ミャンマー日本・エコツーリズム

2019 年度、MJET 植林ツアーの記録
８月 17 日～8 月 26 日
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要約
目

的

期
間
参 加 者
植林の場所
成果の概要

ミャンマー中部乾燥地域に位置するバガン及びその近郊の村におい
て、ミャンマーの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。
2019 年８月 17 日から８月 26 日まで。
MJET 会員７名（内学生 1 名）、一般学生４名、社会人 10 名（内子供
2 名）、計 21 名。
Kone Tan Gyi(コンタンジ)村及び Phyauk Seik Pin(ピョーセイピン)
村の各共有地。
１ Kone Tan Gyi 村の共有地において、村人の協力を得て、183 本を
植林した。Phyauk Seik Pin 村では村人がチーク他５樹種の苗、343
本を植林したので、合計 526 本を植栽することができた。
２ 村人たちとの植林・交流会によって、お互いの理解と親睦を深め
ることができた。特に Chaukkan(チョーカン)村全児童・生徒の参加
を得て運動会を行ったところ、大変喜ばれた。
３ 「ゴミ収集処理」の「Indaing(ｲﾝﾀﾞｲﾝ)モデル」を普及するために、
Kone Tan Gyi 村において、これまでに植林を行った 5 村の村長等を
招いて、「ゴミ管理計画の進展」に関するワークショップを行った。
今後とも、各村はインダインモデルの実施に努力することを確認す
ることができた。
４ Thant Sin Kyae 村の小学校において、「光の性質」モジュールで
実習を行う「環境教育」を５年生を対象として行い、非常に好評で
あった。
５ 昨年度から実施した学生の卒業論文のテーマを見つけるフィール
ドワークには、1 人の学生が参加したので、他の学生が協力する形で
Indaing 村、West Phar Saw 村および Kone Tan Gyi 村において実施
した。テーマは「バガンの観光開発が近隣の村々に与える影響」に
ついての調査ができた。
６ 安田先生が過去 5 年間、Thant Sin Kyae 村、Indaing 村、環境省
林業局バガン事務所の 3 か所で、行ってきた気象・土壌に関する水
文データを収集・分析することが出来たので、この成果を環境省の
バガン事務所職員およびバガンの 5 つの村人に対して、セミナーを
開催した。
７ ヤンゴンの僧院では、瞑想の実行後、ミャンマー日本青年協会の
会員及び僧院附属小学校の児童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。
８ バガンの歴史的遺跡と風物、地場産業とビルマ料理を十分に楽し
むことができた。

はじめに
植林ツアー参加者 21 名の内訳は、男性 13 名、女性８名; ５大学から学生５名、社会人
14 名、児童 2 名であった。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、パートナーの The Nature Lovers Group の U Aung Din は、事前にバ
ガンに赴き、今年度の植林地である Kone Tan Gyi 村と Pyauk Seik Pin 村の村長と打ち
合わせを行うと同時に植林の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、Ko Paing の 3 名、参加者と村人との間の円滑
なコミュニケーションに貢献した。今回は、二つの 村の村人と一緒に植林した。村人
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達は、ツアー一行を大歓迎してくれ、Chaukkan 村の運動会では子供達が競技に大興奮
して楽しんだ。

1.植林ツアー実施概要
神田道男
１）日程と参加者
・実施期間：2019 年 8 月 17 日(土)から 8 月 26 日(月)
・参加者：内訳：MJET 会員７名（内学生 1 名）
、一般学生４名、社会人 10 名（内子供
2 名）
、計 21 名。
（男子：13 名、女子：8 名）
・日程の概要：
8 月 17 日（土）
：移動（東京－ヤンゴン：ANA 航空利用）
（ﾄｰｲﾝ･ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ）
：シェダゴンパゴダ参詣
18 日（日）
：ダーマービハラ僧院における瞑想
：僧院における日本語クラス・付属学校との交流会
：寝釈迦参拝
19 日（月）
：移動（ヤンゴン－ニャンゥー：エアーＫＢＺ）(ｳﾑﾊﾞﾗﾎﾃﾙ)
：植林状況視察（タンシンチェ村小学校）
：環境教育(理科実験) 、G5（タンシンチェ村小学校：学生班）
：植林準備状況視察（ピョーセーピン村、コンタンジー村）
20 日（火）
：車中講義（バガン地方の植林と樹種：平田会員）
：植林状況視察・運動会打ち合わせ(チョウカン村)
：ニャンウータワーでの昼食と展望
：運動会（チョウカン村小学校）
21 日（水）
：植林活動：コンタンジー村（約 183 本）、
：ピョーセーピン村（約 343 本）
：バガン観光（アーナンダ寺院、エイヤワジー河と夕陽他）
22 日（木）
：植林状況視察（イースト・パッソウ村、インダイン村）
：観光産業の村への影響調査（インダイン村での聞き取り：学生班）
：観光局バガン支局訪問
：村での交流会（ピョーセーピン村小学校講堂)
23 日（金）
：林業省ニャンウー支局で講演（安田会員：バガン周辺の降雨特性）
：観光産業の村への影響調査（ウェスト・パッソウ村での聞き取り）
：遺跡保存関係者（元遺跡保存局長）との会食
24 日（土）
：ゴミ処理ワークショップ（コンタンジー村集会場）
：観光産業の村への影響調査（コンタンジー村での聞き取り：学生班）
：移動（ニャンゥー～ヤンゴン：エアーＫＢＺ）(ﾄｰｲﾝ･ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ)
25 日（日）
：ヤンゴン市内視察（午前：国立博物館、環状線試乗、昼食：アウン
サン記念レストラン、午後：ボジョウマーケット付近）
：移動（ヤンゴンー東京：ANA 航空利用）
26 日（月）
：東京着
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２）新規植林活動

（コンタンジー村、ピョーセーピン村）

・植林は 19 日の準備状況確認に引き続き、21 日、コンタンジー村、ピョーセーピ
ン村（タンシンチェ村の西隣り）を対象に行った（内訳は下表参照）。
①コンタンジー村
・2015 年の植樹地区（村の東側）と反対側の村の南西側の 3 地区（A 地区、B 地
区、C 地区）に植林を行った。同地区は、平坦で一部ゴミ捨て場になっていたと
ころを新村長のリーダーシップで「ゴミフリー運動」を行い、ゴミ処理場を移転
した場所である。この地区では、一部に既に村人が植林を行っていた。ゴミ美化
運動や植林が村人の手で行われていることは、MJET の活動が根付いてきたとも
考えられる。
・植林穴は既に必要数が準備されており、当日は、朝から雨であったが、村人の音
楽による歓迎を受け、簡単なセレモニーの後、村人と共に約 183 本を植林した。
②ピョーセーピン村
・2017 年植林を行った村の入り口付近の左側（Ａ地区）
、同村小学校の前のひろば
の東側斜面（B 地区）と、2016 年に植林を行った小学校裏側（Ｃ地区）の 3 地
区に、343 本を植林
・植林穴は約 1.5ｍ間隔におおよそ 40ｃｍの真四角のものを村の方で準備。また有
機肥料(堆肥)を準備。植林に先立ち、ひろば東側の斜面に植林募金者の名前を示
す標識（平田さんが準備）を建て、各募金者が自分の樹を自分で植えられるよう
手配した。
・コンタンジー村での植林後、ピョーセーピン村に移動すると、小学生が植林のた
めに待機しており、２班に分けて各自のパートナーを作り、各自協同して植林を
行った。なお、当日は、村人数人が苗木の手配を手伝っていた。
・苗木は「Nature Lovers」が準備し、あらかじめ搬入してあったが、村人が 2017
年の植林地に補植したため、当日、苗木が若干不足した。翌日村人が追加して植
林したこと確認した。
表
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③500 本の植林を計画したが、実際の植樹は下表のとうり 526 本となった。
・植林のドナー別の内訳は、グループの森(1)30 本、家族の森（3 ）90 本、企業の
森（2）266 本、植林募金：個人(19) 140 本、計 526 本
＊グループの森：The Mizuno forest ：30 本
＊家族の森：The Okada Forest ：30 本、
The Y Kanda Forest ：30 本、
The Michiko Forest ：30 本、
＊企業の森:：The Matsuoka Forest：100 本
：The MJET Forest ：166 本
＊個人：Koichi Kanayama ：15 本、Masateru Yamato：15 本、
Yunna Kotani： 15 本、Yoshimatsu & Mariko Kobayashi ：10 本
Chiho Oshima ：10 本、Sayaka Yamada ：5 本
Wataru Ishikawa ：5 本,

Norio Matsuda：5 本、

Michio Kanda ：5 本、Tsunemichi Hirata： 5 本、
Hiroshi Yasuda：5 本、Aya Noguchi ：5 本 、
Yasuko Yamaoka：5 本、Misaki Yamada：5 本、
Shuto Ikeda ：5 本、Tomoko Aonuma：5 本、
Hiroto Makishima ：5 本、Tamahi Kato ：5 本、
Yoshihiro Kato ：5 本
以上、19 人：140 本
・植林後、植栽図に沿って樹種ごとの記録を TNL が記録し、名札を作成。
後日、名札付けを行った。また、樹種を示した植栽図を作成した。
・樹種別では、Yay Tamar：191 本、 Shaw Phyu：156 本、Teak:84 本、
Yinmar：62 本、が主要な樹種であった。少数であるが Bamboo：15 本、がコン
タンジー村に、Sein Pan(火炎樹)：13 本がピョウセイーピン村に植林された。
３）過去の植林の生育状況
2019 年は 3 月に植林状況のモニタリングを行ったので、今回、視察した範囲内で植林
と村の変化について記載する。

タンシンチェ村
第 28 小学校横の植林地は、順調な生育が見られた。小学校校庭の熊谷、福永の記念植
樹も順調な生育を見ている。旧小学校とパゴダ脇の植林地は、今回は時間の関係で視察
できなかった。各戸給水施設は、まだ未整備のようであった。
イーストパッソウ村
第 43 小学校の前のタマール、小学校構内のチークは順調に生育している。溜池の堰堤
に沿ったタマールの成長は順調であるが、パゴダ前のチークに枯死するものが出ている。
溜池は、今年は雨が多いせいか相当の水が見られた。村内に各戸給水が整備されおり、
溜池からもポンプで揚水できるようになっている。
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2018 年に植樹した溜池の東側（取水水路の北側の高まった平坦地）の部分は、村人の
話では、5 月に干天が続いたため、給水施設から潅水したところ、湛水した水が温水と
なって樹木の根がやられ、ほとんどすべて枯死したため、チークその他を補植したとの
ことであった。今後の成長を見守る必要がある。藤村の森のユーカリは、シロアリのた
めますます少なくなっている。
インダイン村
今回は時間と一時的な豪雨のため植林の状況は、概観するに止まった。溜池には、7 月
の洪水のせいか、全面に水が溜まっていた。溜池への本川（当日は、全く水は流れてい
ない状況）からの導水路の現況を確認したところ、土砂の堆積が著しく、溜池の取水口
から 100ｍほど上流で、本川側に大規模に破堤しており、今後修復が必要と思われる。
観光産業の村への影響につきいての聞きとりは、村内の集会場ではなく、村の入り口の
集会場（図書館）で行った。
コンタンジー村
2015 年に補植が施された小学校構内のジマーなどは順調に生育し森状になりつつある。
小学校構内の井戸（約 40ｍ）は完全に破損しほとんど跡形もない。小学校南側の塀の
工事が始まっていた。村のポンプ場の脇に、新たに村の集会場が建設された。このため、
植林したチークが一部伐採されていた。
チョウカン村
溜池の上流側の植林地に補植されたチークは、ある程度生育しているが、他の樹種につ
いては、若干のユーカリを除いてほとんど生育していない。小学校構内のチーク
は順調な生育を示している。
ウエストパッソウ村
新集会場の周辺のチークは、本数は少ないが順調な生育を示している。旧集会場の周囲
のタマールは大きく生育し木陰を提供していた。小学校の植林状況は時間の関係で見る
ことができなかった。
ピョーセーピン村
2016 年の植林地の内、小学校脇の「福永の森」は一定の成長が見られるが、南側、東
側の場所は、粘土質の土壌でもあり生育は十分でない。2017 年植林の村の入り口の右
側の地区と併せ、村人により（新村長のイニシアティブと思われる）により、家畜から
植林を守るための柵と鉄条網が整備され、補植が行われていた。今後の生育状況を確認
していく必要がある。
４）交流会活動
・ヤンゴンの僧院とバガンのピョーセーピン村、の２か所で交流会を開催した。
・僧院では、午前中に瞑想を実施。午後に日本語教室の生徒と付属の小中学校の生徒
で日本語の学習をしている生徒による踊りや歌が披露され、MJET からは歌、少林
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寺拳法の型（石川さん）
、ヒップ・ホップダンス（牧島さん）が披露され。最後にパ
ン食いゲームが行われ盛会であった、その後、日本語教室の学生と MJET との間で
小グープに分かれて懇談を行った。
・ピョーセーピン村では雨の心配もあったことから、小学校の講堂を利用し、村側か
ら村の子供の伝統的な踊りとモダンな踊り、村の男女によるダンスなどが披露され
た。MJET からは、歌、少林寺拳法の型、ヒップ・ホップダンス、盆踊り（東京音
頭）の他、大島兄妹によるソーラン踊りが披露された。村の多くの子供たちとその母
親中心に 200 人を越える多数の村人が見物に参加し盛会であった。
５）運動会(チョウカン村)
・昨年に引き続きチョウカン村の小学校で、小学校、中学校の全生徒約 273 名の参加
を得て行った。例年実施している。低学年の玉入れ、ムカデ競争に加え、低学年、高
学年の選抜紅白リレー競争やパン食い競争の新たな競技を行った。
・協議が開始されると、紅白いづれも熱狂的な応援で、盛り上がりすぎてだんだん前
に出てくる状況は毎年のことである。今年は赤が勝利した。
・次年度以降、小学校の先生方を中心に運動会を実施することを予定し、紅白の鉢巻
約 200 人分の他玉入れ等の運動会の用具を学校に寄贈した。
６）ゴミ収集処理（インダインモデル）ワークショップ(コンタンジー村)
・インダイン村でモデル的に実施していたゴミ収集処理プロジェクト（インダインモ
デル）を植林に参加する 7 か村に普及するためのワークショップを昨年に引き続き
行った。これまで植林をしてきた各村の村長他、各村 3 名程度の緑化委員会メンバ
ー等にコンタンジー村の新設された集会場に集まってもらい、インダインモデルの
実施状況につき各村の代表者から報告を得た。報告内容に基づき参加村民の投票で
進捗の優秀な村落を選定し表彰した。
・また、モデル実施状況の各村からの説明に先立ち、安田会員から、前年まで実施した
ネリカ米試験栽培の過程で判明した農作業に大きな影響のあるバガン周辺の雨の降
り方のパターンの特徴を参加者に説明し、村人との情報の共有を図った。
７）環境教育（理科実験) （タンシンチェ村）
タンシンチェ村の小学校において、G5 クラスに対しては、昨年実施した「光の性質」
の続きとして、「木の葉は何故緑色なのか：光はいろいろな色を持っている」をテーマ
に光の性質について理科器具（プリズム）を用いた実験を行って、先生方に板書教育か
らの脱皮方法を示した。このため、生徒がプリズムにより分光された太陽光を観察し、
教室に戻って光の色をあらかじめ用意された用紙に色鉛筆で書き込みをする体験学習
を実施した。実験は池田さんを中心とした学生班が行い、プリズム、色鉛筆は学校に寄
贈した。
８）フィールドワーク
立命館大学の学生が計画した研究テーマは「バガンの観光開発が近隣の村々に与える影
響」である。これは、今年バガン遺跡が世界遺産に認定されたことにより、今後一層観
7

