gracluatecl as a seconclary 

science teacher in 1957. Startecl the Govern-

ment Training College Social Service 

League ancl workecl as its presiclent. 
During weekencls ancl vacations visitecl 

most backwarcl communities in all parts of 

the country ancl stucliecl for himself the 

conclitions uncler which people were living. 

Startecl a Backwarcl Communities Develop司

ment Council ancl c1rew attention the 

appalling conclitions uncler ¥ovhich people 

were living. Along with a friencl who servecl 

in the government， c1eliverecl many lectures 

ancl wrote articles on the problems of the 

back warcl communi ties. 

Visitecl lnclia ancl stucliecl Ganclhian activ-

ities ancl the Lancl Gift lVIovement of 

Acharya Vinoba Bhave. 

J oinecl the Staff of N alancla College， 

Colombo， as a science teacher. 

Joinecl the College Social Service League 

as vice-presiclent ancl commencecl the first 

Backwarcl Communities Stucly Service 

Camps from the village of Kanatholuwa 

lVIa剖r口T允CI Ne白et凶t廿出haD町hamma抗char口-iEI恰pitia剖ra抗ch1 

chi (the first fullト-北timevolunte巴rof Sar-

voclaya) 

Earnecl the Bachelor of Arts Degree from 

Viclyoclaya University， Sri Lanka. 

Uncler the banner of the Sarvoclaya 

Shramaclana lVIovement organizecl hun-

c1recls of Shramaclana camps (gift of labor 

camps) in all parts of the country. All 

racial， religious， ancl age groups were 

brought together， living uncler one roof 

working ancl satisfying community neecls. 

Joint secretary of the Mahathma Ganclhi 

Birth Centenary Celebrations ancllaunchecl 
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家族と共に

1967年

1971年

にする。

マハトマ・ガンディー100年祭の共同事務局

員を勤め、第 1回100ヵ村開発計画を推進。

スリランカでト青年の反乱が起こる。青年育

成と反乱防止のために努力する。サルボダ

ヤの村の数は400を越える。

1972~80年教員の職を辞し、サルボダヤ運動の専従者

になる。村の産業、最低限の生活条件をみ

たすプログラム、精神的、文化的、平和活

動を含む、開発活動の整理 ・統合に着手。

1981年 スリランカ、ス リ・ ジャワルデネ大学より

文学博士号を授与。

1983年 フィ リピン、エミリオ ・アギナルド医科大

学より人文博士号を授与。

1983~91年 シンハラ人 ・タミール人の対立。スリラン

カ圏内を旅し人々をまとめ、平和と調和の

活動を組織。平和行進、平和セミナー、平

和会議、平和のための膜想プログラムを実

施。救助 (Relief)、更生 (Rehabilita-

tion)、和解 (Reconciliation)、再建

(Reconstrllction)、再覚醒 (Reawaking)

の5つのRプログラムを実施。サノレボダヤ

の村は8，600を越える。

く国際開発や平和への貢献〉

プリュセルの青年世界会議執行委員として活動。ボラ

ンティア機関国際協議会執行委員。カナダ、英国、ドイ

ツ、オランダ、ベルギーなどの共同体の間で国際的に平

和な関係を築く交流プログラムを実施。サルボダヤ運動
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the first Hundred Village Development 

Scheme. 

1971 Youth insurrection in Sri Lanka. Worked 

hard to prevent violence and rehabilitate 

youth. N umber of Sarvodaya villages 

expanded to over 400. 

1972~80 Resigned frol11 teaching and becol11e a fllll 

time volunteer of the Sarvodaya lVIove 

ment. 

1981 

1983 

Consolidation of village developl11ent activ 

ities inc1uding village industries， basic 

needs satisfaction programs， and spiritllal， 

cllltural and peace activities. 

Sri ]ayawardenapura University of Sri 

Lanka awarded a Doctor of Letters (D 

Litt.) degree 
Emilio Aguinaldo College of lVIedicine， 

Repllblic of the Philippines， awarded the 

Doctor of H1ll11anities (D. H.) degree. 

1983~91 The Sinhala Tamil coml1111nal riots. Trav 

eled all over Sri Lanka bringing people 

together and organizing activities of peace 

and harmony. 

Lallnched peace marches， peace seminars， 

peace conferences， and peace meditation 

progral11s 

Organized Five R Programme， which 

inc1ude， Relief， Rehabilitation， Reconcilia-

tion， Reconstruction， and Reawakening. 

The number of Sarvodaya villages expand-

ed to 8，600. 

Contributions to International Development 

and Peace 
Elected and served as an execlltive member of the 

World Assel11bly of Youth， Brllssels. Was also an 

execlltive mel11ber of the International COllncil of 

Voluntary Organizations (ICVO). 

