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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 24 日から 9 月 1 日まで 

参加者 学生 23 名、社会人 8 名、計 31 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 1664 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. 「農村生活体験訪問」を通じて、農家を訪問し、その生活環境

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  

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 Shwe La Min 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、25 日朝食後、全員が歌と盆踊りの練習を

行った。 

 

植林ツアー参加者 31 名（男性 15 名、女性 16 名）は、In Daing 村の人々と一緒に

1664 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 農家の多くを訪問して歓迎されたことは、特筆すべきこ

とであった。 

 

また、ヤンゴンに戻ってから、日本の協力で設立された中央林業開発訓練センター

を訪問することができた。建物完成からすでに 20 年以上を経て、古くなってきてい

るが、大切に使用されていることが伺われた。 
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１ 植林ツアー実施の概要 

                               平田經倫 

(1) 日程概要：実施期間 2013 年 8 月 24 日（土）から 9 月 1 日（日）まで  

 24 日（土）：移動（東京/大阪/福岡発－インチョン－ヤンゴン：大韓航空利用） 

（ニュー・アヤール・ホテル） 

 25 日（日）：Dhamma Vihara 僧院 

瞑想に関する説法と実行（30 分間） 

交流会出し物の練習 

日本語クラス学生等との「ミャンマー＆日本 親善交流会」 

       ：シュエダゴン・パゴダ 参拝 

 26 日（月）：移動（ヤンゴン－バガン：Air KBZ）（タジン・ガーデン・ホテル） 

      ：既植地の視察（タン・シン・チェ村、イースト・パッ・ソー村） 

      ：乾燥地植林の現状（講義） 

      ：パゴダ夕景の鑑賞 

 27 日（火)：イン・ダイン村  

既植地の視察 ・ 植林（約 1,360 本） 

 28 日（水）：イン・ダイン村 

植林（約 260 本） ・ パゴダの視察（同村 郊外） 

       同村の若者とのサッカー試合（20 分ｘ２） 

 29 日（木）：イン・ダイン村概要等の聴取（村長ほか）と村内世帯の訪問調査 

      ：視察（サクラホテル、漆器工場） 

      ：村人との交流会（イン・ダイン村集会場前） 

 30 日（金）：移動（バガン－ポパ山－ネピド－ヤンゴン：高速バス利用）  

（ニュー・アヤール・ホテル） 

   31 日（土）：中央林業開発研修センター（CFDTC）視察 

        ：ボーヂョーアウンサン市場視察 

        ：移動（ヤンゴン－インチョン：大韓航空利用）  

    １日（日）：移動（インチョン－東京／大阪／福岡着：大韓航空利用） 

 

(2) 既植栽木の生育状況 

 タン・シン・チェ村 

 小学校構内の既植地について、目視により調査した。調査した既植木の樹高

は、チーク４ｍ（植栽年 2009 年）、メザリ（タガヤサン）2.5ｍ(2009)、タマ

ル（インドセンダン）５ｍ(2008)～８ｍ(2007)、スウェ・タウ（和名不詳・

マメ科・学名：Bauhinia acuminata）４ｍ(2008)、インマ（和名不詳・セン

ダン科・学名：Chukrasia tabularis）３ｍ(2009)、ユーカリ（種小名：カマ

ルドゥレンシス・以下、同じ。）4.5ｍ(2011)～９ｍ(？)、セイン・バン（鳳

凰木・火炎樹）５～７ｍ(2008) であったが、当然ながら、同一樹種でも植栽

場所の局所条件により生長に差が生じている。 



4 

 

 バガン地域は、この時季は、雨季の始期に当たるが、村人が天水とともに生

活用水を頼っている村外れの貯水池は底を突きそうな状況で、植栽木に人工

灌水を要するこの時期には、厳しい状況と思われた。 

 昨 2012 年２月、Association for Solar Energy Promotion（代表：福永 MJET

会員）により設置された太陽光発電装置は順調に稼働しており、電気は小学

校の職員室と講堂の照明に使用されている。  

 

 イースト・パッ・ソー村 

 既植木の生育状況は、タン・シン・チェ村とほぼ同様であった。目視による

樹高は、チーク４～６ｍ(2010)、ユーカリ６ｍ(2010)である。村の奥にある

広場の脇のユーカリの 1 団地は、生長が良好（樹高 10ｍ程度）であったが、

土中のモグラの穿孔により一部枯損したという。この箇所は、以前、村のゴ

ミ捨て場であったとのことで、植栽時に有機質が豊富であったことが窺われ、

モグラの侵入は、土壌生態系の復活を示唆している。 

 

 イン・ダイン村 

 当村には、昨 2012 年に初めて集落の入口付近（小学校の近辺）に植林された。

活着状況は概ね良好であるが、上木のない陽当たりのよい場所であり、灌水に

費やされた村人の多大な労苦が窺われる。樹高は、コッコー（アメリカネムノ

キ）１～３ｍ、ユーカリ１～２ｍ、インマ１～２ｍである。 

 村の貯水池は、タン・シン・チェ村以上に貯水量が少なく、厳しい状況とな

っていた。なお、当村には、木村ノブオ氏（故人）の乾燥地における給水事

業への貢献を記念して、2010 年２月に設置された掘抜き井戸(Tube-well)施設

があり、深刻な水不足の際に使用されるとのことである。 

 

(3)  植林活動 （イン・ダイン村） 

 植林はイン・ダイン村においてのみ行った。 

  同村は、戸数 142 世帯・人口 750 人で、近隣の村の中では大きな方である。 

   植栽箇所は、村の入口の門を右に見て、広場から道路を 200ｍばかり進んだ地

点の道路左側に接する１団地で、面積約 0.7ha、起伏の少ない場所で、前生樹

が点々と保残され、村人により既に植穴が掘られていた。また、植栽木を家

畜の食害から守るため、周囲は鉄条網のフェンスで囲まれていた。 

 保残木は、シャー（アカシアアセンヤク・学名：Acacia catechu）とタナウ

ン（和名不詳・学名：Acacia leucophloea）が主で、他に目に付くような径

の伐根も見られなかったことから、地拵え前には、両樹種等の他には中高木

はなく、区域内の大方は灌木と草本が占めていたと思われる。 

 植栽地の土壌は、地表直下から厚い砂の層で、少量の粘土を含むように見え

たが、わが国の森林土壌におけるような層位（Ａ層・Ｂ層）の区分は出来ず、

地表の有機物層も薄かった。また、植栽地内には、谷筋は見えず、表土が動
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いた形跡もなく、安定した林地であると見受けられた。 

 植穴は、約 1.8ｍ間隔で、一辺約 40cm の正方形に、また、深さ 30cm 以上に空

けられ、その底面中央に、直径 15cm 深さ 20cm の円筒状の穴（ポット苗を差

し込む。）が穿ってあった。 

 時季は乾季の終期に当たり、土地が極度に乾燥して土は堅く固結しており、1

人日で作業できる植穴掘りは 20 個程度ということであり、植栽地全部の作業

を行うには、延べ 80 人日を要したことになる。 

 植林作業は、ツアー参加者を４グループに分け、それぞれの分担区域を定め、

各人に村人２～３人の介助者を付けて行った。 

 27 日午前には、ツアー参加者の寄付に係る植樹（32 名分・160 本）を団地の

入口側から行い、午後には、山口メモリアル・フォレスト（寄付者 27 名分・

1,200 本）を団地の中・奥部に行った。さらに、28 日午前には、大口寄付者

の分（6 名・220 本）とツアーに参加できなかった小口寄付者の分（５名・35

本）の植付けを残余の区域に行った。  

 苗木は全てポット苗で、Nature Lovers が手配して、植付当日には植栽地に搬

入されており、Aung Din 氏が植列ごとに樹種を定めて、村人に指示して各植

穴の箇所に配置した。また、肥料は家畜の糞を乾燥させたものを予め植穴の

中に置いてあり、植え付ける際に一度掘り上げて、ポットを据え付けた後に

その周囲に散布し、その上に覆土した。 

 植栽した苗木は、コッコー、タマル、マジー（タマリンド）、ユーカリ及びダ

ハッ（和名不詳・チークノキ属・学名：Tectona hamiltoana）等 11 樹種・1,615

本である。更に MJET の寄贈 49 本の苗木を追加して、合計 1664 本を植林した。 

 各区域とも、植付け完了次第、村人により植穴への灌水が行われた。 

 2007 年の MJET による協力開始以来の植栽本数は、今年分を含めて合計 6,603

本となった。 

インダイン村に植林した樹種別本数 

樹種名 日本語名称 植林数 

Eucalyptus ユーカリ (ｶﾏﾙﾄﾞｩﾚﾝｼｽ) 390 

Magyi タマリンド 100 

Tamar インドセンダン 305 

Dahat 不詳（チークノキ属） 125 

Pyinkado ピンカド・ビルマ鉄木 296 

Yinmar 不詳（センダン科） 132 

Kokko アメリカネムノキ 140 

Teak チーク  32 

Yaytamar 不詳（英名：Indian Ash）  25 

Ingyin 不詳 フタバガキ科 ペンタクメ属  83 

Mezali タガヤサン・鉄刀木  36 

合計  1664 
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(4) 交流活動ほか 

 ヤンゴンの僧院及びイン・ダイン村の２箇所で交流会を開催した（25 日

午後及び 29 日夜）。僧院では日本語クラスの生徒のほか、僧院付属の学園

の児童が参加した。演技は、日・ミ交互に行い、演技が終了し児童が退出

した後、日本語クラスの学生を少人数グループに分け、その中にツアーの

メンバーが加わって、意見・情報交換を行った。イン・ダイン村における

交流会（演技）も同様であったが、村人総出かと思われるほど盛況であっ

た。 

 農村生活体験コースとして、同志社大学学生（同）を中心として、イン・

ダイン村長及び同森林経営委員長から、彼らの任務、村の現状及び課題等

について聴取し、その後、学生による農家訪問を行った。  
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＜既 植 地 の 現 況＞ 

 

   タン・シン・チェ村 チーク          同  ユーカリ 

 

 

 

イースト・パッ・ソー村  ユーカリ他    同 混植地（チークほか） 
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       イン・ダイン村  コッコー           同 

 

                    

         イン・ダイン村植栽箇所 

 

  

植付け作業              植付け・灌水 完了  
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２．植林日誌 

(1) Mango グループ 

   

班長 

 

今回の MJET 植林ツアーでは、ミャンマーのバガンにあるイン・ダイン村に約 1600

本を植えた。イン・ダイン村には、昨年も植林活動を行っており、今回は規模を大

きく広げての活動となった。活動は８月２７日から２９日にかけての３日間をかけ

て行い、たくさんの村人からの協力を受けながら、日本人参加者１人１人が村人と

共に行った。ここからは、日程に沿って１日毎の活動を振り返っていく。 

 

８月２７日（植林活動１日目） 

 ８：００ ホテル出発 

 ９：００ イン・ダイン村到着、セレモニー 

    ―植林活動（約１時間）― 

 １２：００〜１４：００ 昼食、休憩 

    ―植林活動（約３時間）― 

 １８：００ 村出発 

 この日は 1 日を通して約１４００本を植えた。とても暑く、炎天下で長時間の

活動となったが、マンゴー班のメンバーは体調を崩す人は出なかった。それぞれ

が村人とコミュニケーションを取り、笑顔が溢れる活動となった。 

 

８月２８日（植林活動２日目） 

 ９：００ イン・ダイン村到着 

    ―植林活動（約１時間）― 

 １２：００〜１７：００ 昼食、サッカー交流 

    ―ラベル付け（約１時間）― 

 １９：００ 村出発 

 ２日目となるこの日は、前日に植え残しておいた約２００本を植えた。植林本

数が少なかったため、前日に比べ、のんびりとした活動となった。メンバーは 1

人が体調を崩してしまい活動に参加できなかった。他のメンバーにも疲れが抜け

切らない様子が見られたが、活動に関しては余裕が伺えた。午後にラベル付けを

行い、これで活動はほぼ終了となった。 

 

８月２９日（植林活動３日目） 

 ９：００ イン・ダイン村到着 

    ―ラベル付け（約１時間）― 

 

 活動最終日となるこの日は、同志社大学を中心とした村人への生活調査を行う
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人々を抜いたメンバーで、前日の残りのラベルを付ける作業を行い、短時間で終

了した。 

 

 ３日間という短い期間ではあったが、班のメンバーそれぞれが慣れない作業、慣

れないコミュニケーションの中、活発で明るい様子で活動を行っていた。「村人が積

極的に活動していて、自分たちはあまり力になれていない」というような意見もあ

ったが、こんなにも笑顔の溢れる活動となったのは、1 人 1 人のコミュニケーショ

ンが村人と通じた結果であろう。植林活動はもちろん、多くの笑顔を生んだことも、

とても意味のある活動であったと思っている。   

 

 

（2）Melon グループ 

班長 

 

今年私たちは、In Daing 村で植林を行いました。2 日間かけて合計 1600 本ほどの

苗を植えましたが、村人が事前に苗を植える穴を掘ってくれていたり、植える苗を

種類ごとに穴の横に用意してくれていたため、植えた時間だけをみれば 3 時間ほど

であったと思います。私たちのグループの一人が当日体調を崩してしまい、また

MJET の方が植林全体の現場監督に回ったため、実際は植林班長の康麻美を中心と

して、同志社大学と拓殖大学の学生 5 人で協力し合って植林を行いました。 

 

In daing 村は、バガンで私たちが宿泊した Thazin Garden ホテルからバスで約 1 時

間のところにありました。バスから降りると、多くの村人が歓迎してくれ、花の首

飾りをかけてくれました。バスから徒歩数分のところに植林場があり、そこでは既

に多くの村人が植林のための準備をしていました。植林の苗を植えるための穴は村

人が事前に掘ってくれてあり、肥料もかけられていました。その穴の横に、植える

ための苗を置いていってくれていました。大分村人たちが前準備をしてくれていた

ようで、植林といっても、穴にある肥料を一旦掻き出し、コンポストを覆うビニー

ルを剥ぎ、それを穴に入れて肥料や土をかける、というものでした。一つ当たりの

作業は 1 分～2 分程度であったと思います。グループ各々が事前に決めた担当の列

を村人 1 人～2 人と一緒に行い、終わればまだ終わっていない列や場所を植林して

いき、皆で同じ時間力を合わせて植林に取り組みました。植林が終われば村人と皆

で集合写真をとりました。また終わって休憩していると私たちに三角形の甘いお菓

子や水を持ってきてくれ、とてもうれしかったです。 

 

植林の際に難しかった所は、グループに割り当てられた個人用の苗を植える範囲が

地図と実際とで違っているとの話を聞き、結局どこに植えるのが正解なのかいいの

かわからなかったことです。各々が自分の植えた場所を覚えておくことである程度

解決できましたが、いざ植林を始めると、時間も余り、まだ終わっていない穴もあ
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ったため、規定の 5 本を超える数を植えてしまうメンバーが私含め多く、しっかり

ルールを意識して植林に取り組む必要があると思いました。 

 

ミャンマーの方は積極的に植林をしてくれるので出番が少なかったなぁという話が

出たのと、積極的にしてくれるけれど手順が事前に知らされていたものよりシンプ

ルになっていたので、それを訂正することができなかったことの 2 点が主に挙げら

れます。また水遣りの時、苗がかなり上の方まで水没するくらい水を与えていたの

で、弱ってしまわないか不安になりました。全体を通して、グループ皆真面目に楽

しく植林ができていたので良かったと思います。 

 