光客が増えることが予想されており、その結果、近隣の村々に正と負のインパクトを与
える可能性があり、その問題点を調査しようとするフィールドワークである。このフィ
ールドワークには他の 3 人の参加学生と MJET 会員とミャンマー側の Nature Lovers の
スタッフが協力・支援した。

２. 植林ツアーのユニークさと面白さ-1
石川航
昨年の１２月に MJET の学生部に加入し、初めての植林ツアー参加となった。一回目の
参加ということで、わからない部分や足を引っ張ってしまった部分も多かった気がする
が、その分新鮮な気持ちで植林ツアーの魅力を感じられた気がする。
まず、このツアーが他の観光ツアーと大きく異なるのは、「ミャンマーの人たちの為に
貢献できるプログラム」であるという点だろう。NGO が運営するツアーだからこそ、大
きな目的意識を持ったプロジェクトにツアー参加者が直接携われる。体力を使うプログ
ラムやタイトな日程もあるが、だからこそツアー終了時に「やりがい」を感じることが
でき、参加者同士の絆も深めることができるのだと思う。
植林ツアーのもう一つのユニークさと言えば、やはり「現地の人たちとの交流ができる」
という点も特筆したい。観光を目的としたツアーでは、どうしても日本人同士での行動
が主となり、現地の人々と話す機会に恵まれない。一方でこのツアーでは、植林をはじ
め、運動会や理科教育・文化交流会といった活動を村人と共に行ってきた。活動は全て
現地の人たちとの「共働」であったし、時に村人側が温かい気遣いで我々をサポートし
てくれていた。不器用な自分が植林時に上手く苗を植えられず困っていると、子供たち
がすぐに集まって作業を手伝ってくれる。拙いビルマ語を話すと子供たちは自分の手を
取り、学校付近の色々な場所を案内してくれる。そんな何気なくも温かさに溢れた一コ
マを思い出す。「支援する」側と「支援される」側という構図ではなく、あくまで現地
の人たちと対等な関係でプロジェクトを進めている様子が見受けられ、藤村さんをはじ
め MJET が村人たちに歓迎されるのは、こうした姿勢の賜物であることが見て取れた。
そして最後になるが、植林ツアーの面白さは参加メンバーの多様性も関係していること
だろう。全国各地から様々な年齢層の人たちが「ミャンマーのために貢献しよう」とい
う共通の想いを持って参加することは、とても魅力的なことのように感じた。国際協力
に長年携わってきた大先輩方のお話を伺える機会も豊富で、自分自身たくさんのことを
教えていただいた。
まとまりのない文章になってしまったが、このように当時のことを振り返って文面に起
こしてみると、改めて植林ツアーの魅力を再発見できた気がする。このユニークなツア
ーを継続できるように、自分も在籍する外大ビルマ語学科の同期・後輩たちへ植林ツア
ーの体験をプレゼンしてみたい。
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２. 植林活動のユニークさと面白さ-2
牧島 裕人
自給自足が当たり前の村で植林活動を行うことは非常に貴重な経験でした。自分が植え
た木がいずれ大きくなって村民の生活を支えていくと考えると非常に有意義な時間に
なりました。
毎年前年度に植林した木の成長度合いを確認します。そこで自分の植えた木が大きくな
っている事を確認する事でやりがいに繋がります。自分の植えた木がどれ程成長してい
るのか自分の目で確かめたいので来年度も参加したいと考えています。
また今回の MJET の植林活動はすべて村民の方々や地元の無邪気な子供たちと協力し
て行ったため植林活動を通じてコミュニケーションを取ることが出来ました。ミャンマ
ーの子供たちの笑顔はどれも優しく一生懸命に木を植えていました。その姿に私も感動
し大人である自分たちの方が見習うことが多かったです。
木は子供たちと一緒に大きくなっていきます。我々が植えた木は彼らと生活を共にしま
す。つまりそれは植林した我々も繋がっていることになります。植林活動のユニークさ
はここのあると思います。ただ植えるだけではなく地元の方々とずっと繋がっていられ
る。そして彼らの生活の一助けになればそれほど幸せなことはないと思います。村民側
も我々のためにダンス、民族歌謡の演奏、食事などを用意して下さり、おもてなしのマ
インドで迎え入れてくれました。すんでいる土地、生活習慣、文化は異なるけども植林
活動というプロセスが我々を一つにし、繋げてくれました。
技術面でいうと、植林活動が初めてである私にとって苗を植えるということはこんなに
も難しいことなのだと痛感しました。ただ植えるだけではだめでその土地の気象条件や
土壌の状態なども考慮する必要があります。最初に苗を支えている土は崩れやすいため
優しく持つ必要がります。力の調整具合が難しくきれいな形のまま植えるのに苦労しま
した。しかし MJET のメンバーは植林に関して非常に詳しく１から丁寧に教われたので
楽しく植林を行うことが出来ました。またそれもメンバーの皆とコミュニケーションを
取る良い機会にもなり、貴重な話を伺うことが出来ました。
MJET の植林活動では植林は勿論のこと、この活動を通じて体験できる面白さがたくさ
んありました。来年度の植林活動も楽しみです。
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３．植林班長日誌－１
平田經倫
本年の植栽箇所は、コンタンジィ村とピョーセイーピン村であり、植栽予定本数はそれぞれ
１５０本、３５０本であった。
コンタンジィ村の植栽箇所は、集落を西北方向に出た地点の空地で、ここは、以前、村のゴ
ミ捨て場となっていたが、同村が「ゴミゼロの村」を宣言して、廃棄物を片付け、村人が植
林した箇所であるという。そのうち、未植地となっている区域２箇所と新たに設けられた植
栽区域（５５穴）が MJET の植林用地として提供されたものである。
ピョーセイーピン村の植林地は、村の入口に近い小面積の区域、広場に接する貯水池の堤体
斜面とその延長線上の細長い区域及びその奥の道を挟んだ 2016/17 年植栽箇所の一部（改
植）の３箇所である。
それぞれの村では、植樹作業前にツアー一行に対する歓迎行事が行われ、また、ピョーセイ
ーピン村の植林作業には、同村小学校の児童が加わった。（写真は堤体区域の作業）
村人との共同作業であることもあり、作業はいずれも短時間のうちの終了した。

＜植 栽 位 置 図＞

コンタンジィ村

ピョーセイーピン村
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３．植林班長日誌―２
神田道男
植林活動
（植林準備）
2019 年度は、Ko Paing と Ko Aung Mya を加えた 22 名の参加者を 2 班（Mango 班：松田
班長、Melon 班：金山班長）に分け実施した。植林は、当初イースト・パソ―村を予定
したが 7 月に洪水があり、コンタンジー村とピョーセーピン村で行うこととした。
19 日に村人による準備状況を視察した。ピョーセーピン村は、傾斜地を中心とする条
件の異なる 3 地区に分かれていた。コンタンジー村は村に近接する平坦地であった。両
村とも植林穴は、既に準備されており、ややこれまでより深く作られているものが多か
った。
（植林作業）
21 日の植林作業は、コンタンジー村から開始し、Mango 班が A 地区を、Melon 班が B 地
区を村人と協働して植林し、終了次第、C 地区を植林して短時間で終了した。生憎の雨
で濡れながらの作業であった。
A 地区と C 地区は不整形であったため、平田さんに植林地の縄張りをお願いした。募金
者との関係では、B 地区がすべて Matsuoka Forest、残りは MJET Forest であった。
コンタンジー村の植林地は平坦であり、土壌も良好に見えたので順調な生育が期待でき
る。午前中に植林を終え、すぐにピョーセーピン村に移動した。雨は止んでおり、同村
では、各班ごとに小学校の生徒 3～4 名とペアーを組み、最初に B 地区の募金者の氏名
の書かれた示標の場所に植林し、終了後、A 地区と B 地区を手分けして植林を行って午
後 1 時頃に終了した。
苗木が不足したため、30 本ほど植林が出来なかったが、翌日村人の手で植林された。
植林後、植林ごとの樹種を TNL が確認し、植栽図に記載した。

村人の歓迎（コンタンジ村）

傾斜地の植林（ピョーセーピン村）
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植林のポイント（チェックリスト）ごとの実績
（植林の事前準備）
。
①植林の前日に植樹穴の配置の確認⇒19 日午後に実施（時間が足らなかった）
②TNL の Ye Htut さんによる植林穴の事前チェックに基づき植栽図を作成⇒19 日夕
刻に作成、21 日に TNL と各班長に配布
②植林と名札付けのため区画の縄張り（座標の確認）と個人植樹穴の印を立てること
⇒21 日の植林の直前に一部実施（平田、神田）
③班分けの確認（植樹の手順、村人との協働作業の仕方の確認（説明と実技））⇒20
日の車中での講義（平田）
、および 20 日の植林前に一部実施
（植林日）
①植栽図の作成にあたり、個人参加者が自分の募金した樹を最初に植えられるよう工
夫⇒個人募金者は 21 日ピョーセーピン村の B 地区で各自が植林できた。
②植林のため園芸用のスコップを持参⇒8 本持参したが（2 本はなくなった）
（藤村）。
③名札付け⇒募金者名ごとの植栽図を TNL に渡し、後日各植樹に名札を付けることを
依頼した。
（今回実施できなかったこと）
・植樹の際、家族の森などを示す表示板を作成し、植樹後写真撮影する。
・班分けした時点で村人と植林前に班ごとに記念写真をとる。
（今後に向けての提案）
・TNL から、7 か村の植林地に MJET/TNL が植林したことを示す記念碑の設置の提案
があった。

４．交流会
藤村建夫
今年の交流会は、ヤンゴンの Dhama Vihara Monastery で 1 回、バガンの Phyauk Seik
Pin 村で 1 回開催されました。

