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2015 年度、ＭＪＥＴ植林ツアーの記録
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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

2015 年 8 月 28 日から 9 月 5 日まで

参加者

学生 6 名、社会人 4 名、計 10 名

植林の場所

Chaukkan 村と West Phwar Saw 村の共有地他

成果の概要

1.

Chaukkan 村の共有地において、村人と一緒に計 712 本を West
Phwar Saw 村の共有地において、村人と一緒に計 310 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。 特に今年は運動会を初め
て行ったところ、子供達と村人に大変喜ばれた。

3.

「ゴミ・ゼロ研究プロジェクト」を In Daing 村において、村人
と一緒に開始することで合意した。

4.

Thant Sin Kyae 村の第 28 小学校に理科の実験器具を寄贈し、先
生と協力して理科実験教育を改善していくことで合意した。

5.

Thant Sin Kyae 村の 11 農家が農業研究所と協力して、ネリカ米
の試験栽培を行うことになった。

6.

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。

7.

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 は、事前にバガンに赴き、Chaukkan
村と West Phwar Saw 村の緑化委員会と打ち合わせを行うと同時に穴掘り等の準備を行
った。植林ツアーには、The Nature Lovers から U Aung Din, Daw May Kyin, Ma Khine
Tharaphe Din の 3 名、またミャンマー日本青年協会からは、Daw Thin Thin Yi と Ma
Shwe La Min の２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、29 日、僧院での朝食後、全員が歌と踊りの練習を行
った。
植林ツアー参加者 10 名（男性５名、女性５名; ４大学から６名、社会人４名）の内、
東京外国語大学の学生 2 名は、ヤンゴン大学で、3 週間のビルマ語研修を終了後にこの
植林ツアーに参加した。今回は、新しい Chaukkan 村と West Phwar Saw 村の村人と一
緒に植林し、交流会を行った。村の人達は、ツアー一行を総出で大歓迎してくれた。言
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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。村の子供達が参加する運動会は、初めて行う競技に興奮してい
つまでも熱が冷めない楽しさは、特筆すべきことであった。

１．2015 年度植林ツアー実施の概要
神田道男
実施期間：2015 年 8 月 28 日(金)から 9 月 5 日(土)
参加者：10 名（内訳：社会人４名 学生・院生 6 名）
日程の概要：
8 月 28 日（金）：移動（東京－ヤンゴン：ANA/アジア航空利用）（ﾆｭｰ･ｱﾔｰﾙﾎﾃﾙ）
：移動（関空－ヤンゴン：TG）
29 日（土）：僧院での瞑想
：僧院における日本語クラス・付属学校との交流プログラム
：寝釈迦、シェダゴンパゴダ参拝
30 日（日）：移動（ﾔﾝｺﾞﾝ－ﾆｬﾝｳｰ：ヤダナポン航空）(ｽｰﾃｨﾝｻﾝ ﾎﾃﾙ)
：植林状況視察（タン・シン・チェ村、コンタンジー村）
：講義（バガン地方の植林の現状：林業省、樹種紹介：平田さん）
：植林予定地視察（チョーカン村、ウエストパソー村）
31 日（月）：植林活動（ウエスト・パッソー村：310 本）
：交流運動会（ウエスト・パッソー村：児童約 40 人成人 10 人参加）
9 月１日（火）：植林活動（チョーカン村：約 712 本）
：村人との交流会（小学校校庭）
2 日（水）
：ネリカ米実証栽培説明会（タンシンチェ村小学校講堂、DAR,村人）
：理科教育改善打ち合わせ（タンシンチェ村小学校、校長他）
：ゴミゼロ・研究案説明（インダイン村集会所、村民約 25 名参加）
：遺跡視察(アーナンダ寺院他)
：遺跡での日没鑑賞、(パゴダ)
3 日（木）：移動（ポパ山→ネピド→ヤンゴン；高速道利用、バス）
4 日（金）：ヤンゴン市内視察（看護学校、橋梁訓練センター、ボジョウ市場）
：移動（ヤンゴンー成田/関空）
5 日（土）：東京着
植林活動
・植樹は 8 月 31 日（月）と 9 月１日（火）の 2 日間、ウェスト・パソー村（イー
スト・パッソウ村の西側）とチョーカン村（ニャンウ～の南東約 10ｋｍ（40 分）
を対象に行った。ウェスト・パッソウ村で 310 本、チョーカン村で 712 本
計 1022 本を植えた。植栽数は、表１に示すとおりである。また、チョウカン村
の寄付者毎の植栽図は付録４に示すとおりである。
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（ウェスト・パソー村）
・同村は人口約 700 人、約 150 世帯。

小学校の水は、深井戸をポンプアップし

て各所に給水する形式であった。最近、電気が引かれ、一部は工事中であった。
・植樹は共有部分で 157 本（集会場の囲わり（63 本）、小学校構内の東側（94 本））、
住民の宅地 153 本、計 310 本を植樹。
・植樹穴は、おおよそ 40ｃｍ画のものを村の方で準備。ただし、穴の位置は、土
地の状況に合わせ、不整合であった。牛糞等の肥料の準備はなかった。
・穴の一部は、前日視察した際は、掘られていなかったが、当日朝、住民により準
備されていた。したがって、区画図の準備はなかった。
・苗木は「Nature Lovers」が準備し（ジマー、ユーカリ、ショウ・ビュー、チヤ
イエ、チーク）あらかじめ搬入してあったものを使用した。
・参加者を３つのグループ（マンゴ―班、メロン班、パパイヤ班、）に分け、村人
も班ごとに分けてパートナーを作り、各班 毎に協同で植樹を行った。
・植樹後、水をやり、企業の森（MJET 森）とし、名札を付けた。
（チョウカン村）
・同村は人口 2014 人、473 世帯。

村に 2 本深井戸があり、村の中央にあるもの

が水汲み場になっており、ここのタンク車を持ってきて給水している。電気は
来ていない。小学校には、雨水を貯めるタンクが設置されている（オーストラリ
ア人夫妻の寄贈）。
・植林地は村の北側にある溜池（ほとんど水は溜まっていなかった）の東北の空き
地（おおよそ（３０ｍ～４５ｍ）X１１５ｍ）に 659 本を村人と植樹、また小学
校の敷地の東側のはずれに 53 本、小学生と植樹した。計 712 本
・植樹穴は、おおよそ 50ｃｍ画のものを村の方で準備。穴の位置は、土地の状況
に合わせ、若干不整合であったが、横１.5ｍ～2.0ｍ間隔、縦 3ｍ～４ｍ間隔で、
面積は約 0.4ha(横 27ｍ～45ｍ、縦 110ｍ～115ｍ)で。縦 33 行、横 17～23 列で
あった。牛糞等の肥料はごく一部の穴にあらかじめ撒かれていた。
・苗木はあらかじめ、植林地の入り口に準備されており、植林に先立ち、苗木を一
行ごとに同じ樹種とする予定であったが、村人に十分理解されず、同一の行でも
異なる樹種となってしまった。植林は 3 班に分かれ、あらかじめ場所を分担し
て行われたが、村人・男女・子供が極めて多く（200 名以上）参加し、５0 分ほ
どで完了した。植栽後、村の所有するタンク自動車を活用して水遣りを行った。
・名札付けは、昼食後、村人と Nature
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Lovers で行った。

表１ 植栽地別 樹種別植林概数
Yinmar Teak
Eucal
植栽地／樹種
iptus.
West
Phwar
9
27
Saw 村共有地
West
Phwar
29
31
Saw 村小学校
West
Phwar
Saw 宅地
90
326
149
Chaukkan 村共
有地
53
Chaukkan 村小
学校
128
437
149
合計

Shaubiyu
4

Kayye
1

Kokko

25
21

48

(単位：本数)
Tamar
計
22

63

9

94

84

153

94

659
53

50

1

142

115

1022

・以下のドナーの樹を植樹。内訳は、企業の森（２）400 本、家族の森（９）545
本、個人（10）55 本

計 1000 本。

＊企業の森：MJET Forest 300 本、
：CDC Forest

100 本、

＊家族の森：The Ohshima-Furuhashi Forest 30 本、
The Kizuna Forest 30 本、
The Brewaka Forest 60 本、 The Souta Forest 50 本、
The Suzuki Forest 50 本、 The Midori Forest 30 本、
The Sakiko Forest 30 本

The Haruyuki Forest 100 本

The Fujimura Forest 196 本
＊個人：Tunemichi Hirata 5 本、Ayako Shibazaki 5 本、
Sato Wakabayashi 5 本 Takumi Gohara 5 本、Natuki Suzuki 5 本、
Rie Tamura 5 本 Hiroshi Yasuda 5 本、Hitomi Yoroizuka 5 本、
Michio Kanda 10,本、 Gardy S Preux 5 本
(名札付け)
・名札付けの作業は、手待ちが多く課題であったが、今回は、名札に記載する①樹
種名、②寄付者名、③協力者名

