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要約
目的

ミャンマー中部乾燥地域に位置するバガン郊外の村において、ミャン
マー青少年と交流しながら、協働して植林を行うことによって、地域
の緑化に貢献するエコ・ツーリズムを実施する。

期間

2012 年 8 月 25 日から 9 月 2 日まで

参加者

学生 28 名、社会人 4 名、計 32 名

植林の場所

In Daing 村の共有地

成果の概要

１． In Daing 村の共有地において、村人と一緒に、計 1048 本の苗木
を植林することができた。
２． 村の人達と一緒に植林し、交流会を行ったことによって、お互い
の理解と親睦を深めることができた。
３． 「農村生活体験コース」を通じて、農家を訪問し、その生活を体
験したり、環境の厳しい乾燥した村での森林保護と農村生活条件
を見聞することができた。
４． バガンの雄大な遺跡およびポパ山近郊の寺院、風物、地場産業と
ビルマ料理を十分楽しむことができた。
５． ヤンゴンのミャンマー日本仏教徒青年協会の会員と交流会を開催
して、相互の理解と親睦を深めることができた。

はじめに
植林ツアー参加者 32 名（男性 13 名、女性 19 名）は、当初、二つの村で、村人と共に、約３
日間で 1,000 本の植林を行うことを計画していた。パートナーの The Nature Lovers Group の
U Aung Din とスタッフ（U Wunna Min）は、事前にバガンに赴き、村人にオリエンテーショ
ンを行い、同時に、一緒に穴掘り等の準備を行った。また、僧院からも Daw Thin Thin Yi, U Lin
Naing, Ko Htet Min Thu, と Ma Ti Da の 4 人が同行し、参加者と村人との間のコミュニケーシ
ョンを円滑にすることが出来た。MJET は出発前に 3 回の勉強会と 2 回の打ち合わせ(東京)を
開催した。また、特に交流会の準備として、26 日朝食後、全員が歌と盆踊りの練習を行った。
今回予定していた二つの村の内、Tu Thein Kan 村は、穴掘りの準備も万端整えていたが、村
人の一部から誤解による異論が出されて、その調整に手間取り、バガン滞在中に調整がつか
なかったので、そこでの植林をあきらめ、In Daing 村の人々とのみ一緒に 1048 本の苗木を
植林し、交流を行った。
In Daing 村の人達は、ツアー一行を村人総出で大歓迎してくれた。言葉の不自由さもあった
が、片言のビルマ語と手ぶり、身振りで何とか会話し、意思疎通を図ることが出来た。参加
者が 141 農家の全てを訪問して歓迎されたことは、特筆すべきことであった。
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１． 植林ツアー実施の概要
(1)

(神田道男)

日程概要：実施期間：2012 年 8 月 25 日(土)から 9 月 2 日(日)
25 日（土）
：移動（東京/大阪）－バンコク－ヤンゴン：タイ航空利用）
26 日（日）
：僧院における日本語クラス学生との交流プログラム
：シュエ・ダゴン・パゴダ参拝
27 日（月）
：移動（ヤンゴン－ニャンウー：エアーＫＢＺ）(ﾀｼﾞﾝ ｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾎﾃﾙ)
：視察（タン・シン・チェ村、イースト・パッソー村）
：バガン周辺の植林の現状（講義）
：日没時のパゴダ地域の鑑賞
28 日（火）
：遺跡視察(アーナンダ寺院他)
：植林（イン・ダイン村：約 200 本）
：タンシンチェ村の若者とサッカー試合（20 分Ｘ２）
29 日（水）
：植林（イン・ダイン村：約 450 本）
：遺跡視察(シュエ・ジ・ゴン・パゴダ)
30 日（木）
：植林（イン・ダイン村：約 400 本）
：農村生活体験プログラム(イン・ダイン村)
：村人との交流会（イン・ダイン村集会場前）
31 日（金）
：ニャン・ウー市場視察
：移動（ニャン・ウ→ポパ山→ネピド→ヤンゴン；高速道利用、バス）
１日（土）
：ヤンゴン市内視察（ツワナ橋、国立競技場、看護大学、総合病院）
：ボジョウ市場視察
：移動（ヤンゴンーバンコク－東京/大阪）、
２日（日）
：東京/大阪着

(2)

植林活動

イン・ダイン村
・植林はイン・ダイン村（ニャン・ユー町の東南約７Ｋｍ）を対象に行った。同村は人口 742
人、141 家族。小学校（1－5 年）の生徒数 46 人、併設の中学校(6－8 年)は近隣 5 ヵ村を
通学区とし、生徒数 98 人である。溜池があるが今回は干上がっており、イラワジ川から
の導水を活用していた。
・植林は 3 日間にわたり、小学校の南側と村の入り口の間の斜面を中心に約 800 本、村の入
り口の道路に沿って両側に約 200 本を植林。なお、村人が村内に植林したものを加えると
約 1048 本の植林を行ったことになる。内訳は下表参照。
・植林穴は約 1.5ｍ間隔におおよそ 40ｃｍ画のものを村の方で準備。またヤギ糞を肥料とし
て準備。急遽、トゥ・テ・カン村から植林地の振り替えを行ったため、村人(男性が中心)
が前日夕方に穴を掘り、次の日の朝に MJET 参加者と村人(女性が多く参加)が協同で植林
を行う全村的な行事となった。
・苗木はパートナーである「Nature Lovers」が手配し、村人がジマー、タマール、ココ、
メザリ、ユーカリ、チーク等の苗木をあらかじめ搬入してあったものを使用した。
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・参加者を 4 つのグループ（マンゴ―班、メロン班、パパイヤ班、パイナップル班）に分け、
村人とパートナーを作り班ごとに協同で植林を行った。
表

植栽地別 樹種別植林数

植栽地／樹種

Kokko

(単位：本数)

Yinmar

Teak

Euclyptus

Mezali

Tamar

計

Ａ地区 (28 日)

69

8６

22

35

０

０

212

Ｂ地区 (29 日)

67

151

3

182

0

23

４26

Ｃ地区 (30 日)

-

15

０

22

３

5

45

Ｄ地区 (30 日)

36

3

０

９

21

12

81

Ｅ地区 (30 日)

３

17

０

20

１

23

64

Ｆ地区 (30 日)

１

0

０

50

1

53

105

Compound(30 日)

10

16

6

38

18

27

115

186

288

31

356

44

143

1048

合計

・以下のドナーの樹を植林。内訳は、企業の森（１）270 本、家族の森（６）490

本、個人（44）

250 本、その他 38 本、計 1048 本を植林。
＊企業の森：MJET Forest 270 本、
＊家族の森：
The Sion Forest 50 本、The Mami and Kakusaburo Forest 50 本、
The Nakamura Forest 30 本、The Brewka Forest 30 本、
The Akira/Hinaka’s Forest 30 本、The Fujimura Forest 300 本
＊個人：
K.Saw10 本、Y.Okamoto10 本、J.Yamada10 本、M.koriyama10 本
A.Miyauchi10 本、K.Fujimoto10 本、D.Hunt 5 本、K.Yashiro5 本
Takatayama Shogakko 5nen 3kumi 5 本 Takatayama Shogakko 6nen 3kumi 5 本、Y.Saeki5
本、M.Mizuno5 本、E.Iijima5 本 Y.Noda5 本、M.kameyama 5 本、S.suzuki5 本、Y.Narikawa5
本

J.Park 5 本 、 Y.Kodatu 5, 本 、 S.Kurita5 本 、 S.Yatabe5 本 M.yoshino5 本 、

K.Takahashi5 本、R.mochida5 本、 Y.Fukunaga 5 本 D.Miki5 本 M.Kanda5 本 S.Yamada5
本 、 M.suzuki 5 本 、 S.Hasegawa5 本 、 H.Watanabe5 本 、

T.hashiguchi5 本

、

K.Mizuguchi5 本 、A.Yashiro5 本、 C.Chang5 本 N.Iwasaki5 本、 H.Sato5 本、C.Sato5
本、 G.Ichino5 本、

I.Mori5 本

M.Murota5 本、K.Ishida5 本 、A.Noguchi5 本 、

S.Watanabe5 本
トゥ・テ・カン村
昨年来、植林を準備していたトゥ・テ・カン村（ニューバガンの町に近接する村）につい
ては、植林予定地の利用方法について、村としての意見がまとまらなかった。このため、
予定した 800 本の植林を今回は中止とし、200 本の植林を予定していたイン・ダイン村に
振り替えて植林を実施した。
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(3)

過去の植林の生育状況

タン・シン・チェ村
・訪問時の生育状況は、樹種によって異なる状況を示した。今年は雨が降らず、溜池の水も
2009 年、2010 年と同様干上がっており、昨年は緑であったチークの葉が枯れているもの
が多く、枯死するものが出るのではないかと危ぶまれる。他の樹種については順調な生育
を見せている。村の変化としては、旧小学校跡地に残っていた老朽化した校舎の取り壊し
が行われ、廃材が、現在の小学校の校庭に移されていた。この跡地に、日陰のため生育の
悪い樹を移植する計画があるとのこと。なお、村に電柱が立ち、電気の供給が開始されて
いた。第 28 小学校に、
「Nature Lovers」からノート等学用品を寄贈した。
イースト・パッ・ソウ村
・昨年(10 月ごろと思われる)の洪水により、溜池階段横の植林と、小学校の外側の植林が大
きく棄損した。パゴダ前のチーク(個々のチークは緑を保っている)やユーカリの生育は良
いが、昨年植林した小学校入口の外側の左よりの場所の生育はあまり良くない。例年、水
のあった溜池も干上がり、乾期がきついことが分かる。今年は、滞在中も一度も本格的な
雨はなかった。タンシンチェと比較し、村に大きな変化は感じられなかった。
・第 43 小学校に、
「The Nature Lovers」からノート等学用品を寄贈した。
(4)

交流活動他

・イン・ダイン村、僧院の２か所で交流会を開催した。いずれも、MJET と村の子供、日本語
クラスの生徒が交互に出し物を行い、村人も多数参加し盛会であった。
・農村生活視察プログラムとして、イン・ダイン村の農家訪問を行った。当初、代表的な農
家を MJET 参加者が訪問する予定であったが、村のすべての家庭を訪問してほしいとの要望
が出され、今回の参加者が多かったこともあり、何とか希望に沿うことができた。村の運
営に関し、平等性の尊重(横並び)が重要な価値となっていることを実感した。
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2．植林日誌
(1) Mango グループ：山田彩也香、野田悠将、亀山未夢、パク・ジウン、水口和美、佐藤
ひかる、栗田征矢、藤村建夫
文責：山田彩也香
Mango グループは、日本人メンバー１人につき、村人３人のペアとなったが、全体的に見
ると日本人、ミャンマー人ともに女性が多かった。植林作業については、作業開始前に植
林総監督である神田氏から説明があり、その手順に従って互いの言葉が通じないながらも
協力して円滑に作業を進めることができたように思う。
日本人メンバーは事前に基本的なビルマ語を勉強していたので、まず各ペアのメンバーが
ビルマ語で自己紹介を行い簡単なあいさつを交わした。日本人にとってみれば、ビルマ語
の名前を一度に３人も覚えるのは難しいことではあるが、我がグループは比較的コミュニ
ケーション力が高く、ほとんどの日本人メンバーが村人の名前をすぐに覚えたり、作業中
も無言になることは少なくジェスチャーを交えたりして、会話とは言えないながらもコミ
ュニケーションを取りながら、楽しんで植林をすることができた。
作業に関しては、日本人に対し村人の数が圧倒
的に多かったこともあり、我々日本人が実際に
行う作業は少なく、事前に掘ってある穴にプラ
ステイックのカバーを剥ぎ取った苗木を置き、
土をかけるという感じだった。そのため、日本
人メンバーからは物足りない、もっと率先して
作業を行いたいというような声が多くあがった。
今回行った作業に関しては、特に問題が生じる
ことはなかったのでやり直すこともなく、あっという間に作業を完了させることができた。
問題だった点としては、女性メンバーのペアでは初めの内ほとんどの作業を村人がやって
くれるというような状況が見られたのだが、だんだんと日本人メンバーも積極性を持って
作業に加わることができ最終的には改善されたのでよかったと思う。
途中、植林班長である野田さんが体調を崩し作業に参加できないというハプニングもあっ
たが、それぞれが事前に割り振られた箇所はもちろん、完了していない場所も協力して植
林を行うことができた。非常にスムーズに作業が進み、また今回は人数が多かったことも
あり、あっという間の植林活動となった。
植林活動が終わった後も、一緒に植林をした村人が家を案内してくれたり、みやげをくれ
たり、至れり尽くせりなもてなしを受け本当に感謝の気持ちでいっぱいだった。遠く離れ
たミャンマーで日本人以上の親切心を感じ、大変思い出深い体験ができたことを参加者全
員が喜んでいるに違いない。今回植えた苗木が順調に成長し、今後も植林活動を通してバ
ガンの村人たちとの交流が続いていくことを願いたい。
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(2)Melon グループ：吉野恵、八城明弓、佐藤千穂、三木大地、鈴木渉平、高橋孝太朗、飯
島瑛梨、神田道男
文責：飯島

瑛梨

Melon グループは現地日本語通訳のティダさんを含め、９名のグループでした。メンバー
の大学は、東京外国語大学・拓殖大学・玉川大学・同志社大学・法政大学、また学年は１
年から４年までと様々でしたが、垣根なく、この一週間協力し合いながら楽しく過ごすこ
とができたと思います。朝の集合や、村でのランチ、植林の準備段階、集合写真の時には、
一人一人が意識を持って動いていたため、グループとしてもまとまっていました。一人一
人が、自ら活動に関わったことで、困ったときには相談したり、助け合ったりすることが
できたのだと思います。
8 月 27 日
交流会とシェダゴン・パゴダの観光を終えた翌日は、バガンに移動し、Thant Sin Kyae 村
と East Phar Saw 村を訪れました。そこでは、2008 年・2009 年、数年前に植えた木がどの
くらい成長しているかを観察し、また植林ツアー初参加者にとっては自分たちが
これから植える苗木が数年後、このように成長
するかもしれないとイメージを膨らませること
ができたと思います。植えられた苗木の種類に
ついても説明してもらいました。
環境保全・森林省の U Mya Win さんと U Zaw Win
さんからは、ミャンマーの森林環境の状況や、
緑化政策についてお話頂き、環境保全について
包括的に学べました。
8 月 28 日
この日から本格的に植林が始まりました。植林を行う In Daing 村を訪れると、多くの村人
が歓迎してくれました。そして、班ごとに分かれてどのラインを担当するか話し合った後、
植林ツアー参加者と村人がパートナーとなって、その日は７～１０本の木を植えました。
私達が木を植えるときには、すでに穴が掘られていたため、スムーズに作業を進めること
ができました。植林中は、お互いの共通言語がほとんど無い中で、覚えたビルマ語やジェ
スチャーを使って、楽しく交流ができたと思います。木を植えた後も、村人と話したり、
写真を撮ったりと、全員、とても有意義な時間を過ごせました。
8 月 29 日
この日は、同じく In Daing 村にて、残りの分を
植林しました。休憩時間も、前日に知り合った村
人などと楽しくお話ししながら、前日よりもハイ
ペースで作業ができたと思います。新しく覚えた
ビルマ語や、村人に覚えてもらった日本語を織り
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交ぜながら、全員が笑顔で、村人との深い交流ができたのではないかと思います。

(3)パパイヤグループ：鈴木美紀、宮内彩、谷田部紗也加、橋口司、張喬淨、市野剛己、室

田美鈴、藤本耕士
文責：鈴木

美紀

今回の植林は同じ村で1000本植えることになりました。３日間かけて植えたわけですが活
動時間は１時間〜２時間くらいであり、非常にスムーズに行えたと思います。というのも
村人がもう苗木を植える穴を深く掘ってくれてあり、あとは苗木を入れて土を被せるだけ
であったからです。あれだけの事前準備をしていただけたと思うと逆に申し訳なかったで
す。
自分達は植林しにきているのにただ苗木を植え
るだけでいいのか、と少し疑問に感じました。
でも、効率良く苗木を植えるためには仕方がな
かったとも思います。また、村人の人数が多い
ため、私たちMJETメンバー１人につき３名の村
人がパートナーとして加わりました。このとき
にコミュニケーションを取れるようにするため
に外大の学生さんから「暑いですね。」「終わ
りました。」「疲れましたか？」など簡単な会話を紙に書いてもらっていたため楽しくお
しゃべりしながら植林を進めることができました。やはり積極的にコミュニケーションを
取るためには事前にある程度のビルマ語は覚えておくのと、おかないのではコミュニケー
ションを取るときに大分差が出るな、と感じました。実際、何人かがビルマ語の指差し会
話の本を持っていましたが、村人には大好評で植林後の休憩時間にはそれを使って会話を
し、盛り上がっていました。次回行くときは必需品になるだろうと思いました。
植林を通して村人と共同作業することは非常に貴重な経験となりました。そして、ミャン
マー人と日本人が一緒に一本の苗木を植えるという行為に対して私は強い絆を感じました。
きっと村人達も感じてくれていることでしょう。そして私たちのことを忘れずに苗木の世
話をしていただけたらと思っています。ただ如何せん苗木の数が多いので水やりが負担に
ならないだろうか等の不安は多々あります。しかもホースで水をやるのではなく、バケツ
で一つ一つ水をやるので想像以上に大変だと思います。苗木が育つことによるメリットは
非常に大きいと思いますが、どのようにしたら村人が継続的に無理なく苗木の世話をする
ことができるか？ということも考え、村人がそうしたくなるような環境をデザインする必
要があるのではないかと思います。今回、事前にそのことについては考えてこなかったの
で反省しています。また植林についての知識もなかったため若干ただ植えるという作業に
特化してしまったのが、振り返るともったいなかったと思います。
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このMJETの植林ツアーは非常に効率的かつ多大なサポートの上に成り立っています。それ
も会長である藤村さんや現地のAung Dinさんを中心に事前に綿密な準備を進めてくれてい
るおかげだからです。それが故に自分で何かを持って帰るぞ、という意識や事前の心構え
がないとあまりにもスムーズに作業が終わってしまい、何もフィードバックがない状態に
なってしまいます。もちろん植林をするだけでもミャンマーへの貢献に大きく繋がります
が、それだけではもったいないと思うのです。ちょっと意識をするだけで、考え、見方を
変えるだけで、非常に多くの物が見え、考えることに繋がると思うからです。そんなに気
難しく考える必要はないと思いますが、次回植林に行かれる方にはぜひ自分のフィールド
と関連させたり、独自の視点を持ちながら臨んでいただきたいと思っています。そうすれ
ばきっと自分の肥やしにもなるでしょう。