 

（3）パパイヤ・グループ 

    

班長                     

 

去年に引き続き二回目の植林でしたが植える本数は前回より多く、それに伴う活動

時間も多かったです。逆にそのお陰で村人達と一緒にコミュニケーションをする時

間を取れたので一緒の時間を少しでも長く共有することはお互いを信頼することに

繋がるのだと実感しました。またグループ分けされていることでチームとして早く

植えていこうという士気が高まったのでチーム分けして植林することは非常に良か

ったと思いました。ペアは村人と組むのでバランスも取れていました。植林をして

いて前回に引き続き感じる事はなんと言っても本当に一生懸命一緒に植林し、こち

らを気遣ってくれたり、笑顔で接してくる村人達の優しさに本当に感動しました。

初対面にも関わらずこんなに最初から受け入れてくれるのが凄く嬉しかったです。 

 

このように植林活動が我々の押しつけがましい一方的行為にならないのも Aung 

Din さんを始めとする Nature Lover の皆さん、MJET の会長である藤村さん方が事

前に万全の体制で事前準備をしているお陰だと思います。心から感謝致します。ま

た、植林をするだけでなく交流会やお宅訪問をしたりして、お互いを理解しようと

するベースがあってこそこのように植林活動が相互利益としてきちんと機能するの

だと改めて実感しました。植林活動のときの記憶は鮮明に覚えています。村人の笑

顔、笑い声、私たちのミャンマーという国に対する思い。色々な思いと一緒に植林

をし、この木がミャンマーと日本の絆になるよう願いを込めました。これからもず

っとミャンマーとの関わりが途切れないよう継続した活動を行っていきたいです。

そしてそのためにはもちろん現地の村人達の協力が必要なのでこのあともコミュニ

ケーションをなるべく積極的にとっていきたいと思います。 

 

そして、パパイヤチームで一緒だったメンバーにも心から感謝です。お陰で素敵な

仲間と貴重な経験をし、ミャンマーへの思いを深めることができました。また一緒
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にミャンマーへ行き、今年植えた木を見に行けたらいいなと思っています。私たち、

そして村人と一緒に植えた木がすくすくと育ちますように。そして、日本とミャン

マーの友好関係が末永く続きますように。 

 

 

（4）パイナップル・グループ  

 

班長                              

 

２日間に渡って、バガンの In Daing 村で植林活動を行った。Pineapple Group の植林

班長藤村を中心に、村の方々の協力もあり、スムーズに植林を行うことができたと感じ

ている。 

 

８月２７日 

午前中から植林が始まり、午前中は一人５本の木

を植えた。村の人たちの準備のおかげで、事前に

木を植える穴を堀り、その中に肥料を入れるとい

う作業は終わっていた為、少しだけ穴を堀る、木

についているビニールをはがす、木を埋めて土を

かぶせるという、３つの簡単な作業で植林を行う

ことができた。村の人たちとも、木を一緒に植え

ていく中で、言葉が通じなかったが、コミュニケ

ーションをとることができたと感じた。 

 

休憩をはさみ、午後からも植林が行われた。午後

からの植林は１グループ３５０本の割当があり、

一人約 40 本植えた。午後からは日差しも強く、

大変な作業となったが、やり遂げたときには達成

感があった。さらに村の人との距離も植林を通し

て近くなっていった。 

 

８月２８日 

２日目の午前中は一人１０本程度植えた。午後には、木にネームタグをつける作業を行

い、最後に水やりも行った。 

 

所感 

グループごとの植える場所の割当などを、もう少し明確に決めることができれば、さら

にスムーズに作業を行うことができたと思う。また１日目と２日目の植える数をもう少

し、均等にした方が良いと感じた。 
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３．村人と植林する面白さ 

（１）マンゴー・グループ 

   植林班長 

 

The Myanmar-Japan Eco Tourism (MJET)の最大目的であるインダイ村での植林活動

は 8 月の 27、28 日と二日間に渡って行われた。私を含め多くの学生が初めての植林活

動となったであろう。私たち MJET の目標としては、およそ 1650 本の苗木を植林する

ことであり、またその目的は水資源が枯渇しているバガンの村に少しでも多くの緑を増

やすことで、木の貯水能力を高めることにより、緑あふれる環境にすることである。ま

たその効果としては、木の木陰が村に増えることによって涼しい風を運ぶだけでなく、

温暖化現象の対策ともなっている。 

 

まず私たちは一昨年まで MJET が植林活動をしていたイースト・パッソ村を視察しに行

った。そこでまず私たちは苗木の成長の速さである 2 年という短い期間の中で、MJET

参加者と村の人たちが植林した苗木は見事に成長し、中には 2 年前の植林者の背丈を越

している物もあり私たちに感動を与えてくれた。もう一つ感銘を受けたことがある。移

動中の風景を思い返しても、いかにバガンが乾燥地帯であるかがわかる。その中で 2 年

前に植林したほとんどが枯れることなく青々としていた。そこには村の人たちと私たち

日本人の参加者との信頼関係と温かい友情で繋がっていることが伝わってきた。 

 

二日間に渡って行われた植林であるが良かった点と、改善すべき点がある。まずは良か

った点から述べていく。良かった点についてはまず、村の人たちの準備の良さである。

私たちが到着した時にはもうすでに植林の準備はほぼ完了しており、残すは苗木を土に

埋めるだけであった。1600 本分の穴を掘るのはたいそうな時間と労力がかかったはずだ。

それにも関わらず、村の人たちは疲れた顔を一つ見せず皆温かく私たちを歓迎してくれ

た。これにはとても心が温まった。またインフラ整備がままならない状況の中、的確な

指示をたくさんの村人に伝達し、その通りに準備されていたことにも驚いた。村人と植

林をすることに初めはとまどいがあった。共通語がなく、人によっては英語も通じない

状況の中でどのようにしてコミュニケーションをとればよいのか不安であったからだ。

しかし、その不安はすぐになくなり、例え言葉など通じなくても今目の前にいる人とコ

ミュニケーションをとりたい、と思う気持ちがお互いにあれば問題は全くなく、村人た

ちと和気藹々と植林活動ができた。 

 

しかし、改善すべきであろう点もいくつかあるのではないかと思った。まず一つ目は

MJET 側しか 27 日のプログラムで植林する範囲を把握してなかったことだ。すでに植

林の準備は完了していたため、当日私たちは植えるだけで良かったため 1 人 5 本といえ

どもすぐに終わってしまった。しかし、その後、何人かは村人たちに連れられて他の範

囲の植林をしてしまった。言葉が残念なことに通じなかったため、参加者の多くが「こ
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こは今やるべきではない範囲だ」ということが伝えることができなかった。このゆえに

起こってしまったのではないかと考えられる二つ目の問題は、木のタグ付けがバラバラ

になってしまい、自分達がどの木を植えたかわからなくなってしまったことである。あ

まりにも先へ先へと進んでしまったため、管理が追い付かなかったのであろう。この改

善策に関しては、苗木を植えた時と同時にタグ付けをしてしまう。もしくは、個人の支

援の苗木を先に植えるのではなく最後に残しておくことで改善できるのではないだろう

かと考えられる。 

 

以上が植林活動に関して感じた感想と気づきである。これから私たちが植林した苗木が

生長していく過程をみるのが楽しみであり、またその木の報告を受ける度にインダイン

村の温かい人たちのことを思い出すであろう。 

 

（２）メロン・グループ 

植林班長 

  

まず、植林を行っての率直な感想としては、大変楽しかったということである。貴

重な体験ができて本当に良かったと思う。村を訪れる前は少し緊張していたけれど、

みなさんが温かくわたしたちを迎え入れてくれて安心した。自分たちが実際に植林

する前に、今までＭＪＥＴとして植えてきた木の様子を村に見に行ったが、想像以

上にたくさん木が育っていて驚いた。これらの木が大きくなったのは、村人のみな

さんがきちんと水やりをしてくれたからだということを認識することができた。自

分が植えた苗木もこんな風に育ってくれればいいなと思った。 

 

今回植林するにあたって個人的に心配だったのが、村人といかにうまくコミュニケ

ーションを取るのかということだった。英語もあまり通じないし、ビルマ語もわか

らなかったけれど、植林を始めてみると、村の方たちは身振り手振りで教えてくれ

て、困ることは何も無かった。一本植えたらまた次の木へと村人に呼ばれ続けてた

くさんの木を植えることができた。班のメンバーも同じようにパートナーの人たち

と楽しそうに苗木を植えていた。 

 

一通り植え終わった後の水やりはとても大変だった。大きなタンクを積んだトラッ

クがやってきてバケツに入れてもらいそれを一つずつの木に水をあげていくのだが、

さっきあんなに水をあげたと思ったらもう水が地面に染み込んでいて驚いた。雨水

が少しでもたまるように穴を深く掘って植えるやり方は工夫がなされているなと感

じた。乾燥地ならではのやり方である。肥料をあまりかけすぎてはいけないことな

ど知らないことばかりだった。しかしあれだけ多くの木に毎日水をやるのは大変な

ことだと思う。植えるのももちろん大変だったけれど、木がきちんと育つためには

水やりは欠かせないので、村の皆さんには頑張ってほしいと思った。 
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植林を通して村人とビルマ語や日本語を教え合ったり交流ができて本当に楽しかっ

た。植えたあとのパートナーの人たちはみんな笑顔で、お礼もたくさん言われたの

がとても嬉しかった。わたしたちの方こそ貴重な体験ができてよかったと思う。 

 

今回の植林ツアーでの反省点は、あらかじめどの班がどこにどれだけ木を植えるの

かを書いたマップがあったにも関わらず、植える場所を間違えた班があって困った

班があった。村人たちもまだ植えてはいけない部分に植え始めていたりと、きちん

と伝わっていない部分があった。村人や参加者の人数も多かったために、まとめる

のが大変だったと思うから、次回からは事前準備に力をいれてもいいのではないか

と感じた。 

 

総括的にわたしは今回の植林ツアーに参加できて本当によかったと感じているが、

植林班長としてきちんと班のメンバーの状況を把握できなかったことも反省点だと

思った。 

 

（３）パパイヤ・グループ 

植林班長 

              

８月 27、28 日の両日程において、In Daing 村で植林活動をおこなった。MJET ツ

アー参加者、農村の住民が協力して作業することによって、二日間で約 1600 本もの

木を植えることが出来た。以下に、2 点；作業を通じて感じたこと、来年度以降の

植林活動の改善点、を述べていく。 

  

今回の植林作業を通じて、私個人の意見としては、農村住民との交流を図りながら

スムーズに作業をできたというような印象がある。日本人学生・農村住民が両者と

もに積極的にコミュニケーションを図ろうとしていた点は、第三者の目から見ても

評価できるような気がした。 

  

一方で、来年度、植林活動を続けていくうえで、必要な要素が様々に存在している

ように思われる。本年度、残念だと感じられた点を挙げるならば、植林作業をおこ

なう区画の説明不足にあったのではないだろうか。その結果として、日本人、ミャ

ンマー人ともに、作業を行うべき範囲を把握できていなかったように感じられた。

違うグループの区画に木を植えようとするミャンマー人を叱責するような姿は、あ

まり見ていて気持ちの良いものではなかった。また、木にタグ付けすることに意識

するあまり、本来の「植林」という目的が薄れているような気がする、というよう

な意見も受けた。つまり、誰が植えた等と意識をしない、自由に植林が出来る本数

分も設けるべきだと思われた。来年度は、区画の十分な説明、自由に植えることが

出来る木の用意等もあればよいと感じた。 
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以上、2 点；植林作業に関する感想と今後における改善点を述べた。総括すれば、

非常に良い体験であったように思われる。しかしながら、これは、あくまでも日本

人の目から見た感想であり、現地住民の感想も聞いてみたいように感じた。 

 

（４）パイナップル・グループ 

植林班長 

 

バガンで二日間行った村人との植林は、想定より早いスピードで植林が終わったことか

らも大成功だったと言えるだろう。本項目においては、植林活動の中でも村人との共同

作業という点に着目して述べたいと思う。 

 

まず総じて言うと村人は全員があまり人見知りをせず、とても友好的であった。これは

植林だけの話ではないが共同作業を行うという観点で考えると我々日本人にとって打ち

解けて作業が行えたので非常にありがたいことであった。何よりも、彼らはこの植林活

動を自発的且つ楽しんで行っており、村人

の大半がそうして植林に臨んだことは興味

深いことである。また、彼らは我々よりも

自然に慣れているので土を掘る、木を植え

るといった全ての作業において作業の速さ

は段違いであった。それでも、手で土を掘

り苗木を植える直前で我々にその苗木を渡

してくれたので共同作業であるという意識

を共有できたことがこの植林の一つの楽 

 植林二日目、最後の作業    しみであると言えるだろう。 

 

次に、植林を通じて考えた我々日本人と村人の違いも非常に面白い。第一に言えるのは

村人の働きぶりが我々よりもすばらしいという点である。彼らは木を植えるという単純

作業をどんなに暑くても最後まで文句を言わずに完遂した。無論、気候に慣れていると

いう点も大きいだろうが、与えられた仕事を真面目にこなすという性質にかつて言われ

た日本人的気質を見出せることは感慨深いのではないだろうか。だが同時に問題もあっ

た。植林班長として、個人寄付の苗木を植える時に個々人を判別するためグループごと

に一本ずつ細かく場所を指定されたのだが村人はそこを気にも留めずひたすら植えてし

まったためグループの陣形が崩れてしまい班長としてどこから植えるのかという指示を

出すのに非常に手間取る結果となった。つまり、村の人にはまだまだ体系的に管理され

るというマネージメント意識が低いと感じた出来事であった。 

 

ここまで述べたように、この植林で最も面白いのは様々な作業を通してお互いの違いに

気づき、それを新たな自分の経験として受け入れることだろう。そうすることで村の人

を一層理解することになり、親睦深まると感じた。
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４.  交流会 

交流会班長 

 

今回は Nationalities Youth Resource Development Degree College と MBYA (ミャ

ンマー日本青年協会)および In Daing 村の三ヶ所において、日本側は以下のような

出し物を披露して交流会を行った。 

 

Nationalities Youth Resource Development Degree College（8 月 24 日（土）） 

１． ソーラン節（同志社大学） 

２． フラダンス（同志社大学 学生） 

３． 北国の春（ビルマ語）（藤村 建夫） 

４． We are the world(現地学生、参加者全員) 

 

MBYA（8 月 25 日（日）15:00～） 

１． ソーラン節（同志社大学） 

２． フラダンス（同志社大学 学生） 

３． 手品（藤村建夫氏、他一部植林ツアー参加者） 

４． 世界に一つだけの花/未来へ（一部植林ツアー参加者） 

５． 北国の春（ビルマ語）（藤村 建夫氏） 

６． 現地学生と英語・日本語での会話 

 

In Ding 村(8 月 29 日（木）) 

１． ソーラン節（同志社大学） 

２． フラダンス（同志社大学 学生） 

３． 手品（一部植林ツアー参加者） 

４． 世界に一つだけの花/未来へ（一部植林ツアー参加者） 

５． 北国の春（ビルマ語）（藤村 建夫氏） 

６． ジェンカ 

 