④日付、➄植林番号、のうち、寄付者名、日付、

植林番号をあらかじめ全員の作業で記載して置き、現場では植栽予定図（植林
番号記載済み）に植栽した樹種名を記入し、これを基に名札にその他の必要事
項を記入し、その後、植栽地の穴の横に名札を置き、村人の協力を得て名札付け
を行うことが出来た。
来年以降これを更に合理化することを検討する。また、個人の寄付者以外は、植
樹ごとの名札付けを止め、木製の大型の名札（T 字型）を植林地の中心に設置す
ることも検討する。
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過去の植林の生育状況
（タンシンチェ村）
・30 日（日）のバガン到着後、第 28 小学校で簡単な文房具の贈呈式があった。樹
種によって生育状況が異なり、メザリ、タマールの生育は順調である。小学校横
の地区では、順調に生育が見られる。小学校校庭は、草刈が行われており、新た
に道に沿った場所に、コンクリの鉢に記念植樹がされていた。今回、パゴダ裏の
チークを重点的にチェックしたところ、パゴダに近いところに 20 本、溜池の近
くに 12 本、その他 6 本計 38 本が生育していた。この地区では 2009 年に約 400
本を植えたので、活着率は約 10％となる。枯れたところには、タマールやユーカ
リが捕植してあった。
（イースト・パッソウ村）
・第 43 小学校、パゴダ前のチークは順調に生育している。パゴダ前のチークはタ
マールと交互に植樹された場所では、わずかにタマールの樹高が上回っており、
今後どのように変化するか注目される。溜池の入り口の左側の 3 列のタマールが
大きくなって林状になってきた。一方、順調に生育していたユーカリ林（藤村の
森）はシロアリにより枯死する樹が増加しつつあり、タマールなど の捕植が行わ
れていた。なお、例年、この時期には満水に近い貯水池が、今年は、50％程度の
水しか見られなかった。
（コンタンジ村）
・コンタンジ村では、植林後、村の水道が使えなくなり十分な水遣りが出来なかっ
たため、全体として生育状態が悪い。特に小学校裏に植えたジマーの相当程度が
枯死している。運動場の左端の部分も３０～４０％の活着率とみられる。実施の
生育は（林のようになるか）は更に 2 年程度見ないと何とも言えないところであ
る。
・なお、水道が使えなくなった理由は、政府がイラワジ川からの水道（原水のまま
の）を自治体に移管する計画を立てたところ、許可を得ていない水の使用など の
不正が見つかり、自治体がこれらの問題を整理してからの移管を要望したためバ
ガン地方の 108 カ村で水道が止まっているとのことであった。実際にタンシンチ
ェ村でもインダイン村でも水道が止まっており、タンシンチェ村では溜池の水が
インダイン村では深井戸が使われているようであった。
（インダイン村）
・2012 年に植林した、村の入り口の右側斜面は、ココなどが大きく成長しているの
に対し、その他の樹種は低調で昨年の傾向と同じ状況である。奥の斜面は、ほぼ
全滅で、一列同一の樹種を植えたことから、チークとココを比較すると、チーク
の列は全滅のところがある。学校の前の道の 生育は悪く、一部捕植したと思われ
るところがある。水遣りが十分でないためかもしれない。学校横のココとメザリ
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はある程度成長している。2013 年の植林地は順調な生育が見られたが、奥の丘上
になったところの生育が悪い。この村では、いずれの場所も、家畜などの被害に
あわないよう、有刺鉄線の垣根が作られており。学校の前の道についても新たに
垣根が作られていた。
ゴミ美化運動（インダイン村）
・昨年の訪問時に村のゴミ調査を行い、その結果、村では生ごみなどは牛を経由し
て（生ごみ→牛の餌→牛の糞→肥料）、のようにある程度循環型の社 会となってい
ることが分った。また、村では「ゴミ」という観念がなく、したがってゴミに係
るルールや規則が存在せず、プラスチックゴミなどは村の外部に捨てるままにな
っていることが分った。帰国後、有識者からのヒヤリングを参考に、村の美化運
動（ゴミ・ゼロ運動）の計画書を作成した。
・9 月 2 日の午後、インダイン村を訪れて村長を含む村人有志に集まってもらい、
村の美化委員会の設置、ゴミ箱の設置、ゴミ捨て場の設置を柱とするゴミ美化運
動の計画案について説明した。村人は関心を示し、今後具体化していくこととな
った。村には 2015 年の 8 月 10 日に電気が引かれ、今後村の近代化が急速に進む
とみられ、引き続き、具体的方策を提案しゴミ美化運動のモデルを形成していく
必要がある。計画書は企画書として改訂し、ミャンマーに送付した。ビルマ語に
翻訳して村の委員会に提出する予定である。（企画書英文別添付録５）
ネリカ米の実証栽培（タンシンチェ村）
・バガン地区では、雨量や土壌の関係で稲作は行われていない。乾燥地に強いネリ
カ米の試験栽培の可能性につき、昨年依頼して実施した農業省の圃場での試験結
果を踏まえ、ニャンウーの、農業研究局において、灌漑栽培ではあるが 実際の圃
場で N3 と N８について、種もみの生産を兼ねて収量試験を行った。この結果 N3
において 2 トン/ha の収量が得られた。
・タンシンチェ村で、農家圃場で灌漑を使わずに試験栽培について、農業普及局か
ら農民への説明会が行われた。11 名の農民が説明会に参加し、全員が試験栽培に
参加の意思を示した。試験栽培は、各農家毎に畑地に５ｍ X 5m のプロットをつ
くり栽培する方式で、農業研究局が指導することとなっている。
理科教育の改善（第２８小学校）
・小学校における理科教育の向上を目的に、現在教科書に記載されている図や絵を
中心とした教育から実験の資料を用いた教育に近づけることの支援を MJET 学
生部のテーマとして試みることとした。このため、タンシンチェ村の第 28 小学
校において、若干の理科機材（磁石、平面鏡、乾電池、豆電球、導体紙、ビーカ
ー、試験管、三角フラスコ等）を寄贈するとともに、理科教育の改善についての
意見交換を行った。
・この結果、来年度の計画として、小学 4 年生を対象に、ミャンマーの理科の教科
書に記載されている実験と同じ内容のビデオ（DVD）を学生部が選定し、小学校
の先生に見てもらい、理科の授業の改善につき意見交換することとした。
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交流会
・ヤンゴンの僧院、バガンのチョウカン村の２か所で交流会を開催した。また、ウ
ェスト・パソウ村で交流運動会を実施した。
・僧院では、日本語学校の生徒と付属の小中学校の生徒による盛りだくさんの踊り
が披露され、MJET からは歌、手品、踊りが披露され盛会であった、その後、学
校の生徒と MJET との間で小グープに分け懇談を行った。
・村では MJET と村の子供、交互に出し物（歌、踊り等）を行い、子供たちの参加
したスポーツ対抗も行われ盛り上がった。村人も多数参加し盛会であった。
・MJET の参加者が少なかったこともあり、サッカーの試合に替わり、小学生を中
心としたミニ運動会を開催。出し物は、球送り、球運び、二人三脚、電車ごっこ
などであった。紅白に分かれ、MJET の学生参加者も加わり盛会であった。

洪水被災者に義援金を寄贈
7月にミャンマーを襲った大洪水の被災者に対して
MJET は義援金の募金活動を行い、251,000円が寄せら
れました。これをパーとナーの Nature Lovers を通じて、
National Natural Disaster Management Committee in
Naypyitaw に寄贈しました。この資金は540F²の被災者用
住宅の建設に使用される予定です。

エコバッグをインダイン村の村人に寄贈
（株）Integrated Development Associates から寄贈し
ていただいた「エコバッグ」180個をインダイン村でゴ
ミの収集・処理を目的とした「 インダイン美化キャン
ペーン」に参加する農家全員に寄贈しました。このシ
ョッピングバッグは、弾力的でかなりの品物を入れる
ことが出来ます。
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２．植林ツアー班別総括
１）マンゴー・グループ
芝崎文子
今回のツアーでは、少人数であったため、班ごとに行動することが非常に少なく、全
体的に交流を深めることができた。植林するときのみグループとして集まったが、 殆
ど村の人達に支えていただき、リーダーシップを発揮することが困難であった。
植林は、Chaukkan 村と West Phwar Saw 村で行われたが、どちらの村でも、私た
ちが張り切って植え始めたと同時に、村の人達によってあっという間に植わっていく
ことに驚き、手際の良さが印象的だった。
Chaukkan 村で植林をした際、予定時間前に終わっていたので、シュエラミンを介し
て村の中でお話しできる機会があった。ある家は雑貨やお菓子を販売しているようで
あったが、いつの物か分からないようなものが売り物として並んでいた。収入源を確
保できているかどうか、ふと心配になりお話を伺ってみた。
この村で暮らす人の収入は牛の存在が大き く、
ミルクが採れる他に、土を耕すことや糞を肥料
として使う。また、近くの村から牛を買いに来
る人がいるのだという。村には、白い牛よりも
黒い牛が多かったが、黒い牛の方が高く売れる
そうだ。バイクに乗って街へ出れば、欲しいも
のは手に入るため、暮らしには不自由していな
いと言っていた。雑貨屋を営んでいるのは副業
であるようだ。
便利さがすぐ近くにあるならば余計に、更なる便利さを求めて都会に行きたいという
気持ちが強いのではと思ったが、村人の殆どの人が村の中や近隣の村で結婚相手を見
つけるそうだ。時間の流れがゆっくりで、のどかなこの 村で過ごしていると、便利さ
や娯楽の多さ以上の魅力があると思えた。

２）メロン・グループ
田村梨惠
Melon 班の植林活動は、他の班と同様全員が積極的に植林活動に関わり、班長の指示
に沿ってスムーズに活動できた印象がありました。ビルマ語を話せなくともアイコン
タクトとジェスチャーで大体の内容を理解してくれる様な姿勢が見受けられ、的確に
伝わるか最初は不安だった部分も、途中からは考える必要はなくなりました。私自身
が村人と良い関係を築きながら植林活動をしたいという面で特に気を付けた部分は、
村人達と同じ立場で活動をしているという姿勢を表現しなければいけないという想い
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から、軍手などを使わず村人と同じように素手を
使って苗を植えるようにしたことです。班長とし
て班員に指示を出すだけではなく、積極的に村人
と苗を植え、素手を使って土をかき分け、声を掛
け合うことで苗の成長を楽しみにする気持ちを共
有することが出来たという感触がありました。植
林活動全体の感想としては、村人達が予想以上に
積極的に行動していたことにより、我々MJET 側
が積極的に動くことが少なくなってしまっていた
様な印象を受けました。
確かに村側の植林への参加人数が多く、そ れに対
する我々の人数が極端に少なかったこともあり、
仕事が少なくなってしまいましたが、MJET 側
がもっと積極的に苗を植えるのを手伝ったり、声
掛けをしたりするとより良いものになったのでは
ないかと感じました。
それらも含め、私にとって異国での植林活動は初めての経験でしたので 村人との関係
づくりも植林活動のスムーズさも良い成果になったと考えています。

３）パパイヤ・グループ
若林慧
パパイヤ班は東京外国語大学の鎧塚さん、MJET メンバーの平田さん、MJYA のシュエラ
ミンと私の 4 人で構成されていた。班を母体に行動したの は主に植林する時であった
が、メンバーの仲も良く役割分担も出来ていて班としてきちんと機能していたと思う。
まず何より通訳として活躍してくれたシュエラミンに感謝したい。私個人的にはビル
マ語は全く出来ず、他の班のメンバーも村人とのコミュニケーションの殆どを彼女の
通訳に頼っていた。その意味で、３人の通訳をする必要があった班内での彼女の仕事
内容はとても大変なものであったと思う。パパイヤ班だけでなく全体に言えることか
もしれないが、日本語ービルマ語（英語ービルマ語）の通訳が出来る人材は限られて
いるため、参加者はあいさつや植林に必要な簡単な単語などはビルマ語で伝えられる
ように事前に勉強しておくと更に村人との距離を縮められるだろう、という点は反省
点であったと思う。 1
1

参加者は事前準備においてビルマ語の練習を行っているが、筆者は海外にいたため、こ
の練習に参加できなかった。
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パパイヤ班のアドバイザーである平田さんから植林や植
物に関して少し専門的な知識を勉強出来た点は良かった
と思う。植林していた際にどの木をどこに植えるのか、
なぜこの木が適切なのかなどのアドバイスをもらうこと
で、植林に関してあまり知識のない私たち学生にとって
植林が「ただ木を穴に埋める作業」ではなく、植えた木
が成長した時のことなどを創造しながら楽しめる作業に
なったと思う。
最後に、通訳として活躍してくれたシュエラミン（もち
ろんシュエラミンだけでなくアウン・ディンさんやキコ
さんやティン・ティン・イさんも同じ）と私たちが今後
も続く良い関係をツアーを通して構築出来たことは本当
に評価すべき点であると思う。班の中でもツアー全体の
中でも、私たち日本人がビルマ語やミャンマーについて
質問し、逆に私たちに日本の文化や日本語について質問
するという場面が多々見受けられた。それは班のメンバ
ーということを越えて本当の異文化交流の場であったと
思う。ビルマ語の壁があった点は改善していくべきだ
が、その他は問題なく作業が進み、チームワークは抜群
だったと個人的には評価する。

村で昼食のひと時

学校に文房具を寄贈する
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３．村人と植林する面白さ
１）マンゴー・グループ
郷原