(4)パインアップルグループ：渡辺啓、光達由菜、成川由華、持田玲、岩崎那奈、森一平、
石田景子、福永喜朋
文責：渡辺

啓

今回の植林活動は去年とは異なり、過去に活動を行った村の植林の状況の確認と、新しい
村である Thu Htay Kan 村が諸事情により植林が行えなかったためもう一つの新しい村の
In Daing 村でのみ植林を行った。またネームプレートの作成は行われなかったため、今回
の植林活動は村人との植林のみとなった。
8 月 28 日：Thu Htay Kan 村での植林がなくなっ
たため、In Daing 村に今回予定していたすべての
苗木を植えることになった。植林第 1 日目は村の
小学校を訪問し、先生方との話し合いを行った。
その後、植林場所へ移動し村人たちを待つ。植林
に参加した村人は老若男女様々な人がおり、若い
男性が多いだろうと予想していたから驚いた。メ
ンバー一人に対して 3 人の村人が付き植林を始め
る。初日は一組で 5 本ずつのため、すぐに終わってしまいました。村人の人たちはとても
協力的に動いてくれたおかげでその日の作業は 30 分もかからずに終了した。
8 月 29 日：ホテルを早朝に出発し、暑くならないうちに作業を開始。2 日目は前日と同じ
人々と組み植林を始める。苗木を全体の半分を
予定していたが、前日と同じく村人が積極的な
ため 1 時間かからなかった。また、結果として
予定以上の苗木を植えることができた。その後
も、続行することも考えられたがこれ以上時間
かけると気温が上がっていくため、残りを次の
日の朝に回して終了しました。
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8 月 30 日：前日と同じく早朝から作業を始める。3 日目はそれまでとは別の村人と組む形
で植林を行う。植林場所は元々の予定地は使い切ってしまったので、空いてる場所に急遽
植えた。残りは少なかったためすぐに終了しました。
総括：今回の植林は予定変更などで、場所の確保に不足が出たりしましたが村人の協力も
ありスムーズに行うことができていた。去年の記録と比較すると、ネームプレートの作成
や苗木を植えるための穴を現地の人々に任せていたため、学生メンバーがしたことは少な
く、苗木をうまく真上に向かって植えるための調整や穴の深さを確認することくらいしか
してないと思われる。このことは村人に対する事前の説明が行き届いていたからであり、
MJET の協力者である NATURE

LOVERS と村人たちの協力的な姿勢があってこそ自分

たちは効率的に植林を行えました。また、植林の作業時間は短かったものの、村人との交
流は自分の中で有意義なものになりました。

３．植林ノート
(1)

マンゴー ・グループ

文責：野田悠将

植林を行った 3 日間について振り返る。描いていた植林作業と実際に行った植林作業は異
なっていたということを述べておこう。まず植林を行う場所につくとそこに広がっていた
のは、丁寧に掘られた穴と苗だ。植林方法については、現地で神田さんが詳細にわたり教
えてくださりました。肥料が苗に付かないよう肥料に土をかぶせてから苗をおいて土を入
れるという方法だった。
各班で与えられた持ち場をメンバー毎に割り振
り植林を行った。班としてこの点は非常にスム
ーズに行うことができた。しかし私のパートナ
ーとの植林活動では神田先生の丁寧な説明をあ
ざ笑うかのように、パートナーのおじさん達に
そそのかされながら非常に“適当な”植林をし
てしまった。私個人としては、彼らと一切言葉
を交わすことができなかった（準備したビルマ
語も通じなかった）が理解しあえ、友情が生ま
れたと思っているが、植林全体で考えたとき、私のところだけ成長が見られないかもしれ
ない。途上国でのマイクロ・ファイナンスを行う際、女性のみに貸すことの意義を身を以
て経験することができたように感じる。私のパートナーは３人ともおじさんで、他のとこ
ろは女性が中心でまれに男性も一緒に行うというような形だったと思う。来年以降はこの
点を改善することが適当だと思う。
植林は大変だと聞いていたが、暑いことを除けば全くそんなことはなかった。おそらく私
を含む参加者は、「穴を掘り、苗を運び、植え、水をやる。結果どろまみれになる。」そん
なイメージを抱いていたと思う。しかしその実際は、現地の人達が周到に用意してくださ
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っており、膝と手が汚れる程度だった。どちらに寄せるにせよ、このギャップは埋めるこ
とが必要だと思った。それでもやはり村の人々との植林の思い出は各メンバーにとってこ
れからの苗木の生長とともに大きくなっていく財産だと思います。メンバーからも同様に
現地の人々と一緒に作業をすることができ仲良くなれてよかったという声があった。

(2)

メロン・グループ

文責：三木大地

8 月 28、29 日の二日間にわたり、In Daing 村において、植林を行った。ツアーに参加し
た 私 た ち 日 本 人 は 、 4 つ の グ ル ー プ （ Melon, Mango,
Papaya, Pineapple）に分かれた後に、植林を行った。ま
た、今回は、我々、日本人だけの植林作業ではなく、 In
Daing 村の人達と共に植林を行った。各グループの日本人
メンバー1 名ずつに、それぞれ村人 3 名が付き添う形で、
植林を進めていった。以下に、2 点；植林作業において私
が感じたこと、来年度以降に改善すべき点を述べていく。
まず、はじめに、植林作業を通じて感じたことについて述べたい。植林を始める前は、様々
な不安要素があった。例えば、我々の多くにとって、植林作業というのは初めてであり、
特に練習などもないまま本番を迎えていいのだろうか、というようなことである。また、
ビルマ語が話せない私たちにとって、コミュニケーションを取ることが可能なのか、とい
うことも不安材料の一つであった。しかしながら、実際に村人たちと植林を進めていく上
で、これら 2 つのことを心配する必要はなかった。言葉は通じなかったが、身振り手振り
のジェスチャーによって、苗木を植えるための方法や、何をすればいいのかということが
伝わっていたように思われる。また、彼らも、我々とコミュニケーションを図ろうと努力
し、大いに話しかけてくれたのは、私にとって、とても嬉しいものであった。大量の苗木
を植える作業であるため、多くの時間がかかる事が予想されていたが、予想以上に早く植
林作業を終えることができた。これは、我々と村人との協力によるものであり、私たちの
みでは、このような短時間の作業ではとどまっていないと思われる。
次に、来年度以降に改善すべき点について述べたい。上記には、コミュニケーションを取
ることは可能であったとしたが、実際には、
「ミンガラーバー」や「チェーズーティンバー
デー」のようなグリーティングであるビルマ語の単語を覚えていくことは、メンバー全員
にとって不可欠であると感じた。また、村人との意思疎通を図るための方法として、私自
身は所有していなかったが、
「旅の指さし会話帳」等の書籍を携帯していくことも、いい方
法であったように思われた。他に改善すべき点を挙げるとすれば、私が見た限り、日本人
である我々よりも、現地の人達が先導して植林作業を行うことによって、我々の出る幕が
少なかったような気がしてしまった。言い換えると、ミャンマー人 3 人が中心に植林作業
を進めていくことによって、１人である日本人が、上手く活動を出来たのかどうかが微妙
であると感じてしまった。来年度以降は、作業の内容においても、もう少し細かく役割を
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分担することを検討する必要があるのかもしれない。例えば、穴を掘る人、苗木を植える
人、水を運んでくる人、ビニールを捨てる人などの様な風に分けることが必要であるので
はないか。今年の方法で来年以降も継続させていけば、ミャンマー人の中でも、一人で作
業するような人が出てきてもおかしくない気がした。
以上が、私が植林班長として、ミャンマーでの村人との植林作業において感じた 2 点であ
る。植林作業に関して、多くの不安があったが、実際に体験することによって、多く考え
る必要はなかったのだと、反省している。来年度以降は、上記の様な改善点を検討したう
えで、更に素晴らしい植林体験を進めていけるように期待している。

(3)

パパイヤグループ

文責：室田美鈴

日本から参加メンバー32 人と現地のイン・ダイン村の村人が 1 日目は 100 人以上・2 日目・
3 日目も 50 人以上集まってくださり、日本人と地元の村人とでパ
ートナーとなり植林を行った。植林はすべて合わせて 1000 本近く
行った。植林場所は事前に現地の人達が穴を掘っておいてくださっ
ていた。具体的な植林方法は、まず肥料に触れないように少し土を
入れてから、苗はほぐさずに形状を維持して植える。その上に土を
かけ、水をかけた時に土が流れても大丈夫なように、苗を中心に山
状に土をかける。その後たっぷりの水をかける。
私たちパパイヤグループは、1 日目は 50 本程度・2 日目は 150 本
程度・3 日目は 50 本程度植えた。3 日目は学校の横の空き地に植林をした。

村の人達の

多大な協力をしていただき、時間的にはかなり短い時間で植林を行うことができた。

(4)

パインアップル・グループ

文責：石田景子

今回の植林ツアーでは初日に約 200 本、2 日目に約 430 本、3 日目に約 420 本を植林した。
今回はパインアップル・グループ 8 名と村のパートナー25～26 名で、人数も多かったので、
例年と比べれば楽に作業できたのではないかと思う。
バガンは雨季にもかかわらず全く雨が降らず、3
日間とも基本的によく晴れており日差しがとて
も強かったので、帽子着用は必須ではないかと思
った。また、作業中、土を苗にかぶせる際に土ぼ
こりがひどいので、気管が弱い人はマスクをした
方が安心して作業ができるでしょう。

11

作業自体はそれほど難しくないが、言葉が通じないため、パートナー(村の人達)と日本人
との間で意思疎通を図ることが困難な場面が多々あった。そのため参加者は事前にもう少
し言葉を練習していった方が良いのではないかと思う。
パートナーと日本人の間で特に役割分担が決まっていなかったので、作業する人と作業し
ない人の差が激しくなってしまったようだ。したがって、たとえば 1 人が苗のビニールを
はがす、もう 1 人は穴を掘る、残りの人は土をかぶせる、といった具合に役割分担を明確
にすれば、皆が均等に作業できるでしょう。

４．交流会

文責：宮内

彩

2012 年 8 月 26 日、私たちは「世界仏教徒瞑想院」(The World Buddhist Meditation
Institute)内にある、
「 ミャンマー・日本仏教徒青年協会」
（Myanmar Japan Buddhist Youth
Association）の人達との交流会を行いました。司会は法政大学の高橋孝太郎さん、ミャン
マー側の学生さんです。多数の日本側の学生たちは、日本の伝統を伝えるため浴衣で参加
しました。
日本側の出し物は以下の通り
１． 歌（勇気 100%、北国の春[ミャンマー語.]、カントリーロード）
２． 手品（八城さん、橋口さん、三木さん、飯島さん、藤村先生）
３． 踊り（炭坑節、マイムマイム）
ミャンマーの学生たちも、歌や踊り、手品などを披露してくれました。
日本側の出し物を興味深そうに眺めるミャンマーの人達の表情がとても印象的でした。高
橋さんや手品を披露した人達は、一生懸命練習された成果が発揮され、大活躍でした。歌
や踊りは全員で練習をして披露しましたが、それぞれ大いに盛り上がりました。特にマイ
ムマイムでは、ミャンマー側の学生の人達と手を取り合い、1 つの輪になって踊ることで
一体感を感じることが出来、感動も一入でありました。

ヤンゴンの MJBYA との交流会

ヤンゴンの MJBYA との交流会

出し物の後は MJBYA で学ぶ学生さんと、８つのグループに分かれて日本語で会話をしま
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した。日本語を勉強している人達であるだけあって、たどたどしくも大変素晴しい日本語
を話されており、大いに会話を楽しむことが出来ました。持っていたメモや言葉の節々か
ら普段の努力が窺え、自分も語学の習得に挑戦したいと思わされました。
８月 30 日、私たちはヤンゴンから飛行機で一時間ほどのバガンというところにある In
Daing 村で二度目の交流会を行いました。司会は同じく高橋孝太郎さんでした。村の人達
が着飾って何百人も集まってくださり、熱烈な歓迎をしてくださったのが印象的で、とて
も嬉しく思いました。
日本側の出し物は上記と同じく、歌・手品（上記の方々に加えて鈴木さん、石田さんも披
露されました）
・踊りを披露しました。ミャンマー側の出し物は、小学生二人の踊りが二組
でした。ミャンマーの伝統的な衣装や音楽、踊りを目の当たりにし、非常に感動しました。
日本側、ミャンマー側双方の踊りにそれぞれ参加し合い、一度目の交流会に比べより一層
の絆が感じられました。
In Daing 村の人達とは植林も含めて三日間もお世話になり、顔見知った人も多くいたので、
別れのときがとても寂しかったです。最後はそれぞれ写真を取り合ったりプレゼントを貰
ったり、別れを惜しみ、再会を約束しました。

In Daing 村での交流会(子供の踊り)

In Daing 村での交流会(マジックショー)

５．農村生活体験コース
文責：水口和美
私たちはホテルの部屋割りで同室の学生とペアに
なり、それぞれ村の家庭にお邪魔させてもらいまし
た。当初は受け入れ希望の一部のお宅に行く予定だ
ったらしいのですが、村のほとんどの家庭が希望さ
れたとのことで、沢山の家を周り、村人たちと交流
することができました。たった数日の滞在でビルマ
語もろくに話せないのに…ありがたい話です。
13

私たちはそれぞれの家を案内する村人に連れられ、さらっとした砂で少し不安定な道を歩
いて周りました。道には牛のフンが所々落ちているのですが、空気が乾燥しているからな
のか、これが意外と臭わない。個人的にはかなり印象に残りました。
序盤に行った家では飼っている鶏に餌を与えたり、ミャンマーでは化粧品として使われて
いるタナカというものを塗ってもらったりしました。そして、最初はどこの家も沢山の飴
や菓子パンをだし、
「食べなさい」と言います。まるで親戚の子どもが遊びに来たかのよう
な感じです。そして楽しそうに自分たちの家族を紹介し、話しかけてくれました。また、
女性のおしゃべりはどこの国も同じようで、どこのお宅へ行っても男性は静かに作業をす
るか隅に座っているかで、しゃべるのも女性。げらげらと笑っているのも女性。とにかく
明るくて元気、ミャンマーの女性の強さのようなものを感じました。
その他には牛の車に乗せてもらう機会もありました。そこでは男性が運転し、村の中を走
ったのですが、思った以上に乗っているときの揺れが激しく、スリリング。村人は私たち
が乗っている姿を面白そうに見ているし、気づけば他のメンバーを乗せた車にも次々とす
れ違い、村中私たちを乗せた車が走り回っているおもしろい光景でした。その後も村人の
方はずっと面倒を見て下さり、うちわであおいでくれたり、涼しいところへ案内してくれ
たりと、とにかく手厚い歓迎を受けました。その頃にもなると、私たちはどうにかしてち
ゃんと会話ができないものかと、ビルマ語の指さし手帳を使い始めます。すると家族の話
から趣味の話、時には恋愛の話まで、ジェスチャーだけでできないことも話すことができ、
やはり言語は大切だな、と痛感しました。
最後はみんなお土産が沢山入った袋を持ち、笑顔でお別れ。村人はバスが出発するまで見
送ってくれました。とにかく、村人の方は温かく、穏やかな時を過ごすことが出来ました。
きっと私たちが過ごした時間は村人の生活のほんの一部だと思います。けれど、短い時間
だけでも一緒に過ごし、同じ空間にいれたことを嬉しく思います
文責：持田

玲

農村体験では、イン・ダイン村の各家庭を訪問した。２人１組となって村の家々をまわり、
全ての家にお邪魔させてもらった。
村全体は、碁盤の目のようになっていて、同じよ
うな造りの家が立ち並んでいる。道は舗装されて
おらず、砂地のままである。また、この村には車
がない。あっても自転車、よくてバイクだ。その
ため、水汲みや物資を運ぶためには牛車を用いる
ので、それぞれの家には必ずといっていいほど牛
がいる。道にはその牛たちの糞がよく落ちている
ので、足元に注意して歩く必要がある。家は高床
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式になっていて、屋根には何の葉か、わからないが大きな葉を乾燥させたもので覆ってあ
る。室内はそんなに広くなく、一部屋だけの簡素な造りである。壁には家族や親せきの写
真が貼ってあり、この村の人たちが、人との繋がりや家族の絆をどれほど大切にしている
かが伝わってきた。また、家の周りには、雨水をためておくための甕がいくつか置かれて
いる。村人はそれを飲み水にしている。訪問先で、私たちも水を勧めてくれたが、さすが
に飲むことは出来なかった。
文責：市野剛己