ヤンゴン
8 月 18 日、午前 9 時に Dhama Vihara Monastery に着くと、僧院長の指導で瞑想を行い
ました。その後、200 人の僧侶に対してご飯を提供する「Offering」を行い、終了後に
早めのランチをごちそうになりました。お昼の１２時から僧院で日本語クラスの中学生
30 名、大学生 20 名と教職員やを中心とするミャ少年僧と MJET 参加者とで交流会を行
ました。
最初に MJET 学生が日本語の歌を歌い、その後ミャンマーの少年・少女がミャンマーと
日本の歌を歌いました。その後、MJET は少林寺拳法の型、ヒップ・ポップダンス、パン
食い競争をミャンマー側はミャンマーの踊りを披露しました。その中ごろに日本語を勉
強している中学、高校生、大学生と社会人が自己紹介と日本語を勉強する考えと将来の
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希望について、日本語でスピーチを行いました。特にたくさんの日本語スピーチをした
生徒には藤村会長より小さな記念品を贈りました。交流会が終わった後は、全員が３～
４グループに分かれて、日本語による懇談を行いました。

スピーチをした日本語クラスの生徒

パン食い競争の生徒達

北国の春を踊る少女達

少林寺拳法の型を披露する石川さん

バガン
ピョーセイピン村での交流会は、小学校の集会場で開催されました。会場は 200 名を
超える村人で満員。小学生が 4 組、村人とダンサーが 4 組、計 8 組が演芸を披露しま
した。日本側は日本語の歌の他に少林寺拳法の型、ポップダンス、ソーラン節の踊り
と盆踊りを披露しました。

それぞれ、熱のこもった演技の度に大きな拍手が湧きま

した。

モダンな踊りを披露する少女達

ソーラン節を披露する大島兄妹
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５．運動会
松岡和久
今回で 4 回目となる Chaukkan 村小学校での運動会は生徒 273 名、先生 14 名、Nature
Lovers 5 名、MJET18 名の合計 310 名の参加を得て、8 月 20 日 16 時より 18 時 20 分に
亘り実施された。詳細は以下のとおりである。
事前準備：8 月 3 日と 10 日の勉強会において実施競技並びに各人の担当業務に関する
打合せを実施し、付録６の実施要領を作成した。競技種目については 5 種目とし、昨年
と同様の 3 種目（玉入れ、サイクロンの目、ムカデ競争）に、新種目としてパン食い競
争と紅白対抗リレーを加えた。パン食い競争のパンをどのように調達するか苦慮したが、
結果として子供の口のサイズに合う大きさのゼリー菓子とドライマンゴーをパンの代
わりとして使用することとした。
パン食い競争の試行
8 月 18 日ヤンゴンでの MJYA との交流会に於いて、パ
ン食い競争の試行競技を行い、ゼリー菓子とドライマ
ンゴーがパンの代行物として使用できることが確認
された。
Chaukkan 村小学校先生方との事前打合せ
8 月 20 日 11 時 30 分より Chaukkan 村小学校の先生方に対し、運動会実施要領を説明
し、先生方に開閉会式の生徒誘導と赤白対抗リレーへの参加を求め了承を得た。また、
過去 4 回の実施は MJET 主体で実施したが、5 回以降は Chaukkan 村小学校が実施主体と
して行い、これまでに使用した運動会用具を全て寄付する旨伝えたところ、学校側は感
謝の意を表し、これを快く受け入れた。
会場設営
15 時より Chaukkan 村小学校の校庭会場の設営を行った。小学校側はこれまで通り電源
の確保のみを担当した。
開会式
16 時より開会式を行った。本部席の向正面左側に赤、右側に白が学年毎・男女別に整列
し、本部席正面に向かって入場行進・整列をした後、校長先生・藤村会長・アウンディ
ン NL 会長が挨拶を行った。整列と入場行進は先生方にお任せしたが、未だ指導（縦の
整列を背の高さ順にすること、学年別横の整列を向正面中央から赤白其々KG・G1---G8・
G9 の順にすること等）が必要であった。
競技
玉入れ、サイクロンの目、ムカデ競争、パン食い競争、赤白対抗リレーの競技は、事故
もなく順調に実施された。NL・MJET からは玉入れとサイクロンの目に大島兄妹が、赤白
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対抗リレーに大学生 4 名が参加した。
閉会式
18 時 20 分、閉会式を行った。全生徒は開会式と同様入場行進して本部前に整列し、優
勝した赤と準優勝の白に藤村会長から其々トロフィーが手交された。閉会式が日没直前
となってしまったことは反省点である・

６.

環境教育の改善
池田秀斗

今年度の植林ツアー環境教育では昨年の光の性質に関するモジュールに続く内容とし
て、「プリズムを用いた太陽光の分光と影の性質」について授業を行った。授業は大ま
かに三項目に分かれており、プリズムによる太陽光の分光、影の性質、ものに色が付い
て見える仕組みの三つについて授業内で説明を行った。
プリズムによる太陽光の分光では、天気が良かったため実際に野外に出て太陽光を分光
し生徒にその様子を観察させ、生徒一人一人に配った紙に観察した連続スペクトルを描
写させた。この項目では実際に自分の目で見たものを自分で紙に描かせたため、直感的
に理解することができ、各自の主体性も保証することができたと思われる。
次の影の性質では、物体にライトから出る光を
当ててそのときにできる影の大きさや色を観察
させた。この項目では 5-6 人のグループで一つ
の器具を用いても実験を行ったが、実際に自分
でライトを動かしながら影の変化を観察すると
いった方針であったため、直感的な理解を促す
ことができ、生徒は十分に理解することができ
たと思われる。最後のものに色が付いて見える
仕組みでは、なぜ葉が緑色に見えるのか、ということに関して口頭で説明を行った。こ
の項目では実験を行わず理論を説明しただけであったため、多くの生徒が理解に苦しん
でいた。その原因としてはそもそもの理論が小学生には少し高難易度であったことに加
え、こちら側の翻訳がスムーズに行えなかったことなども考えられる。この項目では翻
訳をするための読み合わせや理論を理解するための実験を授業内で実施するなどとい
った措置が必要であったと考えられる。
また、すべての項目を通して言えるのは、授業内容に関する理解が生徒によって異なっ
ていたという点である。分光の実験は最もうまくいった項目であるといえるが、後方の
席の生徒たちは前方の席の生徒と比べると授業参加率が低かったように感じる。これに
は生徒自身の授業に対する積極性の違いだけでなく、こちら側が面倒を見てあげられな
かったことも大きな原因であったと考えられる。
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私をはじめとして学生陣が近くで面倒を見てあげ
ていたのは、主に前方の 2 グループの生徒たちで
あり、後方の 1 グループにはあまり手が回ってい
なかった。その結果、プリズムによる分光の様子
も自分たちで観察したものではなく、見本を写し
ただけになってしまっていた。そのため今後の課
題としては、学生陣が手分けしてクラス全体の生
徒の面倒を見てあげられるように打ち合わせを行
っておくことが重要であるように感じた。
今回の授業を通して、生徒の積極的な理解を促すには実験を行うことで内容を直感的に
捉えられるようにすることが大切であり、そのために各自の役割分担と翻訳の打ち合わ
せが必要であるように感じた。しかし、一度体験するまではモジュールを作成する側と
してもどのような工夫をしたらよいのか不明な点も多く、今後モジュールを作成する人
たちに実際の授業風景を紹介していくことも大切であると感じた。

７.

ゴミ収集処理（インダインモデル）ワークショップ
神田道男

１） プロジェクトの背景
観光地バガンの良好な環境保全の一環として、ゴミ収集の適正処理の確立が課題となっ
ている。2019 年 5 月にはバガン地区の仏教遺跡が世界文化遺産に登録認定され、この
課題の重要性はますます高まっている。現在、ニャンウー町とニューバガン町にはゴミ
回収の仕組みと最終処分地があるが、処分場としての設計がされておらず、野焼き状態
になってスカベンジャーなども存在する。発展しつつあるミャンマー経済を考慮すると、
周辺集落の衛生改善、健康増進のためには、ある程度集落ごとでゴミ処理をするシステ
ムを確立していく必要がある。MJET は 2014 年以来、インダイン村においてゴミ処理の
モデル構築を目指した活動を行っている。
2018 年 3 月に、ウムバラホテルにニャンウー管区長、MJET が植林した 7 つの村の村
長、ＮＧＯ（プラスティックキャンぺェーン）の参加を得て、でゴミ処理プロジェクト
のワークショップを開催した。このワークショップでは、2014 年以来、インダイン村
で行ったゴミ収集処理プロジェクト（waste material management in In Daing
village ）の報告を行い、各村落におけるゴミの適切な処理の重要性を確認するととも
に、インダイン村のゴミ処理の経験を「インダインモデル」として要約し、今後、この
モデルをもとに各村で取り組むことを合意した。2018 年 8 月にタンシンチェ村集会場
でインダインモデルの各村における取り組み状況を報告するワークショップを開催し
た。今回、その後の進捗状況をモニタリングするためワークショップを開催した。

２） ゴミ処理システム(インダインモデル)の概要
2014 年当時、インダイン村はある意味で循環型社会を維持していた。調理等の生ごみ
は、牛を中心とする家畜の餌となり、牛糞や落花生の加工の過程で出る殻などは燃料や
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肥料とされている。ガラス瓶やペットボトルは町の廃品回収業者によって回収されてい
る。このため、主にプラスチック等のごみを対象に、以下５つの要素からなるごみ処理
システムを確立する。
①美化委員会の確立
村の機構（水管理委員会、あるいは村長の直轄組織など）として、美化委員会を設置し、
小学校における環境教育、美化の日の設定などにより、村のごみ処理に対する意識を高
める。
②ゴミ箱の設置
現在、不適切に捨てられているプラスチックゴミを適正に処理するため、ゴミ箱の設置
と適切な管理を行う。
③ゴミ中間処理場の設置
ゴミ処理場（村の共有のゴミ捨て場）を設置する。この施設を活用し、美化委員会の管
理により定期的回収と焼却の仕組みを確立する。
④環境教育
適切なゴミ処理には、村民の意識の向上が不可欠であり、機会ごとに重要性を訴え、
啓発していく。また、小学校において、ゴミ処理を含む環境問題の重要性について教
育を通じ子供の段階からまた子供を通じて家庭での意識向上を図る。
➄最終処分場
プラスチックの一部は焼却が適切でないものもあり、また焼却が出来ないゴミ、焼却
後の焼却灰の処理のため、適切な大きさの最終処分場を設定し、衛生埋め立てを行っ
ていく必要がある。
３）2018 年 8 月のワークショップ
2018 年 8 月のワークショップは、6 か村から村長と役員約 25 名が参加し、タンシンチ
ェ村集会場で開催された。2018 年初めに村長の交代と役員の入れ替えがあったが、各
村長からそれぞれの村の進捗状況が報告された。
まとめとして、MJET から以下の提案を行った。
①校長先生と協力して小学校の生徒を動員して村の内外に散らかっているゴミの収
集・処理を行う。
②中間焼却場を適切な選定基準を定めて数カ所の適地を選定し、実施する。
③燃えないゴミを埋めるための中間埋め立て場（７ｍＸ７ｍ）の設置。
④MJET は環境教育の教材を Plastic Campaign と協力して作成し、村人と生徒の双方
に対し、セミナー等を開催する。
４）2019 年 8 月のワークショップ
ワークショップ概要
①実施日程：2019 年 8 月 24 日（木）10 時 30 分～12 時 30 分
②場所：コンタンジー村集会場
17

③参加者：約 40 名
＊MJET:藤村、神田、安田、平田、山田（沙）
、金山、池田、石川、牧島、山田（美）
AUNG DIN、MAY KHIN、KO PAING、AUNG MYA
＊5 つの村の村長と役員：24 名
バガン地方の降雨パターン（安田会員）
主催者として、TNL の Aung Din 会長が開会挨拶を行い、続いて、安田会員より、2014
年より実施した「ネリカ米試験栽培」の過程で得られた「バガン地方の降雨パターン」
について以下の報告を行い、参加者と情報の共有を図った。
＊5 月から 10 月の雨季には二つのピーク（Early Monsoon と Late Monsoon）
のあるバイモーダル・タイプであるが、この二つの雨期（Monsoon）の間には相関
関係がない。
＊過去の 30 年間の気象データの解析から、雨期の開始する時期と終了時期の変化が大
きいことが示される。Late Monsoon の終了は比較的安定しているが、Early Monsoon
は不安定である。
＊年間の総雨量の年ごとの変化が大きく安定しない。
＊少量の雨による土壌水分の維持は 5 日間程度、ある程度の雨の場合は 10 日間程度で
ある。
以上のことから、バガン地方においては、年間平均雨量が 600mm と少雨であることだ
けでなく、年間雨量の幅が大きいこと、雨期の時期が安定しないなど、農業経営の難
しさを指摘し、マルチシートの活用や保水剤の活用の提案を行った。
また、2018 年のワークショップで問題提起のあったインダイン村のゴミ焼却に伴う煙
害に関連して、同村の 3 月から 8 月までの風向を観測したが、この時期は南風が卓越
することがわかった。1 年観測して影響を考察する必要があると指摘した。
各村の進捗状況報告
次いで藤村会長から、昨年のワークショップで取りまとめたモニタリングシートを配
布し、これをもとに各村におけるインダインモデルの進捗状況を、各村ごとに参加者
で議論し、新たなモニタリングシートに取りまとめ作業を依頼した。その後、2018 年
からの変化を重点に各村からの報告を求めた、各村の報告概要は以下のとおりである。
インダイン村（U Kyaw Aung