拓海

ヤンゴンの多湿な環境とは打って変わって、植林活動を行ったバガンは非常に乾燥し
た地域でした。そんなバガンでの植林活動は予想を上回る村人の協力により、予定し
ていた時間よりも早く木を植えることができました。
村人との植林活動の最も大きなポイントは良くも悪くも「言語の壁」だったのではな
いかと思います。ビルマ語学習者として臨んだ私ですらも 、その壁は常に感じていま
した。比較的英語が通じるヤンゴンとは別で全く英語が伝わらず、ビルマ語でしかコ
ミュニケーションが取れない状況の中、木を植えるというのは非常に刺激的な経験に
なりました。日本語が通じなければ英語を使えばいいという考えが払拭されたという
面でも新しい経験だったのだと思います。
私はビルマ語学習者という立場であり、またほんの少しビルマ語 を話せるという点で
違った視点から村人と接することができました。100％のコミュニケ―ションが取れる
わけではなくとも、ある程度現地の言葉でコミュニケーションを取ろうとすることに
より、日本人であるということとは別の理由で村人が周りに集まってきたように感じ
ました。
ビルマ語の名前を持ち簡単な挨拶ができるビルマ語学習者という「立場」によって、村
人からビルマ語で話しかけられるという状況が多々ありました。おそらく日本語を話
せないとわかっているミャンマー人に日本語で話しかけないのと同じように、ビルマ
語を話せないとわかっている日本人に対しては起こらないことではないかと思います。
決して理解できるわけではないながらも、わからないなりにお互い笑顔になれて 、双
方向のコミュニケーションがそこでは行われていました。
私たちだけで植林活 動 を行うのは決して困 難 で
はないと思います。もちろん体力的な面で若者を
もっと動員する必要はありますが、現地の人を交
えなくとも可能です。むしろ現地の人に説明をし
ないで、自分たちのやり方を日本語で共有できる
点では簡単ですらあるかもしれません。しかし現
地の人を交えた植林 で は彼らの喜びやこれ か ら
の村の未来などが垣間見え、ただの作業ではない
「生きた植林活動」を行うことができるのだと感
じました。
「生きた植林活動」を終えた後の村人達
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２）メロン・グループ
田村

梨惠

私が今回担当したのは Melon 班の植林班長でした。一回目の Chaukkan 村での植林は、
村人の人数が二日目に比べて少なかった為三百本の苗を植えるのに二時間程かかり、暑さ
も重なりとても過酷なものとなりました。しかし二日目は村人の人数が想像していた以上
に多く、
その中で特に印象に残ったことが二つあります。一つは村人達が我先にと率先して植林を
楽しそうに行っていたことです。私にはそれが新鮮に見えました。それはおそらく私たち
の世代が恵まれた日本という発展した国に生まれ、助け合うという文化が薄れている環境
で生活しているからなのではないかと感じました。昔は日本も地域のコミュニティーとい
うものが色濃く存在しており、お互いがお互いを想い合い、村を想っているということが
当たり前だったようですが、今では自分たちが生活している地域のことを考えることは 、
めっきり少なくなり、それに伴って住民同士のコミュニティーも持たなくなってきている
のが現状です。ミャンマーで植林をしている中で村人達の積極性や協調性を見ていると、
日本が取り戻さなければいけない姿・形がここにあるのだということを強く感じさせられ
ました。
二つ目は共同のプロジェクトをする上で、同じ立場
に立って行っていくことの大切さでした。私は今ま
で途上国に出向き、ある場所の発展に貢献するとい
う体験をしたのは初めてでした。出発前から一緒に
同じ プ ロジ ェ クト に取 り組 む 上で 、「 ボ ラン テ ィア
をしにきている」という立場ではいけないと考えて
いま し た。 あ くま で自 分も 村 人と 同 じ立 場に 立ち 、
同じように積極的に行動し、出来るだけコミュニケ
ーションを取ろうと決めていました。現地で植林を
している中、そのマインド設定がどれだけ大切なことか、Melon 班の人達と関わっていく
中で感じた、打ち解けていく感覚から理解しました。それは軍手など使わ ずに村人と同じ
く素手で土を掘ったり、一つの苗を植え終わったら喜びあったりするという、とても小さ
なことですがとても大切なことであると今回の植林で確信しました。言葉が通じなくとも、
コミュニケーションをとる手段はいくらでもあるとも感じました。
この二つが村人と植林をした体験の中で、個人的に考え、楽しいと感じた部分でした。楽
しいというより、学ぶべきところであると感じたことが多かったです。日本での生活と重
ね合わせて考えることで、見えてくる新しいことがまだまだたくさん見つかるような気が
しました。
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３）パパイヤ・グループ
鎧塚ひとみ

私にとって、今回の MJET は初めてのボランティア活動だった。海外へ行ったことも無
かったので、今回の活動は、日本人以外の人々と言葉が通じないという状況で何か共
同作業をするということとはどういうことなのかを実際に体験して学ぶ良い機会にも
なった。
植林は二日間に分けて行われた。初日の West Phwar Saw 村では、村人との交流度は
どうだったかという点で考えれば完全に失敗だった。正直言って、村人と何を話せば
良いのか・植林をしながらどんな意思疎通をすれば良いのかが分からなかった。ま
た、村人とチームを組む際には通訳の方が私のことを「ビルマ語を話すことが出来
る」と紹介してくださった。その紹介にもかかわらず、終始緊張し続け 、ろくに言葉
を発さない私を見て村人はがっかりしただろう。その証拠に最後にはちょっとした皮
肉を言われてしまった。
二日目の植林は Chaukkan 村で行われた。こ
の日の植林は全体で 700 本も植えると知らさ
れていたため、始まる前から過酷な作業にな
ることを覚悟していた。また、前日の村人と
の交流の失敗で落ち込んでいたため気分は良
いものでは無かった。しかし、同じ間違いを
繰り返していてはいつまでも成長しないとい
うこと、このままだと今回ボランティアとし
てバガンに来たことが無駄になってしまうという考えが生まれた。そこで、前日の反
省をし、村人とどの様に接すれば円滑な植林の共同作業が行えるかを考えた。ただ植
林をするだけならお互いが黙っていても作業が出来る。しかしそれでは一緒に植林を
する意味が無い。今までこのような問題を考えたことがなかったのでこれは私にとっ
て非常に難しい課題だった。やっとの思いで考え付いたのは、「考えて発言をしな い
ということ。植林の作業は次から次へと状況が変化する。苗を持って、 ビニール袋を
はがして、穴において、土を被せるというように。例えば苗を持っている時点で言お
うとすることを考えると、考えているうちに次のビニール袋をはがすという手順に移
ってしまう。やっと考え付いたことを言おうとしても、それは状況に合わない話題に
なってしまう。この流れが West Phwar Saw 村での私のコミュニケーションパターン
だったことに気が付いた。
「考えて発言をしない」に基づいて、目についたこと、その場で思ったことを言うよ
うにした。例えば、しっかり土を踏んでね、(この木は)植え終えたよ、有難う、次は
水を入れてもらおう、など。特に有難うについては、しつこいくらいに何度も言っ
た。とにかく沈黙が続かないように、その場の細かい状況をペアになった村人に報告
した。この解決策が正解なのかは分からないが、初日より劇的に村人との距離が近づ
いたと思う。お互いの笑顔が増え、相手に対する緊張感を感じなかったからだ。心配
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していた木の本数については全く問題にはならなかった。村人が一斉に植えてくれた
ので、一人が数本植えるだけで済んだ。
今回の植林ボランティアではコミュニケーションの方法は言葉だけではないというこ
とに気が付いた。言葉での意思疎通が満足に出来ないという不便さは、表情を豊かに
し、少々オーバーリアクションを取ること、笑顔で緊張感を和らげること、アイコン
タクトで向き合う誠意を伝えることなどで改善できる。この発見は日本で生活をする
だけではなかなか気が付くことが出来ないと思う。この新たな発見と同時に、言葉が
通じることの便利さも思い知った。この経験を今後のビルマ語学習に生かしていきた
い。

４．交流会
芝崎文子
ヤンゴンとバガンで交流会を催した。どちらも、参加しに来ていたミャンマー人にと
って一大イベントであるようだった。
ヤンゴンでの交流会は、僧院の中だったため、お坊さんがひしめくほど窓に集まり、
興味津々でこちらの様子を伺っていた。出し物は、日本側とミャンマー側と、交互に
行う。ミャンマー側は、西野カナの歌や、水祭りの踊り、子どもたちによる踊り４グ
ループと盛りだくさんであった。子どもたちの踊りは可愛らしく、今日のために一生
懸命練習した様子が伺えて、非常に嬉しかった。流れてくる歌の歌詞の意味は分から
ないが、踊りには言葉の壁を越えて楽しめる力があった。

ヤンゴンの Dhamma Vihara 僧院での交流会
私たちは手品を学生で分担して披露した後、日本の歌として、 中学生の人気曲、子供
達の人形劇の唄とビルマ語の三曲を披露した。また、学生たちでマイムマイム の踊り
の見本を見せ、子供たちと一緒に踊った。藤村さんの隠し芸が光ったが、それ以外は
ツアーが始まってから練習を開始したため、どうしてもミャンマー側の出し物と比べ
ると、見劣りするものがあった。そこで、この交流会の規模の大きさや意義をきちん
と参加者に伝え、事前の勉強会で練習を重ねてからいくべきだと考えた。国内から出
ることのない人にとって、日本のイメージは私たちと直結するので、そういった意 味
でもきちんとしたものを披露したい。それでもミャンマーの人達は、暖かく聴いてい
てくださったので安心した。
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また、運動会はこのときを含め全部で３回行ったが、すべての種目が大人から子供ま
で大盛り上がりだった。ボール送りやボール運び競争、二人三脚、飴（マシュマロ）
食い競争など日本ではお馴染みの種目ばかりであったが、ミャンマーでは運動会自体
がないそうで、これを機にぜひ取り入れて欲しいと思った。

日本側の演目と運動会の競技種目は以下の通りである。
日本側の演目
１．日本の唄：「 手紙～拝啓十五
の君へ～」、「ひょっこりひょう
たん島」
「シャンペポｳ レ：チョ
ノ（『北国の春』のビルマ語版）」
２．手品
３．フォークダンス（マイムマイ
ム）

運動会の競技種目
１．ボール送り
２．2 人でボール運ぶリレー
３．飴（マシュマロ）食い競争リレ
ー
４．2 人 3 脚リレー
５．電車リレー

５．農家訪問
若林慧
今回のミャンマー訪問の際には、昨年のように一軒一軒農家を周りインタビューする
事は出来なかった為、いくつか村を訪れた際に見聞きした事や学校の先生から聞いた
話を参考に、1 つの村に焦点を当てるのではなく訪れた村全てを対象に印象 私個人の
印象をここに記したい。
１）最近では男女ともに結婚したがらない若者たちが増えているとのこと。その理由
として村人の主な仕事である農業が重労働という事を若者たちが村で育つ中で感じて
いる事、結婚して子供ができても経済的に不安がある事、女性の考える結婚の適齢期
が遅くなっている事などが話から伺えた。
２）村人の主な収入源は農業からであり、主に豆類などの穀物を多く栽培している。
乾燥地であるため米は作っていないが、村で豆類の収穫出来た年は余剰分を売ったお
金で米を買っている。しかしバガンでは雨の量やパターンが予 測出来ない為、雨に恵
まれなかった年は主に男性が町に出稼ぎに出ている。
３）貧富の差とまではいかないが、やはり村の中でもお金持ちの家とそうでもない家
に分かれるようだ。家によって土地を持ち、家畜を多く持って労働力が多い等、異な
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る特徴を持っている。また、作物の収穫時期には互いにあるものを持ち寄って協力
し、皆が持ちつ持たれつで生活しているという（アウン・ディンさん曰く）。

真新しいレンガ塀と住宅

旧来の家屋

４）結婚は殆どの人が村の中でするらしい。稀に隣の村の人と結婚することもある
が、殆ど日常生活の中で村の外に出ることがなく別の村の人たちと出会う機会も少な
い為、とても珍しいケースとのことであった。
５）一家族に子供はそこまで多くなく、２、３人が平均とのこと。まだ全体的に貧し
い国なので子供は多いのでは、と思っていた分、以外であった。おそらく、ミャンマ
ーはアフリカ等と異なり死亡率が低いこと、子供が多くてもアフリカの様に労働力に
使うという事も少なくなってきている為と推測する。その場合子供の数が多いからと
いって家族の収入が増えることはなく、逆に子供が多いと支出が増える為 一家族の子
供の数の平均はそこまで多くないのではないだろうか。
６）最近どの村にも電気が来たとのこと。インダイン村に関しては、大きな変電施設
が村の中に設置されていた。またタンシンチェ村ではソーラーパネルが設置され、学
校の蛍光灯などの少量の電気を発電しているところもあった。