 「ソーラン節」：日本の文化を、踊りを通して伝えられた。ただ、MJYA、In Ding 

Village ではステージが狭く、充分な踊りができなかった。 

 「フラダンス」：女性らしい踊りで、現地の方々の反応はすごく良かった。 

「手品」：MJYA では失敗もしていたが、In Ding village では見事成功し、大い

に盛り上がった。 

 「世界に一つだけの花/未来へ」：代表者だけでなく、その他学生も共に歌い日本

人からミャンマーへの思いが伝えられた。ビルマ語の「北国の春」：現地の方々

も知っているとのことで、非常に盛り上がった。途中ビルマ語で歌われた時、

現地の方々も一緒に歌い始め、一体感が生まれた。 

 「ジェンカ」：In Ding village のみ行った。ステージの破損が懸念されたため、

学生が全員参加とはならなかったが、現地の子供達と共に踊れたため、ダンス

を通して交流を深めることができた。 
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５．農家訪問 

岡本由美子 

同志社大学政策学部教授 

 

8 月 29 日（木）の午前 10 時から 11 時の約 1 時間、In Daing 村の村長と緑化委員会

の委員長に話を伺った。同志社大学岡本ゼミ 3 回生の矢本早紀、高橋美咲、渡邊早

織が英語で質問事項を作成し、それを、日本出発前に Nature Lovers の Khine 

Tharaphe Din さん（Kiko さん）にミャンマー語に訳していただいた。事前に、村

長と緑化委員長に質問表が渡されていたため、当日の Q&A は極めてスムーズに行わ

れた。なお、通訳は Aung Din さんに務めていただいた。 

 

その後、1 時間程度、参加者全員が 4，5 人ずつに分かれ、農村家庭訪問を行った。

英語がある程度理解できるチームは、In Daing 村の若者で英語が話せる人を通訳に、

家庭訪問を行った。その他のチームは、Nature Lovers の日本語が堪能なスタッフを

通訳に頼んだ。私は藤村 MJET 会長、藤本先生、福永氏とともに、主に村長のお宅を

訪問した。 以下、質問表に対する回答と村長の家の訪問の状況を簡単に紹介する。 

 

村長宅の様子 

 

In Daing 村の村長（Kyaw Aung San）は今年度、新しく選出された。年齢は 40 代後

半とのことである。村長の家は 30 エーカーの土地を保有しており（厳密には、ミャ

ンマーでは国家が土地を保有しているので、農民は土地を使用する権利を有するに

すぎない）、主に、ビーナッツととうもろこしを栽培している。In Daing 村では最も

広い土地面積を有している世帯の１つであるため、村の中でもかなり裕福であるこ

とが予想された。実際、村長宅を訪問してみると、他の家ではあまり見られないよ

うな裕福な側面が観察された。以下、その要約である。 

 

①家の応接間が近代風に新しく建てられている。 

②自家発電機を保有し、他の村人や集会場に供給している（集会場は無料。個人宅

からは月 2000 Kyat を払ってもらう。ただし、夜間 2 時間程度の供給しかしない）。 

③In Daing 村では 142 世帯中、まだ、12 世帯しかテレビを保有していないようであ

るが、その１つが村長宅にある（近代的なアンテナが立っている）。 

④寝室は大きく、２階建てである。 

⑤台所には、きれいな陶器の器が何枚も置いてある。 

 

統計をとったわけではないが、農家をぶらぶらと歩いてみると村内の格差は比較的

大きいように思われる。また、Than Sin Kyae 村に比べるとバガンの町から遠いため

地理的な条件が悪く、その分、Than Sin Kyae 村で見たような大きな変化は In Daing 

村ではまだ生じていないように思える。ただし、今後が楽しみである。 
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＜付属資料＞ 

 

①村長の家の新しい応接間？     ②自家発電機 

 （藤村さんがお邪魔するところです） 

 

 

③アンテナがしっかりと付いている。 ④綺麗なお茶碗が一杯あります。 

 

  

⑤新しい応接間の奥に 2 階建の寝室  ⑥村長の御一家と藤村さん、福永さん、 

岡本です（藤本先生撮影） 
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6．サッカー交流試合 

交流試合班長 

 

8 月 27 日に現地の村で、スポーツ交流の一つとしてサッカーを行った。サッカーを

通して敵味方ではあるが言葉の壁を乗り越えてコミュニケーションが取れた。また

世界的なスポーツであるサッカーを種目として選んだ点も大まかなルールや共通の

認識がある点でふさわしかったのではないかと思う。炎天下の中であったが、村人

全員と楽しめた。 

 

サッカー交流試合はミャンマーにきて７日目に行われた。朝８時ごろにホテルを出

発し 2 日に渡る植林活動、そして 2 日目の最後にサッカーが行われた。サッカーと

いうスポーツを通して言葉の壁を越えたコミュニケーションが生まれたと感じ、観

客も含めて盛り上がっていた。スポーツにしか生まれない交流がそこには確かにあ

ったと感じた。来年以降も是非スポーツ交流を取り入れてほしい、その意義は大い

にあると考えている。以下にスケジュールを記載する。 

 

［27 日スケジュール］ 

午前 植林活動 

   12 時 昼ごはん～休憩 

   15 時 サッカー（20 分前半 ｘ 15 分休憩 x 20 分後半） 

［その他］ 

・炎天下の中、熱中症になりかけている者も何人かいたのでスポーツ飲料を配るな

どあるとよかった。 

・試合前のストレッチや準備運動を促すようにする。 

 

7．観光 

観光班長 

  

今回のＭＪＥＴ植林ツアーでは、植林活動だけではなく、いくつかの場所へ観光を

することができた。ヤンゴンでは８月２５日（日）

に観光名所である Shwedagon Pagoda へ行き、

バガンでは、８月２６日（月）にパゴダから瞑

想しながら日没を眺めた。８月３０日（金）に

は Popa 山に登り、ミャンマーの素晴らしい景

色を上から眺めることが出来た。この３つの場

所が私にとって印象深い場所で、またミャンマ

ーの良さを十二分に感じることができたため、

以下で詳しく述べたいと思う。 
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８月２５日（日）に観光として行った Shwedagon Pagoda の始まりは２５００年以

上も前と言われており、ヤンゴンの中心部に存在するミャンマーの人々も多く訪れ

る有名なパゴダである。午後９時ごろから約１時間、Shwedagon Pagoda のまわり

を歩いたが、遅い時間にもかかわらず、現地の人々もこのパゴダを訪れている姿が

見えた。遠くから見ると、暗闇の中で光る大変存在感のあるパゴダであるが、近く

で見ると、より一層迫力が増し、何とも言えない金の輝きがとても神秘的であった。

現地の人々は、生まれた日が何曜日かでその人の人生や性格を占うようで、実際に

曜日ごとにお祈りする場所が決められていて、仏像に花がお供えされている様子も

伺えた。Aung Din さんにお祈りの仕方を教わり、実際にやってみるという経験も

した。私が人生で初めて訪れたパゴダは本当に素晴らしいもので、とても印象的な

思い出として残っている。 

 

８月２６日（月）には、ヤンゴンからバガンへ移

り、村を訪問した後、夕方ごろに数多くあるパゴ

ダの１つを訪れた。このパゴダは上の方まで登る

ことができ、バガンの自然豊かな景色を一望する

ことができた。ここで夕陽を皆で瞑想しながら眺

めた。少し曇っていたため、はっきりと夕陽を見

ることは出来なかったが、暗くなるにつれ、周り

にある他のパゴダにあかりがつき始め、大変綺麗

であった。瞑想しながらバガンの景色を１日目か

ら堪能することができ、心落ち着く一時を過ごせた。 

 

８月３０日（金）には Popa 山にバスで行

き、Popa 山の中腹にある Taung Kalat に

徒歩で登った。登り始めには土産屋などが

並び、近代的であったが、しばらく登って

いくと急な階段が続き、お祈りをする場所

がいくつかあった。登っている最中には多

くのサルがいて、少し怖い思いもしたが、

頂上に着くと、大変素晴らしい景色が広が

っていて、来てよかったと感じた。そのあ

と、Mt. Popa Resort Hotel で昼食をとっ

たが、遠くから見る景色も違った美しさが

あり、かつ神秘的で大変素晴らしかった。 

 

以上が、特に印象に残った観光場所である

が、まだまだミャンマーには素敵な観光場

所がたくさんあるのではないだろうか。忙
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しいスケジュールの中でも、このような観光場所に訪れる機会を与えてくださった

ことに感謝したい。こうしたミャンマーの美しさに触れることができたのも、私の

中でとても印象深い出来事の一つである。 

 

 

８．健康管理 

健康管理班長 

 

今年度の MJET 植林ツアーの健康管理に関しては、あらかじめ健康管理・緊急対策

班(藤村会長がアドバイザー)が設けられ、事前に注意事項を各人が確認し、それに備

えて医薬品、インスタントのおかゆ等の準備が出来ていた。当ツアー中には本人、

周囲の人が臨機応変に健康状態を確認し、早急に適切な対応がとられていたように

思う。 

 

まず、全体を通して災害・事故・事件は発生しなかったが、ツアーを通して数名が

体調不良を訴えた。8 月 25 日(日曜日)(ツアー1 日目)には玉川大学の学生 1 名が熱で

日中安静にしていた。8 月 27 日(火曜日)(ツアー3 日目、植林 1 日目)には植林前に同

志社大学の学生 1 名、その午前中に同大学の学生 1 名、その午後に同学生の学生 2

名が次々に熱を出し、体調不良を訴えた。原因としてはツアーの前半に比較的多忙

なスケジュールをこなし、26 日の早朝にヤンゴンからバガンへ移動した上で、翌日

晴天の中植林を行ったことで、疲労がたまってしまったのだろうと思われる。27 日

に全日休養していた 1 名はその日のうちに、他の 3 名も 28 日のうちに無事、体調が

回復した。全員が一、二日間ホテルで持参した薬を服用し、安静に過ごしていたこ

とで、病院に搬送されるような大事には至らなかった。また、8 月 30 日(金曜日)(ツ

アー6 日目)には同志社大学の学生 1 名が微熱で体調不良を訴えた。 

 

今回、ツアー中に健康管理を行うにあたって、早期のうちに無理をせずに休息を行

うことが海外で大事に至らないためには重要だと感じた。また、個人的に自らの体

調管理のために医薬品や簡易の食事の用意をしていたことも大変有効であった。体

調不良を訴えた方に対しては、藤村会長をはじめ、他の参加者の方々にも情報共有

等、協力していただいたことで早急な対応が出来た。 

 

これらのことを踏まえて来年度以降も、同様の準備、健康管理体制を築くことが必

要である。また、参加者はツアー中、常に健康状態を確認しながら無理のない行動

を心がけてほしいと思う。 
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９．植林ツアー体験記 

同志社大学政策学部３年 A 生 

 

In Daing village における植林ツアーを終え、自身が気付いたことについて３点述べる。 

 

植林体験 

植林体験では、現地の方々と共に植林をするといった貴重な体験ができた。その際やはり困

難だと感じたことは、現地の方とコミュニケーションをとる方法であった。基本的に英語は

通じず、事前に勉強したビルマ語とジェスチャーでのコミュニケーション方法であった。だ

が、植林を通すことによって現地の方々との交流が深められた。かつ、植林の大切さをこの

植林を通して伝えられたと感じた。しかしこの植林活動を通じて一点問題があると感じた。

それは現地の方々が苗木を植える際、非常に乱雑であったことである。これは同時に水やり

の際にも感じた。「木を植えること」を目的とするのではなく、外部の人間である「日本人

と交流をすること」が目的となっているのではないかと私は懸念する。インダイン村の植林

活動は今回の訪問で終わりとのことであるが、現地の方々が継続して植林を行うことを願っ

ている。 

 

観光 

ミャンマーの観光地といえばヤンゴンに建立するシュエダゴンパゴダである。一行が観

光として訪れたのは夜間であったため、観光客の数は少なかったが非常に素晴らしい歴

史的建造物であった。そしてそのシュエダゴンパゴダには、仏教独特の曜日が存在し、

その曜日ごとに参拝する場所が違うという。しかし、その曜日一覧表のようなものはシ

ュエダゴンパゴダ内にはなく、さらには各曜日の参拝場所にはビルマ語での表記しかな

かった。私の所感であるが、ミャンマーの今後さらなる観光客の増加を見越し、観光客

に対する案内（英語表記）を積極的に行っていくべきであると思う。 

 

農村調査 

インダイン村で行った調査について述べる。一般の観光では味わうことができない農村の生

活様態を知ることができ、これも非常に貴重な体験となった。毎度訪問する旅に家庭料理等

をおもてなししてくれるインダイン村の方の温かさを感じた。そして私は農村調査を行って

いく上で、あることに気付いた。それは農村地区内における格差が存在することである。具

体的にいうと、ある家庭ではこれといった娯楽は存在せず、かつ家畜も２頭ほどであった。

しかし一方である家庭は、電子機器（TV、DVD 等）が充実しており、さらには家畜として

牛、鳥、犬がそれぞれ数頭飼われているといった明らかなる格差が存在するということであ

る。この原因というのは不明であるが、農業が主な収入源であるため、土地保有面積が関連

しているのではないかと私は考える。そしてこういった格差は、今後インダイン村が発展し

ていく上でさらに広がる恐れがあるのではないかと私は思う。 
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植林ツアー体験記 

 

同志社大学政策学部 3 年 B 生 

 

今回私はこの The Myanmar-Japan Eco Tourism (MJET)主催の植林ツアーに参加す

ることになり初めてミャンマーという国について学び実際に現地へ訪れた。きっかけ

は私が所属するゼミでミャンマーがとりあげられたことである。事前準備の段階では

ただ、ネットや資料を通じた情報ばかりで私の中でミャンマーという国がどういう国

でありどういった魅力を持っているのかが頭に入ってこなかった。 

 

しかし、実際にこの MJET のツアーに参加し、またこのツアーだからこそ体験できる

ようなことを経験したことによって私は直でミャンマーの魅力を感じることができた。

いくつか紹介すると、まずミャンマーは可能性に満ち溢れた国であるということだ。

初めは日本とミャンマーの経済的な差に驚きを隠せなかった。都市化のスピードと IT

文明のギャップは生じているが、ミャンマーには豊富な資源や良質な人材で満ち溢れ

ており、ここに他国からの援助や支援が入れば確実にミャンマーの経済発展のスピー

ドは増すであろう。 

 

また、ただミャンマーを訪れるだけでなく、このエコツーリズムに参加して逆に私が

ミャンマーから学ぶべきことがたくさんあったということを実感した。私たちはめま

ぐるしく忙しい日常の中で生活を送っているために、一人の人ができる力というもの

に目を向けていないのではないのか。そんなことをこの 11 日間を通して私は実感する

ことができた。私たち一人一人の力でもその土地や国に変革を呼び起こすことができ

るのだと思うことができた。例えば、植林活動に置いて私は始め植林活動は乾燥地帯

に緑を増やすことくらいにしか思えていなかった。しかし、実際に木を植えるとそこ

に住んでいる地域の人たちから「涼しくなった」であるとか、「農耕しやすくなった」

という声が上がった。実際に現地に行って行動を起こすことによって、その行動の意

義を知ることができた。 

 