村長）

＊委員会の設置、ゴミ箱の設置は設置されている。中間処理場は 2 カ所あったが、一カ
所の地かうに施設が出来、危険なので現在は使用していない。廃止の予定である。
最終埋立地については新たなものをつくりたい。
＊環境教育に関し、朝、家の周りを清掃することにしており、小グループを委員会のも
とに作り活動している。また、ゴミの分別を検討している。
＊委員会がゴミを定期的に収集すること、ゴミ収集チームの結成を提言したい。
チョウカン村（Ye Min Htan

前村長）
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＊委員会はないが、ゴミ関連のチームは結成されている。
＊ゴミ箱も一部使われている。
＊環境教育については、ゴミ処理の重要性について広報している。
＊最終埋立地については、慣行的な自然の場所が形成されている。
コンタンジー村 (U Soe Win 村長)
＊委員会は結成されている。
＊ゴミ箱はないが、ゴミ用のバスケット（籠）が活用されている。
また、標準的なゴミ収集システムをつくっている。
＊どこで焼却するかは定めている。
＊ワークショップの情報を伝え、自然のままであるが大きな穴をつくった。
＊ゴミゼロ運動を実施している（Garbage Free Campaign）
ピョーセーピン村（U Nyu Win 村長

）

＊ゴミ処理のための組織は出来ていない。
＊ゴミ箱は設置していない。
＊焼却場は場所を選定中（3 カ所）
＊環境教育は特にやっていない。
タンシンチェ村（Ｔint En 村長, U Tint Wa 前村長）
＊一部組織的活動があるが、委員会は出来ていない。
＊ゴミ箱は、各家庭、商店などに設置している。
＊学校で環境教育のプログラムがある。また、夏休みの行事でも行っている。
＊3 カ所に作ったが 1 カ所は洪水で流出した。
＊最終埋立地は出来ていない。
村人による投票の結果、ゴミ処理に適切に取り組んでいる村として、1 位；インダイン
村、2 位：コンタンジー村、3 位：タンシンチェ村

が選定された。

（イースト・パッソウ村、ウェスト・パッソウ村は欠席であった）
最後に藤村会長から、2020 年にも進捗状況の報告会の場を設けるので、引き続き適切
なゴミ処理に努力を続けてほしいことを要望してワークショップを終了した。
表
村名

インダインモデル進捗状況表 （2019 年 8 月）

美 化 委 員 ゴミ箱

中 間 処 理 環境教育

最 終 処 分 備考

会

（焼却場）

場

ﾀﾝｼﾝﾁｪ

△

△

△ 選定

〇

△自然

3位

ｲﾝﾀﾞｲﾝ

〇

〇

〇2 ヶ所

△

△

1位

ｺﾝﾀﾝｼﾞｰ

〇

〇

〇

☓

△ 自然

2位

ﾁｮｳｶﾝ

△

△

☓

☓

△ 自然

ﾋﾟｮｰｾｰﾋﾟﾝ

☓

☓

△選定中

☓

☓

注）ｲｰｽﾄﾊﾟｯｿｳ村､ｳｪｽﾄﾊﾟｯｿｳ村は欠席
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８．セミナー：バガン地方の降雨パターン
安田 裕
本年（2019 年）もミャンマー中央乾燥帯バガ
ン地方でのエコツーリズム・植林ツアーが開
催され、8 月 23 日には乾燥地緑化部 (Dry
Zone Greening Department: DZGD)スタッフ、
同 24 日は MJET 対象 7 村代表者の方々に対し
て、
「バガン地方の降雨パターン」につきセミ
ナーが開催されました。コア活動である植林
に対しても、より広範な対象である村落開発
に対しても、中央乾燥帯バガン地方の降雨は
セミナー
対象５村代表者に対して

重要な要素になっています。現地のミャンマ
ー人の方々に加えて、エコツ
ーリズム参加者の方々にも是
図1

非知っていただきたいと思い

バガン･東京･ヤンゴ

ます。
中央乾燥帯の降雨の特徴は・
降雨量は東京の半分以下（図
1）。
・雨の季節変化は独特のバ
イモダル（bimodal 2 山タイ
プ、図 1）
。
・年ごとに激しい変
動（図 2）
。
・前雨季・後雨季は
ンの平均年･月降雨量

関連がない。
・5 年に１度は、
前雨季雨量は半分、後雨季雨

max 1024 mm

量は 3 分の 2 に減少(表 1)。
・雨季の開始･
Rainfall (mm)

終了はランダム（図 3）
。
・連続干天はしば
しば起こる(表 2)。
・砂質土が多いバガンの
土壌は乾燥しやすいというようなもので
す。どうも否定的要素ばかりになってしま

1000

min 274 mm

500

0
1980

いましたが、まずは農民のみなさんが、少

1990

図2

雨かつランダム性に対し意識を持つよう

2000

2010

年降雨量

な啓発ができればよいのではと思いました。今回は、降雨の状況を分析した結果をご説
明させていただいたのですが、これからは実践的な対処を示すことを考えたいです。
いま、取り組んでいるのは、降雨予測です。雨季数か月前の遠方にある海水面温度から
降雨を予測することができたら、現地の農林業に大きく貢献できるのではないかと期待
するところです。
提言
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バガンの雨は天水農業に対して、過酷な条件であるといえます。保水材やマルチの利用
を推奨したいものですが、農民にとって経済的な負担が大きいというのが現状です。バ
ガン地区は世界遺産に登録され（2019 年）
、観光産業が発展してきています。鳥取大学
の調査では、既に第 2 種兼業農家（農業収入が 50%以下の農家）が 7-8 割に達している
という結果が報告されています。このようなマクロスケールの社会情勢を踏まえた農業
形態（観光農業など）を模索していくことも提言されます。
表 2 連続干天日数の出現確率

表 1 渇水降雨確率

Identified rainy season
Rainy day
2014
2012

Year

2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
0

90

180
DOY

270

図 3 降雨日の出現と雨季の開始・終了
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360

９．健康管理
藤村建夫
20 人の参加者は一人を除いて、全員体調を大きく損なうことなく、健康を維持するこ
とができた。数名は多少の変調をきたした日々があるやに見られたが、大過なく過ごす
ことができた。
学生 1 名はバガンに到着すると同時に、空港のトイレで、嘔吐と下痢症状を起こし、そ
のまま気を失っているケースがあった。すぐに医師のところに連れて行き、注射を打っ
てもらうと共に、抗生物質の投与をもらうことによって、熱は下がり、翌日の昼食以降
は、通常のプログラムに参加できるまでに回復することができた。食当たりとも考えら
れたが、やはり何かの食事に付随したバクテリアによるものと思われた。今回は、ミャ
ンマー人の Ko Paing が適切な介護をしてくれたので、非常に助けられた。

10. フィールドワーク
牧島 裕人
論文執筆のためにフィールドワークを実施しました。テーマは観光客増加に伴う観光が
村に与える正と負のインパクトとそれに対する改善策です。三つの村（世界遺産指定区
域に登録されているウエストパッソウ村、その周辺に位置するコンタンジー村、指定区
域からは遠く離れたインダイン村）で村長と村民にそれぞれアンケート調査を実施しま
した。同伴した学生、通訳者、そして藤村さんをはじめとする MJET の方々が全面協力
をして下さり実現しました。
実際は作成したクエスチョンネーアをミャンマー語に変換して記述してもらう予定だ
ったのですが時間に余裕がなくそこまで完成しなかったため、今回ツアーに参加して下
さった通訳者の方々と学生部に協力して頂き、質問をする学生一人と通訳者一人のペア
で一人の村民につき面談型で調査を行いました。各村で三人の村民と一人の村長に調査
を実施し、私は村長に話を伺いました。
多様な意見を取り入れるために三人の村民の内、一人は女性を入れて頂きました（三つ
の村の内二つの村で成功）。インパクトは主に三つの側面（雇用や賃金などの経済的側
面、教育や生活習慣などの社会的側面、ゴミ問題などの環境的側面）から調査を行いま
した。
またそれだけではなく藤村さんの交渉の末、バガンの観光事務所次長の元へ足を運び全
体的な実状を知るために貴重な資料や話を伺うことが出来ました。また地元で有名な考
古学者の方を夕食に招いて話を伺う事なども行いました。どれも一人では到底為し得な
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かった事です。協力して下さった皆様には感謝してもしきれません。そしてこれらの分
析結果をどのように調理するかは自分次第です。満足のいく結果が出せるように分析し
ていこうと思います。

遺跡と観光開発
フィールドワークの一環として、ホテル観光省のニャンウー事務所と宗教・教育省ニャ
ンウー考古学事務所を訪問して課題について情報収集を行った
１）ホテル観光省ニャンウー事務所（次長）
特に興味あるポイントは以下のとおり。
▪ バガンを訪問する観光客にはミャンマー人と外国人がいるが、近年その数は非常
に増えている。特に外国人観光客は以下のようである。2010 年頃の 4 倍に増えて
いるが、今年は更に増えそうである。
2016 年：283,000（1 月～12 月）
2017 年：300,000（1 月～12 月）
2018 年：250,000（1 月～12 月）
2019 年：253,000（1 月～8 月）
▪

インフラの開発には他方で遺跡の保全を考慮して整備しなければならないとい
う命題がある。現在ニャンウー地区で観光開発の地区委員会が設置されており、
インフラの開発も、この委員会に企画書を提出して承認をえなければならない。

▪

2015 年に Eco-tourism のガイドラインが設定され、このガイドラインにしたが
って、開発と保全の調和を図っていかねばならないことになっている。

▪ 観光産業開発に必要な人材の養成も緊急の課題であり、JICA の協力を得ていろい
ろな職業の人材養成を行っている。
ホテル従業員、ツアーガイド、観光警察等
▪

経済的なインパクトとしては、インフラが未整備であること、雇用が増大するも
物価が上がると言ったことが考えられる。

▪

社会的影響としては、あまり大きな問題はないと思われるが、プラスチックキャ
ンペーンをおこなっているものの、ゴミ処理の問題が大きくなろう。

▪

環境面では、遺跡の保全が重要であるが、予算が不足しており人材も足りない。
知的財産の保護も問題である。
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▪ これからの問題は過剰な観光客が増える
ことによる問題が課題になるのではないかと
の指摘に対して、炭酸ガスの増加、交通の混雑・
混乱が課題になろうと回答。ミャンマー人観光
客をコントロールする方策は今のところない
し、落書きなども増えるかもしれないが、適切
な規模の観光客数というものは、あるのだろう
が、今はまだわからない。

２）宗教・教育省ニャンウー考古学事務所
宗教・教育省 遺跡保護局元局長の U

MYUO NU の自宅が停電になったため、インド料

理レストランで面談を行った。彼は遺跡のデザインが専門で、若いころ、日本の奈良文
化財研究所で UNESCO のプログラムに参加して研修したことがあるとのこと。
バガンの遺跡についての説明の要点はいかのとおり。
・ 遺跡には、①文化遺産、②自然遺産、③複合遺産（例えばポパ山、インレーレイク）
がある。
・ バガン遺跡は、2019 年 6 月 6 日世界文化遺産に認定（21 ヶ国が満場一致で承認）
なお、ミャンマーではピュー王朝の古代遺跡は、既に認定されている。
・ バガン地域は 43 ㎢に、3822 ヶ所のモニュメントが存在し、これらは記録によって
確認できる。仏教遺跡は寺院とパゴダからなる。これらは、バガン王朝から広がっ
た。
・ バガン地域では、仏教に基づき住民が仏像（仏教）を信仰し拡大した。寺院には仏
像があり、パゴダは固形（ソリッド）で中に仏の遺物が籠められている。
・ 遺跡は、セラミックで覆われ、寺院には壁画が描かれている。
（バガン王朝時代の特徴）
・ バガン王朝時代には 5 ヶ国の言語（ミャンマー語、ヒュー語、パリー語：サンスク
リット、モン語、テラワダ語）が用いられていた。
・ また、この時代に灌漑システムにより経済力が強まった。
・ 周辺国（仏教国）と連携していた（バガンが繁栄していて、周辺国から人々が集ま
った）
。
・ 仏象は小さいものから大きなものまで見ることができる。
（遺跡保存）
・ 遺跡保存のための 6 つの要件（Eligibility）がある。
・ バガン遺跡の範囲には、遺跡サイト（43 ㎢）とバッファーゾーン（隣接地域）に
住居が存在している。人口増により、住居、インフラが拡大しており遺跡とのバラ
ンスが大切である。なお、一部が 1990 年に住居が遺跡範囲外のニューバガンに移
転した。
・ 30 年前には住居やビルはなかったが、現在は近代的なデザインのものがあり、デ
ザインの管理が必要な状況にある、他方、現在、移転は難しくなっている。
・ 漆はバガン王朝の主要な生産物（手工芸品）、観光客には良質のものが好まれるが、
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世界基準に達していない（新たな技術の習得が必要）
・ その他の課題として、災害がある。災害には地震、洪水、渇水などがある。
（地震からの遺跡の修復）
・ 200 年に 1 回の地震を想定していたが、今回（2016 年 8 月 24 日）の地震は 42 年
で起きた。398 ヶ所遺跡が被害を受けた・
・ この修復のため、専門家（大学教授等）、技術者、地震専門家、UNESCO 関係者から
なる 2 つのグループ（建築（Architect）と建設（Construction）
）を編成した。
・ また，国際チーム（日、韓、印、仏、独他）が復旧のための技術と資金の面での支
援を行った。
・ 修復のプロセスは、
① 訓練：適切な訓練により壁画、彫刻の専門家を育成
② 構造：構造を確認し、復旧のための建設
③ モニタリング：1 年目は、1 週間間隔、2 年は 1 ヶ月間隔、3 年目は３～４ヶ
月間隔
・ 現在地震からの復旧は、壁画（Wall Painting）に移っている。
・ 日本は遺跡の構造面を支援、カンボジア、イタリー、韓国は壁画修復を支援。
３）質疑
（植林の遺跡への影響）
・ 植林には反対していない。但し以下の条件が必要
① 遺跡に近接していないこと
② 禁止樹種でないこと（例：パヤン（アンコールワット））
③ Animal Crop