インダイン村の変電施設

タンシンチェ村のソーラーパネル
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６．理科教育の改善
芝崎文子
Thant Sin Kyae 村の第 28 小学校において、３月以降に理科教育改善プロジェクトを実施
するために、先生方と話し合いを進めた。
ミャンマーの小学校では、理科の授業時間に実験を行っておらず、解説はすべて教科書上
で終わってしまう。そのため、アジア全体の教育問題の一つである暗記型学習となってし
まい、学習した知識内容の定着度が低いばかりでなく、理科に対する関心の低さに直結す
ることが懸念される。そこで、日本から持ち寄った実験道具を用いて、実際に生徒たちの
前で実験したり、自分達で実験することで、物質の性質や変化の内容がより分かりやすく
なり、知的好奇心が満たされ、理科の成績や学習意欲が向上するという効果が見込まれ
る。
実際に先生方とお話をすると、先生自身、実験道具を用いたことがないまま授業で教えて
いるという状況であった。日本からの寄付である実験道具を段ボールから開けて取り出す
と、先生方は皆、興味深げに食い入るように見ていた。どの道具を用いれば、どんな実験
ができるということはすぐに想像がつくようだった。しかしながら、具体的にどのように
使うかの説明は一度受けたいとのことだった。
そこで、私たち学生部で小学４年生の実験用のビデオまたは
DVD を日本で手配し、それを現地の先生方に観てもらい、質
疑応答を行う。次に子どもたちにも DVD を観てもらってか
ら、同じように再び質疑応答、そして実験を開始するという
三段階でプロジェクトを実行するということでまとまった。
テレビはまだこの村の小学校には無いそうだが、現地で安く
手に入るとのことだった。
学生部として日本やるべきことは主に２点である。まず実験
の DVD を検討し、難易度が低く失敗する恐れが少なく、か
つ実験結果が顕著に表れる実験内容を決定する。そして現地
で先生方の質疑応答に対応できるようにしておくということある。実行することによっ
て、子どもたちの理科の学習にどんな効果が表れるか考えると興味深く、今後ほかの学校
にも拡大しうるようなプロジェクトであると感じた。

7．ゴミ・ゼロ研究
鎧塚ひとみ
今回ゴミ・ゼロ研究を行ったのは In Daing 村である。ミャンマーにはまだゴミという
概念が浸透していないように感じる。MJET の活動に参加する前にヤンゴンで生活を
している時でさえも道端にゴミが捨てられていて、ちょっとしたゴミ捨て場になって
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いるという光景を見た。しかし、寮の中では生活をしていくうえで出たゴミは週に一
回集められ、処理されるという決まりがあった。
一方で村でのゴミに対する理解はまだまだ
足りない。今回のボランティアで数か所の村
に行ったが、道端がゴミ捨て場になっている
光景をほぼ全ての村で見た。井戸をゴミ捨て
穴にしてしまうという村もあった。二枚目の
写真のように、この村には最近発電機が設置
された。村の生活が豊かになるにつれてゴミ
の量が増える。ミャンマーの村にとってゴミ
の課題は重要である。
今回のゴミに対する村人へのレクチャーでは、まず、藤村さん
がゴミの概念を分かり易く村人に解説した。ゴミを放置するこ
とで生まれる問題を伝えたことが、村人がゴミについてより真
剣に考えることへのきっかけとなったと思う。次に神田さんが、
出たゴミをどうしたらよいかなど具体的な方法を村人たちに提
案した。最後にはエコバッグを贈呈し、今回の活動は終了した。

ゴミ・ゼロ研究を進めるにあたって、まずは村人
にゴミという概念を理解させること、また、ポイ
捨て で はな く きち ん と 決ま っ た場 所 に捨 て る こ
との習慣作りが必要だ。井戸がゴミ捨て場になっ
てしまったように、維持する村人がきちんと継続
しなければ、こちらの意図とは異なり、計画が滞ってしまう。今回のゴミの説明会では
村人はとても真剣に耳を傾けていた ので、今後この計画を進めていくために必要な村
人の意識作りは成功したように感じる。次回訪問する時までにどのくらい改善されて
いるのかが楽しみだ。

８．観光
田村梨惠
今回の植林ツアーで私は初めてミャンマーに渡航しました。私が渡航前に思い描いて
いた印象は、民主化されてから間もないこともあって外国製品や観光客、それに伴う
街の管理体制や人々の姿勢などが全く出来ておらず、農村に近いというイメージでし
た。しかしミャンマーに着いてからその印象はがらりと変わりました。道路もしっか
りと整備され日本製の自動車が目立ち、街中にはビルが建ち並び、建設中の建物が多
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く見受けられたり、路上で商売をしている人々も他の先進国と同様に片言の外国語を
話し、ほとんどの人が携帯電話を持ち歩いているという雰囲気 から、他国の影響を受
けながら急速に発展しつつあるという印象を受けました。
その一方で、都会でも郊外でも廃棄物の処理システムが確立されておらずゴミが目立
ち、これからもっと外国との交流が増えていくことが予想される中で衛生的にとても
良いと思える状況ではありませんでした。宿泊先のホテル内でも壁のヒビや機械の故
障があり、ホテルがこの状況であることを考えると他の建設物の安全性なども改善が
必要であることが予想されます。
ミャンマーの人々との交流という面では、主な観光地や郊外にある村を回っていく中
で、日本人と同じ様に少し異国の人々に対して緊張や不安な表情が見受けられました。
しかし言葉は伝わらずとも丁寧なジェスチャーとアイコンタクトを用いることで、良
い関係を築けるということが可能であるという経験を観光と植林で得ることが出来ま
した。そのような日本人と似ている部分は良い面でもありますが、今後の発展に対応
していくことを考えると、現在の日本のように他国と比べて交渉力や異国の文化への
適応能力に支障をきたすことに繋がるのではないかとも考えました。
今回の渡航では都会と郊外の両方の状況を見学することが出来、日本が歩んできた発
展段階と似た形で進んでいる現状や、またそれに伴う課題を発見し、知見を広げると
ても良い経験となりました。以下に 主要な観光地と日本がかつて協力した二つのプロ
ジェクトを訪問しましたので紹介します。
ヤンゴン

シュエダゴンパゴダにて

ヤンゴンの寝仏

左がボジョーアウンサン市場

シュエダゴンパゴダはミャンマーでもっとも大きな金色のパゴダで 、最近はエレベー
ターやエスカレーターも設置されて、お参りが大変快適になって いました。シュエダ
ゴンパゴダには、週の曜日毎の仏様が祭ってあり、人々は自分の曜日の仏様の前でお
参りしています。チャウッターヂー・パヤーという寝仏は長さ 70ｍ、高さ 17m という大
きなもので、足の裏には仏教の宇宙観が表現されているそうで、いろいろな動植物が単体
で描かれています。町の中心にあるボジョーアウンサン市場は、いろいろな日用品、食品、
貴金属、お土産品等あらゆる商品が販売されています。買うときの値段はいつも交渉によ
って決まるそうです。
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１）

バガン地方：

アーナンダ寺院

夕日に映えるパゴダ遺跡

ポパ山の寺院

バガンでは植林と交流会を終えて、幾つかの観光地を訪問しました。 アーナンダ寺院
は、有名な寺院の一つで、東西南北に 4 つの立派な仏様が立っていました。夕方には
一つの寺院に上ってバガン遺跡の全貌を堪能し、20 分間は無言で、自分と自然が一体
化したような不思議な体験をしました。バガンからの帰途、ポパ山の中腹にある 寄生

火山の岩顎であるタウン・カラットというナット信仰のパゴダを訪問。700 段の階
段を、途中、たくさんの猿に気を付けながら 30 分かけて登りました。
３）日本の援助プロジェクト訪問

看護大学正門

橋梁技術訓練センター

橋梁技術訓練センター入口

植林ツアー最後の日に、かつて日本が協力した二つのプロジェクトを訪問しました。
最初は Dr. Ei Shwesin Htun 学長の案内で現在の the University of Nursing の現状
を知り、施設を見学しました。この施設は 1986 年に日本の無償資金協力で建設され、
UNDP が技術協力を行いました。施設はすでに約 30 年を経て老朽化していましたが、
手入れが良く維持管理されていました。しかし、LL 教室などの器具は相当古くて、新
しいものに代替すべき時に来ていると感じました。 学長は愛媛大学医学部を卒業 した
医師であることがわかりました。
次いで U Han Zaw の案内で the Bridge Engineering and Training Centre を訪ねま
した。センターで学習した技術者がたくさんの橋梁をミャンマーの河川に建設してい
ることが嬉しく感じられました。最初に建設したツワナ橋に隣接して、第二ツワナ橋
が現在建設中でした。U Han Zaw も当時、センターで訓練された人材であり、日本の
協力に非常に感謝していると、何度も語っておられたことが、印象的でした。
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9．健康管理・緊急対策
鈴木奈津紀
慣れない環境での生活ということで、それぞれ胃薬や日本食(お粥・味噌汁など)を持参
し、このツアーに挑みました。現地での食事はオイリーなものが多く、お腹を壊さない
か皆心配でしたが、誰一人として丸１日ツアーに参加できなかった者はいませんでし
た。ツアー半ばにお腹の調子が悪いとディナーを食べられなかった学生がいましたが、
持参した薬と日本食で徐々に体調も良くなっていきました。
今回体調を崩した人がほとんどいなかったその背景には、藤村さんを初めとした、現
地の方々の気配りのおかげだと思います。食事のチョイスでは、中華やイタリアン、タ
イ料理など偏らないような食事を摂らせていただきました。そして日本の真夏以上に
暑い気候の中、バスの中にたくさんの水を常備していただいたおかげで、気を遣うこ
となく水を摂取でき、脱水症状や熱中症などを起こす 人もいませんでした。炎天下の
中での植林活動でも、日陰で休憩できる場所を確保していただき、無理なく植林活動
が行えました。また朝集合したとき、ご飯を食べ終わった後など、常にツアー参加者全
員の健康観察を欠かさず行っていただきました。健康観察をすることにより、全員が
一人ひとりに気を配ることができるとともに、自分の体調管理をしっかりと行わなけ
ればいけないという意識付けにもなりました。
体調を崩さなかったのは、参加者の体力・健康等にも関係があるとは思いますが、藤村
さんの配慮のおかげだと改めて実感致しました。今後、また慣れない環境の地へ行く
際は、今回学んだことを生かし、それ以上に健康に気を遣い生活していきたいと思い
ました。