６．サッカー交流試合

MJET の植林ツアーの中で、ミャンマーの青年とサッカーの交流試合を行った。試合場に行
って見ると、大勢の観客と解説者が私たちを待っていた。私は、小学校からサッカーをし
ていたが、これほどの観客の前
で、試合をやったことは 1 度も
なかったので、とても驚いた。
試合の前に、整列をすると、ミ
ャンマーの青年は 173 ㎝ある自
分より、全員が高く、体格も良
い人が並んでいた。私は、それ
を見て、試合前から圧倒されて
しまった。
試合が始まってみると、ミャンマーチームの攻撃が激しく、足場があまり良くないピッチ
の中、ミャンマーチームはボールを上手くつなぎながら、ゴール前まで持っていき、私た
ちは防戦一方になってしまい、1 点入れられてしまった。しかし、日本チームのゴールキ
ーパー渡辺さんの活躍があり、点を入れられず、逆に、ムードメーカーの栗栖さんが１点
を決め返した。その後、両チーム１点ずつ決めたが、最後にミャンマーチームにゴールを
わられてしまい、結果は２－３で負けてしまった。
試合が終わった後、戦ったミャンマーの青年たちと、会話をした。言葉は通じなかったが、
一緒にサッカーをしたことによって、通じるのがあった。そして、とても良い思い出とな
った。しかし、負けたことは、とても悔しかったので、次は勝ちたいと思う。
７、観光

文責：三木

大地

今回のツアーでは、植林作業のみならず、ミャンマーの様々な場所を観光することもでき
た。私にとって、ミャンマーという国は、未知なる場所であり、今回の観光を通じて、少
しでもこの国のことについて、理解できた気がする。
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まず、8 月 26 日に訪れた、ヤンゴンに所在するシュ
エ・ダゴン・パゴダについての感想を記す。ヤンゴ
ンについた初日に、ホテルへと向かうバスの車窓か
ら、光り輝く巨大な建物を見ることができた。その
時に、Aung Din 氏が「あれがシュエ・ダゴン・パ
ゴタです」と、我々に説明してくれたのが、私の人
生において初めて見たパゴタであり、ミャンマーで、
私が最も感動したものの一つである。実際に、シュ
エ・ダゴン・パゴダに訪れた感想は、写真で見るよ
り、噂に聞くよりも、素晴らしい建造物であり、ミャンマーにおける文化・歴史の一部を
垣間見ることができた。多くの人々が、この場所において、頭を下げて礼拝を行っており、
我々も、彼らを真似るように礼拝を行った。
合計 5 日間滞在したバガンでは、多くのパゴ
ダを訪れることができた。バガンに到着した
日の午後には、夕日を眺めるために、数多く
存在するパゴダのうちの一つを訪れた。この
パゴダでは、観光客が、かなり地上から高い
位置まで登ることができ、非常に美しい夕焼
けを見ることができた。見渡す限りに広がる
木々やパゴタを眺めることだけでも贅沢であ
るとは思われるが、綺麗な夕焼けを見ること
ができたことは、天候の関係から考えても非常にラッキーであったと思われる。また、ツ
アーに参加した我々は、パゴダの上においても「景色がすごい
ー！」等の感想を述べ合っていたが、藤村会長に「ここは静寂を
感じる場所である」と述べられたことにより、他の観光客を含め
た我々全員で、瞑想のような沈黙の時間を過ごした。瞑想を行う
ことに対して、意味はあるのかどうか半信半疑ではあったが、実
際に行うことにより、動物の鳴き声、木々が揺れる音、遠くから
聞こえる村人の声等を楽しむことができ、日本では決して経験で
きない、非常に貴重で幻想的な雰囲気を感じることができた。
イラワジ川付近での観光も、私にとっては、忘れることのできな
い素晴らしいものであったと思われる。決して綺麗であるとは言えないが、大きさに圧倒
されたイラワジ川、その川に隣接するパゴダ、日本人女性が勤務していた広大な敷地を持
つホテル等、様々な観光場所が点在していたような気がする。それに伴い、小さな子供を
含めた商人たちの姿も目立っていたと思われる。
その他に訪れた場所として印象に残った観光地を挙げるとすれば、8 月 31 日に登ったポパ
山が素晴らしい観光地であった。ポパ山に登るために、バスを降りた瞬間から、ミャンマ
ーを象徴する様な、不思議なゾウの建造物が出迎えてくれる入口を眺めることができた。
ポパ山の頂上に到着するために、およそ 20 分以上かかった気がするが、非常にきれいな仏
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塔や、景色を拝むことができ、疲れを感じさ
せなかった。また、多くの猿がおり、私の友
人の一人が、服を引っ張られ、一時はどうな
る事かと思った。頂上からは、このエリア一
帯を眺めることができ、緑の多いミャンマー
を改めて感じることができたのではないか。
ポパ山は内部が美しいだけでなく、外部から
見た姿も非常に美しかったように思われる。
以上が、私が今回のツアーを通して、訪れることのできた、特にすばらしいミャンマーに
おける観光名所であると感じる。他にも訪れた場所はたくさんあり、全てについて記述を
したいが、今回は割愛したい。今回のツアーに参加することなしに、このような美しい場
所に訪れることは無かったように思われる。

８．健康管理

文責：佐藤

千穂

植林ツアー参加者の健康管理を行い、ケガ、病気時の対応を行うのが健康管理班の仕事で
ある。このため、以下の医薬品を携行し、病気やケガをした人達の手当てを行った。

持参物：
・内服薬

解熱、鎮痛剤（カロナール、ロキソニン、ハイペン）
整腸剤（ミヤＢＭ錠）
正露丸
吐き気止め（ナウゼリン、プリンペラン）
乗り物酔いの薬（トラベルミン）

・外用薬

抗生剤（ゲンタシン軟膏）
ステロイド＋抗生剤（リンデロン VG 軟膏・その他、絆創膏、ポカリス
エットの粉末）

結果
発熱２名

→

疲労の蓄積（気温が高い中でのサッカーによる疲労）
バファリンを数日間内服。ビタミン剤。

食あたり

→

現地の医師から抗生物質などの薬を３種類

嘔吐１名

→

疲れ、車酔い、辛いものの食べ過ぎ。

５日間内服

落ち着いてきた頃に太田胃散内服。
腹痛１名
その他

→
→

油の多い食事が多かったため。太田胃散内服。
暑さによる鼻血１名
サッカーの試合でのケガ１名

消毒、絆創膏。

考察：上記の健康を阻害された人達の症状を考えると、以下の準備が必要と考える。
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・個人的にも胃薬、頭痛薬、消毒液、絆創膏など必要最低限のものは持っていくべき。
・蚊などの虫も多いため、虫よけスプレーも必須。
・万が一体調を崩した時のために、おかゆ、カロリーメイトなどのお腹に優しいものや
簡単に食べられるものなども持っていくべき。
・外にいる時間も多いため、帽子は必ず持参。こまめに水分補給。
・衛生環境が良くないところもあるため、水に溶けるティッシュやウエットティッシュ
も持っていくべき。

どこでもおいしい料理がたくさん(ヤンゴンとバガンにて)
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９．植林ツアー体験寄稿
「ミヤンマー国に於ける農村開発の行方」
藤本

耕士

拓殖大学教授
MJET の植林ツアーで、ミヤンマー中部の半乾燥地域のバガン郊外にある In Daing 村を訪問
する機会を得た。数日の滞在で得た情報は限られるが、長きにわたり途上国の開発協力業務に
かかわってきた者の眼でこの村の今後の発展の行方を描いてみたい。
In Daing 村の発展現況
立地：In Daing 村は、ミヤンマー中部、バガン近郊にある小村で近隣の村からも都市部からも
かなり離れた場所にある。居住規模は 139 世帯、141 家族、各世帯は 4～6 名の家族で構成さ
れており、全村民数は 742 人である。村の外縁は竹や灌木で囲まれ、さらに、各世帯の居住区
はほぼ同じ広さで、それぞれ竹で編んだ低垣根で区切られている。村全体の居住区はほぼ満杯
であるが、数か所空き地になっている区画が見受けられた。各世帯の居住区内のレイアウトは
似通っており、母屋、調理小屋（台所）、納屋、雨水貯蔵プール（飲料調理用）、
（大型の水瓶を
複数個配した）洗濯・水浴び場および牛舎（各世帯 2~4 頭の白い大型の瘤牛を飼育）がしかる
べく配されている。そして、村を囲む塀の外延には各世帯所有の農地（畑）が広がっている。
経済：In Daing 村の経済は、基本的には農業を基盤にした自給自足経済である。農業は天水に
よる畑作である。この村では、主としてグラウンドナッツやピーナッツが中心的に栽培されて
いる。半乾燥地であり且つ灌漑施設がないゆえ稲作は行われていない。現金収入は余剰農産物
を都市部の市場で販売することによって得ている。
経済インフラは未整備である。舗装道路はなく、輸送手段は牛車およびトラクターを改装した
トラック程度である。電気は村の二か所にあるディーゼル発電機で夜間 2 時間だけ電気代を払
える農家に配電している。通信手段は、限られた数の携帯電話が利用されている。
製造業は、竹細工とか家内工業的縫製業が営まれている程度である。経済的サービス、すなわ
ち銀行サービス、郵便サービス、流通サービスなどは村内では提供されていない。
社会：In Daing 村は個人的にも全体としても貧しいが、貧富の差はそれほど見受けられない。
貧しいなかの平等という特色が顕著である。このようなこともあってか、共同体としての社会
的ハーモニーは極めてよく保たれているように見受けられた。おそらくハーモニーを保つため
の村の価値基準や行動規範が存在するのであろうが、この点についてはさらなる観察が必要で
ある。
社会セクターにおける基本的サービスである教育と医療については、In Daing 村に隣接して小
学校と中学校が設置されており、基本的な読み書き算盤と英語の教育が施されている。高等学
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校は地域の中心的な村や都市部（バガン）に設置されているようである。医療サービスの提供
は限られている。保健所のようなクリニックが大きな村に置かれているようであるが In Daing
村にはない。近代的医療サービスは都市（バガン）の病院でのみ提供されている。
各家庭への上下水道施設はないが、飲料水は各世帯で天水を貯水プールに蓄えて使用し、洗濯・
水浴び用の水は牛車を用いて池の水を運んで使う。池の水がなくなるとイラワジ川から取水し
た政府の水道水を牛車で運びいくつかのカメに蓄えて使用している。In Daing 村には渇水時の
非常事態のために、日本の NGO が寄付したディーゼルエンジンを備えた深井戸が設置されて
いる。下水施設は全くない。
村の統治（政治・行政）：国家の政治・行政システムが村の統治にどのように働いているかは
定かではない。村には村議会や村役場は存在しないようであるが、このような機関の果たす役
割は村長およびサポートグループとしての村役が存在する様である。加えて村の僧侶とでも呼
ぶべき仏教のお坊さんも村の統治に重要な役割を果たしているようである。また、村の統治は
基本的には暗黙の村特有の価値基準と行動規範によっても遂行されているように見える。
このような環境にある In Daing 村では、部分的ではあるが、すでに中等・高等教育を受けた
子弟が都市部に職を求めるようになって来ている。このことは、村の発展が、何らかの新しい
展開がない限り、現状では頭打ちになってきていることを物語っていると言えよう。
予想される In Daing 村の変貌
開国を迎えたミヤンマーの開発は、今後急速に進展することが見込まれる。開発の波は遅滞な
く In Daing 村にも押し寄せるはずである。この村はどのように変貌するのであろうか。以下
に、その姿を、上に概観した In Daing 村の現況を踏まえて、描いてみたい。
村の経済のほぼすべてを占める農業は、イラワジ川の水を利用した灌漑施設の整備により、部
分的ではあっても水田稲作が導入されると同時に、野菜や果実を含む農産物の多様化と生産性
の向上が促進されよう。経済インフラのうち道路は村内外で舗装・簡易舗装され、交通は自動
車やバスの導入によりその利便性が各段に改善される。電気については、送電網と配電網が整
備され村の各世帯に配電されることになる。通信手段としての電話やコンピューターは衛星通
信を利用することになり、有線電話設備には投資されない。工業化は都市部で推進されるが、
村では例外的に都市部企業の下請業や村の企業家による製造・加工業が興る可能性がある。銀
行サービス、郵便サービス、流通サービスなどの経済サービスは村の内部で提供されるように
なる。
社会面では、まず、貧困は村の農業を中心にした経済活動の活発化によって改善される。しか
し、村の中では、農業経営やその他の経済活動に成功して金銭的に裕福になる一握りのグルー
プと旧来通りの農業に従事して相対的に裕福になれないグループとの間に格差が生じる。
このような現象が、村落コミュニティーのハーモニーを崩し、金持ちのエゴが村の統治に強く
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反映されるようになる。教育および医療については、物的にも質的にも各段に改善されよう。
勿論、これは中央の教育医療行財政に依存するところが大きいことは言うまでもない。安全な
水の供給、即ち上水施設整備は、イラワジ川の水ないしは地下水の有効活用ということになる。
上水施設の整備に伴って、村に給水網が到達し安全な水がすべての村民に利用できるようにな
る。一方で、長期的な視点より環境配慮のためにも下水施設の整備が不可欠であるが、これは
上水に劣後することになろう。
経済・社会活動の活発化に伴い、村レベルでも環境悪化問題が発生するが問題がかなり悪化す
るまで環境保全対策が十分取られないことが予測される。
村の政治・行政は、地方自治が地方分権化とともに進展し、行政区が整備され、村が再編され
るなどして村議会および村役場が村の政治・行政の役割を担うようになる。
このようにして、In Daing 村は発展し規模的にもある程度拡大するが、増大する村の人口を吸
収しきれず、ほとんどの若い世代はより良質の労働力として都市部に職を求め移動することに
なる。
結びにかえて
以上のごとき In Daing 村の変貌は、5 年から 10 年くらいのタイム・スパンで起こり得ると思
われるが、そのためには多くの側面で国際社会の支援を通して世界の英知を活用することが求
められよう。その際に最も留意しなければならないことは、村の発展がミヤンマーの価値を最
大限に尊重したものでなければならないということである。長期に亘って人々を困らせてきた
村の軋轢を廃し、ハーモニーを維持するための暗黙の知恵、新しい制度導入に際し、ミヤンマ
ーの村の価値観に基づく手法や手段の組み込み、といったことである。換言すれば、世界の英
知に、ミヤンマー独自の価値を組み込むということになろう。
したがって、このことはミヤンマーのみの問題ではない。ミヤンマーの発展を支援する国際支
援社会の問題でもあることを認識する必要がある。但し、問題はミヤンマーの価値が一体いか
なるものであるかについて十分理解しているミヤンマー内外の機関や人材は、極めて限られて
いるのではないかということである。早急にこの種の研究機関を内外の協力を得て立ち上げ、
現地調査に基づく地道な研究活動を開始することが求められる所以である。
以上
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10．太陽光発電装置の提供プロジェクト
福永

喜朋

（特活）ソーラー・エナジー普及促進協会理事長
はじめに
2008 年 1 月、51 年の海外プロジェクトを中心としたサラリーマン生活をリタイアーした
折、何か発展途上国への社会貢献が出来ないものかと模索しましたが、折しもソーラー・
エナジー・テクノロジーが開発され始め、日本企業が参入しつつある時期でした。小生は
大企業が見向きもしない中小規模のソーラー・エナジー発電施設を建設し、公共電力施設
の敷設されていない発展途上国の地域へ LED 照明施設を設置して、村人の夜の生活を明
るくして、“Quality of Life”を向上させることを思いつきました。
それに要する資金は世界及び日本の篤志家の寄付にて賄う事とし、早速プロジェクト設立
趣意書を作成して Qatar 国、UAE 国、Saudi Arabia 国を中心とした小生の友人に手紙及
び E-mail で寄付を要請しました。幸い Qatar の友人から多額の寄付があり、これに日本
の友人からの寄付を加えて 250 万円が集まりました。
プロジェクトのスタート
先ず採用国を Myanmar 国と選定しました。第一期工事として、Bagan 地区(首都 Yangon
北方 700km)タン・シン・チェ村の No.28 小学校集会室、職員室に LED 照明設備を設置す
ることとし、Basic Design, Detail Design を経て、品質が日本製と比較して劣らないより
安価な中国製を主体とした調達業務を実施し 2011 年 2 月にソーラー・パネル、バッテリ
ー、LED 照明器具（日本の JFE 社設計による）他を購入しました。
同時に、資機材の Myanmar 国への Import Permit 及び Import Tax Exemption Certificate
申請を現地 Coordinator を通して行い、暫し時間を要しましたが、首尾よく取得出来まし
た。
2011 年 12 月、資機材を横浜港より船便にて Singapore 経由 Yangon 港へ出荷。通関後
Yangon 港より Bagan Site 迄陸送を完了。
2012 年 2 月 4 日、小生と電気技師 2 人 で成田発、Bangkok 経由で Yangon 着。2 月 5
日 Bagan 着。同日午後より村人 5 人の協力を得て 2 月 8 日に設備全ての据付けを完了。2
月 10 日正式引渡式を開催し村長、校長へソーラー設備一式を無償提供しました。多くの村
人から感謝の言葉を頂き小生も感無量でした。
政府による、タン・シン・チェ村一部への公共電力施設配備
2012 年 7 月、Nature Lovers International(Yangon)

Mr. Aung Din より E-mail 受領。

それによるとタン・シン・チェ村 206 戸の内、35 戸に公共電力施設が政府により既に敷設
されたとの「寝耳に水」の情報がもたらされました。2012 年 2 月、当方が Solar 施設を据
付けた時には村長、校長から何も知らされておらず、小生は、にわかに信じられませんで
した。村長、校長もこれを知らなかったとの事。Mr. Aung Din 曰く、隣のイースト・パ・
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ソ村には政府による公共電力施設敷設予定がないので、こちらを優先してくれと村から要
請されているとの事。取り敢えずイースト・パ・ソ村への施設提供優先に変更する事にし
ました。
イースト・パ・ソ村の現地調査
8/25～9/2 2012 年 MJET Plantation Tour 同行時、イースト・パ・ソ村の現地調査を 8/27
～8/28 に亘り行いました。 Home Page よりの Google Earth 全体配置図を基に、村の中
心に位置する集会場の平面、規模、ソーラー・パネル設置位置調査、及び村の最南端に位
置する No.43 小学校の平面、規模、ソーラー・パネル位置調査、頭上電気配線配置位置、
他を調査しました。帰国後、概略設計に着手予定。
草の根無償資金援助申請書提出
昨今の世界的不況から、プロジェクト資金の補充が困難となりつつあります。プロジェク
ト資金不足を補う為に、日本政府への無償資金援助申請を提出する事にしました。今回
MJET Tour の参加者と別れて、8/29 8:00 時、航空便 Bagan 発で、Mandalay,