と灌漑施設は禁止

・ 1997 年に開水路の灌漑施設には反対した。パイプによる生活用水は了承した。
・ 道路脇の植林は問題ない。
・ 寺院は樹木と共にある。ダメージを与えないものであれば問題ない。
・ 樹を切ることは問題ない。
・
（ UNESCO の保存基準）
・保存についての UNESCO の支援を受けている。UNESCO の支援を得られる基準として、
①特徴ある建築、②彫刻、③壁画などがある。
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１１． 植林ツアー体験記
牧島裕人
このミャンマーで過ごした二週間は中身が濃く非常に有意義な体験となりました。私が
人生で一番大切にしていることは人との繋がりです。人と関わる事で様々な刺激を受け
ます。今回のミャンマーエコツーリズムのツアーでは年齢を問わず、様々な価値観を持
った方が参加しており自分にとって非常に新鮮で刺激的でした。私が今直面している課
題や悩みも気軽に相談でき、貴重なお話を聞けたことは自分の財産となりました。
また私は卒業論文の材料となるアンケート調査も藤村さんを始め、皆さんの協力の下、
村の方々に行うことが出来ました。そこで私は論文の作成の仕方、大人同士の礼儀、モ
ラル、マナー、話し方、態度など数え切れないほど多くのことを学びました。ダハマビ
ハラ僧院とピョウセイピン村を訪問した際には、ソロでダンスも披露させていただきま
した。子供から学生、大人の方々が大勢いたため、自分の殻を破る貴重な経験となりま
した。あの経験のおかげで自信が付きました。このような機会を提供してくださった
MJET には感謝の気持ちでいっぱいです。
しかし同時に辛い経験もしました。いわゆる食べ物の洗礼です。今となっては良い経験
ですが、あの時は死ぬほど辛く、もだえました。ゲロと下痢を繰り返しほぼ気絶状態に
なりました。現地の病院で点滴を受ける程でした。原因はおそらくピーナッツ油による
消化不良だと思います。食も侮れないなと痛感しました。通訳をしてくれたコーパイン
という方が私を病院まで搬送してくれて一日中看病をしてくれました。彼には感謝して
もしきれません。
生活面でも衝撃を受けました。実際に現地に行かないとわからないとはこの事だな、と
実感しました。村にはエアコンは勿論、日本にあって当たり前の物が全くない。そして
家畜を育てながら生活をしています。明らかに不便とも言える環境にもかかわらず子供
たちの笑顔はまぶしく、キラキラしていました。日本の子供たちとはまた違った笑顔で
幸せそうでした。それを感じてから自分の考え方、そして価値観が大きく変貌しました。
無意識に自分で基準を決めつけていた事に気づきました。
このツアーを通じて人として、確実に成長が出来たと自信を持って言えます。
ツアー参加者全員に感謝しています。

体験記
山田美紗輝
私は今回初めて MJET での植林ツアーに参加しました。そもそもミャンマーという国
にはこれまで一度も訪れたことが無く、テレビなどメディアを通しての貧しい国という
印象だけが私の中にありました。またロヒンギャ問題などから治安が悪く危険な国とい
うイメージもあったので、まさか自分が実際にミャンマーに行くとは思ってもいません
でした。しかし、姉の紹介で MJET の存在を知り、その活動に興味を持ちました。自
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分自身、以前から東南アジアに興味があり、また学生時代に色々な国を訪れてみたいと
いう思いがあったので、少し不安な気持ちもありましたが参加してみようと思いました。
実際にツアーに参加してみて、まず言えることはミャンマーという国に対しての自分の
中のイメージがガラリと変わりました。ミャンマーという国は地域にもよりますが、
人々は暖かくとても過ごしやすい国で自分がそれまで持っていたイメージとはかけ離
れていました。またツアーに参加して、植林をすることの重要さや人々にそれが与える
影響の大きさを学びました。これまで MJET の方々が植林をし、その木々がうまく成
長した地域では、日陰ができるなど年間を通じて気温の高いミャンマーでの暑さ対策に
なったり、子どもたちの遊び場になったりなど植林をする前には無かったプラスの結果
が確実に出ていました。ただ天候の影響などでうまく木々が育たない地域もあり、植林
の難しさも実感しました。また植林に対して積極的な地域もあれば、なかなかうまくい
かない地域もあり、各村の人々の植林に対する姿勢の差異も様々で、とても興味深かっ
たです。
そしてツアー中に、安田先生によるセミナーがありました。長年のデータや資料の分析
からマルチや品種の開発など改善策などディスカッションをしましたが、やはり環境の
違いや、天候の変動は難しくとても考えさせられる時間で、すごく勉強になりました。
実際に自分の手で植林をしたことはとても貴重な経験になりましたし、言葉は通じない
けれど現地の子どもたちと一緒に植林を出来たことも良い思い出です。さらに植林だけ
でなく、学生中心の学校での授業や運動会、村人を集めてのワークショップ、交流会な
ど全てが私にとって初めてで、大切な時間でした。特に理科の実験では、今回は池田く
んを中心に“光は色を持つ”というテーマをもとに授業を行いました。プリズムを使っ
ての実験で天気が心配でしたが、当日は快晴で実験も上手くいき、授業を進めることが
出来たので良かったです。
私が思っていた以上に植林ツアーは内容が盛り沢山で毎日が新鮮で充実した 10 日間で
した。前にも述べましたが植林だけでなく、その他にもさまざまな行事があり時間が経
つのがとても早く感じました。最初は軽い気持ちで参加を決めましたが、終わってから
は参加して本当に良かったし、ミャンマーに行けて良かったと思っています。やはり実
際に訪れて自分の目で見ることはとても大事だと改めて感じました。日本にいるだけで
は知ることのできないこと、体験できないことが多くたくさん刺激を受けました。全て
藤村さんや神田さんを中心とした MJET の皆さんのサポートがあってこそのものです。
学生のうちにとても貴重な経験ができ本当に感謝しています。ありがとうございました。
またチャンスがあれば参加して、自分が植えた木の成長を確認しにいけたらと思ってい
ます。とても貴重な経験になりました。本当に参加して良かったです。
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体験記
石川航
久しぶりのミャンマーかつ、初めてのバガン訪問ということで、夏期休業前からツアー
参加を心待ちにしていた。
到着してしばらくのヤンゴン滞在では、僧院で文化交流会を行った。部活動で行ってい
る少林寺拳法を披露するということで、現地の人たちが楽しんでくれるか不安だったが、
実際に披露すると思いの外反応が良く、笑いまで起きたので、ほっと一安心した。
いよいよバガンに到着すると、MJET のメイン企画が次々に盛り込まれ、スケジュール
を明確に記憶できないほどに充実した一日一日だった。どれも大切な思い出で優劣つけ
がたい経験であるが、特に印象に残っているプログラムは、環境教育と運動会である。
環境教育では、小学校の理科の授業の時間に、「光の性質」をテーマとしたプリズムな
どを用いた体験型授業を実施した。前に立って話す学生の言うことを、背筋を伸ばして
静かに聞き、初めて見る実験道具に目を輝かせる子供たちの様子は、学習意欲の高さを
物語っていた。
運動会では、子供たちの応援係（あまり役目を果たせなかった気もして反省している）
とレースの誘導を行った。目の当たりにした競技に白熱する子供たちからは、今後のミ
ャンマーを背負う若い世代のパワーのようなものさえ感じられた。変な言い方になって
しまうが、環境に恵まれた現代日本の子供たちの前で、同じように僕たちが実験型授業
や運動会を開催しても、あそこまで純粋に喜んでくれるかはわからない。それだけミャ
ンマーの子供たちは純粋無垢であったし、目の前の体験を素直に受け入れ喜べる人たち
であった。
教育設備や人材の問題・暗記に頼る知識詰込み型の授業など、ミャンマーの学校制度を
取り巻く環境には改善すべき点も多々あることながら、反対に我々日本人がミャンマー
の小学校を訪れることで、新たな教育のあり方を見出したり、忘れかけていたものを思
い出すことも多いように感じられた。
長いようであっという間のツアーだったが、ここで経験したものの数々は、自分にとっ
て大切な財産である。はじめは知らなかった他の大学の学生たちとも打ち解け、自分の
大切な仲間になった。そして、自分が専攻するミャンマーに対して、より愛着が深まっ
た。
今の自分には足りないものが多いが、いつか必ずミャンマーのために貢献できるような
人間になれるよう、今後も MJET とかかわりながら勉強や経験を重ねていきたい。
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体験記
池田秀斗
僕は今回このツアーに参加することで、様々な生き方をされてきている色んな方々とた
くさんのお話することができました。その会話のなかで僕は様々な経験談や考えをお聞
きし、それがこれからの将来設計にかかわる考え方を新たに考え直すきっかけとなりま
した。それこそがこのツアーに参加した最も大きな利点であったと僕は感じています。
もちろん植林ツアーに参加することで、生活レベルなどを含めたミャンマーに関する知
識や英語が通じない言語の壁に対する理解は深まり、世界にはこんなにも自分たちと異
なる暮らしをしている人たちがいるということを実際に現地を訪問することで初めて
自分の目で見ることができました。しかしそれ以上に藤村さんをはじめとしたジャイカ
の卒業生の方たちや他の参加者の方たちとも多くのお話をし、あくまで僕が感じたこと
ではありますが、皆さんがそれぞれ異なった人生の送り方をしながらも、いずれの方も
自分の人生に対して熱意をもって生きて人生を楽しんでいるように感ぜられたことが
僕にとってはとても良い経験となりました。
僕は専門が理系分野であり博士課程までの進学も主流な人生プランの一つである中、安
定を求めてしまうために何気なく修士卒で終身雇用の企業に就職することを考えてい
ました。しかしツアー参加者の方たちの意見で共通していたのは安定ばかりを求めた生
き方をする必要はないということでした。そういった生き方は勇気のいる生き方ですが、
実際にツアー参加者の方たちのお話を聞いていると皆さんが安定よりも自分の意欲を
中心とした生き方をされており、皆さんがその生き方に満足されているように僕には感
じられました。お話のなかでも最も印象に残っているのは、企業に頼って生きていくよ
りも自分の実力に頼って生きていくほうがよっぽど安定的だという意見です。
多くのことが変わっていく世の中において、そのような意見はとても適切な意見である
という風に僕は感じました。だからといって自分の実力をつけるために博士課程まで進
学するかどうかはまだ分かりません。金銭的な問
題もあるため一度就職して博士号の必要性を感じ
てから大学に戻るというプランも自分の中では一
つの選択肢であると思っていますし、その場にな
らないとどうなるかはわからないと思っていま
す。しかし少なくとも今回このツアーに参加した
ことで安定よりも自分の意欲や興味で就職するか
どうか、さらにその先どのように生きていくかを
設計していこうという風に考え直すきっかけとな
りました。
もちろんツアー自体も実際にミャンマーに精通されている方たちが考案してくださっ
ているものであるため、非常に短期間のなかでとても密度の濃い時間を過ごさせてい
ただき、ツアー自体にも非常に満足致しました。ありがとうございました。
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体験記
神田道男
村での植林
植林ツアーに私が参加したのは 2009 年からであるが、この間の植林対象とした村々の
変化には大きなものがある。2017 年の体験記にこの点を書いたが、その後の変化を記
す。2012 年ごろから始まった農村電化は、チョウカン村に向けて電柱の建設が始まっ
ていた。村落における各戸給水も実現している。MJET の植林活動も、7 つの村を対象
とした追加的植林と補植に変化し、植林本数も約 500 本と最盛時の 1/3 になっている。
加えて、ネリカ米試験栽培は自然条件から無理があることが分かり終了した。他方、村
におけるゴミ処理システム（インダインモデルの導入）は仏教遺跡の世界文化遺産登録
を受けて、観光客の増が予測され、今後さらに必要性の高いものになろう。3 年ほど続
けているワークショップを通じて村人のゴミ処理に対する認識は進んできていると感
じる。今後、ゴミ焼き場の建設などの若干の費用の捻出に対する知恵を出していく必要
がある。また、地元ＮＧＯとの連携が重要に思われる。
村の形成
10 年以上植林をしている各村の成り立ちを考察してみた。対象 7 か村の中で、12 世紀
のバガン王朝との関連の言い伝えのあるのは、パッソウ村（ウエストとイースト）であ
る。
表 ７村の比較
村名