私がこの 11 日間で最も驚いたことが、どの農村もしくは地域へ行っても人々が温かく

歓迎してくれることである。もちろん歓迎するということはどの国の文化にでもある

ことだ。しかし、私がここで大きく違うと主張したいのはそこに建て前や礼儀がない

ということだ。私たちが訪問した村、もしくは企業、どこへ訪問しても非常に温かく

迎え入れてくれた。きっとこれは参加者全員が感じたに違いない。 

 

前文でも述べたが、私はミャンマーへ行き、今まさに経済発展の段階であることは明

確であった。ここで私が願うのはその経済発展の渦にのまれて、人々の豊で穏便であ

った生活が他の先進諸国のようにせかせかとしたあわただしさの国になってしまわな

いことだ。また、経済発展に伴い必ず今後工業化は進むであろう。その際に今ミャン

マーが誇りとして保っている豊かな資源、環境が破壊されないことである。そのため

にも MJET のような団体活動の持続性が必要なのである。 
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植林ツアー体験記 

 

同志社大学政策学部３年 C 生  

 

今回が初めての参加となった植林ツアーは私にとって大変貴重な時間を過ごすことが

出来たツアーであった。想像していたよりも、大変魅力的な国であるミャンマーを知

れたことが今回のツアーでの大きな収穫になったと感じている。特に自分が、印象に

残った「人」、「植林」、「生活」の３点について以下で述べたい。 

 

ミャンマーでの活動で、一番私が頭に思い浮かぶのは、ミャンマーの人々の明るさと

笑顔である。どこへ行っても温かく歓迎してくださるミャンマーの人々は本当に心の

豊かな人々ばかりであると感じた。ヤンゴンでもバガンでも、交流する上で言葉が通

じないことが頻繁にあったが、何度でもどうにかして伝えようとしてくれる人が多く、

そのおかげでたくさんの現地の方と交流をすることができた。また、日本に興味を持

ってくれている人もいて、植林を行っている最中にも日本語を教える機会があった。

次の日に会ったとき嬉しそうに教えた日本語を使ってくれたときは、こちらも温かい

気持ちになった。 

 

植林ツアーの中心的な活動であるこの植林が、村の人との仲を深める一番のきっかけ

となったと感じている。この活動のおかげで村の人と距離を近づけることができた。

しかしながら、少し残念な点もあった。植林をする場所に着いて見てみると、穴は掘

られていて後は木を植えるだけの状態になっていたので、スケジュール上、時間が限

られている私たちのために準備してくださっていたのかと申し訳なさを感じた。同時

に一緒にもう少し初期段階から植林をしたかったとも思った。そうは言いながらも、

自分たちの活動を形にできたことに嬉しさも感じているので、何年後かにまた一緒に

植えた木が元気に育っているか見に行きたい。 

  

最後に生活についてであるが、ここでは村の家を訪問した際のことを記しておきたい。

日々の暮らしの様子を知ることができた家庭への訪問では、自分自身の生活とは全く

違うことに驚いた。特に水の確保や食品の保存方法などの点で日本の暮らしと比べ、

衛生問題や生活の不便性を感じた。改善していくべき点もある一方、近所同士のつな

がりの強さ、助け合いの精神など日本が見習うべき点もたくさんあった。実際に目で

見て暮らしの現状を知ることが出来たのは、大変価値のある経験であったと思ってい

る。 

 

以上３点が、特にこのツアーを通して私が感じたこと、印象に残ったことであるが、

このような貴重な経験を与えてくださった全ての人々に感謝したい。またいつかミャ

ンマーに訪れることができるのを楽しみに、今回の経験を今後の大学での活動に生か

していきたいと考えている。 
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植林ツアー体験記 

  

同志社大学政策学部３年 D生   

 

今回、私は近年世界的に話題になっているミャンマーを訪問した。ミャンマーは、ニ

ュースや書籍などでアジア最後のフロンティアや、最貧国などと言われており、それ

ゆえ自身のイメージも貧しいというイメージで、文明が発達していない国だと思って

いた。しかし、実際訪問すると元首都ヤンゴンはビルが立ち並び、中古車といえども

多くの日本車が走り、街はそこそこ近代的であった。また、街に住む人もスマートフ

ォンを持つなどの光景も見られた。そして最も驚いたことは、ヤンゴンから飛行機で

1時間のところにあるバガンという田舎の街の村人でさえスマートフォンを持ち、オ

ートバイクに乗り、生活しているということである。正直、私のイメージは、スマー

トフォンはもちろん、テレビなどといった電子機器自体が皆無だと思っていた。それ

ゆえ、その光景を見た時、驚きを隠すことができなかった。 

 

このように、ミャンマーは連日の報道などとは異なり、物質的な豊かさは、想像以上

に発展しているものであった。また、豊かさは物質面だけでなく、幸福度も高いと実

感した。 

 

今回、ミャンマーへは、植林も一つの目的としていたので、普段入れない村に入るこ

とができ、そこで多くの村人達と触れ合うことができた。その中で私は、ミャンマー

人は、部外者である私たちに非常に親切にしてくれ、また植林中だけでなく常に笑顔

であった。 

このことから、ミャンマーと日本を比べた時、物質面ではやはりまだまだ劣っている

部分が多くあるが、幸福度を考えた時、日本と同じ、もしくはそれを上回るほどのも

のではないかと感じた。 

 

これ以外にも、ミャンマーは識字率が高く、また意外にも英語がよく通じることがわ

かった。これはヤンゴンになると顕著であり、田舎街のバガンでも使える人がそれな

りにいた。さらに、事前学習では、ミャンマーの電力事情はよくないため、停電が何

度も起きるということを聞いていたが、実際にそんな高い頻度で停電は起こらず、ま

た停電時間も短く、すぐさま生活に支障をきたすレベルではないと感じた。 

 

これらのことから、近年ミャンマーに進出する企業が多くある一方で、言語や電力面

などで進出を躊躇するケースもあったようだが、現地の JETROの方が言うように、実

際はもっと進んでおり、心配するほどのことではないと感じた。今後、私たちはこの

ミャンマーFWから得られたことを基に、ミャンマーの課題に対して政策提言を行って

いきたいと思う。 
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植林ツアー体験記 

 

同志社大学政策学部 3 年 E 生 

 

私は今回 MJET が主催している、ミャンマーでの植林活動を通して、多々、初めての体験

をすることができた。その中でも、特に記憶に残った事が２つある。以下、その２つの

体験について私自身の感想を交えながら述べたいと思う。 

 

まず一つ目は、バガンの In Daing 村において、共通言語が全くない状況での村人との

植林活動・交流である。私はこれまでに途上国ではタイ、ベトナムなどの国に行ったこ

とがあるが、いずれも共通して、最低限の英語によってコミュニケーションを取ること

ができた。しかし、今回ツアーを通して訪れた In Daing 村では村人の 9 割近くの人は、

日本語はもちろん、最低限の英語さえ話すことができなかった。以前からこの「言語の

壁」については聞いていたが、実際現地で、村人と植林・交流をするとなると、どのよ

うにコミュニケーションを取っていいか分からず、最初は大変困惑した。しかし、植林・

交流を通して、自然と言葉も通じない村人と一緒にいて楽しいと感じた。なぜ私は楽し

いと思えたのだろうか。個人的な感想になるが、その一番の理由は「表情」にあったと

思う。植林、交流会、サッカーにしても、相手の起こした行動に対して、すこし笑顔を

見せたり、驚いた表情をしたりするだけで、村人もそれに反応を示してくれた。特に 1

日目に一緒に木を植えた村の子数人が、2 日目には私の名前を連呼しながら笑顔でその

日も共に活動してくれた際、「表情」によるコミュニケーションの大切さを最も感じた。 

 

共通言語がない人と交流すること自体初めてだったため、この経験が記憶に残った事は

もちろん、そのような状況でも、お互いの表情一つで楽しんだり、驚いたり、共感した

りすることができるという気づきは、これから海外で活躍したいという自らの夢を追い

かけるに当たって決して忘れられない経験となった。 

 

二つ目に記憶に残った事は、村人の生活スタイルである。具体的には、木を編み込んだ

ような住居、壺に雨水を溜めただけのお風呂、調理場、電気や水道のインフラ、牛を利

用した移動などである。こうした生活スタイルは日本ではまず見ることができない上に、

昔日本史で学んだようなことを村で実際に目の当たりにしたため大変驚いた。しかし、

小学校横の水道や、村長が所持している発電機などからここ数年で生活水準が少しでは

あるが上がったのだろうと推測できる要素もいくつかあった。 

 

そこで私はこうした生活水準の上昇には MJET のツアーが大きく貢献していると感じた。

なぜなら、私たちの参加費の一部を村に寄付していたり、古着の寄付をしたりしていた

からである。私自身がそうであったように「また来年も参加したい」、そう思えるような

活動内容であったことにも大変魅力を感じた。 

以上、「共通言語が全くない状況での村人との植林活動・交流」、「村の生活スタイル」の

二つが、今回私が MJET の植林ツアーに参加して一番記憶に残った出来事である。 
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植林ツアー体験記 

       

玉川大学比較文学部 4 年 F 生 

 

私が植林ツアーへ参加したことの目的は、ただ一つ「木を植える」ということだけ

であった。私事ではあるが、私は現在大学で彫刻を学んでいる。さまざまな国際問

題についてきちんと学んだこともなく、ミャンマーについてのしっかりとした知識

も持っていなかった私は、「今まで作品を作るためにたくさんの木を使ってきた。木

に感謝し、植林活動をしたい」という一心でこの活動に参加したのだ。 

 

バガン、イン・ダイン村での植林活動を通して、当初の私の目的は果たされたが、

ツアー全体を通してみれば、そこにはたくさんの反省があり、気付きがあった。反

省点としては、英語によるコミュニケーション力が足りなかった点である。ツアー

では、何度か英語による講義を受けた。英語力が十分でない私にとって、その内容

をきちんと理解することは難しく、学びの機会を逃してしまったと反省している。 

 

そして、その他の多くの気付きは、やはりミャンマーという地との出会い、人々と

の出会いの中にあった。ヤンゴンの寺院では初めて瞑想というものに触れた。瞑想

についてのレクチャーの中で「単純で小さな感覚に気付き、世界へ帰っていく」と

いう言葉があり、意識を集中させるということがかえって自分の存在を自由にして

いくことになることに深く感動した。また、瞑想の体勢が「立ち」、「座り」、「歩き」、

「寝」という４つからなるという話からも、瞑想が形にこだわらず、ひとり一人の

意識の中で行われることを重視しているのだと感じた。 

 

このツアーでは多くの出会いがあった。Nature Lovers の人々との出会い、日本人

参加者との出会い、イン・ダイン村の人との出会い、ミャンマーのたくさんの人々

との出会い。私は一人でこのツアーに参加し、ツアー参加者の中で自分がマイノリ

ティな存在であることを感じていた。しかし、年齢も環境も違う人たちとの繋がり

の中で、それぞれの中にとても広い、深い世界を感じた。私の知らないいろんな話

を聞きたくて、人見知りの壁を壊して話かけてみたり、英語が苦手だから代わりに

ビルマ語を一生懸命覚えようとしたり、日本にいる私には決してできないような体

験がこのツアーには詰まっていた。 

 

たくさんのことを教えてくれた、参加者のみなさま、Nature Lovers のみなさま、

明るい村人、植林活動、パゴダの夕日や朝日、おいしいバナナ、ミャンマーの言葉、

匂い、色彩、私はとても感謝しています。チーズーティンバーレー！って気分ね。 
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植林ツアー体験記 

同志社大学政策学部４年 G 生 

 

今回の旅は私にとって初めてのミャンマーであり、また初めての東南アジアでした。

ミャンマーは当初私が想像していたよりもはるかに美しく、優しく、豊かな国でし

た。日本から来たわたしたちを心から歓迎してくれ、旅の節々でミャンマーの人た

ちのあたたかさを心から感じました。 

 

ミャンマーで感じたことは多くあり到底書ききれませんが、その中でもひとつ、特

に感じたのはミャンマーの人々の装いのシンプルさです。ハワイでもそうですが、

現地の人はたいてい T シャツ、ショートパンツ、ビーチサンダルという格好で暮ら

しています。ミャンマーでもＴシャツ、ロンジー、ビーチサンダルという格好で、

流行を追ったりいつも必要以上に着飾ったりする日本とは大きな違いがあると改め

て感じました。私自身はミャンマーのようなシンプルな装いがすきです。日本にい

ると何故か周りに影響されて常におしゃれに気を使ったり、新しい服がほしくなっ

たりすることも多いですが、ミャンマーにいるとそんなことは忘れてもっと大切な

ことを忘れずにいられる気がします。 

 

また、今回の旅で改めて、夜中まで煌煌とネオンが光っている大阪よりミャンマー

のような大自然の中で生活したい、と心から思いました。そっちの方がわたしの性

に合うのかもしれません。小さい頃から家族の影響で毎年山奥や海辺で 1 週間～長

くて 2 週間キャンプをしていて、自然の中でテントを張って寝たり、虫のいるトイ

レに行ったり、夜暗くなると寝て朝明るくなると起きる、ということはわたしにと

って当たり前で自然なことでした。だからこそなおさら、ミャンマーの人々の暮ら

しが少し羨ましく感じました。バガンの村は決して物質的に豊かではないけれど、

自然と、そしてなにより人々の心がとても豊かだと思いました。 

 

ミャンマーがこれからどんなに経済発展しようとも、あの美しい自然を永遠に守っ

ていってほしいと心から祈ります。経済発展やお金よりももっと大切なことがある

ということを忘れないでほしいと思います。今ある自然を守ること、環境に負荷を

かけずに発展していくこと。祈るばかりではなく、何か私にもできることを考えて

いきたいと思います。 

 

最後に、今回の植林ツアー中に発熱し、肝心の植林に参加できなかったことを心か

らお詫び申し上げます。私の分まで植えてくれた Melon 班の皆様、心配してくださ

った皆様、本当にありがとうございました。来年４月から社会人として働き始める

ので、2014 年度の植林ツアーの参加が難しいかもしれませんが、必ずまたミャンマ

ーを訪れたいと思います。 
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植林ツアー体験記 

同志社大学政策学部３年 H 生 

  

８月２４日～９月１日までＭＪＥＴの植林ツアーに参加した。ミャンマーで過ごし

た１０日間はとてもとても濃い時間であった。ミャンマーを訪れるのは初めてだっ

たため期待と不安でいっぱいだったが、大変貴重な体験をすることができた。実際

に途上国と呼ばれる国を訪れてみて、学校で勉強するだけではわからないことがた

くさんあったし、やはり自分の目で実際に何が起きているのかということを学ぶこ

とは大切なのだと改めて感じた。このツアーに参加できて本当に良かったと感じる。 

 

私がツアーの中で一番楽しかったことは植林である。植林だけでなく、村人との交

流も含めてインダイン村での時間はとても楽しかった。バスを降りてからすぐに村

人たちから歓迎されたことには驚いたけれど、見知らぬわたしたちを温かく迎え入

れてくれて嬉しかった。植林のときもコミュニケーションがうまく取れるか心配だ

ったけれど、村の皆さんはとても優しくて、身振り手振りで植え方を教えてくれた

りして植えるのがとても楽しかった。きちんと植える穴を用意してくれていたし、

穴にはすでに肥料を撒いてくれていたので、比較的簡単に植林ができたと思った。 

 