Heho 経

由で Yangon 着。同日午後と 8/30 一日を費やし、現地 Nature Lovers International の
Senior Staff である Mr.Saw Than Htut Lynn と協議の上、日本大使館宛申請書類を、
Solar Energy LED Light Project Task Force Committee,

East Phar Saw

Village 名で

作成し、8/31 15:00 時、日本大使館へ提出し受理されました。遅くとも 2012 年末迄に、
承認されるか否かの結果が出される予定です。この援助金を基に East Phar Saw Village
の発電設備の設置を予定しています。従って据付工事は、2013 年 7 月頃となりましょう。
East Phar Saw Village、Solar Energy LED Light Project は新規 Project であり、その目
的は公共電力施設の敷設されていない村に、LED 照明施設設置により村人に明るい夜の生
活を提供する事によって、村の住環境改善に寄与する事です。村住民と自治体等の会合を
通じて、primary health care, primary education, basic human needs, public welfare &
environment, poverty relief, green plantation 等の議題が討論されるでしょう。
East Phar Saw Village には、村長を Project Manager とする Solar Energy LED Light
Project Task Force Committee, East Phar Saw Village を設立して村民から委員を 5 名選
出し、本 Project の Management, Operation, Maintenance, 村住民との Coordination 他
を遂行します。又、在 Yangon 日本大使館との連携を密にする目的から Yangon に在住す
る Mr. Saw Than Htut Lynn (Nature Lovers International, Senior Staff)を Committee
の Chairman に任命済みで、日本大使館、Committee 村住民との Smooth Communication
に努めます。
今回は、取り敢えず LED 照明設備のみを設置する事を目的としていますが、将来は TV Set,
Video Recorder 等を設置し小学校生徒の学力増進を図ります。一方各家庭では、電気冷蔵
庫、電気炊飯器、電気調理鍋、電気ポット、電気洗濯機、扇風機等を設置し家庭内の電化
を図り、村の生活の幅を拡大します。同国、近隣の村との連携を強め、更なる Solar Energy
LED Light Project 普及に努める所存です。
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以上

11．植林ツアー体験記
マンゴー・グループ
山田彩也香
東京外国語大学ビルマ語専攻 3 年
今回の植林ツアーは私にとって２回目の参加でした。前回は 2010 年に参加しましたが、そ
の時の学生メンバーは４人だったので今回のツアーは学生が多く、非常ににぎやかに感じま
した。また、前回の参加から２年が経過したわけですが、その２年間のうちの変化は歴然で、
ヤンゴンに着いた時には非常に感動しました。まさに変化の年である 2012 年にこのツアー
に再び参加できたことを大変嬉しく思います。
植林活動
先に述べたように、前回は参加者が今回ほど多くなかったので、植林活動もかなり体力が必
要だったように感じますが、それには植林のノウハウを心得ていなかったことも関係してい
たと思います。それと比べると、今回は村人側も日本メンバー側も手順をあらかじめ把握で
きていたので、植林作業は非常にスムーズに行われたと思います。今回は村の人ほぼ全員が
植林に参加してくれたので、本当に文字通りあっという間に作業が終わってしまいました。
植林地の様子から、事前準備がかなり整っていたように思われるので、今後は実際に MJET
メンバーが行う作業をもう少し増やしてもいいのではないかと思います。多くの学生メンバ
ーがもっと自分たちにできることはないか、と言っていたので今後の勉強会などでは、植林
についても学び、より積極的に作業に参加できるようになったらよいと思います。
前回の 2010 年に私が植えた木については、タグが取れていたために自分の木を判別できず
少し残念だったのですが、その時に植えた他の木は驚くほど成長しており今後の経過が一層
楽しみになりました。また、個人的に、以前訪れた村の人たちや小学校の先生方が私のこと
を覚えてくれており、非常に嬉しく思いました。植林活動を通して、ミャンマーの人々の温
かさを感じました。単なる観光旅行では味わえない素晴らしさをこのエコツアーは持ってい
ると思います。
観光
ツアーの目的上、滞在都市はヤンゴンとバガンのため主な観光スポットは前回と被ることも
多少ありますが、毎年全く同じというわけでなく、藤村会長やアウンディン氏のはからいで
これまでに訪れたことのない場所を訪れることができました。そういった面も踏まえ、今回
も非常に有意義な旅となったと思います。MJET 学生メンバーとしては、今後、このエコツ
アーのリピーターが増加し、これからも活動が毎年継続されることを望むので、今回私が身
を持って二度目のツアー参加を経験しその素晴らしい価値を発見できたので、是非とも今回
参加したメンバーもまたいつかこのツアーに参加してみてはどうかと思います。
前回のツアーではビルマ語科の優秀な先輩方がおられたのですが、今回は私のビルマ語スキ
ルの未熟さが露呈し、非常に申し訳ないとともに不甲斐ない気持ちになりました。偉大な先
輩方を目指し、また日本語を勉強しているミャンマーの方々の勤勉さ・優秀さを見習って、
私ももっとビルマ語能力向上に励みたいと思います。そして次回はもっと役に立てたらと思
います。今回も非常に有意義なツアーに参加させていただき、本当にありがとうございまし
た。
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植林ツアー体験記
野田悠将
法政大学法学部国際政治学科 4 年
合流
ミャンマーに行くことも、植林をすることも初めてだった。法政大学一行は、MJET の参加
者より約一週間早くミャンマー入りし、日本大使館、JICA をはじめ、国際機関などを訪問し、
ミャンマーの民主化の進展と開発をテーマにブリーフィングを受けた。私個人としては、ビ
ルマ族以外の少数民族地域における平和と安定について関心を持ってブリーフィングに臨ん
だ。少しタイトなスケジュールと、中華料理の油でじわじわと体力を奪われた状態で、元気
とワクワクに満ち満ちた MJET メンバーと合流した。
最初の交流会
ミャンマーにおける僧院の地位、意義を身をもって体験を通じて理解することができた。同
時に、藤村さんをはじめ、これまでミャンマーに住む日本の人々が築いてきた関係と、その
継続的な関わりが彼らにとっても日本に住む人々にとっても非常に大きな役割を担っている
と感じた。ミャンマーの１０代後半から２０歳前後くらいの人々と日本語、英語、ミャンマ
ー語で交流することが出来た。どんな風に日本語を勉強しているか、大学ではどんな勉強を
しているのかといったちょっと固い話しから恋人、家族、趣味について色々な話しをした。
しかし何より驚いたのは、ミャンマーの学生から日本語でテレサテンの『つぐない』と『時
の流れに身を任せ』を歌ってもらったときだ。非常に胸に響いた。
いざ植林！？植林！
豪華な中華料理、シュエダゴンパゴダ見学、バガンへの移動を経て、他大学の参加者とも話
す機会が増え、共通の経験を通じて仲が深まった。そして遂に待ちに待った植林！これまで
あまり植林のチームとしての活動がなかったため集まった時にぎこちなさがあったのがいま
では懐かしい。植林の方法は神田さんが詳細に教えてくださった。私のチームはおじさんが
３人のチームでした。何語も通じなかったので、笑顔で一緒に植林をしました。彼らの方法
で彼らと一緒に楽しく植えました。
「今日は牛を連れてきたんだ、水いっぱい持ってきたから
うちらのところだけどんどん水をあげよう！」的な展開を迎え、バシャバシャとこれでもか
ってほど、穴に水を入れたのがいい思い出です。全体として枯れることはいいことではない
が、もし彼らと植えた苗木が腐って枯れてもそれはそれでいいかなと思います。彼らと一緒
に経験できたことが私に取って一番大事なことでした。二日目の植林も植林に関しては同様
でした。しかし３人で仕事をさくっと終えたあと（もちろん大量の水やりを含む）
、彼らが私
を日本の NGO である BAJ が作った井戸水の施設を案内してくれた。これが村と学校に水を
届けているんだって言っていたと思う。ここまで通じ合えた（だろう）ことがとても嬉しか
った。植林最終日に体調を崩し、彼らに会えなかったことが心残りである。
最後に-仲間と村、そして絆MJET の植林活動を通じて、ヤンゴンの僧院で学ぶ学生、バガンの村人達、小学校の先生方、
小学校の生徒達と関わることができた。Nature Lovers の皆さん、MJET の先生方には大変
お世話になりました。そして、一緒に旅をした参加者は多くの経験を一緒に積む中で気がつ
いたら仲間になっていた。私が風邪で倒れたとき、支援物資を持ってきてくれたり、体調が
回復しきらないなかパゴダ見学をしているときに気をつかって輪にいれてくれたり、バスの
一番後ろで胃腸不良チームを組んだり（拓大の橋口君です）と、何かと心配をみんなにかけ
てしまいました。ごめんなさい。そんな中仲間としていつもそばにいてくれてありがとう！
そしてそんな仲間達と考えたいことが１つある。それは僕らとミャンマーの人々とのことだ。
バガンに植えた彼らとの絆とも言える苗木はきっと村の人々が大切に育ててくれるだろう。
一方で、僕らは彼らとの絆をどう育てていくことができるだろうか。まだ終わっていない。
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植林ツアー体験記
亀山 未夢
法政大学法学部国際政治学科３年
ミャンマーという異国の地に行くことに当初は戸惑いを覚えたが、植林という新しい体験をし
てみたいという思いから今回のツアーへの参加を決めた。このツアーを通して日本では知り得
なかったミャンマーの姿を見ることができたのは明白である。そして、たくさんのこのツアー
での経験から私自身ミャンマーを好きになったのも事実である。私たち法政大学の長谷川ゼミ
生は、今回のMJETのツアーより１週間ほど早くヤンゴンに入り国連機関やNGO関係の方々から現
在抱えるミャンマーの問題やこれまでの歴史、各機関の活動についてのブリーフィングを受け
ていた。たくさんの知識を得ることができたが、それと同時に私のなかに疑問点も多くのこっ
た。なぜならば、比較的発展しはじめている首都ヤンゴンに滞在しただけでは、インフラ問題
や民族問題など重要視されているその国の状況が見えてこなかったからである。しかし、この
植林ツアーを通して、ヤンゴンから離れたバガンに行くことができた。そして、ミャンマーの
農村部での暮らしや地元の人々とのふれあい、小中学校の訪問、植林活動など普段の旅行では
味わうことのできない経験をすることができた。
植林もさることながら私のなかでとても印象に残っているのは、オプショナルプログラムの一
つであったvillage lifeである。当初は村の家庭を数件訪問し、現地の暮らしを体験するとい
うプログラムであったが、村の人達の希望により私たちはより多くの家を訪問させていただく
ことになった。どの家庭にも牛やニワトリ、ヤギなどの動物を飼っていたり、家は木や葉を使
って作られていたり、冷蔵庫やテレビ、電気すらほとんどない生活をしていた。このような生
活を実際に見たり触れたり体験するのが初めてであったので大変衝撃をうけた。しかしそれと
同時に村の人達の温かさにとても感動した。言葉も通じない初対面の学生を心から歓迎してく
れたり、訪問した家庭一軒一軒ではお茶やお茶菓子を用意しておいてくれたり、暑いからと団
扇でずっと私たちを扇いでくれたり、私が興味を示したことはジェスチャーで一生懸命に伝え
ようとしてくれたりと本当にミャンマーの人達の温かさには感銘を受けた。この時味わった感
情は、決して忘れることはないだろう。そして、この体験を通じ日本人がなくしてしまったで
あろう、近所付き合い、人とのつながりや家族と過ごす時間、自然との共存などの大切さに気
づくことができたように思う。
最後に今回の植林ツアーに参加させていただけたことに心より感謝を申し上げたいと思います。
藤村先生をはじめMJETの皆様、そして現地でのサポートをしてくださいましたNature Lovers
の皆様、本当に有難うございました。毎日とてもハードな日々でしたが皆様のおかげで充実し
た時間を過ごすことができました。そして、いつか自分の植えた苗木や村の人達に会いにバガ
ンにまた戻りたいと心から思っております。
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植林ツアー体験記
パク・ジウン
法政大学法学部国際政治学科３年
今年の夏は、自分の大学生活の中で最もといえる貴重な経験ができた。それは、MJET のメ
ンバーとミャンマーの植林ツアーに参加したことである。出発までは、ミャンマーへの初
訪問という点と新しい人たちとの出会いで、すべてが楽しみであった。途上国というイメ
ージとは違い、ミャンマーの首都であるヤンゴンは、非常に発達していて驚きの連続だっ
たが、植林活動を行うバガンという地方には、何もない自然のままの様子で感心せざるを
えなかった。去年植えた木を観察したり、小学校へドネーションしに行ったり、バガンで
の初日は軽く観光的な時間を過ごした。
二日目からは、苗木の植え方を教えたもらった上、本格的に植林に入ることになった。植
林活動は、現地の村の人たち３人とグループを組み、割り当てられた場所で一緒に苗木を
植える形で進行された。三日ぐらいにかけて一人当たり約５０～７０本を植えることがで
き、すごくやりがいを感じることができた。さらに、自分が植えた苗木にネームカードを
つける作業をするときは、今は小さい苗木だとしても、この苗木が森になり、村の人たち
に、バガンに、ミャンマーに役に立てばと思った。
植林を通じて感じたやりがいが一つの良い経験であれば、もう一つの経験は、ミャンマー
の現地人の暖かさを感じ、彼らと友達になれたことである。ガイドをやってくださった方々
は無論、一緒に植林をやってくれた現地の人達とは、完璧なコミュニケーションはできな
くとも、別れが苦しいほど仲良くなれた。
バガンでの最後の夜は、村で交流会を行い、日本とミャンマーのダンスや出し物などを観
覧しながら、楽しい時間を送りました。ミャンマー人は暖かいし、自分たちへの過分な歓
迎や大愚のため、逆に自分が彼らから多く学び、慰められた気がした。たとえ、きれいな
服は着られなくとも、パソコンや電話を使えなくても、一日に電気を２時間しか使えなく
とも、彼らは誰よりも幸せそうに見えた。純粋で、素敵な笑顔で、文明に全然当ってない
彼らともう少し一緒に生活したいと思われた。あっという間だった一週間が過ぎ、そんな
彼らを後にして日本へ帰ってきた。
今振りかえってみると、ミャンマーで送った時間のすべてが夢みたいに感じられる時もあ
る。それぐらいミャンマーで出会った優しい人たち、東京では高い建物のせいで見られな
い広い空、自分の手で植えた小さな苗木は一生忘れられないと思っている。今年の植林ツ
アーに参加してよかったと本気で言いたい。
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植林ツアー体験記
水口和美
拓殖大学

国際学部３年

今回、私たちはヤンゴンとバガンの二か所に滞在し、ツアーメンバーと共に行動しました。
このツアーの期間は９日間。思い返すとあっという間ではありましたが充実した時間を過
ごし、沢山の貴重な経験をすることが出来ました。観光に交流に植林活動、小学校訪問、
本当に盛り沢山な活動でした。
ヤンゴンでは主に日本語を学んでいる学生との交流と市内観光をする機会がありました。
学生は想像以上に日本語を流暢に話していたので「ビルマ語！ビルマ語！」と身構えてい
た私にとっては拍子抜けしてしまうほどでした。
また、市内観光で夜に見たパゴダは本当に美しく、遠くから見ても存在感を放っていて圧
倒されてしまいました。
バガンでは三日にわたり植林活動を行い、その合間に小学校訪問をしたり、パゴダを訪れ
たりしました。バガンはヤンゴンとは違い、カラッと晴れ、太陽の光がじりじりと肌にき
ます。そんな中の植林活動は汗まみれになりました。ビルマ語は話せないし、理解もでき
ない。でも話せないなりに表情や身振り手振りで伝えたり、相手が言った言葉を反復した
りしているうちに、いつの間にか距離が縮まってくるもので、特に意味はないけれど一緒
に笑っていました。村人からすると、私の行動は滑稽だっただろうなと思います。
また、小学校訪問では学校の先生からお話を伺うことができ、普段の授業内容や実際の学
校生活について知ることができました。個人的に印象的だったのが村の学校にメディアル
ームがあることでした。基本的な教材や学費は国から支給されているようですが、私たち
のような外国人から寄付を受けることも多々あるようです。実際、私たちが訪れていた時
も他の外国人訪問者がいて、授業の様子を見学していました。どうりで子どもたちが外国
人慣れやカメラ慣れしているのだなと思いました。一、二年生くらいの小さな子も、カメ
ラを向ければすかさずピースをし、わけのわからない言葉を話している私たちにも怖がる
ことなく対応する。もちろん、そんな子どもたちに癒されたのですが、思い出すと未だに
少し複雑な気持ちになります。
ここには書ききれませんが、私はミャンマーで沢山のものを自分の目で見て、肌で感じる
ことが出来ました。これまで藤村さんを始めこのツアーに関わったすべての方々に感謝の
気持ちでいっぱいです。
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佐藤