形状

僧院

溜池

学校

集会場

人口概数

電気

各 戸 給
水

パッソウ（西） 格子

不明

パッソウ（東） 円形

ﾊﾟｺﾞ

小学校

有 新 旧

不明

有

有

有

小学校

有 旧

500

有

有

700

有

有

700

有

有

1,600

有

不明

750

有

有

建設中

不明

ﾀﾞ
コンタンジー

円形

有

不明

小学校

有

新

タンシンチェ

円 ＋ 格

有

有

小学校

有 新 新

有

有 新旧

小学校

不明

子
ピョーセーピ

円 ＋ 格

ン

子

インダイン

格子

無

有余水

小中学校

有

チョウカン

格子

有

有り

小中学校

不明

旧

2,000

ついで、村の形態からは、円形の形態を示すコンタンジー村が古く、格子状の村内道路
を示すインダインやチョウカン村は新しい。両村の貯水池は河川の本川に近く、築堤が
難しいところにあるのも新しさを示している。特にインダイン村は、第二次大戦後、空
襲で被災した旧親村から移転した村と説明を受けた。タンシンチェ村は円形の古い村の
周りに格子状の新しい村が拡張された形式を示す。パゴダが新旧あること、旧小学校跡
地が村内にあることも、村が拡張されたと考えれば理解しやすい。ピョーセーピン村も
同様、新旧の村からなる感じがする、ピョーセーピン村は「台地の村」という意味だそ
うで、洪水で荒れた台地を開拓してできたとのことである。
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体験記：15 回目のバガン
安田 裕
2015 年に初めて MJET の植林ツアーに参加してから 6
年目になりますが、ますますバガンが、そしてミャン
マーが好きになりました。毎年夏の植林と春のモニタ
ーリングに参加してきたことに加えて、2017-2018 年
度の 2 年間、鳥取大学のプロジェクトで国立民俗学博
物館の社会･人文系研究員と共に、年 2 回現地調査を
行いました。そのため今回は 15 回目のバガンでした。
この数年間続けてきた気象観測ですが、Tant Sin Kyae, In Daing そして Nyaung U (Dry
Zone Greening Department: DZGD)の 3 か所に設置した気象観測機器からもおおむね順調
に記録が回収されました（DZGD の雨量計は目詰まり、Tant Sin Kyae の日照計･土壌水
分計は寿命）。In Daing に設置された超音波風向風速計では、3-8 月の主風（最も頻度が
高い風向）が南方向であることが示されていました。In Daing では、ごみ焼却施設から
の排煙に一部苦情が出ているとのことなので、風向風速データが何か参考となればよい
と期待しています。
今回は「バガンの雨のパターン」につき、23 日には DZGD のスタッフに、24 日には
MJET 対象の７村の代表にセミナーを行いま
運動会で懸命に走る子供たち
した。現地の住民の皆さんに対して、何か参
考となることがあったならよかったと思っ
たものでした。
恒例の運動会は、20 日夕方 Chaukkan で行わ
れました。天候にも恵まれ、元気なバガンの
子供たちの笑顔が輝いていました。子供たち
にとって、運動会はルールを守って団体行動
に従うという教育的側面があります。現地の
輝く笑顔
先生方も運動会を何度か経験して、計画・準
備・実施の流れを得ることができたのではないでしょうか。NGO のミッションの一つ
である「技術移転」が、ここでも社会実装されてきているのは喜ばしいことです。
植林は follow up が大事なことであるのは明白です。これには村人たちの協力が不可欠
ですが、村ごとの事情で温度差が出ることもあ ります。そのような背景をふまえて、
運動会や文化交流会を行い、村人たちとの連帯を推進するのは意義深いものです。いつ
もながら、現地の子供たちの笑顔には癒されています。運動会・文化交流会での子供た
ちの笑顔が何よりの励ましになっています。
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ツアー中の気象条件
図 は今年 のツ ア
ー 中の気 象を 表
しています。運動
会 は天候 に恵 ま
れたのですが、植
林 時はち ょう ど
ジ トジト 降る 雨
と 重なっ てい ま
した。気温は
30℃ を 下 回 っ て
いたのですが、湿
度は 100 %近く
に まであ がっ て
いました。高湿度
下 での作 業は 厳
ツアー中の気象条件（In Ding での観測）
気温(Temperature),
相対湿度(Relative humidity), 日照量(Solar radiation), 降
し かった と思 わ
雨量(Rainfall).
れ ます。 現地 の
｢後雨季 (Late monsoon)」が始まったのか、21 日の夜中には雷雨があり、その後降雨が
断続しました。そのためか、22 日にはバスがぬかるみにはまって一時立往生の事態と
なりました。

Soil temperature (ºC)

Rainfall (mm/h)

地温の上昇水が湯になるような高温が発生している
East Passow では村民に熱意があり、植林後の灌水のために給水管が設置されていまし
たが、給水が高温になり苗木が被害を受けたという報告がありました。給水管から散水
される水の温度がどのくらいであったかを推定するために、Tant Sin Kyae で観測された
地温をみると、0.1 m 深では、雨季直前 5 月の気温ピーク時には 40℃を超えて 50℃にも
達していました。0.3, 0.5 m 深でも 40℃近くまで地温が上昇しています。給水管の埋設
深は不詳ですが、数十 cm ほどであると推察されます。5 月の高温期には地温も上昇し、
地下埋設の給水管内の水温も上昇していたことかと推察されます。
現段階での提言として、給水
3/1/19
4/1/19
5/2/19
6/2/19
7/3/19
8/3/19
0
源での水温はさほど高くな
Depth (m)
0.1
いと思われるので、水源から
0.3
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20
0.5
の水が末端に到達するまで
40
は、苗木への直接給水を避け
40
ることにより高温障害の軽
60
減が期待されます。
20
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4/1/19

5/2/19

地温の変化

6/2/19

7/3/19

8/3/19

Tant Sin Kyae
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体験記
加藤珠比
今回の植林ツアーへの参加はとても有意義な経験だったと思う。一番は、自分たちの名
前を付した木を村の小学生たちと一緒に植えたこと。小学生たちはとても無邪気で、彼
らが日本と言う国がどこにあるのかわかっているのかよくわからなかったが、そこから
来た私たちを受け入れ、私たちと一緒に苗を植えるのを手伝ってくれた。また、次の植
林の場所へ移動するときも、一緒に言葉が通じ合わないながらも、私にいろいろ会話を
持ちかけ、私が「分からない」と、習ったおぼつかないミャンマー語で話すと、けらけ
ら笑って、彼女たちはミャンマー語で楽しそうに私に何か話しかけ続けた。そして、手
をつないで「water, water」と片言の英語で川のある方向へ、また植林する場所へ連れ
て行って、植林を手伝ってくれた。その様子が無邪気ながら私たちに大変丁寧に対して
くれていることが伝わってきて、感動した。この、一緒に植林した経験が、のちに彼ら・
彼女たちに植林の大切さの記憶を残してくれることを願う。
二番目は、過去に私たち家族が寄付して植えられた場所が、村の管理が行き届かず、今
はごみの廃棄場所になってしまい、木が枯れてしまっていたことから、植林事業の難し
さを感じたことだ。今年 1 月にも私たちの植林した木の成長の様子を記したレポートが
送られてきていたので、順調に成長してきているのかと思っていたので、現地を見たと
きは正直驚いた。どうやらその報告がされた後、ごみ廃棄場所になってしまったようだ。
他の植林されたところでも、その後の降雨や、村人の管理、木々の手入れなどの状況で、
良く育っているところと育っていないところがあった。開発プロジェクトで、井戸や水
道、その他の設備を作っても、その後の現地の人々の維持管理状況により、設備が動か
なくなってしまっている、などの問題は聞いていたが、植林などの自然のものは、その
成長は気候も関係するものだけに、なおさら難しいものだと感じた。
三番目は、運動会や、日本語学校や村での交流会など、現地の特に子供たちと様々な交
流ができたことが、このツアーの特色であり、大きな魅力であった。運動会や交流会で
見せてくれた、子供たちが無邪気に楽しむ様子に、感銘を受けたし、とても楽しかった。
それらは、小学校行事としての運動会の大切さや、交流会では互いの文化の大切さを教
えてくれた。
最後の点は、このようなツアーで、一緒の思いを持って寄付をし、自ら植林をしようと
いう意思を持った様々な人たちと交流を持てたことも、大変有意義であった。ミャンマ
ーにゆかりのある、いろいろな方々とも知り合いになり、その知識や経験からいろいろ
学ばせていただき、植林や地域、国に関する知識が広がった。翻って、このような機会
がないと、私たち夫婦もミャンマー・バガン地方に縁などなかったし、そこで植林をす
るなどとは考えてもみなかった。このような意義のある植林ツアーへの参加の機会を与
えてくれたことを、本プロジェクトに感謝したい。
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体験記
加藤 芳宏
初めての植林ツアー、そしてミャンマーも初めての訪問で、皆様に助けられてのおっか
なびっくりの旅でした。若干風邪気味で解熱薬を持参しての参加。風邪は大丈夫だった
もののお腹の具合に悩まされての旅でした。ヤンゴンの蒸し暑さと雨、バガンの暑さと
バケツをひっくり返したとの表現が正にぴったりの突然の雨、どこも犬も猫も自由でこ
れまたビックリの旅でした。
然し、今思えばこれらを考えても余りあるほどの魅力ある楽しい旅でした。兎にも角に
もミャンマーの方の人柄が良いです。気候、食べ物、何を差し置いてもそこに暮らす人々
が良い人たちかどうかに尽きるように思います。自然環境が豊かな食べ物を提供するか
らなのか、仏教の教えが日々の生活に根付いているからなのか、穏やかな物腰とはにか
み、微笑みが非常に印象的でした。シュエダゴンパゴダの壮麗さと人々の祈りの姿、更
にはバガンの村々で歓迎してくれた子供達の目が素晴らしい。あんな美しい目を見たこ
とはありません。
僧院、良かったです。生活している場所の中にあるのですね。普通の人たちが祈りに、
相談に、お布施に。修行僧がそこにいるのですね。綺麗に掃除され静かな祈りの場を保
たれているのは東西を問わず心落ち着きます。日本語教室は寺子屋ですね。その雰囲気
が良いですね。文化交流会を集団で見ていた小僧さん達だけは、はしゃぐでもなく真面
目な顔をしていたのが何かおかしくも厳粛な感じもし印象的でした。
理科授業、子供達は可愛いですね。小さな机と椅子、一生懸命に聞いていましたね。先
生もシャイな子供達を励ましていましたね。実際に外で光の分光を見たり、色鉛筆を動
かしたりし始めると元気になりましたね。どこも子供は変わらないなあ。
運動会、聞いてはいましたがこれはとてもおもしろいですね。確かに整列が大の苦手の
ようですね。先生方も大変ですね。年長者の前なのからか行進で腕を組み会釈すること
が幼稚園生から出来るのは凄いですね。こんな礼儀正しい優美な子供の姿は見たことが
ありません。何が始まるんだろうと言う顔を最初はしていましたね。でも始まると興奮
はもう止まらないですね。楽しみにしていたのかなあ。村の人たち何人かも嬉しそうな
顔をして見ていましたね。何か昔々自分も体験したような。
植林、村人のダンスと音楽での歓迎は面白かったです。
映画で昔見たような。歓迎の気持ちが伝わりこそばゆ
いですね。子供達と一緒の植林は違う形で本当に楽し
かったです。子供達は礼儀正しいし言葉は全く分から
ないけれど通じるんですね。とても良く手伝ってくれ
ました、と言うより彼らの作業を私がほんの少しだけ
手伝いました。苗をきちんと植えるより上手くいかな
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くても楽しそうに、嬉しそうに作業をしていた子供達の笑顔が忘れられません。作業後
には彼らから進んで手を繋いでくれました。この思い出と写真は一生の宝物ですね。夜
の文化交流会、村ではたまの楽しみの娯楽ですね。何か懐かしい。
ミャンマー素晴らしい国と人々でした。少しでも木々が根付き歓迎してくれた人々のそ
して（今は子供でも）未来の彼らの役に立てればこんなに嬉しいことはありません。歓
迎してくれたミャンマーの風土と人々に幸多からんことを心から願ってやみません。
最後になりましたが企画して下さった日本、現地の皆様に心からお礼を申し上げます。
ありがとうございました。