Started village link-up programs between COllllllU-

nities in Belgiulll， the Netherlands， Germany， Canada， 

Great Britain， and Sri Lanka， establishing interna-

tional peace relations. 

Condllcted lecture tOllrs on all continents， explaining 

the Sarvodaya philosophy and development. Attended 

a large nUlllber of international sel11inars and confer-

ences， mostly as a keynote speaker. 

Has worked c10sely with UNICEF， 九九THO，and other 

U. N. specialied agencies. 

守フ



の哲学を普及させるために基調講演者として多くの国際

セミナ一、会議等に出席。ユニセブや世界保健機関その

他の国連の特別機関と密接に働く。英国でのシュマッハ

ー記念講演、インド、カマル ・パジャの連続講義などを

含めて多くの記念講演を行う。ヨーロッパ議会協議会、

世界銀行、ユニセフ、世界保健機関の臨時相談役として

活動。英国、オックス ・フォ ードやモスクワでの人類の

生存に関する宗教並びに議会指導者世界会議(グローパ

ル ・フォ ーラム)を含む平和に関する多くの世界会議に

出席。食料に関する国際連絡委員会の創設者 ・理事。

〈受賞歴〉

1969年 フィ リピン共和国、 ラモン ・マグサイサイ

賞を受賞

1982年 ベルギー、ボードワン国王財団より国際開

発賞を受賞

1986年 米国、ブラウン大学よりアラン ・ファイン

スタ イン国際飢餓賞を受賞

スリラ ンカ、デシャバンドゥ賞を受賞

1990年 デンマーク、オーガス ト・フォ レル記念賞

を受賞

インド、ジャムナール ・パジャージ賞を受

賞

く著作活動> (著作は各国語に翻訳されている)

1. 仏教哲学や開発から世界平和とい う幅広い分野で国

内外のジャーナlレに何百もの論文を寄稿

2. rA.T.アリヤラトネ全集J (Collected Works of A. 

T. Ariyaratne)全 5巻

3. rピラミッ ド・パワーと法の和J(Power Pyramid and 

Dharmic Cycle) 

〈現在の役職〉

1. スリランカ、サルボダヤ ・シュラマダナ運動会長

2.スリランカ、社会奉仕中央協議会議長

3.スリランカ、成人教育のアジア ・太平洋部会議長

4 .スリランカ、中国協会会長

5.メキシコ、食料に関する国際連絡委員会メンバ-

6.米国、平和と食料に関する国際委員会メンパー

7.米国、世界飢餓プログラムメンバー

8. インド、田園開発アジア研究所評議委員長
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Has delivered many memorial lectures， including the 

Schumacher Memorial Lecture in U. 1ζ and Kamal 

Nayan Bajaj lecture series in India. 

Has worked as a temporary consultant to WHO， 

UNICEF， the v可orldBank， and the Parliamentary 

Council of Europe 

Has attended many world conferences on peace，加n-

clucling the Global Forum of Spi日1'1比tualand Parliamen 1 

ta剖rγyLeacle臼rson Hu山lmanSu山lrvi灼va剖1Oxfoαrd a剖n叶dMos 

co、机Nr 

Was a founcler boarcl member of CILCA (Comite' 

International de Liason du Corps pour I'Alimentation: 

International Liaison Committee for Foocl Corps 

Programs) 

Major Awards 

1969 Ramon Magasaysay Award， Republic of 

the Philippines 

1982 King Baudouin Awarcl for International 

Development， Belgium 

1986 First Alan Shawn Feinstein Worlcl Hunger 

Awarcl， Brown University， U.S.A 

1986 Deshabandu Awarcl， Sri Lanka 

1990 The August Forel Award， Denmark 

1990 Jamnalal Bajaj International Awarcl， India 

Publications 

(His writings have been translatecl into several lan-

guages.) 

Has contributed several hunclrecl articles to national 

ancl international journals on subjects ranging from 

Bucldhist philosophy and clevelopment to world peace. 

AuthOl・ offive volumes of collectecl works. 

Author of “Power Pyramicl ancl Dharmic Cycle." 

Present Positions Held 

Presiclent， Sarvodaya Shramaclana Movement of Sri 

Lanka 

Presiclent， Central Council of Social Service of Sri 

Lanka 

Chairman， Asia ancl Pacific Bureau of Adult 

Eclucation-Region Sri Lanka 

Presiclent， Sri Lanka-China Society 

Member of CILCA Board， Mexico 

Member of International Commission on Peace ancl 

Food， U.S.A. 
Member of Worlcl Hunger Program U.S.A. 

Chairman of Boarcl of Trustees， Asian Institute of 

Rural Development， India 
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