しかし、ネームタグを付けるのに時間がかかりすぎたことと、実際に自分が植えた

場所と違うところにタグを付けなければならなかったことが反省点ではないかと思

う。これから自分の植えた木がどのように育っていくのかとても楽しみである。ま

た、村人たちを見ていると、みんな笑顔がきらきらしていて（子供たちは特に）、彼

らにとっての幸せとわたしたちの思う幸せは違うものなかなあと感じることもあっ

た。彼らにとって何が本当に必要なのかを聞き出して、必要な援助をしていくこと

が大切であると思う。 

 

植林以外では、観光で様々なところに行けたのがとても楽しかった。夜のパゴダは

ライトアップがとてもきれいで落ち着いた気持ちになった。またバガンでの夕方の

瞑想も、上からの景色がとてもきれいであっという間に時間が経ってしまった。非

常に疲れたけれどポパ山に登れたこともよかった。そのあとの昼食をとったホテル

からの眺めも素敵だった。何回か行われた交流会でのソーラン節が好評だったこと

も嬉しかった。 

 

今大変大きな注目を集めているミャンマーであるが、これからどのように成長して

いくのかがとても楽しみな国であると感じた。短い間ではあったけれど、今回のツ

アーで藤村さんをはじめとするＭＪＥＴの皆様、Nature Lovers の皆様には大変お

世話になりました。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 

 

同志社大学政策学部 3 年 I 生 

 

私は今回、MJET の植林ツアーに参加させていただいたことで、アジア最後のフロ

ンティアと呼ばれているミャンマーの様々な側面を知ることが出来た。ミャンマー

では私が予想していた以上に魅力のある国であったし、本で読んだりニュースで聞

いたりするだけではわからなかったその国の独特の雰囲気を感じることが出来て、

毎日訪れて良かったという思いの連続であった。その中でも私が最も印象に残った

ことをいくつか述べていきたいと思う。 

 

まず、一つめはミャンマーの人びとはとても優しく、温和で大変真面目な性格であ

るということである。MJET のツアーを通して、様々なところへ連れて行っていた

だいたのだが、どこへ行っても現地の方は笑顔で応じてくれた。Nature Lovers の

方々はもちろん、植林や農村調査を行った In Dain 村の人びと、滞在したホテルの

従業員、ローカル市場で商品を売っている人、すべての方が挨拶をすると必ず優し

く返してくれ、国民性の高さが感じられた。人口の 9 割が信仰しているという仏教

が大きく影響していると思われるが、日本では味わえない人の温かさがあった。ミ

ャンマーの国民性に触れただけでも、ミャンマーを訪れた価値が十分あったと実感

している。 

 

二つめは In Daing 村での人々との交流である。彼らと一緒に過ごした期間は、た

ったの 3 日間だけであったが、植林やサッカー、交流会を通して、とても密な時間

を過ごすことが出来た。私自身はビルマ語が全然話せないので、お互い単語でしか

会話が出来なかったが、それでもすぐにとても仲良くなれて、家にも喜んで案内し

てもらい、私たちに対して温かいおもてなしをしていただいた。村ではタナカを顔

に塗ったり、牛車に乗ったり、村の暮らしをじかに感じることが出来た。ただの観

光だけでは味わえないツアーの醍醐味がやはり MJET ツアーの魅力の一つである。 

 

三つ目はミャンマーの壮大な自然の豊かさである。バガン地方は乾燥地帯で、ミャ

ンマー全体でみると比較的森林が少ない地域なのであるが、それでも豊かな自然が

広がっている。特に朝日を見に行った時の感動は忘れられない。パゴダ(仏塔)に登っ

てその周辺を見渡すと、一面が広大な平野で、遺跡が点在している。その地平線に

朝日が昇っていく様子をゆっくりと過ごすひと時はとても贅沢であった。このよう

な風景は日本や他の国ではもうなかなか見られないものであり、これから急速な経

済成長があってもミャンマーの人たちには守っていってほしいと強く感じ、私も出

来ることがあればその保全に協力したいという思いに駆られた。 

 

このツアーに参加したきっかけは、大学のゼミでミャンマーにフィールドワークを

行うことになったからであるが、MJET の藤村会長のご厚意で、他のツアーの方よ

りも 2 日早く現地入りし、独自の訪問、調査、交流会をさせていただいた。そのた

めに半年以上前から準備をしてくださった MJET の藤村会長や現地の Aung Din 氏

をはじめとした Nature Lovers の方々には深く感謝を申し上げたい。今回のツアー

でミャンマーは私の大好きな国の一つになった。また、是非ミャンマーに再び訪れ、

今後の更なる発展を肌で感じていきたいと思う。 
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植林ツアー体験記 

同志社大学政策学部 3 年 J 生 

 

私にとって、このフィールドワークが初めての海外経験だった。そのためか、私が

当時のことを思い出して一番最初に浮かぶのは、ヤンゴン空港から New Ayar Hotel

までバスで移動するまでに、ぼんやりと眺めていた、車窓からの風景だ。ヤンゴン

は急速な発展を感じるもののどこか古めかしく、何故か懐かしい感じがしてとても

落ち着いた。すべての人が時間を気にせず、ただゆったりと時間が流れていた。私

たち日本人が住んでいるところとは全く違う場所・環境・常識で今、ミャンマーの

人々は生きているというごく当たり前の事実に衝撃を受けた瞬間だった。 

 

In Dain 村―植林！サッカー！農家訪問！お別れ会！― 

今回のフィールドワークはコンテンツが盛りだくさんであったが、メインイベント

である In Daing 村での植林は特にいい経験になった。植林前日には数年前に植えた

East Phar Saw 村の植林の状況も見れたため、これから自分たちで植える苗がこん

なに逞しく育っていくのだというイメージがわき、とても楽しみになった。 

 

植林本番では村人との協働を通し、村人の温かさに触れ合えた。初対面の自分に、

屈託のない笑顔を見せてくれた。言葉がなくても心でわかりあえた。人々の生真面

目さと誠実さの中に上座部仏教の意味を感じた。貧しさの中に、本当の意味での豊

かさを知れた。 

 

3 日目に行った農家訪問も非常に楽しかった。面白さや楽しさというより、自分が

見たことのないものに対する好奇心によるものであった。どこの家も手作りの料理

とお菓子を用意して待ってくれていた。お腹を壊すかもしれないと思ったが、壊す

のも経験だと思い、5 件すべてで出された食べ物を食べたが、何ともなかった。お

そらく少量なら問題ないのだと思う。どこの家も家畜を飼っており、牛を操ること

ができる。日本の人々と比較して、純粋な生きる力・知恵がものすごいと思った。

それを可能にしているのは間違いなく見渡す限りの自然であり、経済発展により極

端に貧しい人が出てくるのは、自然物の排斥に由来するのかもしれないと思った。 

 

この 9 日間ミャンマーに滞在し、強く感じたことは、ミャンマーは民主化をし、経

済発展をしても、どうか今の伝統やコミュニティを守り続けてほしいということだ。

ミャンマーの人々は皆幸せそうで、人との繋がりをとても大事にする人々であった。

一方、ブータンは現在、経済発展と伝統保護の狭間で揺れ動いている。国際協力に

よるインフラ整備は重要であるが、あまり他国が金儲けのために手を出しすぎると、

ミャンマーの持つ大切なものを失ってしまう気がする。そうなってほしくないと強

く感じた。 

 

植林ツアー、体調を崩す人が出たり生活・食事が不便になったり、決して楽しいだ

けではないが、それらも含めとても貴重な経験と出会いが待っているツアーである。

活動を継続して、学びをゼミに還元し続けるサイクルができれば理想である。 
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植林ツアー体験記 

  

同志社大学政策学部 3 年 K 生 

 

8 月 26 日から 28 日の３日間、MJET の植林ツアーに参加させてもらった。InDaing

村というところで植林させてもらった。MJET は毎年ここに植林しに来ているとい

う事だった。毎年来ているだけあって、私たちが今回行くと、たくさんの花の飾り

を持った村人に出迎えられ、たくさんの祝福を頂いた。植林は村人と話しながら木

を植えた。 

 

英語も通じず、ビルマ語も理解できなかったが、村人のあたたかい笑顔と植林活動

でコミュニケーションをとる事ができた。2 日間の植林活動で私たち日本人とミャ

ンマー人は多くの苗木を植え、水をやった。植林を終えてからは村人との交流を行

った。2 日目の昼は InDaing 村の若ものたちとサッカーによる交流を行った。私達

日本人は暑さと疲労の中バテバテなのに対し、村の青年は同じ暑さなのにもかかわ

らず、全く疲れを感じさせなかった。スポーツを通して、会話ではないコミュニケ

ーションがとれとても楽しかった。 

 

夜は村で祭りが行われた。子供から大人まで仮装し仮設ステージの上で民謡を踊っ

ていた。アジアならではの熱狂的な雰囲気に包まれた空間だった。私たちも今回の

ミャンマーでは 3 回目となるソーラン節を踊り、とても楽しかった。汗びっしょり

になるほど盛り上がり、白熱した 3 時間をすごした。植林活動、サッカー、祭りな

ど 3 日間で非常に濃い繋がりを作った InDaing 村の村人と別れる時は非常につらか

った。バスに乗るところまで見送りに来てくれた事が非常に印象に残っている。 

 

今回の植林ツアーを体験させてもらって、普段観光では入れないような場所に入れ、

植林活動という村の力になれる活動をする事によって村の中深くまで入る事ができ

様々なことを感じる事ができた。非常に良い経験となった。 
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植林ツアー体験記 

平田 經倫 

育林コンサルタント 

 

25 年ぶりにミャンマーの地に降り立った。前回は、1988 年３月 14 日であるが、こ

の年と月は後に特別な年月となった。前々日の 12 日夜に起きた市井の些細な喧嘩騒

ぎが、その後の 20 年間以上に及ぶ混乱と民主化運動の発端となったのである。（こ

れらについては、当時、通産省から在ビルマ大使館に出向していた一等書記官・藤

田昌宏氏が帰国後に著した「誰も知らなかったビルマ」（1989 年・文藝春秋社）に

詳述されている。） 

 

入国の用務は、JICA の無償資金援助で建設が開始された中央林業開発訓練センター

(CFDTC)の訓練計画事前調査団の団員の業務であった。このため、視察先は、先行

の中央農業開発訓練センター(CADTC)・完成間近の灌漑訓練センター（ITC）（共に

日本の協力による。）・メイミョウのビルマ森林学校・ピンマナの森林研究所等であ

り、森林を視察したのは CFDTC の建設サイト内のみであった。（当時の JICA ビル

マ事務所長は藤村会長、調査団のビルマ国側窓口は U Sann Lwin と U Aung Din で

あった。） 

 

ミャンマーは、大きく捉えれば植物群系上は熱帯雨林域にあるが、前回入国時、マ

ンダレーからの帰途、列車で通過するときに同国中央部に乾燥地帯があることを知

った。（CFDTC の廊下に掲示されている同国森林型区分図では、バガン地域をその

北部に含み、南北に縦長の米粒形に広がる区域（森林面積の 10%）が「乾燥林」と

されている。） 

したがって、MJET 入会後には、そのプロジェクト・サイトがバガン周辺であるこ

とから、乾燥地帯における育林に関心を持つようになったが、今回、初めて同地帯

の農村を訪れ、また、植樹する機会を得た。そして、その現場は、気象条件も土壌

も、共に植物の生育には過酷な環境であることが分かった。 

 

林業や森林造成は、我が国では 99％は天然・自然に依存している、と思っていたが、

ここでは全く逆である。標準的には１人日で 200 本前後を植え付ける国内林業とは

異なり、手間を要する集雨孔を兼ねた植穴を事前に準備し（1 人日で 20 個程度とい

う。）、また、植栽後数年間は不断の灌水作業が欠かせない。つまり、植付けの準備

でも灌水作業（我が国では行わない。）でも、人為に依存する割合が圧倒的に大きい

のである。植林ツアーに参加した学生諸君の多くにとっては、初めての植樹体験で

あったと思われるが、このような方法による森林造成は、世界的にみても極めて特

異な例であることに留意して欲しい。 

 

また、一旦失われた森林の、厳しい環境条件の下での回復は、並大抵の努力では成

し得ず、経済力の乏しい途上国では住民による植林は困難であり、富める国又は人々

の支援が必要なこと、しかし、これらに加えて、現地住民の地道な努力なくしては

成し得ないことを、ツアー参加者のみならず寄付者の方々にも認識して欲しいと思

う。



35 

 

植林ツアー体験記 

 

同志社大学政策学部 3 年 L 生 

 

私たち同志社大学政策学部岡本ゼミ生は、ゼミのフィールドワークとして MJET 植林

ツアーに参加させていただいた。現在何かと注目されているミャンマーはどのような

国なのか、実際に現地に行って学べたことは非常に貴重な経験となった。私にとって

初めての東南アジアへの渡航であり、不安も大きかった。しかし、藤村会長、AungDin

さんをはじめとする Nature Lovers 関係者の皆様、各大学の先生方など、このツアー

に関わってくださった皆様のおかげで、到着後から不安は全く感じず、楽しみながら

学ぶことができた。皆様に心から感謝申し上げたい。 

 

このツアーのメインである植林活動について述べる。In Daing 村に到着すると、想像

以上の熱烈な歓迎を受けて驚いた。それだけこの植林ツアーが村人たちに認められ、

また必要とされているものだということを強く感じた。わたしは 5 本を村の女性たち

と植林した。すでに穴が用意されており、肥料も置かれていたため、少し土を掘って、

ビニールをはずし、植えるだけの作業となった。その際に気になったのが、どこの穴

にも飴の袋やボールペンのキャップなどのゴミがあったことである。さらに、村人た

ちはそのゴミを気にしていなかったように伺えた。まだまだゴミが環境に及ぼす影響

については理解が進んでいないのだろうと思った。ゴミ問題が深刻化する前に、ゴミ

処理に関する知識を村人たちにもってもらう活動も取り入れてはどうかと思う。 

 

植林活動を通して主に村の女の子たちとたくさんコミュニケーションをとることがで

きた。指さし会話帳などを駆使してなんとか話すわたしたちであったが、それでも積

極的に関わろうとしてきてくれたことが非常に嬉しかった。朝村へ行くと花を髪飾り

として付けてくれて、「マミ！マミ！」と呼んでくれて一緒に活動し、別れるときはバ

スが出発するまで見送ってくれた。村で過ごした時間は決して長くないものの、非常

に密度の濃い時間を過ごすことができ、交流会後の別れが本当につらかった。村人の

溢れるほどの温かさに触れ、これからもこの人たちのために力になりたいと思った。 

 

ツアーでは、大学や僧院、また村の学校などの教育現場を訪れる機会が多かった。そ

こで感じたことは、ミャンマーの人たちの勤勉さと、学ぶ機会を最大限に利用して、

自ら学ぼうとしているということだ。日本では学べる環境が整っているのにもかかわ

らず、そのありがたさに気付かず、無駄にしているひとがわたしを含め多いのではな

いだろうかと思った。学ぶ姿勢についても見つめなおすことができた。 

 