体験記
青沼智子
2018 年に始まったミャンマー訪問は、今回で 4 回目となった。最初はバガンという場
所に点在するおびただしいパゴダ群が見たくて 2 回訪れたこと、もう一つの理由は、偶
然知った MJET という団体の植林活動に自分を啓発する動機を見つけて去年の８月に
訪れた。そして 2019 年の夏、当然、自分が植えた「青沼の森」と命名された 30 本の
木の成長をこの目で確かめてくることだった。
その期待を声にして話していた時、Mr.X が言ってくださったこの言葉「自分の森だと
思ってはいけないんですよ！」、それを耳にした私のクエスチョンマークは限りなく大
きかった。そして、過去に植えられ、すくすくと育っている、森をいくつか見るにつけ、
「私の青沼の森もきっと！」と楽しみが新たになった。さて結果はいかに。植えた場所
にはちょうど目印になる枯れかけた大木があるので、すぐにわかった。「あれっ！全然
大きくなってない！そして植えたはずのチークの木じゃない！」その通り、違う木々が
植え替えられ、成長もしていなかったのだ。
さて、私は何が言いたいのだろう？ここまでの序章が長かった。理由を述べるのに、ミ
ャンマー、特にこのバガン地方の自然環境が私を手助けしてくれるだろう。去年の植林
地 East Phwar Saw 村での、Aung Din 氏の話をして聞いていると、最も暑い時期に摂
氏５０度に達し、水が貯まるようになっている仕組みの中で、苗木に施された水温が日
中は４５度にもなり得るのだと。人間だって、４５度のお風呂になんか入っていられな
い！村人たちの植林後のケアは一番重要な事で、村々によってかなりの活着の差は見ら
れるが、自然環境の力は人力を超えるほど大きいと実感させられ、「自分の森だと思っ
てはいけない」という Mr.X の言葉が迫ってきた。「エコツーリズム」に関してずれを
実感した。地域の自然と文化を知り慈しむ、元気な地域が自然を守る、自然と文化を受
け継いでいく。この 3 点に関して、以下の印象深い事柄でも「エコツーリズム」を体験
できたかも知れない。
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ヤンゴンの若者による日本語の発表と勉強会では、とても上手に日本語を話す姿に感動
を覚え、つい勉強会では職業意識も手伝って、生徒たちに何とか日本語を喋ってもらお
うと奮闘した。運動会が無いというミャンマーの学校教育を考え MJET が行なってい
る運動会では、生徒たちが真剣に競技に取り組んでいる様子につい子供心を掻き立てら
れた。Phyauk Seik Pin 村での文化交流で感じたことは、娯楽がほとんどない村人たち
が、村の集会所に所狭しと詰めかけ、楽しむ様子は日本では最近目にしない光景だと感
じたこと、若者の出し物は、（想像していなかったが）民族ダンスではなくポップス系
ののりでダンスを披露してくれたことだ。こんな所にもグローバリズムは浸透している
のだ。Aung Din 氏はちょっと不満気味のようだったが。わが日本勢は、にわか学習に
浴衣を着て盆踊りを披露したが、村人達の目にはどのように映っただろうか？
今回、私にとってはエコツーリズムを知る上で、多々参考になる経験ができたことは幸
福だった。これを実生活の中で、より多くの人に伝えることが大きな意味で世界の平安
に繋がるだろう。

体験記
小林

眞里子

「ミャンマーに森？」思いもしない言葉を高校時代の友人、青沼智子さんから聞いた。
昨年の秋、夫を亡くし悲嘆にくれているところに愛知県の豊川の自宅まで駈けつけてく
れ、いろいろな話の中で熱っぽく語ってくれた。「ミャンマーは砂漠化しているところ
が多く、植林して緑を増やそうとしているツアーがあって、[青沼の家族の森]という名
前つけて植林したの。来年その後の様子を見に行くのだけれど一緒に行かない？[ご主
人と眞里子の森]なんてどう？」 と。植林に少しでも役に立つならうれしいと思い、高
校時代の仲間の水野晶子さんも誘って一緒に参加することにした。
８月１７日、ヤンゴンの町をバスで移動。近代化の始まりを思わせる町の雰囲気を感じ
る。夕食後、シュエダゴォン・パヤーを訪れ、ライトアップされ金色に輝く大きな仏塔
と大きな仏像に実際に会うと、ミャンマーの聖なる地に圧倒されそうだ。
翌日、僧院に行き、右肩を出し、一枚の布をまとったお坊さんのお話を聴く。「瞑想と
は無になること」など。その後、瞑想の体験。食事をする場所に向かう修行僧たちの手
に持っている鉢に、お椀に入ったご飯を差上げるという托鉢の経験をする。午後、広い
部屋で日本とミャンマーの交流会。一緒に行った大学生たちが歌やダンス、少林寺拳法
まで披露したり、ミャンマーの子どもたちが日本の歌を歌ったり、どちらも感心してし
まった。その後、日本語を勉強している子どもから大学生まで小グループに分かれてミ
ーティング。女の子たちの中に入って名前やなど聞いているうちに打ち解けてきて大学
生だとわかり、どこの出身ということから日本語の学習帳を取り出して、日本地図を見
ながら「東京、京都、愛知県」など示しながら楽しいひとときを過ごすことができた。
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３日目、植林の地バガンへ。一変して田園風景に心が和んで来る。藤村さんが１０年ほ
ど前に植えたという森がある小学校へ行く。幹も太くなり、４、５メートルほど大きく
なった木々の下で植林の大変さなどを誇らしげに語る藤村さんに拍手。植林して木が育
つまで長い年月のかかる作業に取り組むスタッフと現地の方々の活動に心打たれる。そ
の学校であの大学生たちが、日本から持って来た光のプリズムを使って光の色を教えて
いるのを珍しそうに見ている子どもたちのきらきら輝く目が印象的だった。
そして次の日はスタッフの指導のもと運動会が開かれた。
「サイクロンの目」
（３ｍ位の
竹の棒を４人でつかんで走り、2 本のポールを周り、リレーする）という競技は思わず
笑ってしまった。棒の一番外側になった子は棒になかなかつかまれない。最後まで諦め
ずにつかもうと必死に走っている子が懐かしくほほえましかった。この運動会を指導し
たスタッフにただただ尊敬の思いだった。
いよいよ植林の日。前日の夜の大きな音の雷と大雨のためかその日は涼しく幸運だった。
小学生たちが苗を運んでくれ、その苗を現地の人が大きく深く掘っておいてくれた所に、
小学生と１０本植えた。「どうか育ちますように。いつか家族の森に会える日を」と祈
りながら。子どもたちの元気をもらい、なんと充実した旅だったでしょう。ミャンマー
という国と現地の人の優しさ、スタッフの熱意に触れる機会を得られたことに感謝！

体験記
水野晶子
植林の日は前夜から雷が鳴り、雨が降ったり止んだりしていました。降ると結構強く降
り、ぬかるみでの作業かな、と思いました。私たちはその日 2 ヶ所の村で植林しました。
1 ヶ所目。村人たちが現地の楽器の演奏と踊りで歓迎してくれました。その頃にはあが
っていた雨がまた降り始め合羽を着ての作業でした。ただ私の想像するようなぬかるみ
や水たまりにはなっていませんでした。きっとバガンの樹木が育ちにくいのも土壌が砂
地のように雨水を地下に通してしまうからなのではないでしょうか。植林は村の人達が
掘ってくれた穴に苗木を植え付けていきます。３０センチくらいの深さでしょうか。そ
の真中にまた穴が掘ってありそこに、苗木の土を覆うビニールをはずし、苗木を置いて、
掘った土を戻し安定させ肥料をいれ、また土をいれて、その土を踏んで土が流れないよ
うにしておきます。それから支えの棒を立てておきます。ここでは掘った土を戻すのに
土がサラサラしていてうまく穴に戻せました。植える数に対して穴も隣接した場所に集
中し、平地で人手もあり、初めてにしては上手くできたかなと思っています。自己評価
ですが。
2 ヶ所目。こちらは子どもたちも出迎えてくれました。子どもたちとともに植えつけま
す。子どもの時に自分が植えた木が育ったらうれしいですよね。さて植林が始まりまし
た。雨は止んでいました。驚いたのは斜面、土手のような所に植えることになっていた
ことでした。デコボコした斜面です。大人の手伝いは少しです。苗木を持った子ども４
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人を連れて私の担当場所に行きます。ころばないように足元を確認しながら斜面を登り
ます。日本語と手ぶりだけでの会話です。ここに植えようね、と 1 人の子に根を守る土
を包むビニールをはずしてもらいます。土が崩れないように外すのですが、これがとて
もむずかしい。土が崩れ、根がむき出しになってしまいます。子どもも私もぎゅっと押
さえますがどうしても崩れてしまう。そして私が苗を中心に置き土を入れます。でもこ
こは土が固まっていることが多くつぶして入れるのですが追いつきません。待って待っ
てと言いながら私がやってみて同じようにしてもらいます。ただ私には斜面で自分の身
体をささえるという作業もあります。子どもたちは軽々の感じですが私は必死でした。
そこに肥料を入れてもらい、また土をかぶせます。ここで土を踏まないと、と思いまし
たがすみません、その余裕はなく手で押さえておきました。３人が済んでもう 1 人です
が穴が空いていません。一緒にさがして平地を歩きました。いつのまにか２人の女の子
を連れていました。よくわからないけど今は私を頼ってくれているのだ、とずっと歩い
て２人とも済ませました。子どもたちもニッコリ。一ヶ所目の村と比べても土壌も良く
なかったし、肥料も少なく心配です。何とか育ってほしいです、子どもたちのためにも、
私と友達の森のためにも。
この体験記を書いていて思い出したことがあります。全部植え終わった帰り道、子ども
たち５、６人と私で歩いていた時一人の男の子が私に名前を聞いてきました。ミンガラ
バー、チャマナメーアキコバーしか覚えていないミャンマー語ですが名前を聞かれてい
ると気づき、アキコバーと言ったら復唱してくれ、私が｢あなたの名前は？｣という手ぶ
りに答えてくれたので私が復唱しました。順番に顔を見合わせ笑顔で歩きながら。昭和
の映画のワンシーンのような・・・。とても穏やかなひとときでした。この笑顔には、
今回訪れたミャンマーのあちこちで出会いました。国民性でしょうか。どちらの場所で
も一本でも多くの苗木が根付き育ってくれるのを心から願っています。

体験記
大島 千穂
凜太郎
さくら
2 つの村での植林
21 日は Kon Tan Gyi 村で、朝から大雨小雨が 降りしきる中の植林。そんな中、村人が
傘をさしながらも陽気 なダンスと音楽で迎えてくださったのはと
ても嬉しく思いました。
振り付けが独特で面 白く、前日に Chaukkan
村でも拝見しましたが、村にこのような楽隊がいらっしゃるという
のは素敵だなぁと思いました。
さて植林が始まり、渡された苗木は思っていたよりもとても小さく、
苗木の根を保護する ビニールを外すのも最初は一苦労でした。村
の方々があらかじめ掘っておいてくださった穴に静かにポットを
入れて土をかけるのですが、なかなか真っ直ぐに置けず、また何かの 拍子に枝が折れ
てしまいそうで恐る恐るの作業でした。植林地の中にお菓子やビニール系 のゴミがた
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くさんあったのも気になりまし た。
午後は Phyauk Seik Pin 村で村の子供たちと数人
１グ ループで植林。村の子供たちは本当に可愛く
元気で、初対面の私達にも常に笑顔で積極的に接
してくれました。みんなで競うように次々空いて
いるス ペースを探してはポットを放り込むよう
に次々に植え…私も前日と比べてだいぶ慣れたの
かビニールを外すのもお手の物、少々乱暴に植え
た感は否めませんが…今後どのように育つのか楽
しみです。
2 日間の植林を経験してみて、植える場所が広い場合や自分のパーソナル植林地以外の
ところに着手する場合、空いているスペースを見失ったり間違った場所に植えていない
か不安になったりしたので、各エリアに 1 人交通整理のような方がいると時間的・物質
的ロスが少なくなるかなと思いました。