何を食べても元気、元気（ミャンマーレストラン、リゾートホテルにて）
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１０．植林ツアー体験記
鎧塚ひとみ
東京外国語大学
初めてのボランティア・海外渡航など、今回の MJET の活動の全てが私にとって良い経験にな
った。この植林ツアーではボランティアと観光がどちらも充実していて内容も濃い物だった。
まず、植林ツアー前半についてだ。二日間で二つの村に植林をし、作業を終えてからそれぞれの
村で交流会を行った。簡単な運動会を行ったが、村人がギャラリーとして沢山集まり、大人も子
供もとても楽しそうにしていた。運動会はミャンマーにはない行事であるため受け入れてもらえ
るのかが心配だったが、みんな真剣に競技を行ってくれたので、こちらも楽しく運動会に参加で
きた。
翌日は小学校の理科教育の改善の話し合いとゴミゼロ研究を行った。理科教育の方で特に印象に
残ったのが、実験道具を寄付した際に小学校の先生方が全員身を乗り出して中身を確認しようと
していたことである。乾電池にも歓声が上がったことに驚いたが、日本では当たり前に行われて
いることがミャンマーでは当たり前ではないという格差を実際に感じることが出来た。
ゴミゼロ研究では村人達にゴミの概念をレクチャーすることから始まった。藤村さんと神田さん
の話に真剣に話に耳を傾けている様子を見て、自分の村を良くしようと意欲的であるのだなと感
じた。植林ツアーで村人達と関わって感じたことは、多くの村人は協力的で真面目であるという
ことだ。植林ツアーの前半が充実していたと感じるのも、村人たちのお蔭であったともいえるの
ではないだろうか。
後半は観光として様々な場所を回った。アーナンダ寺院・遺跡・ポッパ山だ。前半三日間で体
力・精神力を使ったので気持ちよく観光することが出来た。遺跡に上ってバガンの風景を眺めた
こと、ポッパ山で 700 段の階段を上り頂上で気持ち良い風に吹かれたことはヤンゴン大学への留
学中に溜めたストレスを発散する良い機会となった。また、人形劇や琴、踊りを見ながらの食事
も印象に残っている。食事は美味しい物がそろっていて、心に余裕を持ちながら植林ツアーに参
加することが出来た。
この植林ツアーでは特に、言葉による意思疎通が十分に出来ない状況で、村人達と工夫をして交
流を図ったことが最も良い刺激になったと思う。また、村を訪問して実際に村人と交流できたこ
とは、今まで現地とのつながりを作ってきた MJET 特有のものだったと感じる。ヤンゴンへの
三週間の短期留学だけでは見ることが出来ないミャンマーを体験することが出来たことは、今後
ミャンマーを学ぶ上で深く理解することに繋がると思う。村人との交流は今後ビルマ語を学習し
ていく上で良い刺激になった。短期留学の後で体力的に辛いこともあったが、植林ツアーに参加
したことは良い経験になった。
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植林ツアー体験記
郷原 拓海
東京外国語大学
今回のツアーは、既に 3 週間をヤンゴン大学の寮で過ごしていたので、かなりの疲労を抱え
てのスタートとなりました。特に参加前日の夜は発熱するなどミャンマーの洗礼はしっかり
と受けていました。それでもなんとか低空飛行を続けながらもツアーにはフルに参加するこ
とができたので良よかったです。
さて、初日は僧院訪問ということで子供たちと交流ができました。ビルマ語が話せるという
ことが分かった途端に子供たちからの質問攻めに遭い大変でした。後から先輩に聞いたとこ
ろ、声調が多少違っても予測するなどという能力がまだ備わっていないため、子供たちと話
すのが一番の勉強になるのだそうです。
（とはいえちょっとマシンガンすぎてびっくりしまし
た。）
バガンに移動してからも状況はあまり変わらず、最初はあまり話してくれない村人も、ミャ
ンマーの名前を持っている、ビルマ語を勉強していると知った途端に集まってきます。さら
にはこっちが理解しようがしまいがお構いなしに次から次へと話しかけてくるので、頭がパ
ンクしそうになりました。最後にはミャンマーの名前とかけてサイサイカンライン（ミャン
マーの歌手）と呼んでくるのでもう何が何やらわからないのですが、少しは馴染めたのかな
あとも感じました。
村の交流会でもできる限り現地のミャンマー人と同じ視点で、というのを第一にいろんな方
とお話ができました。
（もちろん半分くらいしか理解はできず。）椅子があるから座れと何度
もすすめられ、いやここで大丈夫だよというやり取りを本当に 5 分間隔くらいでやりました。
他にも行く家行く家でラペット（お茶の葉サラダ）やイェーヌエジャン（中国茶のようなお
茶）を出してくれたりと、ミャンマー人の気の遣い方は親戚の家に行った時のような感じが
して日本に近いものを感じたりもしました。
肝心の植林はというと、村人が本当によく働いてくれてとてもスピーディに終わりました。
中国人を 10 割とすると、ベトナム人は 8 割、ミャンマー人は 6 割しか働かないという話を
聞いたことがあったので、それを想像していただけに驚きました。
バガンはヤンゴンに比べ車も少なく、たしかに貧しい地域だなあという印象を受けました。
というのも話を聞く限りでは実際貧しく、生活レベルもヤンゴンとは格段に違いました。し
かしながら困っているということはなく、今のままで特に問題はないのだと思います。ただ
ヤンゴンがこのまま発展し続けたときに起こる国内での格差に関心を持ち続けなければいけ
ないとも感じました。
ヤンゴンでの短期留学だけでは学べないミャンマーを見ることができ、またビルマ語しか通
じないという状況を長く経験することができ、学生としてもビルマ語学習者としてもとても
有意義なツアーになりました。
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植林ツアー体験記
鈴木奈津紀
桜美林大学
以前このツアーに両親、姉ともに参加をさせていただき、ミャンマーの話をたくさん聞いて
きました。私も大学生になったら参加したいと思っていましたので、今回植林ツアーに参加
できたこと、とても嬉しく思います。貴重な経験をさせていただき本当にありがとうござい
ました。出発前は不安だらけでしたが、現地に着くなりアウンディンさんや日本語が上手な
ティンティーンさんが迎えてくれ、一気に不安はなくなりました。
ヤンゴンのパゴダ前で初のミャンマー料理を堪能し、期待以上の立派なホテルで休息を取り
ました。次の日は僧院に行きお坊さんや仏教に触れ、無宗教で宗教には疎い自分ですが、仏
教の観念は素晴らしいものだと感じました。僧院で教わった瞑想を日本でも行い、短時間で
も自分と向き合う時間を作りたいと思いました。
そして飛行機でバガンへ。ヤンゴンとは違い、自然に溢れた(日本で言えば田舎のような集落
や村がたくさんある)場所でした。植林活動はこの地で行います。２日間に渡り以前植えた木
を視察に行きました。順調に育っている木もあれば、シロアリに食べられてしまい、枯れ果
てた木もありました。植林活動は植えたから終わりというわけではなく、その後数年にわた
り観察を行い、その土地に合う工夫を施さなければいけないなと思いました。植林活動当
日、すでに植えるための穴は村の人達が事前に掘っていてくれました。ありがたい気持ちと
申し訳ない気持ちとともに、村の人達の協力なしでは到底できることではないと痛感しまし
た。いざ、植林をしようとすると村の女性たちが｢一緒に行こう｣と言わんばかりに私の手を
引っ張ってくれました。そして言語コミュニケーションが全く取れない環境で、どうしよう
と戸惑いもありましたが、ジェスチャーと表情で非言語コミュニケーションが取れました。
植林活動で、子どもたちに日陰を作ってあげようという目的のもとで行いましたが、それ以
上に私自身得たのが本当に大きいものでした。日本では絶対にこの経験はできないと思いま
した。
植林活動を終えた後、村の青少年たちと運動会をしました。日本で藤村さんとよく打ち合わ
せした上で、簡単で単純な種目を行いました。現地の青少年は初めての行事。一つ一つの種
目を全力で精一杯行ってくれました。私は大学で中学校・高等学校の体育科教育を勉強して
います。そのため、ふと思ったことですが、予行練習が大事だなと。小学校～高校まで運動
会や体育祭がありますが、事前の予行練習はみんなやりたくないと思います。でもそれを行
わずに運動会をやると、今回のように整列で時間がかかったり、ルールがあやふやだったり
と時間が無駄になってしまいます。(言語の壁もありましたが) この経験を糧に、予行練習し
ないとこうなるよ、ということを日本の子供たちに言い聞かせたいと思いました。
またバカンの学校を視察した際、ほかの教室との仕切りはあるものの、天井はすべてつなが
っているという学校がありました。ある教室では子ども達が大きな声で教科書を音読してい
る。隣の教室では必死に何かを書き取りしている。この環境では集中して勉強ができないと
思いました。と、同時に日本では当たり前のようにきちんと仕切られている教室があり、集
中して勉強できる場所がある。当たり前だと思っていたけど、それは決して当たり前ではな
いと痛感しました。今、日本はとても便利になってきていますが、それは当たり前ではな
い。教壇に立つ日が来たら、世界の現状も今の子供たちに知ってもらいたい、教えたいで
す。
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植林ツアー体験記
田村 梨惠
立命館大学
私は今回のツアーがミャンマー初訪問の機会となりました。ミャンマーに興味を持ち、この
ツアーに参加しようと決心したのは「ごみという概念がない村」と聞いていたインダイン村
に興味を持ったからでした。ごみ問題が深刻化している地域といえば、ミャンマーに限らず
世界中どこに行ってもよく聞く話ですが、ごみという概念すらない地域があるということに
私は驚き、是非一度訪れたいと考え参加しました。社会主義が崩壊し、発展が進むミャンマ
ーは日本の戦後復興が進みだした状態に、衛生環境や発展段階が似ていると渡航前に聞いて
いました。日本の戦後は急速な発展の中で衛生環境が悪く、疫病が蔓延した時代でもあり、
ミャンマーもその段階に差し掛かりつつあるのではないかと考えていました。そのような視
点から今回私はこのツアーに参加しました。
ミャンマーで植林活動や小学校見学・観光をしていく中で、やはり渡航前に聞いていた通り
衛生環境は良いといえるものではありませんでした。特に都市部での屋台が立ち並ぶ場所
や、タクシーなどの乗り物の中、観光客がたくさん立ち寄る場所で充満する食事やごみの匂
いが私には印象的でした。郊外にある村の方が衛生環境が悪いイメージがありましたが、建
設ラッシュや観光客の増加が進む都市部での問題の方が深刻で、これからも深刻化が早いよ
うな気がしました。加えてヤンゴンなどの都会では降水量が多く、一度に降る雨の量も勢い
もすさまじいものでした。雨が降ると散乱していたごみが溢れだし、その道路を足を浸しな
がら歩いています。私はこのような環境を見るにつれ、日本と同じ段階を歩むのではないか
と考えました。そしてミャンマーの都市部にある看護学校でも、国の発展に伴い健康を損な
う人が増えているという情報を聞きました。
実際にミャンマーに１０日間ほど渡航し生活していると、日本の衛生環境に対しての教育や
取り組みが人々に根付いていることがどれだけ素晴らしいことなのかを感じました。ミャン
マーは資源が豊富な国ですし、これからはより一層発展が進むことが期待されています。し
かし今の衛生環境のままでは、いずれ健康被害が深刻化し、各家庭の働き手が機能しなくな
ると家庭の経済が成り立たなくなり、それは国の発展を妨げることに繋がってしまいます。
これらを考えると発展を目指した急速な建設ラッシュやインフラ整備は、衛生環境の問題を
無視しては成り立たないものであり、いずれ何かしらの欠陥を及ぼすことが考えられます。
私は今回のミャンマー渡航で先ほどに述べた問題意識を元に、まだまだ日本が貢献できる部
分が多くあることを再認識しました。これからの世界経済システムの重要な一端を担うミャ
ンマーという国について、アジアを注目する時代に社会人になる私たち大学生はもっと学ぶ
必要があると思いましたし、これからもこのような視点からミャンマーを見続けていきたい
と考えました。
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植林ツアー体験記
若林慧
立命館大学
藤村さんとの出会いがきっかけで急遽参加することになった今回のミャンマー植林ツアー。
現在大学院 2 年生であるが、正直これまで環境やエコ・ツーリズムに特別興味を持ったこと
はあまりなかった。今回参加を決意したのはゴールデン・トライアングルに位置する国の 1
つであるミャンマーを見たい、という好奇心が大きかったが、実際にツアーに参加して１週
間ミャンマーに滞在し植林や村の人々と交流を持てた事は、ただの「植林ツアー」では説明
出来ない貴重な経験となり、私の好奇心を自分の期待とは違う形で満たしてくれるものとな
った。
最初に感じた事は、乾燥地帯での植林活動は実際に村人の役に立っているんだな、という事
だ。過去に植林をした村を訪れた時、実際に大きくなった木が村人、特に子供たちに木陰を
提供していて、そこが彼らの憩いの場のように活用されていた光景を見て、強くその事を実
感した。MJET が毎年行っている植林が実際に村人や子供たちが快適に生活する為の一部に
なっている事を目の当たりにし、この活動の重要性を認識した。
また、植林だけでなく乾燥に強い新種の米を提案したり、理科教育強化の為に実験器具を寄
贈したり、ゴミ問題について認識してもらう為のレクチャーを行ったりと、植林以外にも更
に村人（ゆくゆくはミャンマー全体）の生活を良くする可能性のあるプロジェクトや事案を
提案していた事も今回の活動で良いなと思った事の 1 つである。
これらの提案は長期的に毎年ミャンマーを訪れていて村人たちとの構築に努め、村人たちか
ら信頼されている MJET だからこそ出来るものなのかな、とも思った。今回の活動を通して
１点感じた事は、植林する為のインセンティブが MJET と村人たちで必ずしも同じではない
という点。そこが２つのグループで異なっていて、今後の植林活動の有益性を維持していく
事は可能なのかと疑問に思った。なぜ植林するのか、それがどのように利益をもたらすの
か、ということを共有しておく必要はないのであろうか。例えば村人たちの考えが、理由は
わからないけどお金もらえるから植林しよう〜、という考えでは今後方向性がずれていき、
MJET のメンバーが１週間ミャンマーに行ってもあまり効率的に植林できないケースが増え
たりはしないだろうか（ウェスト・パッソ？）・・・。
しかし全体としては個人的にとても満足度の高いツアーだったと思う。結局最後に願う事は、
村人との交流を通して少しでも日本・日本人を好きになってくれたら良いな、ということで
ある。日本政府や JICA 等が資金を出し、技術を提供することで国と国との関係強化をはかる
事は重要な事だが限界があると思う。やはり最後には互いの国の人と人が交流して互いを理
解していく必要がある。その意味で一緒に楽しい時間を過ごし、その中で私たちの文化を限
られた形であるがミャンマーの村人たちとシェアし、また彼らの文化を学べたことはとても
有意義なことだったと思う。次回は日本の踊りを披露するのも良いな、と思った…。
来年参加出来るかは日程上わからないが、今後も出来るだけ参加したいと思う（自分の木の
育ち具合も気になる）。本当に貴重な経験を提供してくれた MJET のメンバー、一緒に参加
して素晴らしい時間を共有できた皆に感謝したい。
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植林ツアー体験記
安田 裕
鳥取大学乾燥地研究センター