バガンのパゴダから、サンセットとサンライズの両方の景色を見たことも印象に残っ

ている。その景色と空気をずっと感じていたいと思えるほど本当に綺麗だった。これ

から、さらに多くの外国企業がミャンマーに進出し、経済成長をするだろう。それと

同時に、街並みが変わっていくと思うが、いまあるミャンマーのすばらしさを壊すこ

となく、人々の生活が豊かになることを願う。またミャンマーに訪れて、変化をこの

目で確かめたい。 
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植林ツアー体験記 

 

同志社大学政策学部 3 年 M 生 

 

今回の植林ツアーへの参加は、自分にとって非常に有意義なものであった。どの点におい

て有意義に感じたのか、主に 2 点にわけて述べていきたい。 

 

1 つ目は、少しでも国際貢献に役立てたことである。私は途上国支援に興味があったため、

少しでもミャンマーの方々のお役にたてることを非常に楽しみにしていた。だが、1 番メ

インに植林活動をする日に熱を出して参加できなかったのは非常に残念で、悔しい結果と

なってしまった。植林はその次の日の数時間ほどしか参加できなかったが、それでも自分

が植えた苗が立派な木になり、恵みを生んでいくことを考えると、参加できて本当に良か

ったと思う。また、わたしが植林以外にも自分たちにできる寄付などで何かお役にたちた

い、との要望を出したところ、藤村さんが古着の寄付という機会を設けてくださった。各

家庭に不平等がないように、などと難しい条件があったと思うが、調整を行って希望を実

現してくださり、感謝の気持ちでいっぱいである。本当にありがとうございました。 

 

2 つ目は、たくさんの方々と交流ができたことである。まずは、大学や僧院で出会った若

者たち。みなさん日本が好きで我々を歓迎してくださったし、中には非常に流暢に日本語

をしゃべる方もいらっしゃって驚いた。このように語学（それも難しいとされる日本語）

の勉強に励む学生とふれあい、自分自身も英語や、その他の言語の勉強をもっと頑張らね

ば、という刺激ももらった。出会った人々の何人かとはメールアドレスを交換したり、

Facebook でつながったりして、日本に帰国後もたまにメッセージの交換をしている。中

には、政策コンペで出すミャンマーに関する論文を書く際、情報収集を手伝ってくださっ

た方もいらっしゃり、本当に感謝している。 

 

次に、インダイン村で出会った方々。言語でコミュニケーションをとることは非常に難し

かったが、みなさんとても人懐っこくて暖かくて、植林や交流会が非常に楽しかった。も

う少しビルマ語を習得してまた村を訪問したいと思う。交流会の出し物であるソーラン節

のリーダーを務めたことも、自分にとっては非常に思い出深いものとなった。ゼミ生も先

生もみんなやる気を持って楽しく取り組めていたし、ミャンマーの方々が楽しんでいる様

子を肌で感じることができ、非常に幸せだった。 

 

最後に、Nature Lovers や MJET の皆さん。環境保全・ミャンマーの発展、といった高い

志を持ち、活動していらっしゃる方々と数日間行動でき、自分自身の在り方も考えさせら

れた。みなさん素晴らしく活動的で、かつ本当にすてきなお人柄の方ばかりで、このよう

な方々と出会えたことが本当に幸運であると思う。特に Aung Ding さんは連日ツアーに同

行し、様々なことを私たちに教えてくださった。現地にいってお話を聞いて、日本では学

べない多くのことが学べて非常によかった。また、先頭に立つ藤村さんがいたからこそ今

回のツアーの成功があった。みなさん、本当にありがとうございました。 

 

MJET ツアーは非常に楽しかったが、個人的に体調不良で丸 1 日休んでしまったのが悔し

いし、今回出会った方々と是非また会いたいので、できたら来年も参加したいと思う。こ

れからもミャンマーという国に目を向けていきたい。
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植林ツアー体験記 

 

同志社大学政策学部 3 年 N 生 

 

今回の植林ツアーで、初めてミャンマーという国に行きました。旅行の行き先候補にもあ

がることのない国だったので、ツアーに参加しなければ一生来ることはなかったと思いま

す。結論から言います、来てよかったです。全身でミャンマーを感じて帰ってきました。

そして、文献で読んでいるだけでは伝わらないミャンマーの魅力が多くありました。私の

文章力では伝えられないので、ぜひ行ってみてほしいです。 

 

このツアーで最も印象に残っていることは、インダイン村での活動です。何よりも、村の

人たちが本当に優しく親切にしてくれたことに感動しました。村中を案内してくれたり、

家に招待してくれたり、タナカを塗ってくれたり、牛車に乗せてくれたり、と様々な体験

をさせてくれました。観光だけでは見ることができない、村の人々の生活を垣間見ること

ができたと思います。日本に比べるとモノの豊かさのないミャンマーの村でしたが、心の

豊かさは日本の比べものにならないと思いました。モノに溢れていることが必ずしも幸せ

に結びつくわけではありません。村の人々は笑顔でゆっくりと流れる時間を生活しており、

ありのままの、自然と調和した空間を生きているように感じられました。3 日間同じ村で

活動することにより、村人たちとかなり親密になり、最後にお別れするときは泣いてしま

いました。私たちが村の人たちと植えた苗木は、これから村の人たちがお世話をしてくれ

ます。数年後、成長した木々を必ず自分の目で見に行きたいです。 

 

ミャンマーでの体験はすべてが非日常の連続で、何もかもが新鮮でした。初めてだらけで

一日がとても長く感じられましたが、本当にあっという間に時間が過ぎてしまいました。

もちろん、ミャンマーについて考えることもたくさんありましたが、普段の生活から離れ

て少し違う環境に置かれることにより、日本での自分自身の環境や現状について見つめ直

す良い機会にもなりました。そしてやっぱり日本はすごいです。いつでも冷えた水が飲め

ること、蛇口をひねれば飲み水が流れてくること、どこに行ってもエアコンがあること、

普段私たちが当たり前と思っていることは、実はありがたいことです。生きていくうえで、

そんなに多くのモノは必要ないことを村で体験しましたが、日本に戻ればこの便利な世界

にどっぷり浸ってしまっています。 

 

今回のツアーにより、ミャンマーについて知る機会を与えてもらえたことに、とても感謝

しています。刺激的で充実した 10 日間を過ごすことができました。ミャンマーで出会っ

たすべての人に、感謝の気持ちでいっぱいです。 

 

ミャンマーには、伝統文化が根強く残っています。発展＝欧米諸国のようになる、ではな

く、ミャンマー独自の文化を忘れることなく発展していってほしいと強く感じます。 
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植林ツアー体験記 

                          

同志社大学政策学部 3 年 O生 

 

8 月 22 日から 31 日まで、MJET のプログラムであるミャンマーでの植林ツアーにゼミ

単位で参加した。近年注目を浴びているミャンマーの現状を知れ、ミャンマーの人と

の新たな出会いがある今回のツアーを春先から非常に楽しみにしていた。行く前の予

想イメージとしては、やはり発展途上国の中でもさらに貧しい国、生活に困窮してい

るようなものと考えていたが、同時になにか予想をいい意味で裏切ってくれるような、

貧しいなりに幸福な暮らしをしているなどのフィールドワークならではの気づきも期

待していた。 

 

まず、ヤンゴンなどの街の現状だが、街灯が少なくお店もあまり無く、ミャンマー随

一の都市としては閑散としているよう思えたが、日中はマーケットや道に出ている露

店などが繁盛し、人も数多くいて賑わっていた。これはバガンにも同じことがいえ、

夜の静けさが嘘のように人がいた。これから、開発が進むにつれ夜も人が出歩くよう

になれば、より経済が動くのではないかと私は感じた。また、電気や水道もまだまだ

都市部でさえ十分ではなく、私自身も現地でホテルの部屋のトイレの故障に悩まされ

たので、今後、整備されてミャンマーの人にも住みやすい場所になればと切に思わず

にはいられなかった。 

 

次に In Daing村をメインとした農村部の現状だが、電気、水道、ガスなどのインフラ

がほぼ手つかずの状態で、各家庭に電球が一つあり公共で使う水場もしくは雨水を使

うようであった。それらだけを見ると非常に生活が苦しいように思えるが、そうでは

なく村人は想像以上に豊かな生活をしていた。毎日の食には困らず、また牛や鳥など

の家畜を飼っており携帯電話を持っている人までいたのである。さらに各家庭が協力

し合い、最終的には村全体で助け合いながら生きているので、皆が仲よく村の絆が強

いことも分かった。村の人は誰もが幸せだとも言っていて、幸福度も高いことも伺え

た。私もこれらには非常に感化され、村での生活も悪くはないと考えを改めさせられ

た。そう考え、村にいればいるほど、この村と村の人を好きになっていった。 

 

特に私の今回のツアーで出会った人の中で、僧院の交流会に来ていたヤンゴン大学の

Moe Moe Aung さんという学生の方と、村で出会った朝の連ドラ「あまちゃん」の主演

女優の子に似た女の子との思い出が深い。Moe Moe さんに関しては日本語がとても達

者で日本のことをよく調べているほど勉強熱心でお互いに、ミャンマーと日本のこと

を詳しく知りあえとても良かった。こんな優秀な学生の子がいるんだととても感心さ

せられた。 

 

また。「あまちゃん」に関しては、村でずっと仲良くしていて言葉が通じないにも関わ

らず、笑い合えお互い楽しみあって言葉では言い尽くせないほど、大切な時間を過ご

せた。  

 

このような出会いがあって交流できたことが、一番私がミャンマーに来てよかったと

思えた瞬間であった。このような機会を得ることができたのも、ミャンマーの現状を

知れ楽しめたのもこのプログラムに参加したからだと思う。また、ミャンマーに来た

いと私は心から思った。次に訪れる際には、どんな変化がミャンマーに起きているの

か、どんな人に出会えるのか期待して行きたいと思う。
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植林ツアー体験記 

                          

同志社大学政策学部４年 P 生  

 

今回のツアーは、私にとって、昨年に続く 2 度目の植林ツアーであった。約 10 日間、

非常に貴重な経験をすることが出来て、とても喜ばしく思われると同時に、多くの方々

に感謝をしている。本体験記を書くにあたって、私は、特に、昨年と比較したミャン

マーを焦点に置いて、論じていきたいと思っている。以下に、２点、ヤンゴン、バガ

ンにおける活動の感想について簡潔に述べていく。 

 

ヤンゴンでは、JETRO、ハニーズ、Nationalities Youth Resource Development Degree 

College を訪れたことが、個人的には大きく印象に残っている。この３つの場所を訪れ

ることで、共通して感じられたことがある。それは、ミャンマーは急速に変わってい

る、ということである。JETRO は、オフィスを訪れたのみで、マネージャーとの対話

を通して、様々なことを感じたという意味ではあるが、ハニーズ、College では、多く

の現地の方々と交流する機会を得ることができ、そこで、ミャンマーでの急速な変化

を感じたのである。具体的には、携帯電話の普及について、驚きを感じた。昨年、私

がヤンゴンを初めて訪れたとき、携帯電話を持っている人を見た記憶があまりなかっ

た。しかしながら、今年は、町中で、多くの人々が携帯電話、それもスマートフォン

を所持していることが分かった。もちろん、先ほど述べた、ハニーズ、College の大勢

の人々が、所有していたことも含めて、衝撃を受けた。 

 

次に、バガンでの感想を述べていく。昨年と同様に、Thazin Garden Hotel に宿泊を

した。まず感じた大きな違いは、ホテルに Wifi が導入されていたことである。去年、

インターネットが全くバガンで使用できなかったこともあり、ヤンゴンからの移動日

に、「あー少しの間連絡が全く取れなくなってしまうなあ」と思っていた、私にとって

は驚きであった。この一年間で、インターネットサービスに対応したということは、

個人的には、大きな感動となった。通信インフラの整備は、はっきり言って、目に見

える物ではない。何が言いたいのかと言えば、道路などのインフラとは違い、景観を

壊す等の影響は無いように考えられる。その結果として、スムーズな導入が図れたの

かもしれないと思われる。では、今後のバガンの課題として考えられるのは、景観に

影響を与えかねない分野の整備をどうおこなっていくかにあるのではないか。 

 

以上が、個人のミャンマーでの植林ツアーの感想である。今回のツアーでは、ミャン

マーにおいて、大きな変化を感じた。しかしながら、改めて感じたことは、人々の温

かさである。急速に発展を成し遂げようと変化するミャンマーにおいて、人々は変わ

らず優しかった。多くの人々と交流できたことは、私にとって、本当に貴重な経験で

あった。また、彼らの姿を見ることで、私たちも頑張らなければいけない、というこ

とも非常に考えさせられた。 
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植林ツアー体験記：「植林ツアーを継続すること」 

 

                 

慶應義塾大学総合政策学部 4 年 Q 生  

 

今年も去年に引き続きこの植林ツアーに参加できたことを心から感謝します。一年前

に自分が植えた木が立派に成長しているところをこの目で実際に見たとき何とも言え

ない嬉しさや感動がこみ上げてきました。この木がこんなに成長することができたの

も信頼関係を築き上げた村人が毎日水やりや手入れをしてくれたお陰だと思うと改め

て村人達にも感謝の気持ちでいっぱいになりました。そして今年もこの同じ地で村人

と植林ができ嬉しく思います。 

 

村に到着してすぐに去年会った村人が「美紀！」と名前を覚えていて呼んでくれたこ

とには大変驚いたと同時に凄く嬉しかったです。一回植えて終わりではなく継続する

ことでより村人との信頼関係が深まるし、この土地に対する私の思いも深まりました。

去年に比べ今年は植林する本数がかなり増えましたが、今回も要領よく植林すること

ができました。村人とも前よりはビルマ語の単語を覚えたのでコミュニケーションを

取ることができたので、もっと積極的に覚えてコミュニケーションを取りたい！と強

く思いました。やっぱり思いを伝えたいって心から思ったからです。 

 

植林活動を通して思ったのが、何よりもコミュニケーションを大切にする素晴らしい

プログラムだと思いました。コミュニケーションを通してミャンマーの人達が大好き

になって、大好きだから関わり続けたいと思う。この好きの思いのサイクルによって、

関わり続けたいという思いの継続に繋がるんだと思いました。私にとって植林とは

色々副産物はありますが、なんといってもミャンマーと日本のいつまでも続く友好の

証のようなものです。ミャンマーはこれからどんどん発展を遂げ変化していくと思い

ますが、私たちの関係はこれからも継続し繋がり続けたいと思いました。また、今回

は実施できませんでしたが、特定のテーマからリサーチをして何か問題解決型のプロ

ダクトなり、アイディアの共有なりが村の若者たちと出来たらいいなと思いました。

やはり、村にいると情報量はかなり乏しいのが現状だと思います。少しでも新しい情

報や考え方に触れるだけで、彼らの考え方や見え方にも大きな影響を与えるのではな

いかと思いますので、植林以外にもそのようなワークショップを開いてみたいと思い

ました。 

 

ミャンマーの未来を創るのは彼らですから。また、ミャンマーの人達の思考をもうち

ょっと覗いてみたいという好奇心もあります。とにかくまだまだ未知数でポテンシャ

ルを持ったミャンマー。これからが楽しみですし、そんなミャンマーを見守りながら、

時に何かを与えることができるように関わっていき続けたいです。そんなこと言って

もいつも与えられてばっかりなのですが…。そして、今回も Aung Din さん、藤村さ

んを始め多くの人に大変お世話になりました。そしてこの地で出会った数々の出会い

にチェーズーティンバーデー！
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植林ツアー体験記 

 