ひかる

玉川大学文学部比較文化学科 1 年
これまでの私はミャンマーという国についての知識が浅く、イメージとしては貧しい、治
安が悪い、スーチーさん、という 3 つのことを思い浮かべていました。しかし現地に着い
てみると、想像以上に暮らし易い、これが現実でした。
ミャンマーの人々はとても友好的で、空港辺りから優しさに驚きま
した。現地での食事についてですが、やはり辛いもの、油っこいも
のが多いのが特徴でした。私は辛いものがとても好きなので、とて
も美味しく感じました。また、なにより美味しかったものがフルー
ツです。パパイヤを毎日欠かさず食べたことが、印象に残っていま
す。ホテルでの食事とは違い、農村での食事は抵抗がありました。
何人かお腹を壊した人がいたからです。けれど、現地の人の優しさ
を考えると、食べずにはいられませんでした。幸い、ミャンマーで
お腹を壊すことはありませんでしたが、帰国後はお腹が痛い日が続
きました。
腹痛といえば、飲料水について書かなくてはいけません。ペットボトルに入った水を飲む、
ということは当たり前ですが、農村で、ペットボトルに川の水が入っていたことが何回か
ありました。よく見て判断しないと大変なことになります。ペットボトルの水を何本かキ
ープしておく、携帯しておく、これが必要だと思います。
メインの植林はすべて含め 3 時間という結果でした。私はもっと
苗木を植える作業があると思っていたので、植林ボランティアと
しては満足ではありません。しかし、ミャンマーの人々との交流
としては、かなり良かったと思います。まったく話せないビルマ
語と、たまに英語を交えての交流です。しかし会話のほとんどは
非言語、つまり表情とボディランゲージです。
ミャンマーの人々は私を娘のように可愛がってくれました。また
いつかミャンマーに行き、次は自らの手で植林を一から行いたい
と思います。
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栗田征矢
同志社大学政策学部 3 年
ミャンマーという国について
軍事政権、経済制裁、開発途上、民主化、敬虔な仏教徒が多い、など多くの情報を以前から耳
にしていた。そして、その情報からミャンマーのイメージが自分の中で構築されており、それ
を持って現地に足を運んだ。予想通り、自分のイメージと実際のイメージは違っていた。ツア
ー参加前にベトナム、カンボジア、タイと一人旅をして、そのまま現地合流したのだが、やは
りこれらの国々とミャンマーは異なる部分が多かった。一番他の国との違いを感じたのは外国
人旅行者の少なさと夜だ。タイやカンボジアなどの観光地に行くと多くの外国人で溢れている
がミャンマーの観光地では他の国ほど人はおらず、まだ独自の色を残していた。他の国では夜
遅くまでやっているスーパーやレストランはたくさんある。しかし、ミャンマーにおいて夜遅
くまでやっているお店というのは少ないように感じた。敬虔な仏教徒が多いからか、たまたま
そういう部分を見られなかったからなのかは分からないが、少し驚いた。
植林に関して
ツアーの中心である植林。予想以上にすぐに終わってしまい、少々物足りなさを感じた。植林
の場所に到着すると、すでに深い穴が掘ってあり、苗木も肥料も水も用意されていた。人数の
多さもあり、あっという間に植林は終了し、何しに来たのか分からくなってしまった部分があ
った。自分達のためにやってくださったということは理解しているのだが、現地の人々と共に
時間をかけてやりたかったという思いがある。物足りなさは感じたものの、とても貴重な経験
ができ、現地に形として残せるものができたことに意義を感じた。
人
ミャンマーに滞在して「人」の良さに気付くことができた。ツアー開始前に一人、ヤンゴンの
環状線列車に乗った時も、植林をしていた時も現地の人の優しさを感じた。特にバガンでは少
しだけ植林を一緒にしただけの自分に写真立てや器などをくれたときは心打たれた。現地の人
だけでなく、ツアーメンバーも素晴らしかった。ふざけた写真を撮ったり、ホテルの部屋で語
ったり、一緒にふざけあって、一生繋がっていたい仲間ができた。
最後に
ミャンマーというこれから更なる発展が見込まれる土地で、大変貴重な経験をすることができ
た。また、最高のメンバーと共に一生忘れられない最高な時間を過ごすことができた。皆さん
本当に有難うございました。チェーズーティンバーデー！
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植林ツアー体験記
吉野恵
東京外国語大学ビルマ語専攻 2 年
今回の植林ツアーが私の初めてのミャンマー訪問であった。大学でビルマ語を勉強してきて、
早くミャンマーに行ってみたいという気持ちとせっかく行くなら、何か力になれればいいと
思い今回のツアーに参加した。しかし、実際に約一週間ミャンマーで過ごして「何か力にな
れればいい」そんな考え方を持っていたことに少し後悔をした。
ヤンゴンで僧院を訪問して、日本語や英語を勉強しているミャンマー人たちと交流会を行っ
た。私はビルマ語を勉強しているはずだが、思ったよりも伝わらなくて少しへこんだ。しか
し、言語が伝わらなくても、みんなで歌やダンスをすることで楽しむことが出来るというこ
とが分かった。簡単な日本語やビルマ語で会話をすることもできて人と触れ合うことの楽し
さを感じられた。
その後、バガンに移動して小学校や農村を訪れた。ヤンゴンとは異なり、高い建物もなく、
道路も舗装されていない、いわゆる発展途上国といった感じであった。私たちはこの村で植
林を行った。日本人 1 人と 3 人の村人のチームであった。しかし、ミャンマーの土はさらさ
らしていて砂っぽく、都会っ子が手際よく植林ができるわけがなかった。植林のほとんどを
村人の方々にやってもらってしまった。「あなたは気にせず休んでいなさい。」そんなことを
言われた気がした。しかし、ここで素直に引き下がるわけにもいかず、見よう見まねで苗木
を植えていった。終わるころにはみんなとも更に仲良くなっていた。
植林は思っていたよりも早く終わってしまい、他の村人とも話す時間がたくさんあった。村
では日本語どころか英語も通じない。使用される言語はビルマ語だけ。初めは、何を言って
いるのかあまりわからなかった。しかし、ここで重要なのはビルマ語の知識ではなく、話し
たいという気持ちなのだとわかった。
（もちろん、自分の言いたいことがうまく言えない時は
もどかしかったが。
）
「家族は何人？」
「年齢はいくつ？」そんな質問でもとても楽しかった。
特に盛り上がったのは、
「恋人はいるの？」と「あの人、かっこいいね！」といった内容であ
った。日本女子もミャンマー女子も考えることは基本的に変わらなかったことにとても親近
感をもってしまった。村の人達はみんな優しい人ばかりであった。家に行けば有難いくらい
に歓迎してくれ、交流会では村人全員が来てくれて、とても盛り上がった。村人の女の子と
仲良くなりすぎて村を離れるのがとても寂しく感じた。村人と植えた苗木が無事に生長して
くれるといいと思う。
ミャンマーのために何かしたいと思っていたが、今回のツアーを通して逆に教えてもらった
り、もらったものの方が多かった。そして、今回出会ったミャンマーの人たちのためにもこ
れからもミャンマーに関わっていきたいと思った。ビルマ語ももっと頑張りたいと思う。た
った一週間のツアーであったが、とても内容の濃いもので、自分の考え方が大きく変わった。
今回のツアーに参加できて本当に良かったと思う。ミャンマーの人たち、藤村会長、そして、
一緒に行った日本人のみなさん、本当に有難うございました。
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高橋孝太郎
法政大学法学部国際政治学科 4 年
植林活動は８月２８日からイン・ダイン村にて三日間行われた。小学校でセレモニーが行われ
た後一緒に植林をするペアの方々と合流が行われた。私と一緒になったペアは１７歳の少年と
その妹の１５歳の少女、またそのお母さんの３人であった。１７歳の少年が片言の英語は話せ
たものの、私は挨拶程度しかミャンマー語を勉強しておらず、コミュニケーションをとってい
くことは初めとても苦労をした。しかもペアの３人は初めて見る日本人に対して初めこわばっ
た表情を崩しておらず、村全体で溢れている歓迎ムードとは少し異なった雰囲気が私たち４人
の中では流れていた。
しかし私は何とか受け入れてもらうため、ミャンマー語のあいさつ「ミンガラーバ！」を力強
く何度も何度も繰り返して話していった。はたから見たらあいさつを繰り返すというのは奇妙
な光景なのかもしれない。だがこれによって３人の表情は次第に緩んでいき、次第に４人とも
笑顔で溢れるようになっていった。英語もなかなか通じない中で主にジェスチャーが中心で植
林活動における意思疎通が行われたが、４人はすでに打ち解けあっていたのでとてもスムーズ
に植林を行うことができたのであった。
また私のペアの 3 人以外にも多くの村人と仲良く交流する事が出来た。村人が持ってきてくれ
た飲み物を村人と一緒に飲みあったり、植林中に私の服についた植物の棘をメンバーの３人だ
けでなく周りにいた村人たちが一緒になって取ってくれたりなど、笑顔が絶えない植林体験と
なった。
また後日、村人の家にも案内されたがジュースやお菓子など様々なおもてなしをされた。決し
て裕福な生活をしているわけではないが、本当に心が温かい人たちだと感じた体験であった。
交流会の体験記
夜の交流会で私は司会を行う事になったが、バスで村に着いた瞬間から多くの人に出迎えてい
ただいた。そして交流会が開かれる会場に行ったところおよそ 500 人程度の村人の方々が来て
いただいており、その群衆にただただ圧倒された。しかし村の人達のわくわくと心待ちにして
いる雰囲気におされて私もその村人以上に楽しむ事を心掛けて司会をする事にした。
交流会はとても和やかに進んでいった。特に現地の方々の踊りに栗田君をはじめ日本の皆も踊
りに参加した事によって、ヤンゴンにいる時に行われた交流会以上に現地の人達との「調和」
がはかられたと私は感じた。
しかし一点残念だったのは私が村人に持ってきたお菓子についてであった。子供達の数が多す
ぎて私が持ってきた量ではとても足りず、村人の子供たち同士で取り合いが起こってしまって
いた。私が村人によかれと思って行った企画がもとでこの様な事になってしまいとても残念で
あった。援助する者は援助される人の実態を良く知っていなければ、その援助は意味をなさな
いと習っていたが、この事態はこれと同じような事だと私は反省している。
だが私達が最後バスに乗り込むまで村人が名残惜しそうについて来てくれた事はとても嬉しい
事であった。また村の女性 15 人くらいが私のファンクラブを結成していたらしく、交流会の最
中に多くの飴がつるされた首輪や花飾りを私に付けに来てくれた。さすがに飴はもう残ってい
ないが、この思い出は一生の宝物になった。
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飯島

瑛梨

法政大学法学部国際政治学科３年
私自身、発展途上国に赴いたのは人生で初めてでした。ミャンマーの首都ヤンゴンでは、
高層ビルが立ち並び、交通量も多かったのですが、同じミャンマーでもヤンゴンとバガン
では雰囲気から全く異なるものを感じました。バガンは、交通量が少なく、自然豊かなの
どかな地域でした。高層ビルなどは一切ありませんでしたが、私はこちらの方が住みやす
いと感じました。
植林を行う上で、現地に住む人達と一緒に作業をさせていただきましたが、お互いの共通
言語がない中、事前レクチャーと現地の人の明るさや思いやりのお陰もあり、思っていた
よりはコミュニケーションがとれた気がします。そんな素敵な触れ合いが経験できたこと
は、とても思い出深く残っています。現地の人達は、日本から来た私達に対して、感謝の
気持ちを表してくれましたし、そしてなによりも彼らが一生懸命、一本一本、苗木を大切
に扱っていたことにとても心打たれました。自分の村や国の発展のために、自らが進んで
動く、そんな場面に出会えました。村の生活を体験する際には、言葉の壁は多少ありまし
たが、それを超える、思いやりの心に心動かされた日々でした。
この植林ツアーでは、藤村さんを始めとして、神田さん、福永さん、藤本さん、Nature Lovers
Group のみなさん、日本語ガイドの方々、ドライバーの方の多大なる努力と協力があったこと
を垣間見ました。ミャンマーという国を訪れ、観光をし、植林をするといった、短期間ながら
も十分で貴重な体験ができました。玉川大学の中嶋先生がおっしゃっていたように、観光する
にも良い面と悪い面があるということを忘れてはならないと思いました。滞在中に、道端にゴ
ミが落ちている場面を何回か見かけましたが、少なくとも私達訪問者が、ゴミを捨てない、ま
た無駄な買い物をしてゴミを増やさないなど気を配ることが、マナーとして大事であると感じ
ました。
一週間の間に、MJET、Nature Lovers Group、村人、日本からの参加者、ガイドさんなど、
様々なバックグラウンドを持った方と接し、一人一人が活動に奮闘し、また楽しんでいる姿を
見れたことも大変ありがたいことでした。私自身は、もともとボランティアや観光、現地の人
達との触れ合いに興味があり、今回の植林ツアーではそのすべてが叶えられました。私達のた
めに頑張ってくださった皆様、本当に有難うございました。また、ミャンマーを訪れて、さら
なる貢献ができればと考えています。
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鈴木渉平
法政大学法学部国際政治学科 3 年
私は今回のミャンマー植林 ツアーを経て大きく 3 つの事を学ぶ事ができた。 ミャンマーへの
渡航をする前までは正直私にとってミャンマーはアジアの中でも最も想像できない国の１
つであり、また未知なる国の１つであった。
今回の旅を経て学んだことで一番大きかった事はミャンマー人の民度の高さと温かさであ
る。村に行けば村人全員が温かく我々を迎え入れてくれたし、彼らができる最高のおもて
なしをしようと努力してくれた。村人に限らず、ホテルでもそういった場面を見る事がで
きた。１つ滞在中に驚く話があった。私の友人が朝急いでいて 20,000 チャットをベッドの
上に残してその日の活動を初めてしまったのである。もちろん帰ってきたときにはベッド
メイキングが施された後で取られたか、と思っていた矢先、枕をどけるとそこには 20,000
チャットがしっかり残されていたのである。最貧国の 1 つであるこの国のホテルのスタッ
フがお金を取らなかった事に感動したのを覚えている。
一方で、都市部と農村部での経済格差というのも見る事ができた。都市ヤンゴンでは一通
りのインフラが整っているように見えたし、映画やカラオケなどの娯楽施設も多数見る事
ができた。しかし農村部バガンに行くと電線もあまり見かけないし、道路もあまり整備さ
れていない。子供たちが学校にはいかず物を売っている姿も見えた。比較的首都にも近い
バガンであの状況だと考えると、国境付近はさらに生活水準が低い事は簡単に想像するこ
とができる。
最後に私はミャンマーは、まだまだこれからの国だということを再確認することができた。
去年、軍事政権から民主政権へ移行し、自動車の数は非常に増えたと聞くし、私が ミャン
マーに着いた日には言論の自由に関する法律も整備され着々と民主化へのプロセスに入っ
た事を肌でもって実感することができた。しかし、それとは別に憲法など多くの所に未だ
軍事政権の名残が残っており、この先本当の意味での民主化は果たされるのかという疑問
に対しては全くの未知数である。また電気は国民の 4 分の 1 にしか行き届いていないとい
うインフラ的不安要素もまだ残っている。今後、日本が担うミャンマーへの支援は両国に
とって非常に重要になってくる。日本は政府、民間企業、そしてＮＧＯが一体となって ミ
ャンマーについて考え、支援をしていく事が大切だと学んだ。
最後に貴重な機会を提供してくれたＭＪＥＴの方々、ＮＡＴＵＲＥ

ＬＯＶＥＲＳの方々、

今回の旅で出会った素敵な仲間たちに感謝の言葉を残して私の体験記は終わる。

ちぇ ーずー てぃん ばーでー！
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八城明弓
拓殖大学国際学部２年
とにかく自分の目で途上国を見てみたい、自分の行った感想を持ちたい。今注目をされて
いるミャンマーを語れる人になりたい。その気持ちから今回植林ツアーに参加をすること
を決めた。植林活動自体が初めての経験だった私は、植林をするということがはっきりと
思い浮かべることが出来ないまま現地を訪れた。村を訪れてみると、村人が事前に穴を掘
っていてくれ、苗もその穴の横に置いていてくれた。私達は村人が掘っていてくれた穴に
苗を置き一緒に土を被せるだけだった。だからこそ、村人への感謝の気持ちは強くより一
層この苗木がしっかりと育つように丁寧に植えなくてはという気持ちで植えることができ
た。
ミャンマーの人々は暑さのせいか、車などから見るだけでは仕事をしっかりとやらず寝て
ばかりに見えた。しかし、実際に現地の方々と話すと「人を見た目で判断してはならない」
という言葉の通り、相手に対して思いやりがあり勤勉である人々が多いと感じた。その様
に感じた理由として、私自身が日本人であり現地の人々にとっては異国の地の観光客に 見
えたからだとも思う。しかし、日本で外国人に対する日本人の対応を見ているとミャンマ
ー人は思いやりがある対応をしてくれていると感じる。例えば、実際に村人と接している
とミャンマー語が喋れなくて、伝えたいことが言えなくても途中で話を止めずに最後まで
付き合ってくれた。現地の Nature Lovers Group の皆さんはすぐに疑問や興味を持つ私に
対して多くのことを分かりやすく説明してくれた。私がミャンマーを訪れて一切ホームシ
ックや日本に帰りたいと思わなかった理由として現地での人々との出会いが一番の理由で
あると帰国後の今でも感じ、お世話になった皆さんへの感謝の気持ちは計り知れない。
参加の理由でもあるが、ミャンマーについて自分の感想を持ちたいという点では、正直一
度ではわからない点が多いことを発見した。しかし、軍事国家だったというイメージが強
いミャンマーを、私は現地に行ってその様に堅苦しいイメージで見たことが一度たりとも
なかった。軍事国家とは何かと考えると北朝鮮などを思い描いてしまいそれと比べるとま
た違うとも思うが、人々の生活様式や町での姿を見る限り堅苦しさは一切感じない。特に
ヤンゴンの僧院で出会った現地の大学に通う女性が Facebook のアカウントを所持してい
たことに対して私はとても驚いた。そして、・Nature Lovers Group と MJET の活動を見て
いても軍事的制圧はないと感じた。それよりも、パゴダなどの存在から仏教徒としてのマ
ナーが多いと感じた。
「ミャンマーってどのような国？」私は帰国してから、周りの人に聞かれることが多い。
その時、私はいつもこう答えるようにしている。
「 暑くて日本にいるときよりも体力を使う。
だから料理も脂っこくて甘い物はとにかく甘いから体力が持つ。日本人はミャンマー人の
努力の仕方を見らなうべきであり、愚図愚図していると追い越されてしまう。」など話すよ
うにしている。私は本気でこのように思っているし、この気持ちは訪れたからこそ生まれ
たものだと感じている。だからこそ多くの人々にミャンマーに行ってもらい自分の感想を
持ってほしいと感じている。
最後に、このツアーで MJET ・Nature Lovers Group、他大学の皆さん、同大学の皆さん、
ミャンマーでお世話になった人々、多くの関係者の方々に対する感謝の気持ちは一生忘れ
ずこれからもこの気持ちを大事にしていこうと思っている。植林ツアーとは、ただ植林を
するだけではなくその活動から多くの出会いや発見ができる場所だと、今回のツアーで感
じることが出来た。
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佐藤