昨年に引き続き、MJET の植林ツアーに参画して、より一層ミャンマーが好きになりました。
ミャンマーの田舎は、自分が幼少のころ体験した「3 丁目の夕陽」のような古き良き日本を思
い出させる魅力をもっています。「３丁目の夕陽」
の頃の日本は、隣近所の人たちの心と心が結ばれて
いた「古き良き時代」でした。
チョーカン村で植林を行いました。村人 200 名以上
の参加により、あっという間に終了しました。村人
のまとまりのよさに感服したものでした。村人たち
は、みな楽しそうにやっていました。このような
人々が一つにまとまることが大事なことだと思っ
たところです。
村人たちと植樹
その日の夜に行われた交流会も盛り上がりました。交流会では、フォークダンスのマイム・
マイムを村の子供たちと一緒に踊りました。振り付けがうまく伝わらずに、最後は手をつな
いで輪になって、ぐるぐる回るだけになってしまいましたが、子供たちはみな楽しそうでし
た。

村の子供たちと輪になって

昨年、植林したコンタンジー村では、公営水道の供給が停止し
たため、灌漑が行き届かず、苗木の多くが枯死するという事態
になってしまいました。そのため、掘り抜き井戸にインディア
ン・ポンプを取り付けることになりました。この掘り抜き井戸
は、およそ７ｍ深に自由地下水面があり、村人たちがつるべで
水を汲んでいたものでした。この村にはいくつかの巨木があ
り、これらの木は根を伸ばして、この自由水面から水を得てい
るものと考えられます。我々の植林した苗木も成長して、根が
自由水面にまで達したら、常に安定した水源から水を得られ
ることになります。
タンシエンチェン村では、ネリカ米の啓蒙を行いました。詳細
は別途、報告書にまとめています。アフリカの乾燥地で開発さ
れたネリカ米により、ミャンマー乾燥地帯の農民が、新たな可
能性を得ることを願うところです。現地の降雨状況を考えると、
難しいところもありましょうが、最適な営農に向けた飛躍への
第 1 歩にしたいところです。

現掘り抜き井戸

みなで知恵と努力を出し合って、大好きなミャンマーの田舎の
人たちに、緑を与える手助けをしようではありませんか。
地の澄んだ目をした子供たちに明るい未来を提供したいもの
です。
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純真な子供たちに明るい未来を

楽しい運動会

提言
参加者数が増減している現状を鑑みて、何らかのシステム構築が必要であると思われる。
第 1 段階として、JICA の「草の根技術協力」に応募して、MJET、地方自治体、大学の協調体
制を樹立し、そのスキームの中で大学から学生が参加するようなシステムを構築してはどう
であろうか。
第 2 段階として、このシステムの中で、各大学が文科省の推奨する NGO との協調事業に応募
していくというものである。最終的に各大学から、事業に参加する新たなシステムが構築さ
れることが望まれる。
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１１．土と木と林を読む
平田 經倫
育林コンサルタント
MJET の植林に使用されているポット苗木の鉢土の土性が気になり、昨年、コンタンジィ村の
小学校裏庭での植林に際しては、供試苗木（鉢土を椰子殻粉末に取り替えたもの）と、対照
苗木（鉢土がそのままのもの）を各５本植え付ける小試験を設定した。しかし、１年後の試
験経過は、昨年の乾季における灌水作業が適切に行われず試験木が残存しないために、見る
ことが出来なかった。灌水作業が計画どおり実施できなかった理由は、上水道事業の国から
地方公共団体への移管に伴い、業務運営上のトラブルが生じ、同事業が停止したことによる。
今回のツアーで新たに気付いたこと等は，以下の諸事項である。
１ 植穴の水分管理（マルチングと土壌改良）
MJET が植林地としているバガン近郊の数ヶ村は、イラワジ河の東岸に所在して、土地は、同
河本・支流の氾濫原であり、一般に地面は砂の層で覆われている（Ａ）が、所々で、古い年代
の粘土層が地表に露出している（Ｂ）。
例えば、2013 年に植栽したインダイン村の樹林地跡（以下、「イ 13 団地」と表示。他も同
様。）はＡであり，透水性が良好で保水性に乏しく、すぐに乾燥すると思われた。また、1014
年植栽のコンタンジィ村の小学校裏庭と同村広場北側の空き地（コ 14 団地）は、降雨後の水
捌けが悪く、根系への酸素供給不足から根腐れし易い箇所と思われ、Ｂに該当する。勿論、
必ずそうなるというものではなく、現に生立している樹木が多数ある。樹種による差違もあ
り、また、植栽木の保育作業によっても異なってくる。
今回、既植地の生育状況を視察した際、イ 13 団地では特に直射日光の当たる箇所に枯損が多
く見られ、3 週間前に 360 本の補植を行い、更に 150 本の追加を予定しているという。枯損の
原因を明確には特定はできないが、土壌水分の不足は決定的な原因となり得る。多分、これ
によるものであろう。
＜マルチング＞
イ 13 団地のように、乾燥しやすい林地では、灌水作業の効果を補完する作業を考えては如何
であろう。農業に取り入れられているマルチングである。
（マルチング（mulching）とは、栽培植物の保護、水分蒸発の防止、地温の確保などのため、
畑や植え床などをわらやビニールで覆うことである。）
具体的には、植付後に深さ１０～２０cm で残った矩形の植
穴の底をビニール等の素材でできたシートで覆うのである。
この際、農業で使用されるものとは逆に、日光を反射し、太
陽熱を吸収しない白色系のもので、育樹期間の長期性から耐
候性の高い厚手の素材のものが望ましい。

（農業における実行状況）
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＜土壌改良＞
コ 14 団地のような粘土質の土壌については、排水性を高め通気性を確保するため、植穴
の鉢土の周りの土に粒子の粗い砂を混入しては如何であろう。また、現地で容易に入手で
きるなら、椰子殻粉末を加えれば、この地域の土地に不足している有機物を補うことにも
なり、更なる効果が期待できる。
２ ユーカリの樹形（水分・養分は充分か）
イースト・パッソウ村の小学校の裏庭にも、ユーカリ（Eucalyptus camaldulensis）が、数本、
植栽されている。スラリと伸びた灰白色の平滑な樹皮の樹幹には、幹の半ばまで枝がない（下左
図）。カマルドｩレンシスは、孤立木ではこういう樹形になるのかと思い込んでいた。ブラジルで
ユーカリ数樹種のプランテーションを何カ所も視察したことがあるが、生産林は樹木が集団的に
植栽されており、それらの林木は、林冠の閉鎖が進むに従って、受光量が乏しくなる下方の枝葉
から、順次、枯れ上がっていく。したがって、
「この樹種の孤立木の樹形は？」と発想することは
ない。
その後、バガンからヤンゴンへの帰途、高速道路の街路樹として、数種類の樹木が並木植えされ
ているのを走るバスから見ることができた。その中にユーカリらしき樹種が見えたが、カマルド
ゥレンシスであるか否かは判別できない。そもそも、樹形が異なる。樹冠は梢端部から地際に近
いところまで伸びて長い釣鐘形をしており、枝葉が密に繁り枯れ上がりが殆どない。並木である
から、当然に孤立木だ。違う樹種のユーカリなのだろうか。帰国後、現地に問い合わせたところ、
この高速道路のユーカリの殆どはカマルドゥレンシスだという。図鑑のイラスト（下右図）と見
較べても、相違はない。

一方、イースト・パッソウ村のカマルドゥレンシスは、全体に枝葉の量が少なく，樹幹の半ばま
で枯れ上がりが進んでいる。何故、このような樹形になったのだろう。孤立木であるから受光量
には問題はない。とすれば、後は水分と養分だ。これらが不足しているため、上部に疎らに付い
た枝葉を残して、自ら、下方の枝葉は枯らしているのだ。そして、樹幹が傾斜しているのは、枝
葉が上部にしかないため、風の力がそこにしか働かず、加えて、根張りが貧弱なためではないか。

3 シロアリの食害（まず、樹木に体力を）
イースト・パッソウ村の広場の北側に、ユーカリ（Eucalyptus camaldulensis）の１団地が
ある。ユーカリは、シロアリには木材は強いが、若齢植林地は被害を受けやすいといわれて
31