会社員 A 

 

３度目の MJET 植林ツアーの参加。8/25-29 の間と短い参加であったが、東京での日々

から離れリフレッシュすることができた。以下、8/25-29 の日々を振り返る。 

 

8 月 25 日：僧院での交流会より合流。タクシーで僧院へ向かう途中、反対車線を逆走

する渋滞時の運転を目の当たりにし、ミャンマーに来たことを実感。交流会では、日・

ミャンマー双方のチームのパフォーマンスを堪能し、皆川夫妻からミャンマーの医

療・社会事情等々、興味深い話を聞いた。夜の雨上がり後のシェダゴン・パゴダは金

色が反射し、とても綺麗だった。 

 

8 月 26 日：早朝の便でバガンに到着。まず Thant Sin Kyae 村を訪問。眼鏡をかけて

いなかったが、小学校の先生達がすぐ自分に気づいてくれたのが嬉しかった。そして

以前植えた木々が日陰を作るまでに成長していたのを見ると、なんとも言えない満足

感があった（写真は、2009 年に植えた自分の木を見上げているところ）。電化製品を

用いた村の生活も垣間見ることができ、変化を感じた。懐

かしい気持ちで一杯の Thant Sin Kyae 村と East Phar Saw

村の訪問であった。そして夕暮れにパゴダに登り日が落ち

ていく様子を見ていると、心が浄化されたようであった。

日が落ちた後のパゴダ内は真っ暗となり、不思議な尊厳さ

を感じた。 

 

8 月 27 日：In Daing 村での植林１日目。到着すると多くの村の人達が迎えてくれた。

用意してくれた昼食は美味。人数分用意するのは大変だったのではと思い感謝した。

植林では、大勢の村人が協力してくれ、自分の担当分も以外とすぐに終えることがで

きた。数時間で 1400 本を植え終わったのは記録だと思う。植林の達成に加え、作業

中仲良くなったマテとの出会いや、小学校での子供達の交流にも満足した 1 日だった。 

   

 

8 月 28 日：朝残りの木を植え終わると、牛車に乗って村離のパゴダまで。行く途中、

居住地からかなり離れたところまで畑があることに驚いた。日差しの強さと乾燥を体

感した。歴史あるパゴダを訪れることができ、王朝やパゴダ建築の歴史について興味
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がわいた。牛車は尾骶骨が痛くなったが、楽しいアトラクションだった。午後の休憩

時間に聞いた Aung Din さんの昔話（林業省に入った頃）が興味深かった。夜はホテ

ルの芝生に寝転がり、星の大群を観察した。 

 

8 月 29 日：朝早起きしてパゴダからの日の出を鑑賞。日没とはまた違った美しさがあ

り、陽の光のパワーを感じた。戻ってきてホテル近くの市場を散策。野菜、肉魚、な

んでも揃っている。野菜が新鮮で美味しそうだった。ホテルの入り口近くにビニール

等ゴミが蓄積している箇所があるが、鶏に混ざり豚がゴミをあさっていたのに驚いた。

その後のイラワジ側沿いのコウモリの見学も面白かった。そして In Daing 村を訪れ、

家庭を訪問した。太陽光パネルを用いて電気を使っている家庭、子供が進学している

家庭・いない家庭、経済状況にも違いがあるように感じた。IT を専攻している村の学

生と出会い IT 事情・就職状況などが気になったが、あまり話をする時間が取れず残念

だった。どこの家庭もおやつ、タナカ等々でおもてなししてくれた。午後イラワジ側

沿いのレストランにて皆と別れ、ヤンゴンへと向かった。 

 

以上、充実した 4 日半を過ごすことができた。一緒に旅をしたメンバー、村の人々に

感謝したい。旅で抱いた興味を忘れずに、今後につなげていきたいと思う。 
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植林ツアー体験記 

 

同志社大学政策学部 3 年 R 生 

 

私は今回大変貴重な体験をさせて頂きました。このような機会を用意し、又運営して下っ

た、Nature Lovers、MJET の皆様には心から感謝申し上げます。観光旅行等では、絶対

に会うことのできない人たちに会い、共に過ごし、多くのことを感じることができました。 

 

私が今回のツアーを通じて感じたことは、大きく分けて 2 つあります。まず 1 つ目は、ミ

ャンマーには可能性が無限大にあると感じました。大きいことを言える立場ではありませ

んが、In Daing 村を訪問し、いい意味で何も根付いてない場所だと思いました。村の家庭

訪問を通じて、発展具合は私の想像をはるかに越えるほどのものでしたが、村人の私たち

を温かく受け入れてくれる姿はとても印象的に残っています。 

 

水道もなく、牛がいるほど裕福だと考えられる世界は私にとって衝撃の連続でした。しか

し、まだ民主化されたばかりだからこそ、情報もあまり入ってきておらず、外国からの進

出が少ないため、何にも染まっていない様子も同時に伺えました。これから、アジアの最

後の砦と言われるくらいですし、発展は必然的にしていくと思いますが、勝手に発展して

いくのではなく、村人自身が発展する必要性を感じ、自分たちに合った、笑顔を失わない

発展をしていってほしいと感じました。 

 

そして 2 つ目に感じたことは、村人との交流はお互いにとってとても貴重であるというこ

とです。私は昨年、フィリピンにボランティアに行き、子供たちに日本について教えたり、

一緒に遊んだりしました。そこで感じたのは、このボランティアは本当に意味があるのか

ということでした。日本人学生にとっては、知見も深まり、試行錯誤しながら 2 週間過ご

すことで得るものはありますが、フィリピンの子供たちにとって本当に為になっているの

か半信半疑のままでした。しかし、今回何度も村人や、僧院、様々な場所で交流会をさせ

てもらう中で、意味のあるものであると実感することができました。特にそれを実感した

のは、村で若者にお別れのときに言われた、「また来年」という言葉からでした。彼らが貧

しいのは事実であり、自ら私たち会いに行くことはなかなか難しいと思います。そんな彼

らが 1 年に 1 回訪問する私たちとの交流を楽しみ、又、名残惜しんでくれる様子を見て、

一度きりでなく、長く交流し続けることが彼らにとっても私たちにとっても大切であると

感じました。 

 

私たち同志社大学の岡本ゼミは人数が多かったことから、皆様に大変迷惑もおかけしたと

思いますが、笑顔溢れるミャンマーという国に訪れることができ、大変光栄に思います。

これきりとせず、今後もミャンマーと関わっていきたいと思える旅となりました。 
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植林ツアー体験記 

 

同志社大学政策学部３年 S 生 

  

このミャンマーでの植林活動は私にとって極めて貴重な体験だった。私たちは、バガンに

ある In Daing village で村の人たちと協力しながら 1664 本もの木を植え、植えた苗木に

自分たちのネームカードをつけた。植林活動自体は 2 日間という短い時間ではあったが、

このツアーを通してバガン地方の環境改善に携わり、途上国のしかも農村地域の問題を直

に感じられたことは私にとって大きな収穫となった。そんな 8 日間のツアー体験記をここ

に記すこととする。 

 

植林活動の 2 日間は、照りつけるほどの日差しは少なく、非常に天候に恵まれた中での作

業だった。4 つのフルーツの名前がついたグループに分けられ、私はパイナップル班の植

林副班長として任命された。特に副班長としてやることはなかったが、総監督から支持さ

れたところの穴の範囲で次々と苗木を植えていった。最初の苗木マップと実際に掘られて

いる穴にズレがあったため、自分の所定された範囲が分かるまでに時間はかかったが、村

の人達のサポートのおかげで、午後の日差しが強くなる前になんとかすべての木を植える

ことができた。 

 

私が手伝ってもらったのは 60 代と 20 代後半の男性だった。事前にもらったビルマ語の書

かれた紙を見ながら挨拶とつたない自己紹介を交わした後は、お互いジェスチャーで植林

活動に励んだ。最初はひとつひとつの動作の間に一呼吸おきながらでの作業だったが、時

間が経つ内にいつの間にか 1 人の男性が穴を掘り、私が苗を植え、もう 1 人の男性は次の

苗木に覆われたビニールを剥がすという非常に効率的な流れ作業ができていた。暑い中で

の地道な作業だったが、このような効率的な流れ作業と、常に笑顔を向け、時折暑いね、

などと気を遣って下さった村の人達の厚意のおかげで私は楽しくとんとん拍子に苗を植え

ることができた。 

 

苗木を植え終わると、今度は水をまき始めた。トラックから大きなホースが引っ張られ、

そこから出る水をバケツに貯めて歩き回る。思ったよりも 1 つの苗木に対する水の量が多

く不安になったが、見る間に水が土に染み込んでいるのをみて、乾燥地とはこういうこと

を指すのかと感心した。よく見ると乾いた地面は白っぽさが混じった赤色で、固く、それ

でいて手で崩すと非常にもろい。聞くところによると、せっかく植えても乾燥で駄目にな

ってしまう苗木も少なくないそうで、それだけ乾燥地での緑の回復・管理というのは難し

い問題だということが伺えた。 

 

植林を終えると、最後に自分の植えた木にネームカードを付けた。私が付けたのは「タマ

ール」と「マジー」という苗木だった。どちらも育てれば食べることができるそうで、実

際にこの「タマール」で作られたタマリンド・キャンディーを頂くことができた。薄いソ

フトキャンディーのようなもので、味は塩辛かった。こんな風に自分の植えた苗木がどの

ように育って何になるのかを実際に見て感じることができるのはなんとも愛着がわくもの

で、数年後も元気に育って欲しいと強く願う。来年もまた参加したいという思いが募るば

かりだ。最後に、このような貴重な体験そして充実した 8 日間を与えて下さった藤村さん

はじめ、村の人たちやツアーに同行してくれた方々にお礼を表して、私の植林ツアー体験

記とさせていただく。心から、ありがとうございました。
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植林ツアー体験記 

                    

同志社大学政策学部 3 年 T 生 

 

私は、今回植林ツアーに参加させて頂いて、本当に貴重な体験をでることができました。

このような素晴らしいツアーを組んでくださった MJET, NATURE LOVERS の皆さん本

当にありがとうございました。また来年も機会があれば参加したいと思います。 

 

このツアーでは植林を初め、様々な場所での観光、また行く場所すべてで素晴らしい出会

いがあり、特に In Daing 村では村人との交流が深まり、本当に充実した時間を過ごすこ

とができました。 

 

しかし、毎日少しスケジュールが詰め込まれ過ぎではないかと感じました。もう少し晩ご

飯を早く食べ終わり、その後、自由な時間がもう少しあるとさらに良いツアーになると思

います。また、植林では自分のグループの木を植える場所がなかなか決まらなかったので、

何もすることができず無駄な時間が多かったように思いました。 

 

最後のタグ付けの時もタグをつける場所がわからない状態で何もすることができない時間

がとても多かったように思いました。このような点を改善することができれば、さらに効

率が上がってスムーズに植林を行うことができると感じました。 
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植林ツアー体験記 

 

同志社大学政策学部 3 年 U 生 

 

以下において植林活動における私の体験を記したい。 

この植林活動は私にとって初めての植林であり、初日には何をどうしていいのか全く

分からない状態であった。そんな私が植林の班長になってしまい、本当にできるのか

と不安もあった。当日ガイダンスを受けて個人の木から植林開始、と思いきやいきな

り自分の班の区分がずれていて、どこから植えたらよいのかわからなくなってしまっ

た。結果的に作業の早い村の人が自分達の区分まで植え始めていただけのことであっ

たが、その日の午後からきちんとできるのか不安であった。 

 

十分に休憩をとった後、昼過ぎから作業を再開した。この午後からはひたすら区画に

植林するだけであったが、割り当てが一人約 50 本と、とても多く二日間でこなせるの

か正直わからないと感じた。だがそんな心配も村人の助けで一変した。彼らのサポー

トが本当にしっかりしていて、次々と苗木が植えられていったからだ。終盤には、自

分の不安が、「今日こんなに植えたら明日植林する分はあるのだろう」という不安に変

わっていたくらい早いペースで作業は進んだ。植林中、村人と身振り手振りでコミュ

ニケーションを図ったがやはり互いの言語をほとんどわからない為、笑顔が主要なコ

ミュニケーションとなり若干もどかしくも感じた。 

 

植林を終えて感じたことは、第一に達成感

である。なにより、この達成感は村人達も

感じていたように見えたので、言葉は通じ

なくても同じ作業で同じ気持ちになれたこ

とが非常にうれしかった。植林作業自体は

暑い気候のせいもあり厳しい時間もあった

が、先述した通り村人の多くの助けで慣れ

ていない自分でも最後まで植林することが

できた。 

村人達と互いに興味はあるが、この体験は単にボランティアというわけでなく、言語

の壁が大きい。やはり現地の人との密接な交流が大きな成果だと感じたし、また訪れ

たいというボランティア継続に対する希望はこれがボランティアとしても役に立つと

考える。 

 

最後になりますが、村人だけでなく、お世話になったＭＪＥＴの方々に御礼申し上げ

ます。 
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植林ツアー体験記 

            

東京外国語大学 1 年 V 生    

 

このツアーの中では同じくらいの年齢のビルマ人の方とお話をする機会が数多くあっ

た。もし個人で観光しにミャンマーに行ったらなかなかそういう経験はできなかった

と思うので、その点はこのツアーに参加して本当によかったと思う。私は大学でビル

マ語を専攻しているが、学習し始めてまだ四か月である。しかし、予想以上に現地の

方々とビルマ語でいろいろなお話をできたことにとても感動した。特に同世代の女の

子たちとの会話はとても楽しかった。恋人の有無を聞かれ、いないと言うとあの男の

子はどう?と聞かれたり、一緒に頑張ろうと励まされ笑ったり。このようなたわいない

会話は、日本人同士でする会話と何ら変わりはなかった。また日本人の肌は白いと指

摘されたことがあった。私が肌は白いほうが良いのか尋ねると皆一様にうなずいた。

この時女の子の価値観や興味は、国は違えど、共通するものがあると感じた。 

 

植林でお邪魔したインダイン村は古き良き日本の農村を思い起こさせるような村であ

った。人々は耕作や家畜の世話に精を出し、子供たちは裸足で駆け回る。夕方になる

と近所の人が集まり世間話をする。また、ミャンマーの人々は総じて親切で優しかっ

た。私たちがお昼ご飯を食べている最中ずっと団扇であおいでいてくれたり、たくさ

んのお土産をいただいたりした。村でお宅訪問をした時、何軒かにはラジオやテレビ

あって驚いた。いつ買ったのかは聞き忘れてしまったが、最近の経済発展の影響だろ

うか。日本では経済発展と引き換えに、ご近所さんとのつながりや物を大事にする生

活といった、たくさんの大切なものを失った。ミャンマーの人柄や農村の良さを失わ

ないためにもこれからはいろいろ発展の手助けをするにあたって、貧富の差が生まれ

たり環境汚染につながったりしないよう配慮が必要になる。 

 