千穂

玉川大学文学部比較文化学科１年
今回植林ツアーに参加を決めた理由は、夏休みに何かしたいと考えていたところ授業で植
林ツアーがあるということを伺い、説明会で前年度の植林ツアーの様子を写真で拝見して
私も参加してみたいと思ったからです。実際に参加してみて植林ツアーとは言っているも
のの、観光や現地の方との交流もあり、参加して本当によかったと思えることばかりでし
た。また、今後大学で学んでいく上で自分の興味があることに１年という早い時期に触れ
ることができたこともよかったと思います。
植林ツアーという名目でミャンマーを訪れるため、現地で植林を行う時間が多いのかと思
っていましたが、決してそのようなことではありませんでした。私の想像では、最初に穴
を掘るところから始めるのかと思っていましたが、村の方々があらかじめ全ての穴を掘っ
ていてくれて、苗木も１本ずつ置いてあり私たちは植えるだけというものでした。そのた
め植林にはほとんど時間がかかることなく、植林のパートナーの方々とのコミュニケーシ
ョンを楽しむ時間が多くありました。私のパートナーは４人いましたが、皆さんとても優
しく接してくださり、言葉が通じない私にジェスチャーで様々なことを教えてくれました。
また、パートナーの方々が自分の名前や顔を覚えてくれるのか少し不安を感じていたので
すが、私を見つけると名前を読んでくれてとても嬉しく思いました。
植林以外にも村の家庭を訪問したり、観光に行ったりなど様々な経験をすることができま
した。観光として多くのパゴダを訪れましたが、私が最も印象に残っているのはパゴダの
上に登り、そこからサンセットを見ることができるパゴダです。高い建物は１つもなく、
多くのパゴダが広がっているその景色を見ながらのサンセットは素晴らしいものでした。
日本では決して見ることのできない景色を見て感動したのは、私だけではないと思います。
約１週間のツアーではありましたが、１日１日が濃く充実した毎日でした。私がこのよう
に感じることができるのも、ＭＪＥＴをはじめとする周りの方々のおかげだと思っていま
す。短い間ではありましたが、多くのことを学ぶことができたので、それを今後に繋げて
いけたらいいと思います。
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三木

大地

同志社大学政策学部 3 年
8 月 25 日～9 月 2 日の約 1 週間にわたる、MJET の植林ツアーに参加することができ、本
当に良かったと感じている。また、MJET の学生の皆様、藤村会長を含む先生方、現地の
方々にも感謝を申し上げたいと思っている。今回のツアーに参加する以前は、
「 ミャンマー」
という国に対するイメージは、ほとんど持っていなかった。しかしながら、実際に、この
未知なる国に足を踏み入れることによって、様々な感動を得ることができた。以下に、ミ
ャンマーで印象に残った 2 点；植林、生活について記す。
このツアーのメインの目的でもある植林は、二日間にわたって行われた。現地の 人達と一
緒に植林を進めたわけであるが、想像以上にスムーズに作業は軌道に乗り、想定されてい
た予定時間よりも、かなり早く作業自体は終了することができた。現地の人達との協力を
通して、たくさんの苗木を植えることは、なかなか良いものであったと思われる。しかし
ながら、彼らが素手で植林を行っているのに対して、私たちは軍手などの作業道具を身に
着けていることに対して、少し申し訳ない気がした。彼らは、私たちのこの行為に対して、
どう思っているのだろうか、と考えてみたが、答えを出すことが少し難しい質問であると、
我ながら感じた。
次に、生活面について記す。生活面とは、今回の報告書では、衛生面という風に定義した
いと思っている。私たちは、バガンの村で、昼食や夕食をご馳走になった。私の個人的な
意見として、我々日本人にとっては、他国において、
「 運ばれてくる水が大丈夫であろうか」、
「この食べ物は食べることができるのか」等と、考えてしまう癖があると思われる。しか
しながら、今回のツアーを通して、このような心がけは大事であることを、私は学んだ。
私は、最初の 3 日ほどは、何も気にせずに、出された物を完食していたが、その結果、高
熱に見舞われ、食中毒と診断されてしまった。現地の医者に診断してもらったことは、楽
天的に考えれば、貴重な体験であるので、そのような風に捉えているが、多くの人達に迷
惑をかけて申し訳なかった。他国に赴いたときは、現地の人々と同じように食をし、生活
することは必要であるとは思うが、体調の自己管理をすることは更に必要なことであると
感じた。
以上が、私が今回の MJET でのミャンマー植林ツアーにおいて感じたことである。今回の
ツアーを通して、多くのことを学ぶことができ、また、様々な人々に出会えたことは、最
高の宝物であると思われる。本当に感謝している。
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鈴木 美紀
慶應義塾大学総合政策学部３年
私は今回、ミャンマーを訪れるのは２回目であり、ミャンマーに一度行ってからすっかりミ
ャンマーの魅力に取り憑かれてしまい、今や一番大好きな国です。ヨーロッパや他のアジア
の国にも行きましたがミャンマーほどの感動はなかなか得られませんでした。今回もまたこ
の MJET のツアーに参加させて頂き大変嬉しく思います。
さて、ミャンマーのツアーに参加する前は、ただ植林をして終わりにするのではなく、自分
なりにしっかりとした問題意識を持ちつつ、アイディアの発見もアンテナを張って行い、今
自分の学んでいることと何かしらリンクさせたい、と思っていました。SFC 出身のマザーハ
ウスの山口絵里子さんはバングラデシュのジュート（麻）という素材を使って、鞄のブラン
ドを立ち上げ、フェアトレードとしてではなくあくまでデザイン性でバングラデシュの鞄を
売るということをした方です。たまたま、大学でデザイン言語を勉強しており、何か一方的
な援助とは異なった国際協力を行いたいと考えていた矢先に山口さんの著書に出会いました。
ミャンマー人は大変素晴らしい文化や精神を持っています。それを上手くデザインし、何か
少しでも役に立ち、協力出来ることに繋がらないか、と常に考えツアーを進めていきたいと
思いました。私はあくまでも今あるミャンマーの良さを、観点を変えて上手く発信できるも
のが見つけられたら、と思いました。とにかくアウトプットの機会にしたかったのです。
実際のツアーでは毎日スケジュールがびっしりアレンジされており、とても中身の濃い一日
でした。パゴダを見たり、学校を訪問したり、村での交流会のための出し物の練習をしたり、
と盛りだくさんでした。このようなスケジュールが可能なのは藤村さんを初め、現地の Aung
Din さんその他大勢のミャンマーの方々の協力のおかげだと改めて感じました。
また、メインの植林活動としてはパートナーの村人と一緒に植林し、そのあと村の生活を体
験しました。そして最後に歌や出し物を通しての交流会。この過程を通してミャンマーの村
人達と信頼関係を築くことができました。やはりこの信頼関係がないと村人もそこまで植え
た苗木を重要視しなくなってしまうと思います。しかし今回は一緒の時間を通してより多く
のものを共有し、感じることができたので大変良かったと感じました。交流会の最後にはみ
んなで歌ったり、踊ったりしたことは今でも忘れられません。あの一体となった空気感。な
かなか日常では感じることはできないと思います。そして、ミャンマーの人々は日々を精一
杯力強く生きています。この生命力に溢れるミャンマー人の生きる姿勢。それと黄金の輝き
で人々を惹きつける神秘的なパゴダ。きっと人々にとっては欠かせない、心を安らかにし、
自分と向き合える場であると思いますし、私にとってもそのような場所です。
この２つが今の私に多大な影響を与えてくれましたし、ミャンマーの他の国にない大きな魅
力だと思うのです。これからもミャンマーに継続的に植林活動などを通して関わっていきた
いと思うと共に、より多くの人にこの国の魅力を伝えていきたいとも思っています。また同
時に日本人としてのアイデンティティ、どのように自国を発信していくか。という問いも大
きく浮き彫りになったのも事実です。大変色々なことを考えさせられました。
最後にこのツアーで出会ったメンバーに深く感謝します。MJET のメンバーはもちろんのこと
初めてお会いした他大学の方々、藤本先生とお話しできたのは貴重な経験となりました。み
38

なさんとお話しすることで新たな気づきが得られたり、自分にとって刺激になることが多々
ありました。これはとても幸せなことです。有難うございました。そして最初に私がミャン
マーに行く前に立てた目標の半分は達成できたと思います。ぼんやりとしたイメージからフ
レームワークくらいは形成できたからです。まだまだ思考のプロセスは続きそうです。

植林ツアー体験記
宮内 彩
法政大学法学部国際政治学科 OG
2012 年 8 月 28－30 日、ミャンマーのバガンにある In Daing 村にて、植林作業を行いまし
た。
初日は私一人に対し三人の村の人達が付いてくださり、10 本ほどの木を植えました。
手順としては、村の人達が事前に掘ってくださっていた穴に苗木を入れ、土をかけて軽く固
めるというものです。私のパートナーは三人とも男性だったので、力仕事は全てやっていた
だいてしまったのですが、苗木を穴に入れるのは必ず私にやらせてくださり、その優しさと
思いやりに感動しました。
二日目は、男性方は新たな穴を掘ってくださっていたため、女性や若い方々と一緒に植林を
行いました。私は新たに年配と中年の女性、若い女の子の三人をパートナーに植林を行いま
した。初日と同じくらいの苗木を植え終え、持参したミャンマー語の本を頼りに会話をしま
した。とても楽しく、充実した時間でありましたし、些細なことにも気を配り、私たちをと
ても大事に扱ってくださる村の方々の優しさに胸打たれました。
三日目は農村体験ということで、10 以上のお宅に伺ってお話をし、もてなしを受けました。
どのお宅でも沢山の食べ物、飲み物を出してくださったり、ご家族総出で歓迎してくださっ
たり、牛車に乗せていただいたり、本当に貴重な体験をさせていただきました。彼らの住ん
でいる家は主に植物素材で作られていて、風通しがよく過ごしやすそうでした。勿論私たち
の暮らしから考えれば不便なことも多いでしょうが、ご近所仲良く助け合って生活を営んで
いるんだなということが伝わってきて、日本の村や町にはない人の繋がりや温かさを強く感
じました。
ミャンマーに行く前は、自分ごときが苗木を数本植えたところで何が変わるのかという考え
も少しあったのですが、実際に体験してみてそれは完全に覆りました。確かに国単位で見れ
ば小さなことなのかもしれませんが、村の人達にとって日本の学生が訪れ、苗木を植え、交
流をするということがどれ程非日常且つ大きなイベントであったか、重要なことであったか
肌で感じることが出来ました。加えて自分が与えたもののなんと小さなことか、彼らに与え
られたもののかくも大きいことかということを思い知りました。あの三日間は私にとって一
生忘れられない大切な思い出となりました。
何年か経って、私たちと村の人達の絆の証であるあの小さな苗木がどれ程成長しているか是
非自分の目で確かめたいですし、村の人達ともまたお会いしてお話したいと強く思いました。
それまでには挨拶以外のミャンマー語を練習したいです。
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谷田部紗也加
法政大学法学部国際政治学科 2 年
私が今回植林ツアーに参加した動機は、民主化が始まりメディアでも取り上げられつつある
ミャンマーという国の生活・文化を直接見て知りたいと思う共に、植林活動を通じてミャン
マーの農村部の生活の支援に貢献したく思ったためです。実際にミャンマーを訪れると、都
市ヤンゴンでは、農業国であるイメージとは違い、人や交通の活動が活発で道路沿いには食
べ物や生活用品を売る出店が密集しており、皆忙しそうに生活を営んでいる様子で、ミャン
マーが発展途上国であることを実感しました。また、植林活動の拠点となるバガンは、広い
乾燥地帯一面に広がる神秘的な自然や遺跡が顕在しており、ヤンゴンほど経済活動が発展し
ている様子はありませんでした。しかし、村の学校の子供たちの授業を受ける姿は日本の学
校と変わらず、またＮＧＯの井戸が作られていることなどから、教育支援や農業開発の支援
の行き届いている様子が所々で見受けられました。現地で活動をするにあたって深く印象に
残ったことは 2 点あります。
第一に、僧院の学生やバガンの In Daing 村の人々と会話や交流会、植林活動を通して触れ合
えたことが印象深かったです。僧院では、日本語を学ぶ同世代の女子学生とミャンマーと日
本の生活について日本語で会話しましたが、とても日本語が上手で感心しました。おすすめ
のミャンマー料理や若者の間で流行している動画などを教えてもらいとても充実した時間を
過ごしました。短い時間でしたが、たくさん会話ができて楽しかったです。植林活動では数
人の村の人と組み一緒に一つ一つの苗木を植えましたが、現地の人と一緒に活動することで
より貢献したいという気持ちが深められることを感じた貴重な時間でした。農村体験では村
の人々が温かく家に出迎えてくれ、牛車に乗って村中を走り回ったり、豆やトウモロコシの
お菓子をごちそうになったりしました。身ぶり手ぶりや会話帳を駆使して家族を紹介しても
らい、農村の人々との関係が深まったように思います。
第二に、ミャンマーの文化に触れることができたということです。僧院での交流会では、水
祭りの踊りで歓迎を受けたのですが、ミャンマーの色鮮やかな伝統衣装を着た少女たちの笑
顔が素敵でした。植林ツアー中にはシュエダゴン・パヤー、アーナンダ寺院、ミンガラー・
ゼティなど多くの遺跡を観光しましたが、特に、日の入り時にミンガラー・ゼティのテラス
から眺める大地と遺跡群の影がとても神秘的で、静けさの中、気持ちを自然と一体化させ、
雑念を除くということを経験しました。また、裸足で寺院に入るという規則や街の所々でお
供え用の花が売られていたりする様子は仏教国ならではと思いました。ミャンマーの食事で
は、テーブルいっぱいにミャンマー風カレーでトマト・ビーフ・魚が具になっている数種類
のカレーやてんぷらなどのおかずが盛られた皿が沢山並びますが、どれもお米に合う味でお
いしさのあまり食が進みました。
最後に、今回参加した植林活動ではミャンマーで植林をすると共に現地の文化・人びとと交
流する機会があり、私にとって忘れられない貴重な思い出になりました。ミャンマーが経済
的・政治的に発展した後も、ミャンマーの人々の温かさ、自然や遺跡は残り続けて欲しいと
思います。
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橋口