いる。この団地の土地の前歴は村のゴミ捨て場であったとのことで、有機物に富むことから
土壌生態系の形成と土地生産力の向上を期待したが、年々、シロアリの食害が拡大してきた。
また、イ 12 団地（村入口の右側）では、ユーカリのほかアメリカネムノキ（Albizia saman）
もシロアリの食害を受けていた。
人間でも、同じ病原菌に曝されても、発病するか否かは個人の体力に左右されるのと同様に、
樹木にも菌類・昆虫類への抵抗力には、個体による差違がある。近年、我が国では、カシ・ナ
ラ類の広葉樹にカシノナガキクイムシが穿入し、枯損させる被害が数年おきに発生している
が、被害を受けるのは大径の樹木、即ち、高齢木である。
何故か。一般に、樹木は、菌類や昆虫から身を守るため、盛んに樹脂類を分泌している。しか
し、高齢級になるとその能力が低下し、菌類・昆虫類等の外敵に対する抵抗力が減ずるため
である。これらの団地のユーカリは未だ若齢であるが、抵抗力が劣るのであろう。まず、植
栽木に体力を付けさせることが必要である。その素は、言うまでもなく水分と養分である。
陽光と気温は過剰なほどにあるのだから。
４ チークとインドセンダン（種間競争）
イースト・パッソウ村のパゴダ前の広場にチーク（ Tectona grandis ）とインドセンダン
（Azadiracta indica）の小面積の混植地がある。両樹種は、ともにこの地域屈指の有用樹で、
前者は家具材・造船用材として重宝され、また、後者は木材に防虫効果があり、建築材・家具
材等に使用されて、葉と実からは、殺虫化合物のアザディラクチンを抽出できる。また、樹
高もそれぞれ５０m、２０m に達する大木となる。
植栽後何年になるのか知らないが、両樹種の樹高成長に差が生じ始めている。種間競争であ
る。一箇所の土地は、異なる複数の樹種の成長に平等に寄与することはできない。同属の樹
種間では少ないかも知れないが、科のレベルで異なると成長に差違が生ずる。
一方、種内競争の現象には、現場では滅多にお目に掛かれない。国内で拡大している除・間
伐遅れのスギ・ヒノキの人工林では、種内競争がなかなか起きずに本数が減少しないため、
細い木が密生する林相となる。所謂、線香林だ。種間競争は必ず起きるため、我が国で生産
用林を造成する場合には、異樹種を点状又は線状に混植することはない。しかし、林地は局
所ごとに土壌条件が異なるため、きめ細かな施業を行うときには、それらの条件に合わせて
面的に植え分けることは、よく行われる。
この混植地の目的は木材生産ではな
さそうなので，何れかの樹種を除く必
要はないが、このままでは、インドセ
ンダンの樹冠の拡大に伴い、それに取
り囲まれた内側のチーク（陽樹性が強
い。）は、いずれ、競争に敗れて枯死
するであろう。植林や林業の知識に疎
い地域住民に対する、種間競争の展示
林とした方がよさそうだ。

（大きな丸い葉の木がチーク）
32

５ 庇蔭効果と短期二段林作業
＜庇蔭効果＞
１で取り上げたイ 13 団地では、直射日光が当たる箇所（相対照度 100％）で枯損が生じ、補
植がなされていた（左）が、一方、同団地内の前生樹を保残した箇所（右）では、植栽木が育
っていた。

前生樹は 2 樹種で、ともにマメ科のアセンヤク（Acacia catechu 現地名 Sha）と Tanaung
（現地名）
（Acacia leucophloea）であり、材質が堅すぎるため、地拵えに際して村人が伐り
残したものである。
一般に、植栽木は水分・養分とともに充分な陽光を受けなければ成長できないが、この地区
のように乾燥が厳しい環境では、植栽された苗木には、受光量よりも土壌水分量がより強い
制限因子となったのであろう。樹下植栽され順調に生育している木の樹種までは特定できな
かったが、全ての樹種の苗木が、相対照度が低いところで生育可能とは限らない。陽樹のチ
ークでは、多分、無理であろう。
＜短期二段林作業＞
現在、MJET の植林地では、1.5～2.0ｍ程度の間隔で碁盤の目状に一斉に植栽している（2.0ｍ
間隔であると１ha 当たりの本数は 2,500 本）が、樹種は樹冠が拡がる広葉樹であるため、年
数が経過し樹冠が閉鎖してくると、この植栽間隔では過密になり、いずれ、除・間伐しなけ
れば健全な林にはならない。(我が国のスギ・ヒノキ（＝樹冠が細い針葉樹）植林では、植栽
時 3,000 本が標準本数。但し、成長に従って本数を減ずることを、植付け当初からの前提と
している。）
一方、前段で述べたことから判断すると、
この乾燥地帯では、相対照度が 100％であることが、
植栽苗木の活着と成長に、必ず、プラスに働くとは言い難い。そこで、植栽を２段階に分け、
最初の植栽（Ｐ１）で、碁盤の目の 1 列おきに、成長が速く枝葉の繁茂が良好な樹種を植え
るのは、如何であろうか。４～５年も経つと、列間に多少の日陰が生じ、表土の乾燥が幾分
かは抑えられるであろう。その時点で、本来の目的とする樹種をＰ１の列間に植え込む（Ｐ
２）のである。陽光は、Ｐ２苗木の活着と成長を妨げるほどには減じていないであろう。
その後、Ｐ２で植栽した苗木が確実に活着し、確実な成長開始が認められた時点で、先行す
るＰ１の樹列を伐採し、Ｐ２に充分な陽光を当てるのである。こうすれば、目的とする樹種
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の確実な成林が期待できる。また、植穴掘りと灌水作業の労働量を数年を隔てて二分するこ
とができ、Ｐ２では、灌水回数の減も期待できる。
以上の各事項は、これまでの MJET 植林地についての観察と提案であるが、環境要因が複雑に
絡み合う種々の植栽地で、後者のことが首尾良くゆくか或いは他の方法を検討すべきか、ま
ず、小面積にでも現地に実行してみる必要があろう。

＜参考資料＞
１ 「異土に異樹種を植える」
（SRID ジャーナル 2015 年 1 月号）
２ 「プレアビヒア地区における植栽木枯損防止対策の検討」
（2015 年２月）
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1２．ミャンマー中部乾燥地帯におけるネリカ米の栽培
安田 裕
鳥取大学･乾燥地研究センター･
背景
ミャンマー中部乾燥地帯において、平均年降雨量はおよそ 600mm ほどであり、灌漑施設は
未整備であるので、水田耕作は不可能である。農民は天水農業により豆などを栽培し、得ら
れた収入で主食の米を購入している。NGO 団体 MJET は、アフリカの乾燥地に向けて開発
されたネリカ米を現地の農民に推奨している。2015 年には、タンシエンチェン村において、
農民有志による試験耕作が着手されたところである。
降雨条件
図１に示すように、月平均降雨量は 2 つのピークを持つバイモダルになっている。雨季は、
5-6 月の前雨季 (the early monsoon)と 8-10 月の後雨季 (the late monsoon)に分かれている。
雨量が多く、期間が長い後雨季の降雨量が有意であり、ネリカ米の栽培により適していると
考えられる。
図１ 月別平均降雨量

1980-2013 年にわたる観測結果から、3 か月間にわたる後雨季雨量
の平均は、360.9 mm, 変動係数 CV=0.404 である。後雨季の降雨
は、変動係数が 40%もあり、きわめて不安定である。
実際に、後雨季の降雨量の経年変化は図２に示されるように変動が
非常に大きい。連続した 2009-2010 年では、187mm､743mm とな
っていた。連続した 2 年間 に 4 倍もの相違が生じていた。

ネリカ米の要水量
北中(2010)によると、ネリカは生育期間平均 4mm/day あれば良好な収穫が得られるとして
いる。本件では生育期間 90 日として、360mm の降雨が基準となる。本件では生育期間 90 日
として、360mm の降雨が基準となる。対象地の後雨季(the late monsoon、8, 9, 10 月)の平
均は 360.9 mm, 変動係数は 0.410 である。降雨基準が 360 mm であり、これが実測平均値
とほとんど同じであることから 2 年確率での収穫良好が想定される。北中の行ったウガンダ
の実験栽培では、栽培期間(100 日間)300mm 以下では収穫なしで、400mm 以上が望ましい
という結果が示されている。
表

図２ 後雨季(The late monsoon)の降雨量

Return period
Year
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Rain
(mm)

2

374

3

301

4

260

5

231

10

157

Hazen plot による渇水確率をみると、3 年のリターンピリオドで 300mm となっている。単
純計算では 3 年間のうち 2 年は収穫があるが 1 年はほとんどゼロということが想定される。
単純化してみると、統計上は 3 年間に、豊作・並（ギリギリ）
・凶作というサイクルになるこ
とが示唆されている。何らかの形で、雨季降雨量の予測による作付対応が必要であろうかと
思料されるものである。凶作予想年には、豆、芋などの要水量の低い作物に転作するなどの
対応が合理的であると思われる。
気温
気温のデータがないので、詳細を論ずることはできないが、生育期間が 100 日であるとした
場合、8 月の雨季の開始により、11 月中の収穫となる。11 月の温度低下が懸念される。
節水灌漑
降雨条件はネリカ米の栽培に対し、かなり極限に近い状態といえる。現段階での提言として、
ウォーターハーベスト（集水渠）
、保水材料などの活用があげられる。斜面地に植林した経緯
を観察すると、水みち沿いの苗木の生育はおおむね順調であった。このことから、なんらか
のウォーターハーベスト法、保水材料の活用を検討すべきである。
味覚
ネリカ米はアフリカでは、乾燥環境下での栽培に成功した。アジア陸稲の交配によるもので
あるが、味覚という点で東南アジア・ミャンマーに受け入れられかを考慮したいものである。
ラオス陸稲のもち米との比較も考慮したい。
参考文献
北中真人：サブサハラアフリカへのネリカの導入にかかる水利用からみた課題. 沙漠研究
20-2: 145-146, 2010.
安田裕･平田經倫 藤村建夫 神田道男 Aung Din．ミャンマー半乾燥地の降雨量時系列の変
動について．日本沙漠学会第 26 回学術大会講演要旨 pp. 39-40. 2015
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１３．植林ツアー後記
今年の植林ツアーは、予定していた 2 人の人が出発直前に行けなくなり、学生 6 名、社会人
4 名、計 10 名となり、最近では参加者数がもっとも少なくなってしまった。他方、現地では、
二つの新しい村での植林であったが、たくさんの村人の参加を得て、成功裏に完了すること
が出来た。また、盆踊りの代わりに初めての試みとして実施した運動会は、多くの村の子供
達が参加して、大いに喜ばれた。
学生の参加人数が減少したのは、当初予定していた大学のゼミとの日程が合わなかったこと
が、直接の原因ではあったが、根本的な要因として、毎年のリクルート方法に問題があるよ
うに思われる。MJET の植林ツアーの日程は 8 月下旬からの 9 日間であるから、前年から前
広に大学とのコンタクトが必要である。また、コアとなる大学との協力関係を構築すること
が望ましい。また、MJET の活動としては、複数の大学からの学生が参加するという原則を
維持したい。
これまでに植林された木々の中で、シロアリの被害を受けた木々や枯死した木々の補植が重
要になってきている。インダイン村やタンシンチェ村ではすでに村の緑化委員会によって、
補植が行われている。平田さんの示唆を参考にしながら、Aung Din さんや村人と相談しつつ
今後の対策を練ることとしたい。
植林ツアーの他に始まった複数のプロジェクトが今後本格化するに伴い、実施体制を強化す
る必要がある。学生部の「小学校の理科教育改善プロジェクト」は関心を持つ学生が必ずし
も多くないので、社会・人文系の学生がアプローチしやすい「小学校の環境教育改善」とい
った方向で手直しすることを考えたい。インダイン村の「ゴミの収集・処理プロジェクト」
は、
「インダイン村の美化運動」として、運動を支えて行きたい。取り組み方の企画書をビル
マ語に翻訳して、村人に提出することにしたので、その実施の推移を見守りたい。
「ネリカ米の試験栽培」には、11 人の村人が参加することになったので、その結果を見て、
研究プロジェクトの企画書を作成し助成金を得ることとしたい。
今年、初めて実施した運動会は、大変好評で、今後は交流会の目玉の一つとして育てていく
ことを考えたい。運動会には村のたくさんの子供と大人が参加できるので、大変にぎやかな
催しものに育っていくものと思われる。運動会の競技種目はいろいろと工夫していくことと
したい。現地の気候では、午後 4 時半でもまだ暑いくらいなので、午後 5 時から 6 時までの
1 時間くらいが望ましい。
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付録 １．植林ツアー参加者
参加者：10 名 （内訳：MJET 会員５名（含む学生１名）
；一般学生５名：
学年