植林を行ったバガンという地域は乾燥した気候で、最初こんなところに植えて木が育

つのかと疑いを抱くほどだった。しかし過去に植えた木を見に行ってみると、かなり

大きくなっている木もたくさんあった。実際の植林作業では私たちは掘ってある穴に

苗木を入れ、土をかぶせ、水をやった。今後この活動が続くなら、育った木を利用す

ることも視野に入れることになるだろう。しかし下手に果物などが取れたりすると、

住民同士のトラブルの原因にもなりかねないそうだ。 

 

私たちが植えたたった千本ほどの苗木で何かが大きく変わることはない。しかし、私

たちがこの体験を友達に話したり、活動の様子をインターネットで見てくれたりする

人もいるだろう。そうして私たちの活動を知ってミャンマーや途上国支援に興味をも

ってくれる人が増え、段々その輪が広がっていけば私たちの活動は本当に意味のある

ものだったといえるのではないか。 
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植林ツアー体験記 

岡本由美子 

同志社大学政策学部教授  

 

今回、MJET 植林ツアーは 2 度目の参加であった。第 1 回目は 2011 年度 8 月である。

あれから 2 年が経過していたのであるが、それとの比較でいくつか気付いた点をまと

めてみたい。 

 

第 1 点目は、ヤンゴン（都市）でもバガンの村でもそうだったが、着実に変化の波が

押し寄せてきており、ミャンマーの人々が自国の将来に対してようやく希望を見出し

始めたことである。1962 年の軍事政権成立以来、時が止まってしまったかのようであ

ったミャンマーにも半世紀を経て、ようやく夜明けが訪れようとしている。こんなこ

とを書いてよいかどうかわからないが、MJET のカウンターバートである Nature 

Lovers 会長の Aung Din さんがこれまで米国の永住権を保持し続けるために毎年ア

メリカに行っていたが、近く、その権利を放棄するかもしれないとおっしゃっていた

ことが印象に残っている。これは、現在のミャンマーの変化に自信を持っているから

であろう。自国で能力を活かせるチャンスがミャンマーに生まれ始めているのだ。 

 

第 2 点目は、第１点目とも関連するが、バガンの町に臨接する村では急速に生活水準

が向上し、貧困問題が解消されつつあることだ。2011 年 8 月、私は人口約 2 千人の

Than Sin Kyae 村を訪問し、植林活動に従事をした。今回はこの村では植林活動こそ

行わなかったが、村を歩きながらその変化の様子を観察していた。最大のそれは村に

電気が通り始めたことであろう。2012 年後半から、Than Sin Kyae 村の約 200 世帯に

電気が供給され始めたそうだ（ただし、65 世帯はまだのようである）。各戸 60万チャ

ット（約 600 米ドル）を政府に支払い（固定費）、電気の供給が開始されたようだ。1KW/h

で 50 チャット。日本の５分の１の電気料金だが、日本とミャンマーの生活水準の差を

考えると、ミャンマーの人にとってはまだ高級品だ。しかし、電気が通ったことで、

テレビや DVD デッキのような電化製品が増えており、また、縫製家内工場でも１台、

電動ミシンが導入され始めた。やはりインフラの威力はすごい。 

 

Last but not least、MJET と Nature Lovers の植林活動の様々な効果である。2011 年

に私自身が植林した苗木は 2 年のうちに２メートルに達していた。小学校の校庭に植

えたものだが、正直言って生育するとは思っていなかった。誰もが、「かわいそうだけ

ど、無理かもね」と当時言っていた。しかし、今回、２年ぶりに訪問し、スクスクと

育った苗木を見て何とも言えない感動を覚えたものである。苗木が育ち、すっかりと

森のような様相を呈し始めていた。 

 

しかし、植林活動の効用は苗木の生育だけではない。今年度植林活動を行った In Daing

村では、昨年に MJET と Nature Lovers の植林活動が始まってから、村人の結束が固ま
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ったと緑化委員会の委員長が語っていた。目に見えない効果だが、村人の意識や行動

パターンが NGO 活動を通して変化したことは非常に喜ばしいことだ。 

 

また、植林活動によって意識に変化が生まれたとすれば、それはミャンマーの村人だ

けではない。日本の若者の意識もそうだ。今回、私のゼミ生 19 名（３年生 17 名、4

年生 2 名）が植林ツアーに参加させていただいた。当初、ミャンマーに興味をそれほ

ど持っていないように見えた学生も、村人や Nature Lovers の人との交流を通して、

異文化コミュニケーションの楽しさと難しさを大いに学んだ。また、途上国の開発と

その方法論の重要性についても本だけではなく現地体験を通して、しっかりと学んだ

（ことを期待したい）。 

 

最後に、この場をかりて、今回、同志社大学から 19 名の学生の参加を快諾してくださ

いました、MJET 会長の藤村建夫氏に厚く御礼を申し上げるとともに、途中熱を出した

学生が続出し、ご迷惑をおかけしてしまったことを深くお詫び申し上げたい。 
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１０．シュエダゴン・パゴダの Jade Buddha（玉仏） 

藤本 耕士 

        拓殖大学教授 

 

1980 年 12 月、筆者は海外経済協力基金（日本の政府円借款担当援助機関、1999 年に

日本輸出入銀行と統合して JBIC となり、さらに 2008 年 10 月には JBIC の円借款担当

部門が旧 JICA と統合し、新しい JICA の円借款担当部門となった）の中国担当課長と

して初めて中国を訪問した。現地での日程は、北京から秦皇島を経由して上海を訪問

するというものであった。上海には、最後の数日滞在したが、当時の上海の町並みは

近代化された今日のそれとは異なり中国の歴史を彷彿とさせるものであった。 

 

上海滞在中に半日を割いて市内にある有名なお寺、玉佛寺を訪問する機会を得た。漢

字の“玉”は宝石・貴石を意味するが、事実この寺で筆者はかつて見たこともない端

正で小ぶりな（小学生低学年サイズ）の玉仏座像に出会ったのである。案内の坊さん

の話では、玉は翡翠（Jade）で、仏像はミヤンマーで二体彫られた中の一体で何かの

因縁で遠路はるばる玉佛寺まで運ばれ安置されることとなったとの由。他の一体はミ

ヤンマーのどこかのお寺に安置されているはずとのことであった。 

 

“玉佛寺 美麗におわす 仏かな”と一句詠んだような記憶があるが、その後長い間、

この玉仏のことはもう一度拝観したいとの強い思いとともに記憶の片隅に静かに鎮座

したままとなっていた。2010 年 9 月、アメリカ合衆国へのゼミ研修旅行の帰途、上海

に立ち寄る機会があったので、早速に玉佛寺を訪ねこの玉仏との再会を果たしたので

ある。30 年の時を経て、寺は格段に整備され多くの信者や観光客を受け入れる体制を

整えていた。そんなこともあってか、玉仏は広い堂の奥に鎮座しており、かつてのよ

うに手も触れうるような距離での拝顔は叶わなかった。玉仏の端正さには変わりがな

ったものの、玉の色合いが淡い黄色を帯びた透明度のある白色であったことは、1980

年当時の記憶、すなわち透明度のある緑色を帯びた色調、とは異なるものであった。

この時、同じ仏像のもう一体がミヤンマーに残されているとの話を思い出した。機会

があればミヤンマーの Jade Buddha をも拝顔したいものだと、漠然と思ったものであ

る。 

 

2012 年 8 月、筆者のゼミ学生 7 名を引率し、MJET 恒例のエコ・ツーリズム・ミッショ

ンに参加した。ヤンゴン到着の翌日の 8 月 26 日夜、エコ・ツーリズム一行は世界最大

の仏教寺院、シュエダゴン・パゴダを訪問した。パゴダに到着やいなや、ミヤンマー

に残されているはずの Jade Buddha の記憶が蘇った。シュエダゴン・パゴダの入り口

で、案内のアウン・ディン氏（MJET のカウンター・パートで現地の NGO“Nature Lovers”

を主宰）に、ミヤンマーに Jade で造られた仏像があると 30 年前に上海で聞いたこと

があるがこの寺にあるのではないだろうかと尋ねたところ、確かにシュエダゴン・パ

ゴダに安置されているとの返事が返ってきた。早速に案内を乞い、ミヤンマーの Jade 
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Buddha に邂逅することが出来たのである。30 余年の時を超えて、二体の Jade Buddha

座像に拝謁することが出来たわけである。写真も何枚か撮り、帰国後すぐにプリント・

アウトしたが、なんと、すべての写真がフラッシュによるハレーションを起こし、本

尊が写し出されていなかったのである。 

 

2013 年 8 月 25 日夜、本年の MJET ミッション一行もまた、シュエダゴン・パゴダを訪

問した。この夜、ようやくミヤンマーの Jade Buddha を写真に収めることができた。

写真に写った Jade Buddha は、不思議なことに 1980 年に上海の玉佛寺で拝顔した時の

玉仏の記憶、透明な緑の色調の仏像そのものであった。時空を超えて色調が転移した

のであろうか。 合掌 

 

シュエダゴン・パゴダの Jade Buddha (2013 年 8 月 25 日夜、筆者撮影) 
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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）合計 1,664 本という、今まででもっともたくさんの植林をしたこと  

２）同志社大学岡本先生のゼミ生 19 人が参加して、植林ツアーに先行して現地研修と

交流会を行い、農家調査も実施したこと  

３）新しい僧院において、瞑想と交流会を行ったこと  

 

今回、元林野庁職員で会員の平田経倫さんが参加され、より専門的な見地から植林に

ついてのアドバイスをいただいた。平田さんは、中央林業開発訓練センター計画

（CFDTC）の事前調査団員として、1988 年にミャンマーを訪問されたのであるが、

今回その CFDTC を訪問することができて、感慨深いものとなったようである。平田

さんの話では、我々が植林しているバガン近郊の乾燥地の場所は、通常日本で行われ

ている植林の条件に比して非常に厳しいものであるとのことであった。  

 

In Daing 村では、村人が 120～140 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。1664 本の植林は、名札を作る作業が大変であった。このため、

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余裕がなかった。ヤンゴン

への帰路は、昨年同様、早朝、貸し切りバスに乗って、ホテルからポパ山に行き、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 時近かった。  

 

今回は、同志社大学の岡本先生のゼミから多くの学生さんが参加された。また、拓殖

大学から藤本先生と矢口先生に参加していただき、学生の植林活動を指導していただ

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 16 名、男性 15 名となっており、男女のバランスが

とれていたのが特徴的である。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。 
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付録 １．植林ツアー参加者 

 

参加者：３１ 名 （内訳：MJET 会員８名（含む学生 2 名）；一般学生２１名： 

一般社会人参加２名） 

 

      植林ツアーの参加者内訳 

参加者 人数 

MJET 会員  

  学生 ２ 

  大学教員 ２ 

  会社員 １ 

  団体役員 ２ 

  その他 １ 

 小計 ８ 

  

一般参加者  

  学生 ２１ 

  大学教員 １ 

  会社員 １ 

  団体役員 ０ 

  その他 ０ 

 小計 ２３ 

 総合計 ３１ 

 

 

  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 Youth Association 

幹事 U Lin Naing Myanmar Japan Youth Association 

学生 Ko Htet Min Thu Myanmar Japan Youth Association 

学生 Shwe La Min Myanmar Japan Youth Association  
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 付録２ Itinerary in Myanmar for August24-September 1, 2013    2013-8-23 

 Leave  Arrive  AM PM Overnight stay 

8/24 

Sat 

Narita/ 

Kansai 

 

Incheon/ 

Yangon 

13:55 by KE704 at Narita to arrive at 16:20 

12:10 by KE724 at Kansai to arrive at 14:00 

 

 

18:40 by KE471 to arrive at 22:15 

Yangon 

New Ayar Hotel 

8/25 

Sun 

  09:00---09:30 The World Buddhist 

Meditation  

Institute: Practice meditation 

11:30—13:00 Practice of entertainment 

shows (dancing, singing, etc.) 

15:00 Exchange programme with MJBYA  

 

 

18:30 Visit Shwedagon Pagoda 

Yangon 

New Ayar Hotel 

8/26 

Mon 

Yangon Bagan 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 

14:00 Briefing on the dry zone 

1600 Observation of planted trees in East 

Phar Saw village; 

18:00 Sunset observation 

Bagan, Thazin 

Garden Hotel 

8/27 

Tue 

    08:00 Preparation at In Daing village 

 

10:30 Tree-planting in In Daing village 

14:00 Friendship football match at Thant Sin 

Kyae village 

20:00 Practicing dancing 

Bagan, Thazin 

Garden Hotel 

8/28 

Wed 

  08:30 Tree-planting in In Daing village 

 

14:00 Friendship football match at In Daing 

village 

Sakura Hotel and Lacquer ware shopping 

Bagan, Thazin 

Garden Hotel 

8/29 

Thu 

  08:00 –Move to In Daing village 

09:00—10:00 Briefing on the village 

10:30—12:30  Interview and  

“Village household visits” 

City tour 

 

20:00 Exchange programme at In Daing 

village 

Bagan, Thazin 

Garden Hotel 

8/30 

Fri 

Bagan Yangon 08:30 Check out Thazin Garden Hotel & 

leave for Popa, lunch at Popa Mt. Resort 

Hotel 

14:00 Leave Popa for Yangon by chartered 

Highway Bus 

21:00 Checking in the hotel in Yangon 

Yangon 

New Ayar Hotel 

8/31 

Sat 

Yangon 

 

Incheon 08:30 Visit CFDTC that JICA supported 

 

13:00~    Free 

23:35 by KE472 to arrive at 08:05 on Sept. 1 
(To stay in flight) 

9/01 

Sun 

Incheon Narita 

Kansai 

10:10 by KE703 for Narita and arrive at 

12:30 in Narita airport 

09:15 by KE723 for Kansai and arrive at 

11:00 in Kansai airport 

 

 

 

  
02/05/2010 
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付録 ３ 写真集 

交流会 

   

  ソーラン節を踊る同志社の学生     ミャンマーの踊りを踊る日本語教室の学生   日本語の歌を歌う植林ツアーの学生 

 

   

  ミャンマーの踊りを踊る小学生       少年僧に食事を差し上げる学生      交流会の後で懇談する平田さんと学生 
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観光 

   

   シュエダゴン・パゴダでのお祈り    シュエダゴン・パゴダでの楽しい一時     シュエダゴン・パゴダで皆と一緒 

 

タンシンチェ村・イーストパッソー村訪問 

                       

   タンシンチェ村の村人と一緒に     タンシンチェ村で生長した苗木を視察      2010 年植林の「藤村の森」 
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インダイン村での植林 

    
   インダイン村で能率コンロを贈呈       インダイン村での昼食               インダイン村で苗木を取りわける女性 

 

 

   

    山口仁秋記念の森の植林           村人と一緒に植林           村人と一緒に植林する学生 
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インダイン村での植林 

   

     村人と一緒に植林            一服する村人と学生             水やりをする村人 

 

   

   サッカーの試合後の両チーム        フラダンスを披露する学生       ミャンマーダンスを披露する村の少女 
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ポパ山への観光 

   

 ポパ山に行く途中でゴマ油を絞る牛        ポパ山で仏様にお祈り         ポパ山のリゾートホテルで一服 

 

   

  モービに行く道路の乗り合いバス      中央林業開発訓練センターを訪問     今日でお別れするヤンゴン空港にて 
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付録 ４ 植林地図 

 

 

  個人寄付の苗木  2 人の森と家族の森           山口仁秋記念の森（赤、黄、青。緑色） 