司

拓殖大学国際学部 4 年
今回この植林ツアーに参加し、始めてミャンマーに行きました。私自身ケニア生まれのケニ
ア育ちで、ミャンマーの雰囲気がどこか懐かしい感じでした。ちょっと前まで軍事政権だっ
たとは思えないほどヤンゴンの町並みは活気に満ち溢れていて、想像とは違いました。ミャ
ンマーの人々は明るく接しやすい人が多かったです。村での植林や交流会も活気と熱気に満
ち溢れておりミャンマーの人々の力強さを感じました。ミャンマーで目についたのは、ヤン
ゴンの市内を走る大量のトヨタの中古車でした。ミャンマーの地であれほど多くの日本車を
見られるとは思っていませんでした。中国や韓国の車の方が多いのではと来る前までは思っ
ていました。ミャンマーの人々の日本製品のイメージは、質が高い物であり値段も高くなか
なか手が出せない物であり、韓国や中国製品は、日本には劣るが値段が安いので買っている
という感じでした。タクシーの運転手になぜ韓国車や中国車じゃなくて日本の車を使ってい
るのかと質問したら、日本車は古くても丈夫で長く使えると言われました。日本の技術力の
高さを改めて感じました。
バガンはヤンゴンとはまた違い、乾燥地帯で、川や池が干上がった跡が目につきました。ヤ
ンゴン周辺では田んぼや多くの緑を見ることが出来たがバガンは草や木も多くなくどちらか
と言えば砂漠に近い感じがしました。また、ヤンゴン周辺にはあまりなかったヤシの木を多
く目にしました。ヤシの木は村でも見られ、ヤシの木からジュースや砂糖菓子、お酒を造っ
ていました。こういったバガンの荒れ地を見て改めて植林の重要性を感じました。自分たち
が村の人々と植えた木々が成長し、いつの日かそれが林と呼べるようなモノになっていた時、
自分たちが村の人々とした事を誇りに思えると思いました。
また、日本に帰って来て感じた事もたくさんありました。ケニアから日本に来た時に感じた
事を思い出した感じでした。日本がどれほど満たされた国であり、平和な国だと言う事に改
めて気づかされました。ミャンマーが幸せな国ではないと言っているわけではないのですが、
まだ小さい子供が一生懸命お土産を売る姿を多く目にしました。またヤンゴンのマーケット
近くなどには物乞いもいました。物乞いや小さい子供が働いているのを見るとやはり途上国
だと感じました。働いている子供がいたかと思うとベンツに乗っている若い男性も見ました。
格差が目に見えて分かるそんな感じでした。最初は日本語でしつこく売りに来る子供達を見
て複雑な心境でしたが、マーケット内で無邪気に仕事を忘れてふざけている姿を見た時はな
ぜか安心しました。
ミャンマーは民主化により多くの外国資本が入り町並みも変わりました。しかし、インフラ
整備はまだまだであり、格差などの目に見える問題もまだ多くあります。しかし、日本を含
め多くの外国資本が入る事でミャンマーはこれから成長していくと感じることが出来ました。
このツアーに参加した事は私にとって大変良い経験となりました。また機会があればミャン
マーを訪れたいです。その時はミャンマーも大分変っている事でしょう。
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植林ツアー体験記
張 喬淨
拓殖大学国際学部３年
8 月 25 日～9 月 1 日までという短い期間でしたが、MEJT 植林体験ツアーに参加してよかった
と思います。ミャンマーという国については、最近のニュースでも話題になっていて一度行
って見たかったところです。正直なところ、初めはこのツアーのメインである植林に対して
あまり興味はなく、ただミャンマーに行ってみたいという思いで参加しました。
短い期間で植林など、やるべきことが多く、結構ハードなスケジュールで大変でしたが、リ
アルなミャンマーをこの目で見て、感じることが出来たことが良かったと感じます。In Daing
村の人たちとの植林やふれあいの際、村人たちが私たちの植林がスムーズに進められるよう
準備をしていてくれたことや、植林の際、軍手や衣服に付いたイガイガした植物を素手でと
ってくれたこと。あだ名をつけて呼んでくれたこと。植林という活動を通して、村人たちと
仲良くなれてミャンマーの人の温かさを感じました。また、パゴダなどを観光できたのも楽
しかったです。パゴダに上って、上から見下ろしたバガンの景色や、静かに色が変わる空と
夕日を見て言葉にならないくらい込み上げるものがあり、感動しました。いつまでも居たい
と思いたくなるくらい綺麗な景色でした。雨季の為か虹も多く見れて、日本とは違うミャン
マーの空の景色がこのツアー中の楽しみでもありました。緑豊かなバガンの素敵な面も、そ
んな緑の中に捨てられたゴミというショックな面を知り、これは、これから改善し、意識し
ていかなくてはならない問題なのではないか、せっかくの緑の多く残る国なのだからとも思
いました。
また、バガンにある小学校を訪れた際に見た教育の現状。教科書が児童一人一人に配られて
いること、学んだことが直接生活に結びつくようになっているということ。農業という授業
があって、環境に適応するためのプログラムがあることを知り、予想以上に小学校の教育面
では進んでいるようにも感じました。白と緑に統一された制服にタナカやアクセサリーなど
で個性を出している児童たちが、可愛らしい笑顔を向けてきてくれたことは印象に残ってい
ます。しかし、中学まで進学できる地域もあればない地域、高校・大学への進学率の低さを
考えるとまだまだ教育面で改善していかなくてはならない点が多いことも感じます。また、
飲み水が雨水などの溜め水であったりすることも衛生面から考えると衝撃的でした。緑は多
いですが土の感じから見て乾燥している地域でもあるように感じ、問題点が色々思い浮かぶ
中、自分にできることは何かと考えた時、なかなか思い浮かばなかったことがショックでし
た。このツアーを通して、まだまだ勉強していかないといけないとも思いましたし、もっと
色んな所に足を運んで実際に見て感じていかないと、いけないなとも感じました。
植林ツアーを通して、ヤンゴンみたいに発展してビルなどの建物があるところから、バガン
のように大きな建物もなく、緑豊かなところもあるミャンマーを知れたことは、自分にとっ
て学ぶ点が多く、これからの自分にとって良い刺激になりました。旅立つ飛行機から見たミ
ャンマーの豊かな自然がとても、綺麗で心に残りました。
最後に、約一週間貴重な体験をさせて頂き、本当に有難うございました。
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植林ツアーに参加して
市野

剛己

玉川大学文学部比較文化学科１年
今回、授業の先生の勧めで、植林ツアーに参加した。行く前は、ミャンマーという国が、
どのような場所なのかわからず不安であったが、終わってみればとても楽しいツアーであ
った。特に、植林を通しての村人との交流と観光はとても印象深いものだった。
村人と植林する機会は２回あったが、どちらも思い通りに話すことは出来なかった。しか
し、村人はとても好意的に私に接してくれ、とても気楽に植林することができた。また、
農村生活の体験では、たくさんの家を回ったが、私のことを１つ１つの家がたくさんのお
菓子やジュースで歓迎してくれた。１つ１つの家にいる時間は短かったが、ジェスチャー
などで色々な人とコミュニケーションがとれたことは嬉しかった。その後の交流会でも村
人全員が歓迎してくれた。村人がとても喜んでくれたことは良かったが、私がやれたこと
は木を植えたことくらいだったので、こんなにも歓迎してくれたことに対して少し申し訳
ない感じがした。
観光では、どのパゴダもとても綺麗でびっくりした。特に静寂の中で、パゴダの上から見
た夕日は、私を言葉では表現できないような気分にさせた。また、頑張って登ったポパ山
の風景はとても自然を感じられる良い風景だった。
今回のツアーは私が、国際協力について考え、ミャンマーのことを知れる良い機会になっ
た。このような機会を作ってくださった MJET の藤村先生や現地でお世話になった人た
ち・一緒にツアーに参加した人たちに感謝申し上げたい。
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植林ツアー体験記
室田

美鈴

東京大学新領域創成科学研究科環境学系
国際協力学専攻修士 1 年
私は今回初めて植林を行った。今まで私は植林とは、ある程度技術を持った人たちがその
時に見合った木を植えるものだという印象を抱いていた。しかし今回学生として植林ツア
ーに参加させていただいて、植える木の種類であったり、植える場所であったり、植林の
方法といった技術面ももちろん大切であるが、その木を地元の人が大切に育ててくれるか
ということの方がより重要であるということを学ぶことができた。
今回のツアーでは、植林がメインのテーマであったがそれ以上に村の方との交流を計る機
会が多かった。それは私たち学生にとってとても貴重な体験であり、新鮮で刺激的なもの
であったが、それ以上に植林した木への愛情を村民や私たちに植え付けることにもつなが
っているのだと感じた。
今回のツアーを通じて、植林以外にもさまざまなプログラムを体験することができた。私
はミャンマーに行ったのも初めてだったので、今回のプログラムでミャンマーという国の
魅力を十分に味わうことができた。ヤンゴンの発展やバガンの遺跡群の壮大さを体感する
ことができた。ミャンマーという国のさまざまな面をうかがうことができ、とても刺激的
であった。
また私は大学院で国際協力について学んでいるので、今回途上国の農村や学校を訪問し、
先生方に質問できる機会をいただけたことが、私にはとても印象的だった。一般に学校へ
の訪問やインタビューを行うのはアポイントメントや通訳といったさまざまな問題がある
ため、なかなか個人の旅行や少人数でのボランティア活動では行うことができない。しか
し今回は藤村先生と現地パートナーの人達の尽力によって、学校訪問や寄付の現場を拝見
することができとても興味深いツアーだったと思う。
今回のツアーはただ植林をするだけでなく草の根の活動を体験することができ、開発学や
国際協力についての学習を体験しながら学ぶことができたことが私はとてもうれしかった。
私は途上国に行ったことがなかったので、今回のツアー参加によって研究に対する熱意や
モチベーションを高めるいい機会となった。また先生方の今までのご経験の話を伺うこと
もでき、とても刺激的で将来を考えるきっかけとなった。
現在、ミャンマーは民主化に向かって進み出そうとしており、新たな国として動き出そう
としている勢いのある国である。そのような国の今を体感することができたことは貴重な
経験になったと思う。植林を通じて、さまざまな経験をすることができた。学生だからこ
そ、感じることができる素人目線での途上国の感覚や草の根支援のありかたについての考
えを巡らせることができてとても充実し、先につながる体験となった。
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植林ツアー体験記
渡辺

啓

拓殖大学国際学部 3 年
私は今回で海外に出かけるのは 3 回目になりますが、アジアへの旅行は初めてでした。今ま
では、イギリスやアメリカといった先進国にしか言ったことがなかったため、ミャンマーの
ようなこれから発展していく国に触れられたことは自分にとって大きなものになりました。
現地の人々との初めての交流はヤンゴンの僧院の人たちでした。そこでは、日本語を学びた
い学生との歌や踊りでの交流会が開かれ、またその後の会話など充実したものとなりました。
自分とヤンゴン大学に通っている彼らとの勉学に対する意識などに差を感じ、同じ大学生な
のにいかに自分が怠けているかまじまじと感じることになりました。しかしながら、今回彼
らとの交流によってそのことに気づけたことには、自分の中で貴重な体験になりました。
27 日からはこのツアーの主な活動拠点である、バガンに移動しました。バガンは様々なこと
がありツアーにおいて最も深い思い出ができました。3 つの村の学校に行きましたが、どの
小学校の子供も楽しんで勉強をしているのが見られました。MJET の支援の一つとして、教
科書や鉛筆などの贈与がありました。この活動で少しでも多くの子供が勉強できる環境を作
ることができるのだと思います。
今回のツアーで初めて植林を体験しましたが、思ったよりもあっという間に終わってしまっ
たというのが率直な感想です。スケジュールの問題で仕方ないのかもしれませんが、ネーム
プレートと穴を掘る作業が省かれてしまったので村人との共同作業が苗木を植える作業だけ
になってしまったのは少し残念でした。しかしながら、その後の農村体験では村人たちから
の温かい歓迎を受けて、村人の生活の様々な側面を見ることができました。また、交流会で
は素晴らしい踊りや歌を見聞きし、こちらから披露することで村人との距離が近づきました。
ミャンマーの様々な場所を巡り、パゴダなどのミャンマーの歴史的・文化的価値を見ました
が、今回のツアーを通して、その土地に生きる人々の魅力を直に感じることができたのが何
よりの収穫でした。また、ツアーに参加したメンバーとも、サッカーや観光、交流会そして
植林など様々なことを共有できたことは素晴らしい思い出になりました。
MJET さんのおかげで、私はミャンマーの実情を触り程度ですが知ることができ、知識と実
際の体験とのギャップを感じることができました。今後も何かしらの形でミャンマーや
MJET に関わりを持ちたいと思いました。
最後に藤村さんたち引率の先生方や現地でサポートしてくれた Aung Din さんをはじめ現地
パートナーの皆さん、そして学生メンバーの全員に深く御礼申し上げます。
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植林ツアー体験記
光達由菜
法政大学法学部国際政治学科 3 年
今回、ミャンマーにおける植林ツアーでは、バガンでの植林活動、村の家庭訪問、夜のイ
ベントと３つの大変貴重な体験をすることが出来ました。まず、バガンでの植林活動につ
いてです。植林活動を開始する前に、ツアー一行はこれまでの植林活動で植えた苗木の成
長ぶりを視察に行きました。場所によってかなりのばらつきがあり、雨の降らない熱帯の
環境ゆえ枯れてしまっている苗木もありました。しかしながら、
「藤村フォレスト」と呼ば
れている場所では苗木が立派に成長して目の前一面を覆っており、以後始まる活動に向け
てモチベーションを高めることが出来たと思います。
そんな中始まった植林活動は、村人の方々からの全面的な協力を得て行われました。私の
場合は、３人の女性の方々が付き添ってくれ、既に掘ってもらっていた穴に次々と一緒に
苗木を植えていきました。彼女達が話すビルマ語は殆ど理解出来なかったため、コミュニ
ケーションにおいて不安もありましたが、お互いに身振り手振りを交えて何とか問題なく
進めていきました。熱い日射しが照りつける中での活動でしたが、彼女達がいつも暑さに
よる疲労を心配してくれるなど、あたたかくサポートして下さったので励みになりました。
彼女達と共に植えた木々がいつか村一帯に大きく成長して豊かな緑をもたらしてほしいと
強く願っています。
次に、村の家庭訪問についてです。案内役の方についてもらい、10 軒以上の家庭を訪問さ
せて頂きました。全ての村人の方が家庭訪問に名乗り出て下さったというお話を伺った時
は、驚きと感謝の気持ちで胸がいっぱいになりました。家庭訪問では、全てのご家庭でお
菓子や飲み物を用意して大歓迎して下さいました。各家庭には短い時間しか滞在できませ
んでしたが、調理場や寝室などプライベートな場所を覗かせて頂くことで、彼らがどのよ
うに日々生活しているのかを感じ取ることが出来ました。どの家もシンプルなつくりでし
たが、室内は勿論エアコンもないのに風通しも良く、暑い地域でも人々が知恵を絞って生
活している様子が垣間見えました。
最後に、夜のイベントについてです。ミャンマーの子供達の踊りや我々日本人の歌・ダン
ス・マジックを披露し合い、交流を深めました。植林活動や家庭訪問で仲良くなった方々
ともこの時再会しましたが、最後の機会だったため、互いに別れを惜しみました。
「日本に
戻らないで、この村の人になりなさい」とおばあさんに言ってもらえたことは強く心に残
っています。短い時間しか共に過ごすことは叶いませんでしたが、常に我々とまっすぐに
つながろうとしてくれる彼等の姿勢から学ぶことは多々ありました。日本よりもずっと貧
しいはずなのに人々の顔はずっと活き活きしていて、日本が「発展」と共に失ったものを
未だに持っている様子には羨ましささえ覚えました。このツアーを通して、ミャンマーと
いう国やそこに住む人々にますます興味が湧きました。数年経って、今回の植林が成長し
た頃にまた訪れてみたいと思います。最後になりますが、ツアーに関わった全ての皆様に
心より御礼申し上げます。素晴らしいツアーをどうもありがとうございました！
46