氏名

所属大学、学科

学部

芝崎文子

法政大学

学部

鎧塚ひとみ

東京外国語大学

学部

郷原拓海

東京外国語大学

学部

田村梨恵

立命館大学

修士

若林慧

立命館大学

学部

鈴木奈津紀

桜美林大学

ＮＧＯ

藤村建夫

ミャンマー日本エコツーリズム会長

ＮＧＯ

神田道男

ミャンマー日本エコツーリズム理事

ＮＧＯ

平田経倫

ミャンマー日本エコツーリズム

安田裕

鳥取大学乾燥地研究センター准教授

大学教員

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

職員

Ma Khine Tharaphe Din

The Nature Lovers Group

会長

Daw Thin Thin Yi

Myanmar Japan Youth Association

学生

Shwe La Min

Myanmar Japan Youth Association
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付録 2. 植林ツアー日程表
MJET Itinerary in Myanmar for August28--September 5, 2015
Leave

Arrive

8/28
Fri

Narita/
Kansai

Yangon/
BKK/
Yangon

8/29
Sat

Leave
hotel

8/30
Sun

Yangon

Bagan

8/31
Mon
9/01
Tue
9/02
Wed
9/03
Thu

Bagan

9/04
Fri

Yangon

9/05
Sat

Yangon

Narita
Kansai

AM

5 September 2015
PM

11:00 by NH813 at Narita
11:45 by TG623 at Kansai
08:30---10:00 The Dhamma Vihara
Monastery: Practice meditation
10:30—11:00 Early lunch
06:15 by Air KBZ arriving at 07:35
09:30 Observation of planted trees in Thant
Sin Kyae village and Kon Tan Gyi village

15:45 NH913 to arrive at Yangon
15:35 Arrive in Bangkok
17:50 by TG305
18:45 Arrive in Yangon
11:30 Exchange programme with MJYA
19:00 Visit Shwe Dagon Pagoda
14:00 Briefing on the dry zone and trees
16:00 Observation of planted trees in West
Phwar Saw and Chaukkan villages;

08:00 Planting trees in West Phwar Saw
village
17:00 Undokai Exchange at West Phwar Saw
village
08:30 Tree-planting in Chaukkan village
14:00 Sakura Hotel and Lacquer ware shop
19:00 Exchange programme at Chaukkan vilage
09:00 Discussions at school in Thant Sin Kyae 14:00 Discussions at In Daing village on the solid
village on NERICA rice test-planting and waste management with villagers
science education
16:00 Ahnanda Temple visit
18:00 Sunset observation
08:30 Check out the Su Tine Hotel & leave for 14:00 Leave Popa for Yangon by chartered
Popa, lunch at Popa Mt. Resort Hotel
Highway Bus
22:30 Checking in the hotel in Yangon
09:00 The University of Nursing
14:00~
Free
11:00 The Burma Bridge Engineering and 19:45 by TG306- 21:40 in Bangkok
Training Centre
23:30 by TG622
21:45 by NH814
06:50 NH814 to arrive in Narita
07:00 TG622 in Kansai
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Overnight stay
Yangon
New Aye Yar
Hotel
Yangon
New Aye Yar
Hotel
Bagan, the Su
Tine San Hotel
Bagan, the Su
Tine San Hotel
Bagan, the Su
Tine San Hotel
Bagan, the Su
Tine San Hotel
Yangon
New Aye Yar
Hotel
(To stay in flight)

付録 3. 写真集
Dhamma Vihara 僧院での瞑想と交流会

瞑想の準備

男の子の踊り

交流会を終えて

子供達とのお話し会

女子学生の水祭りの踊り

女の子の踊り

日本語にも興味深々

シュエダゴンパゴダにて

年々増えている立派な農家

増え続けるゴミが問題

Thant Sin Kyae 村

2009 年に植えた木々（6～7m）

旧小学校跡地の木々（5～7m）
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Kone Tan Kyi 村

辛うじて生きている木々（チークのみが高い生存率となっている）

修理中の井戸

ホテルでのセミナー

West Phar Saw 村

一緒に植林をした村人

初めての二人三脚の運動会

学校の床下で涼む子供達

校庭に植林した苗木

飴食い競争リレーで走る
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植林後に一服する 3 人娘

二人で球を運ぶリレー

玉運び競争の説明を聞く紅白組

いよいよ玉運びゲームの開始

電車リレーで走る紅組と白組

Chaukkin 村

植林作業を待つパパイヤグループ

熱心に植林する村人

最後まで！コツコツ！と

植林する小学生

植林中の村人

文房具を寄贈した学校の先生達
42

“やったぞー！”と 5 人娘

作業が終わって夢中で昼食

ステージの前で交流会を待つ子供達

踊りを披露する村の少女達

日本の歌を歌う浴衣姿の参加者

East Phar Saw 村

成長著しい校庭のチーク（5~6m）

立派に成長したチークとタマール シロアリ被害を受けた藤村の森

サクラホテルで一休み

NERICA 米の試験栽培と理科教育の改善

NERICA 米の試験栽培について説明 説明に聞き入る村人達

理科の実験器具を小学校に寄贈
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日本の教科書の絵に見入る先生達

In Daing 村

生育の良い木々（3～5m）

ゴミ収集・処理システムの提案

枯れてしまった苗木

熱心に参加する村人

シロアリ被害を受けた木

エコバッグを寄贈

順調に成長している記念の森

設置済の電気の変電施設

バガン観光

バガンの遺跡で夕日を鑑賞

遥かなるパゴダを臨む

ポパ山のタウン・カラットにて
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リゾートホテルでの昼食

看護大学を訪問

看護大学を訪問

25 年前の LL 教室

老朽化した教室の家具

正門で学長先生と一緒に

勉強中の訓練生と一緒に

建設中の第二ツワナ橋

ビルマ橋梁技術訓練センターを訪問

橋梁技術訓練センターの入り口

U Han Zaw の説明を聞く
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付録５

インダイン村美化運動企画書
2015-09-24
MJET

Village Cleaning Campaign: Improving the Quality of Life through Solid Waste Management in In
Daing village, Nyaung-U District (Draft Proposal)
Background
Myanmar has a great potential for tourism with beautiful natural environment and valuable historic
legacies as national heritage. These important assets need to be conserved well in proper manner and
treatment by both local and foreign visitors.
However, it is a noticeable fact that such valuable assets seem to be losing value and getting dirty more
and more because of the increasing amount of solid wastes thrown here and there by both residents
and tourists. It is therefore important that responsible eco-tourism must be promoted in order to
maintain the national heritage properly by all the stakeholders through practicing 3 Rs (reduce, reuse
and recycle).
To ensure the sustainable development of the Bagan area, it is essential to achieve a balance between
quality life of people and good conservation of historic legacy and natural environment. For this purpose,
the efforts must be made to keep the area clean and beautiful as an important task to achieve not only
for the tourists to feel comfortable but also for the people to sustain safe and healthy life in sanitary
conditions without fear of infectious diseases.
1. Purpose
In collaboration with MJET (Myanmar Japan Eco-tourism), In Daing village conducts a cleaning
campaign in order to establish a model system to sustain the clean and sanitary conditions through an
effective method to collect and dispose the solid waste, while strengthening the awareness of the
villagers for the importance to keep the village clean and beautiful, hoping that the model will be
eventually disseminated to other villages and townships in the Bagan area.
2. In Daing Village
In Daing village, Nyaung-U District, Mandalay Region is located 5 km away, south-east of the NyaungU airport. There live about 150 households with 750 people in the village, where primary and middle
schools are in existence. The annual rainfall is limited to about 600 mm. There are three water supply
systems, namely a farm pond, pipe water from the Ayeyarwadi river and a tube well donated by a
Japanese NGO. Some villagers have a water container to save rain falls. In 2015 power supply system
was installed. However there is no health post yet and firewood is the major fuel for cooking. Major
products are beans including peanuts and sesames, and coconuts. Staple food of villagers is rice to be
purchased.
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3

Present situation of the solid waste management in the village

There is no formal system to dispose the solid waste in the village, therefore there is no formal disposal
site and furnace. While glass/plastic bottles and cans/tines are sold to the traders concerned once or
twice a month. Organic wastes seem to be fed to animals, while other packaging materials and plastic
items are thrown at random and seen on the streets or other places. It is not known how the plastic
items are treated. Yet village lanes are rather clean as swept by villagers from time to time, however
outside the village there are some dirty and un-sanitary places.
4

Proposed Action Plan

Based on the findings for the solid waste treatment in In Daing village in 2014, an
action plan is proposed to keep the village clean and sanitary, introducing the disposal site (sanitary
landfill type) and environmental education:.
In Daing village has been practicing circulatory society, namely i) full use of organic waste as food for
animals or organic fertilizer, and ii) practicing the idea of Re-cycling by selling glass/plastic bottles and
tins/cans to traders. In this regard, the immediate task to tackle is how to reduce and treat other
garbage thrown/dumped in the village.
Outline of the Action Plan: Mechanism for the Solid Waste Management
Changing from random dumping to the systematic treatment is the major task to be established, which
requires the participation of the whole villagers in an institutional manner. .
The overall actions need to be initiated by the consensus and participation of the villagers as a whole.


First, “Village Cleaning Committee” will be established in the village administration with the
leadership of village leader in order to set up rules and responsible team;



Second, “Environmental Education” in primary school is important to strengthen the awareness of
the children about the importance to make the village clean and sanitary, for which relevant
teaching materials will be prepared;



Third, the “Village Cleaning Day” (once a month) will be regulated for the whole villagers to
practice to make the village clean, including. individual houses, school, roads, etc. to be cleaned up
by the people concerned;



“Wooden Garbage Box” (See Fig. 2 at page 4: about 150cmX100cmX80cm) will be made and
installed near the main entrance gate of the village, into which solid waste like plastic bags will be
thrown by the people. The Village Cleaning Committee will take care of transferring the wastes
from the Garbage Box to the Land-fill site.
Note; The garbage box will have a sliding cover to protect it from rain. It can be opened on the front
side to ease the work to take out the wastes inside. To protect it from moisture, four corners will be
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placed 10 cm higher above the ground with legs, stones or bricks;


“Small Land-fill Site” will be located on the slope side in the village community land, in which the
collected garbage/wastes will be buried in a large hole each month and some soils will be thrown
on to the garbage each time to prevent from flies and other worms to come out.
Note: the bottom of the land-fill is slid to ease the water flow out smoothly. Small pipes can be
located at the bottom shooting out the water from the hole to outside;



Once the hole of the Small Land-fill Site is full, it will be buried by soils and the new Site will be
prepared. This is called a land-fill system. The location is suitable on the slope side to avoid the
water kept inside but flow outside.



This model will be practiced for one year and reviewed for further improvement.

5.

Schedule (Subject to change by the Village Cleaning Committee)

Followings are tentative schedule for the Action Plan:
•

Agreement with the Village Leader and villagers about the Outline of “the Village Cleaning
Campaign（2015.9）

•

Establishment of the Cleaning Committee in the village（2015.10）

•

Preparation of Wooden Garbage Box（2015.11）

•

Site selection of the Disposal site（2015.11)

•

Preparation of the Disposal site (2016.1~2)

•

Opening the Disposal site and Garbage Box (2015.3 )

Reference
Figure１ Outline of the Solid Waste Management in In Daing village
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Figure 2. A Design Example of the Garbage Box and Small Land-fill Site

Candidate locations for the garbage disposal
・Garbage box: East side of the main entrance
・Disposal site：Village community land near the Yamaguchi Forest
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