植林ツアー体験記
成川

由華

法政大学法学部国際政治学科 3 年
今回の植林活動を振り返ったとき、不思議と辛かった思い出というものが少ない。
しいて言うならば、暑かったということである。あの暑さのせいで、少々やる気が失われ
てしまったが、このような辛い思い出をはるかに超える収穫を私は手に入れることができ
た。それらの収穫の中から、３つを挙げたい。
まず一つ目、村人の家を訪問したことにより、
「開発」とは何かという疑問を得ることがで
きたことだ。ほんのわずかな期間しか彼らの生活を見ることができなかったが、 私には彼
らの生活が貧しいものとは思えなかった。もちろん私たちのような生活と比べてしまうと、
明らかに彼らの生活水準は低く、衛生状態も良いとはいえない。だからイン・ダイン村の
ような村を NGO や国連の機関が開発の対象とすることも十分に理解できる。しかし、彼ら
の生活はそこに根付いているものであり、開発をしていくことで、今ある彼らの穏やかな
ライフスタイルを壊してしまうのではないか、本当に開発をしていくことは正しいのかと
疑問に思った。
二つ目、この植林活動は現地の人の理解と協力が必要であるということ。当時植林活動を
予定していた一つの村での活動が中止になってしまったことを考えると、この植林活動は
村人の理解の上で成り立っているのだということを再認識することができた。また、植林
活動をすることで彼らの生活環境を改善してあげるという上から見た活動だったが、現地
の人と一緒になって活動したことにより、そのような考えは間違っているものだと気付い
た。援助する側・される側関係なしに、お互いが協力しなければどのプロジェクトもうま
くいかないのだと知った。
三つ目、
「一期一会」という言葉の意味を噛みしめることができた。今回この植林活動に参
加したことにより、日本にいたときには想像できなかった出会いを果たすことができた。
イン・ダイン村の人達の優しさや明るさは、今まで見たことのないもので、私にはとても
新鮮だった。彼らと過ごした日々は、人生の中でほんの少ししかならないだろう。しかし、
彼らと出会えたことで、私の人生は豊かなものになることができた。
そして最後になってしまったが、このような素晴らしい機会を与えてくださった MJET や
Nature Lovers の皆さんをはじめとした多くの方々に感謝したい。
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植林ツアー体験記
持田 玲
拓殖大学国際学部３年
初めてミャンマーを訪れた。東南アジア特有のゆったりとした空気が漂う国であった。雨季と
いうことであったが、首都ヤンゴンは思ったほど暑くなく、猛暑の続く日本の方が暑いと感じ
た。ヤンゴンは車もたくさん横行していて、ホテルや大きな建物が目立つ。しかし、植林を行
うために訪れたバガンは、気候も景観も全くヤンゴンとは異なっていた。まず、とにかく暑い。
日差しがいてつく。空気も乾燥していて土埃が舞っている。そして、舗装されていない道が多
く、コンクリートの建物も見当たらない。拓けた土地の中に、たくさんのパゴダが点在してい
る。そんなバガンにすっかり魅せられてしまった。
植林活動と農村体験で、イン・ダイン村を訪問させてもらった。農村体験では、どの家もぜひ
来てほしいと名乗りをあげてくれたそうだ。それを聞いて、村の人達の優しさと、今までの活
動で築いてきた関係の深さを感じた。その好意に応えるためにも、２人１組となって村の家々
をまわり、全ての家にお邪魔させてもらった。村全体は、碁盤の目のようになっていて、同じ
ような造りの家が立ち並んでいる。私たちだけでは、迷ってしまいそうだ。道は舗装されてお
らず、砂のままである。乾燥した砂が歩くたびにサンダルの中に入ってくる。また、この村に
は車がない。あっても自転車、よくてバイクだ。そのため、水汲みや物資を運ぶためには牛車
を用いるので、それぞれの家には必ずといっていいほど牛がいる。道にはその牛たちの糞がよ
く落ちているので、足元に注意して歩く必要があった。
家は高床式になっていて、屋根には何の葉か、わからないが大きな葉を乾燥させたもので覆っ
てある。室内はそんなに広くなく、一部屋だけの簡素な造りである。壁には家族や親せきの写
真が貼ってあり、この村の人たちが、人との繋がりや家族の絆をどれほど大切にしているかが
伝わってきた。また、家の周りには、雨水をためておくための甕がいくつか置かれている。村
人はそれを飲み水にしている。訪問先で、私たちも水を勧めてくれたが、さすがに飲むことは
出来なかった。もてなしてくれる気持ちに応えらないことが、心苦しかった。この村の人の温
かさは随所で感じた。家に着けば、涼しいからこっちに座りなさいと促され、うちわであおい
でくれた。しきりに「エーデー（涼しい）」と話しかけてくれ、伝統化粧のタナカを塗ってもら
い、終始和やかに過ごすことができた。
植林活動は２～３人の村人とペアになって行なう。既に穴が掘られていて私たちは置いてある
木を埋めるだけだった。その穴はかなり深く掘られていたので、かなりの時間を要したのでな
いだろうか。重労働を覚悟していた私は、なんだか拍子抜けしてしまった。手際良くどんどん
木を植える村人に合わせて土をかけていく。英語がわからない村人とのコミュニケーションは
ジェスチャーを交えながら行なった。
ミャンマーの人、特に村の人達は一様に優しく私たちを受け入れ、もてなしてくれた。彼らに
近づきたくて、ビルマ語がわからない私は無謀ではあるが日本語で話しかけ続けてみた。日本
語とビルマ語の奇妙な会話となったが、なんだか楽しくお互いよくわからずに笑っていたこと
を覚えている。ミャンマーはニュースでのイメージとは異なるとてもあたたかい国であった。
貧しくはあるが、人達は活気に満ちている。子ども達は目上の人を敬い、人達は家族や親せき
を大切にし、他者への優しい心遣いに溢れていた。経済発展とともに、村の姿は変わるだろう。
しかし、人達の優しさは変わらずにいて欲しい。
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植林ツアー体験記
岩崎 那奈
玉川大学 文学部比較文化学科１年
「日本以外のアジアの国に行ってみたい。」私がこの植林ツアーに参加しようと思ったのは、
この小さな気持ちからでした。ですが、この小さな気持ちからこんなにも大きな思い出を
得ることになるとは、ミャンマーに着くまでまったく予想もしていませんでした。私がこ
こまで今回のツアーを楽しめた、自分にとってとても意味のあるものだと感じることがで
きたのは、たくさんの人との関わりがあったからです。
一番多くの時間や楽しさを共にしたのは、やはり同年代の大学生、大学院生の方々です。
様々なところに観光に行き、交流会の準備、練習をするなどして徐々に親しくなっていき
ました。移動中のバスでの会話やホテルでの寝るまでのおしゃべり、これらは今回のツア
ーの中で欠かすことのできないイベントであったと心から感じています。
次にお世話になった方々ですが、それはＭＪＥＴやＮＡＴＵＲＥ ＬＯＶＥＲＳの皆様です。
ミャンマーに行くまでやミャンマーについてから、そして帰ってきてからも様々なフォロ
ーをしてくださいました。そのおかげで、特に困ったこともなくミャンマーから帰ってく
ることができました。また、多くのことを教えてくださいました。静寂の尊さや、ミャン
マーがいかに希望を持った国であるかということ、これらは日本では得ることのできない、
肌で感じることのできる学習であったと思います。
そして、このツアーの中でもっとも自分に影響を与えてくれた人は、なんといってもミャ
ンマーの人達です。目が合うと、
「 ミンガラーバー」とあいさつをしてくれるホテルの人や、
無邪気な笑顔で手を振ってくれるちびっこ、植林やお家訪問の時にこれでもかというぐら
い親切にしてくれる農村の人達は今でもすぐに思い出すことができます。ですが、その一
方で市場や観光地で物売り、物乞いをしていた子供・大人も決して忘れることはできませ
ん。
大学１年生の夏というこの早い時期にミャンマーを訪れたことによって、これから大学で
何を学びたいのか、自分は何に興味があるのかを改めて考えるきっかけとなりました。自
分の植えた苗木の写真が送られてくるたびに、様々なことを思い出し考えることができそ
うです。短い間でしたが本当に有難うございました。これからの、自分の苗木の生長やミ
ャンマーの発展がとても楽しみです。
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植林ツアー体験記
森一平
玉川大学文学部比較文化学科１年
私が今回の植林ツアーで学んだことはなんであろう。沢山あるうちの一つを挙げたいと思
う。まずは言語を超えたところで気持ちが通じたり、楽しめたりすることができる、とい
うことだ。
植林の時に感じたことである。日本語も英語も通じなかったけれど、間違いなく植林とい
う目標に向かって言語を超えた先でつながることができたと思う。その後植林自体はすぐ
に終わり、お話をしたところ、言語が通じなくても盛り上がる話題はどこの国でも同じで
あるということが分かった。それは、２日目の訪問した村でも、植林をした村でも、
「彼女
いるの」という話題で盛り上がり、楽しめたからである。特に、植林をした村は、言語も
通じなければ、性別も違ったため、正直何を話せばいいかわからなかった。だが、盛り上
がることができてほっとした。その際に言葉が通じたことに対する喜びを感じることがで
きた。日本では感じることのできない貴重な体験をすることができたと思う。もっとたく
さん植林をしたかったと思う。
その後、訪問や交流会の際、たくさんのお土産をくださった他、おもてなしをしてくれた。
訪問の際、牛車に乗ったことが私にとって、とても印象的だった。たぶん一生できない経
験をしたと思う。他にも自分の名前を植林のメンバーの人達が覚えていてくれたことが私
はとても嬉しかった。私の名前は外国の方々にとって覚えにくく、発音しづらいらしい。
しかし、彼女らは覚えてくれた。発音もうまかった。私の名前をうまく発音できない外国
人はかなり多いので、正直とても意外だった。アジア圏だと発音しやすいのかもしれない。
イッペー、イッペー、と大人も子供もかわいがってくれた。そんなこんなで村の人達とは
だいぶ打ち解けたと思う。別れの時は寂しかった。もっと一緒にいたかった。
今後私個人にできることはなんであろうか。
募金か、寄付か。他に何があるのだろうか。私には正直分からない。考えてみると一人で
できることは限られていると思う。だからこそ、ＭＪＥＴなどの団体があるのだろう。
私たちの大学の先生は、現地で、
「 旅行費を全額募金したらもっと植林できたのではないか」、
とおっしゃったら、
「このツアーで学んだことや活動、実際のこの国の様子などを周りの人
たちに伝えて、次につなげていくことが大切だ。それがツアーの代金以上の価値がある」
と言われた、とおっしゃっていた。
私も今のところそれがベストアンサーであると思う。答えはまだわからないけれど、これ
以上の考えが浮かんだら実践してみたいと思う。
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植林ツアー体験記
石田景子
東京大学新領域創成科学研究科環境学系
国際協力学専攻修士 1 年
今回、人生初のミャンマーで人生初の植林を行いました。正直、出発直前までミャンマー
の治安や政治情勢の混乱が気になっており、期待と不安で何とも言えない気持ちでした。
しかし、今ミャンマーでの一週間を振り返ってみると、楽しいことばかりが思い出され、
またぜひ行きたいと思わせてくれるような魅力あふれる国でした。
色々と楽しいイベントが多かった今回のツアーですが、やはり最も印象的なのは村の人々
と行う植林です。普段は植林どころか、まったく外に出ない生活を送っているので、屋外
での長時間作業は不安な面もありました。また、村の人々は基本的にビルマ語しか話せな
いと聞いていたので、コミュニケーションの面でも多少心配ではありました。しかし、い
ざ始めてみると、村の方々の手際のよい植林で私が出る幕はほぼなく、気づいたら大 量の
苗木が見渡す限り植えられていました。そして、心配だった村の方々との交流も、笑顔と
ジェスチャーで楽しく過ごすことができました。植林後の村のお祭りでは一緒に植林をし
た村の方からおかしや木製の器をいただきとても感激でした。一緒にいた時間はわずかで
すが、村を出発するときはとても離れがたかったです。
また、オプションのイベントとして、村の小学校の校長先生や教師の方々にインタビュー
する機会を与えていただきました。これまで海外の学校を訪問したことがなかったので、
どのようにインタビューを進めていくか悩みましたが、当日は親切な先生方や通訳さんの
おかげで 3 時間以上という長時間のインタビューにもかかわらず、楽しくかつ有意義なも
のとして終わらせることができました。途上国の学校というと設備が整っておらず、大勢
の子供たちが少ない教科書で勉強しているといったイメージを持ちがちだと思います。し
かし、今回私が訪問した小学校では、確かに理数科用の教材や図書館等の設備はありませ
んでしたが、その分課外授業に時間を使い自然の中から学びとる姿勢を大切にしておられ
るようで、特に授業を教えるにあたって問題はないとのことでした。子供たちもみな元気
いっぱいで、私がうかがった時は、みな大きな声で楽しそうに英語の教科書を音読してい
ました。彼らの素直で明るい笑顔がとても印象的です。
終わってみればあっという間の一週間でしたが、その中身はとても濃いものとなりまし
た。植林・小学校訪問の他にも、日本語を勉強している僧院の学生との交流会や植林地の
村でのお祭り等、忘れられない思い出がいっぱいです。ぜひ、また機会があればミャンマ
ーを訪れたいと思います。
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11．植林ツアー後記
藤村建夫
ミャンマー日本・エコツーリズム会長
今年の植林ツアーは、これまでとは以下の点で顕著に異なっていた。
１） 学生 28 名を含む、32 名という、今まででもっともたくさんの参加者があったこと
２）村人が総出で植林と交流会に参加して大歓迎をしてくれたこと
３）参加者が 141 農家の全てを家庭訪問したこと
In Daing 村では、当初、200 本を植林する計画であったが、Tu Thein Kan 村での村人間の調
整がうまくいかず、植林が延期されたことによって、In Daing 村に 1000 本を植林することに
なった。このため、急遽、最初の 200 本を植林する傍ら、新たに 800 個の穴を掘ることになっ
た。
大人の村人が 120～150 名も参加されたので、ツアーメンバー一人にパートナーが 3 名以上が
つくことになった。あらかじめ穴が掘ってあるので、4 つのグループ毎に植林する場所を決定
し、
「よーいドン」でスタートし、あっという間に、ノルマの植林が終わった。日本人の参加者
からは、あまりに早く植林が終わったので、ちょっと拍子抜けしたような感じを受ける人が多
かったようである。村人達は慣れた手つきで、どんどん植林していくので、参加者からは、も
う少し、自分達で植林をしたかったとか、仕事の分担を決めてから全員で植林するように段取
りをするべきだとの指摘がなされた。
1000 本の植林が比較的早く完了したことから、観光する時間に余裕ができ、多くの寺院、パゴ
ダ等の遺跡やショッピングをする時間にも余裕ができた。ヤンゴンへの帰路は、初めて貸し切
りバスに搭乗した。乗り心地は大変素晴らしく、朝ホテルを出てからポパ山に行き、昼食を済
ませてから、ネピドー経由でヤンゴンに向かった。途中の休憩所で夕食をとり、ホテルにチェ
ックインしたのが、夜の 11 時であった。このコースが良かったかは、リビューが必要である
が、明らかに経済的には経費をかなり節約することが出来た。
今回は、法政大学の長谷川先生のゼミ、拓殖大学の藤本先生のゼミから多くの学生さんが参加
された。長谷川先生は、私事のため、バガンの植林ツアーには参加されなかったが、藤本先生
には参加していただき、実際のツアーを体験していただいた。
「全体としては、盛りだくさんの
プログラムになっており、参加者が楽しめる行事や活動が多く、他に例を見ないユニークなプ
ログラムである」と、確信された。来年以降も大学のゼミナールの先生と学生さんの参加を一
つの参加型として継続したい。
参加した学生さんの内訳は女性が 19 名、男性 9 名となっており、女性が圧倒的に多いのが特
徴であるが、参加者全員が大変満足して帰国された。自分で自分の苗木を植林することを徹底
したので、数年後に見に行きたいという人も多くなった。この方法で今後とも植林を継続する
のが良いと思われる。多くの参加者と村人との交流が素晴らしく、心温まる楽しいものであっ
たため、今回の植林ツアーはとても楽しい思い出深いものとなった。
最後に、参加者の人数が多いと、経費の精算に非常に時間がかかり夜遅くまで作業が続いたの
で、来年度以降は、参加者が帰国した後、事務局スタッフはもう 1 日ヤンゴンに滞在して精算
業務をする必要があるという教訓を得た。
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付録 １．植林ツアー参加者

参加者：32 名 （内訳：MJET 関係者 4 名；学生・院生 28 名）
学年

氏名

所属大学、学科

学部 3 年

山田彩也香

東京外国語大学、ビルマ語学科

学部 2 年

吉野恵

東京外国語大学、ビルマ語学科

学部 3 年

鈴木美紀

慶応大学、総合政策学部

学部 3 年

栗田征矢

同志社大学政策学部

学部 3 年

三木大地

同志社大学政策学部

修士 1 年

室田美鈴

東京大学新領域創成科学研究科環境学系国際協力専攻

修士 1 年

石田景子

東京大学新領域創成科学研究科環境学系国際協力専攻

学部 4 年

野田悠将

法政大学法学部国際政治学部

学部 3 年

亀山未夢

法政大学法学部国際政治学部

学部 3 年

パク・ジウン

法政大学法学部国際政治学部

学部 4 年

高橋孝太朗

法政大学法学部国際政治学部

学部 3 年

飯島瑛梨

法政大学法学部国際政治学部

学部 3 年

鈴木渉平

法政大学法学部国際政治学部

宮内彩

法政大学法学部国際政治学部

学部 2 年

谷田部沙也加

法政大学法学部国際政治学部

学部 4 年

光達由菜

法政大学法学部国際政治学部

学部 2 年

成川由華

法政大学法学部国際政治学部

学部 3 年

水口和美

拓殖大学国際学部

学部 2 年

八城明弓

拓殖大学国際学部

学部 4 年

橋口司

拓殖大学国際学部

学部 3 年

張喬淨

拓殖大学国際学部

学部 3 年

渡辺啓

拓殖大学国際学部

学部 3 年

持田玲

拓殖大学国際学部

学部 1 年

岩崎那奈

玉川大学文学部比較文化学科

学部 1 年

佐藤ひかる

玉川大学文学部比較文化学科

学部 1 年

佐藤ひかる

玉川大学文学部比較文化学科

学部 1 年

市野剛己

玉川大学文学部比較文化学科

学部 1 年

森一平

玉川大学文学部比較文化学科

OG
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MJET 会長

藤村建夫

ミャンマー日本・エコツーリズム

MJET 理事

神田道男

ミャンマー日本・エコツーリズム

MJET 会員

福永喜朋

(NPO)ソーラーエナジー普及促進協会理事長

MJET 監事

藤本耕士

拓殖大学教授

Myanmar 側パートナー参加者
会長

U Aung Din

The Nature Lovers Group

職員

Daw May Khin

The Nature Lovers Group

会長

Daw Thin Thin Yi

Myanmar Japan Buddhist Youth Association

幹事

U Lin Naing

Myanmar Japan Buddhist Youth Association

学生

Ko Htet Min Thu

Myanmar Japan Buddhist Youth Association

学生

Ma Ti Da

Myanmar Japan Buddhist Youth Association
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付録２

Itinerary in Myanmar for August25--September 2, 2012
Leave

8/25
Sat

Narita/
Kansai

Arrive

PM

10:30 by TG641 at Narita to arrive at 15:30
Bangkok/
11:45 by TG623 at Kansai to arrive at 15:35
Yangon

8/26
Sun
8/27
Mon

AM

Practice of entertainment shows (dancing,
singing, etc.)
Yangon

Bagan

8/28
Tue

06:15 by Air KBZ arriving at 07:35
Sightseeing in the Bagan area
11:00 Observation of planted trees
in Thant Sin Kyae village
08:00 Sight seeing of some temples
10:30 Tree-planting in In Daing village

8/29
Wed

08:30 Tree-planting in In Daing village

8/30
Thu

08:00 Tree planting in In Daing village
11:00 “Village household visits”

8/31
Fri

Bagan

Yangon

9/01
Sat

Yangon

Bangkok

9/02
Sun

Bangkok Narita
Kansai

2 Sept. 2012

17:50 by TG305 to arrive at 18:45
14:00 Exchange programme with MJBYA

Overnight stay
Yangon
Asia Plaza Hotel
Yangon
Asia Plaza Hotel

21:00 Visit Shwedagon Pagoda
14:00 Briefing on the dry zone
1600 Observation of planted trees in East Phar Bagan, Thazin
Saw village;
Garden Hotel
18:00 Sunset observation
14:00 Friendship football match at Thant Sin
Kyae village
Bagan, Thazin
Garden Hotel
14:00 Sightseeing of several temples,
Sakura Hotel and Lacquer ware shop
20:00 Practicing dancing
15:00 City tour and shopping in Bagan

Bagan, Thazin
Garden Hotel
Bagan, Thazin
Garden Hotel

Exchange programme (In Daing village)
08:30 Check out Thazin Garden Hotel & leave 15:00 Leave Popa for Yangon by chartered
Yangon
for Popa, lunch at Popa Mt. Resort Hotel
Highway Bus
Asia Plaza Hotel
23:00 Checking in the hotel in Yangon
09:00
Visiting
buildings
that
Japan Free
supported: Bridge, Stadium, Hospital
19:45 by TG306 to arrive at 21:40
(To stay in flight)
23:50 by TG642 for Narita
11:00 City tour in Yangon
23:30 by TG622 for Kansai
To arrive at 08:10 in Narita airport
To arrive at 07:00 in Kansai airport
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付録 3．写真集

世界仏教徒瞑僧院で MJBYA との交流会

日本語学生との交流

MMJBYA の女子学生の踊り

橋口さんの手品ショー

日本語学生との交流

交流会を終えて
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シュエ・ダゴン・パゴダを参拝

パートナーNature Lovers のアウン・デイン夫妻

シュエ・ダゴン・パゴダを参拝

林業省の専門家からのブリーフィング
57

タン・シン・チェ村の小学校で文房具を贈呈

植林の仕方についての実演

村人と一緒に植林

マンゴーチームの村人と一緒に

村人と一緒に植林

皆で村の農家を訪問
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苗木に名札のラベルを付ける

皆で村の農家を訪問

夕闇に包まれたバガンの遺跡

2008 年に植林された木々

ポパ山に向かう途中でゴマ油を絞る牛と一緒に

2009 年に植林された木々
59

ポパ山中途の丘に上って

2010 年に植林された記念の森(藤村の森)