また、雨季とはいえど部分的に土地がひび割 れしていて、水が十分だとは思えないと
ころ も多々ありました。同じ土地でもお世話をしてくださる家族によって木の育ち方
に大きく 差があるというのも驚きで、水の確保やお世話の負担が軽くなればその辺の
問題も改善されるのではないかともどかしく思いました。今後のレポートを楽しみにし
ています。
〈追記〉 今回のツアーで、一般的な観光だけでは知り 得ないミャンマーの今を垣間見
させていただ きました。藤村さん、Aung Din さん率いる ミャンマースタッフの方々
のサポートのもと で村人たちと様々な交流を持てたこと、そし て様々なキャリアをも
つ参加者の方々と共に 行動させていただき、私だけでなく子供達に とっても素晴らし
い経験となりました。下の 子がまだ小さく、いろいろな場面でご迷惑を 多々おかけし、
にも関わらず皆さまに暖かく 接していただきましたこともここに改めてお 詫びと感
謝を申し上げます。楽しい 3 日間を本 当にありがとうございました。今後も MJET を応
援しています！
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体験記
松田 教男
１）全般的所感
今回初めて植林ツアーに参加したが、非常に多様かつ充実したプログラムに大いに刺激
を受けた。参加者も学者（研究者）
、官庁・政府機関出身者、会社員、主婦、大学生、学
童と多様であり、それぞれの強みを遺憾なく発揮して、並みのスタディ・ツアーでは得
られない貴重な体験ができた。MJET の皆様、同行の志士とミャンマー側のパートナー
の面々に感謝したい。
２）プログラムごとの印象
①僧院体験；仏教僧からの説教、瞑想、托鉢、交流会と得難い経験をして、ミャンマ
ーの仏教徒の心の拠り所、生き方に一部なりとも触れることが出来た。瞑想の効果
を感じるまでにはかなりの修養が必要なように感じた。
②理科（光と色）の実験：ちょっとした実験でも子どもたちが生き生きと取り組む姿
を見るにつけ、普段の学校の授業でもこうした実験・実習ができるだけ多く取り入
れられることを期待。
③既植林地のモニタリング：いくつかの村で過去に植林した木々の生育状況などを観
察したが、適切な管理がなされ健やかに成長している木々がある一方で、不適切な
水管理・肥育、獣害、病虫害、洪水などで生育していない、或いは痕跡をとどめて
いない木々（植林地）もあり、植林後のフォローの重要性を認識した。
④運動会：準備や整列、競技方法の説明は大変であったが、新たに取り入れたパン食
い競争を含め 5 種目とはいえ、KG から G11 まで子どもたちが一生懸命楽しそう
に競技に取り組む姿とギャラリーの異常な盛り上がりは新鮮であり、運動会のもた
らすインパクトの大きさを実感した。将来運動会が学校の年中行事として定着する
ことを期待したい。
⑤植林：1 日だけではあったが、実施手順を覚え、村人や子どもたちとの協働で植林
を行うことの意義を理解できた。自分が植えた木々のその後にあまりこだわるより
も、植林という活動の持つ総体的な意義・効果に注目していきたい。また、多少利
益相反の（考古学的な見地からの）遺跡保全へも配慮も必要なことを理解した。
⑥世界遺産指定効果：指定地域と隣接地域の 3 つの村落で村の幹部や住民代表からの
インタビューを行った結果、村と村人に与えたインパクト（功罪）はそれぞれの地
域、生業により異なるものの、村人の意識や生活状態に概ねプラスの効果があるこ
とを確認できた。
⑦ごみ処理対策セミナー：5 つの村落の代表（グループ）が参加し、積極派と消極派
による差はあったが、新たな問題としてのごみ収集・処理への意識は着実に高まっ
ているように感じた。
⑧水文調査セミナー：年変動が大きく、不安定な降水パターン（雨期・乾期の時期・
期間、地域差、降雨強度、降水量など）の乾燥地であるバガン地域において、作物
栽培に必要な水をどう安定的に確保するかは今後の大きな検討課題といえる。この
点で、JICA が 2013 年から 5 年半実施した「中央乾燥地における節水農業技術開
発プロジェクト（WSAT）
」の成果が参考になるかも知れない。
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⑨村人・子どもたちとの交流会：双方の出し物が多彩で、非常に盛況だった。今後も
あまりお金をかけずに持続的な交流が継続できることを期待したい。
３）植林ツアーの今後について
12 年の歴史を経て、植林ツアーのプログラムは年々進化するとともに、内容的にも空
間的にも多岐に亘るようになり、手作り感が溢れ、軌道修正やプログラムの追加などに
柔軟に対応するといった素晴らしいツアーである。
他方、主催者側の老齢化、アレンジ上の煩雑さ・労力や、参加者の適応力などを考える
と、今後は多少内容や対象地域を絞り込み、手続きを簡素化するなどして、持続可能な
ツアーにする必要があるように思われる。
また、これまでの成果をレビューするとともに、今後の方向性を検討し、後継者や協力
者を確保しつつ、草の根秘術協力事業に発展させたり、大学や企業とも連携して、若者
（学生）の育成の場にしたりすることも一考に値すると思われる。

体験記：ミャンマーの子供たちとの出会い
金山 光一
今回で一番印象に残ったのが小学校前の広場の植林で一緒に汗を流した、ミャンマーの
少女の笑顔でした。途中で植林場所を移動したとき４人の女の子が手をつないで私と走
ろうといったとき私は怪我を心配して少しためらいました。しかし、一緒に走った後の
一体感とすがすがしさは今でも私の最高の思い出です。このような素晴らしい体験をさ
せていただいたのは藤村さんをはじめこのツアーに参加した皆さんのおかげです。本当
に感謝しています。
私がこのツアーに参加したのは育てる会の理事である松岡さんにミャンマーの学校教
育に興味はあるかと尋ねられたのが始まりでした。私には縁もゆかりもないミャンマー
でしたが不思議と即座にはいと返事してしまいました。そして、藤村さんのツアーに参
加させてもらいました。バガンでは世界遺産の仏塔群、エーヤワディーの夕日、そして
そこに住む人々との本音を聞くことのできる交流など、普通のツアーでは絶対できない
体験をさせていただきました。そのうえ植林というこれからのミャンマーの将来に役立
つだろう体験は深く心に残りました。
私は皆さんとヤンゴンで別れてから高速道路を約３時間、タングーという町の教育事務
所、小学校中学校の視察に出かけました。前日に教育省に今回の学校調査の件を伝える
ことができたからか快く教育事務所は対応してくれました。視察の目的は日本とミャン
マーの初等教育が発展するように複数の小学校が姉妹校となり先生が行き来して、日本
の教育をミャンマーに伝え、ミャンマーの教育を日本に伝えるプロジェクトを立ち上げ
ることです。
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タングーの大きな小学校、小さい小学校、多民族の小学校、教育大学付属小学校、軍関
係者子弟の小学校、農村部の小学校など様々な学校に訪問させてもらいました。先生は
熱心に教えていましたが課題を説明するだけの授業でした。ミャンマーは子供中心教育
（C.C.A）をするためのカリキュラム改革、教科書改訂をしていますが難しいのではな
いかと感じました。でも真面目で素直な国民性からどんなことにもがんばれると感じま
した。
一方、日本の先生たちもいつも真面目にがんばっています。私は世界の多くの国の授
業研究に参加する機会がありました。そこで気が付いたことは新任から定年退職するま
で授業研究を続けているのはおそらく日本の先生だけでしょう。こんな教育をミャンマ
ーに伝えられたらと思います。しかし、近年、ペーパーテストの成績を学力のすべてと
思い込んでいる風潮があり、先生の教え方が効率を求めて変わる傾向が見られます。こ
んな時だからこそ日本の教育を発展させてきた授業研究をみんなで見直すことができ
たらと考えます。
ミャンマー、バガン、タングーは私にとってとても魅力的な存在になりました。藤村さ
んや松岡さんと出会ったことで何とかミャンマーと日本の真面目な先生と子供のため
に何か役立つことができないかと考えるようになりました。最後になりました私が紹介
した学生の池田君も含めて本当にお世話になりました。みんなの思いが詰まった木が大
きく育つようにこれからも祈り続けます。

１２．植林ツアー後記
藤村建夫
今年の植林ツアーは計 2１名が参加して行われた。今年の参加者は多彩で、高齢者が男
性 6 名、女性 3 名、若い人が学生を含めて６名、中年４名、児童 2 名の混成部隊であっ
た。また、男女比は 13 対 8 であった。したがって、バスの中や食事時は多彩な話題で
にぎわった。学生は５つの大学から参加し、卒論の研究テーマを探すフィールドワーク
には 1 名の参加があった。
。
植林は二つの村で行われたが、いずれも準備万端で、21 日の午前中で終了した。植林用
の穴はあらかじめ掘られていたので、当日は、早朝雨模様であったが、すぐに晴れて作
業は問題なく円滑に進められた。コンタンジ村は男性中心の村人が多数協力し、他方ピ
ョーセイピン村では小学校の生徒たちがパートナーとなって協力した。村の植林場所は、
それぞれ 3 か所に分かれていたが、作業は問題なく進められた。ピョーセイピン村が成
長不良という一番大きな問題があるが、新村長のやる気に期待したい。きちんとしたフ
ェンスが作られているので、今後、ヤギの被害は少ないものと思われる。
運動会はチョーカン村の学校で第 4 回目を開催した。子供たちは運動会にも慣れてき
て、開催を楽しみにしていた。新たな競技として、パン食い競争と紅白リレーを追加し
た。子供達は全ての教義で一生懸命にがんばったので、大変楽しく愉快に開催すること
が出来た。このような競技は子供たちも競争心が沸くらしく、応援も熱が入って激しい
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応援合戦が行われた。今回新たに導入した紅白リレーは、学年別の紅白対抗で 3 つの学
年グループが連続してリレーするので、見ごたえがあった。先生たちと MJET と Nature
Lovers も参加したので、生徒達の興味も一層高まったように思われた。最後に校長先
生に運動会の器具を寄贈して、今後は学校主催の運動会として開催してもらいたいとお
願いした。来年度以降は、3 月の時点で協議して競技内容を詰めて準備したい。
ヤンゴンの僧院での交流会は昨年のような準備ができていなかったようで、これは学校
の先生達の参加がなかったからと思われる。他方、バガンのピョーセイピン村での交流
会では、村長が外部のダンサーに来てもらった出し物と、村の子供たちの出し物とがあ
ったが、子供たちの演目の方が我々にとってはより、楽しいものであった。
理科の実験を含む環境教育は Grade５向けをタンシンチェ村で実施した。日本の学生は
このような教育実習を初めて行ったが、生徒達の反応を見ながら丁寧に行ったので、大
変良い授業になったと思われる。校長先生はやや心配しながら見ておられたが、内容に
ついては特段の問題はなく、生徒達も良く理解したように見えた。プリズムで光の色を
見るのは初めてであったので、驚いたようすであった。
最終日に行った「ゴミ収集・処理の進捗状況報告会」は５つの村から村長以下数名が参
加して、インダイン・モデルの実施状況を報告した。村人の問題意識が非常に高まって
いることが理解された。
卒業論文の研究テーマ候補としては、バガンが世界遺産に登録されたことから、「バガ
ンの観光開発が近隣の村々に与えるインパクト」に決定された。3 年生が調査計画と質
問票の素案を作成し、MJET 会員がこれらに助言して、質問票を村長向けと村人用の最
終案を作成して実施した。Aung Din, Ko Paing, Ko Aung Mya さんと 3 人の学生も面談
に参加して行ったので、学生全員が参加した形で行われ、有益な情報が得られたと思わ
れる。

10 日間の日程の内、中途参加の人達が 5 名、中途帰国の人達が 9 名いたが、全
体のプログラムの運営には問題はなかった。バガンに着いた日の朝、学生 1 名
が病気になったが、幸い医師の手当てを受けて大事にいたらず、翌日に元気を回
復したので幸いであった。子供 2 名の体調を心配していたが、健康で問題なく
過ごすことができた。
植林はこれまで 7 つの村で 12000 本を植林してきたが、活着率が約６０％くら
いになってきていると推定される。よって、今後はこれまでに植林したものの枯
死したり、病害虫の被害を受けたものを植え替えるといったリハビリ中心に進
めることが望ましいと考えられる。
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付録

１．植林ツアー参加者

参加者：2１名

（内訳：MJET 会員７名（内学生 1 名）、一般学生４名、社会人 10 名
（内子供 2 名）
、計 21 名。

学年

氏名

学生

牧島裕人

学生

山田美紗輝

学生

石川航

学生

池田秀斗

学生

Aung Mya

ＮＧＯ

藤村建夫

ＮＧＯ

神田道男

ＮＧＯ

松岡和久

ＮＧＯ

平田経倫

社会人

安田裕

ＮＧＯ

加藤珠比

社会人

加藤芳宏

社会人

青沼智子

社会人

小林眞里子

社会人

水野晶子

社会人

大島千穂

児童

大島りんたろう

児童

大島さくら

社会人

松田教男

ＮＧＯ

山田彩也香

社会人

金山光一

Myanmar 側パートナー参加者
氏名

所属

会長

U Aung Din

The Nature Lovers Group

職員

Daw May Khin

The Nature Lovers Group

会員

Ko Paing

Myanmar Japan Youth Association

会員

Ye Htut

Guide
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付録２

Tentative Itinerary in Myanmar for August17--26, 2019

Leave
8/17
Sat

Narita
11:00 NH813

8/20
Tue

Yangon
09:05 by K7 248

(08:00 by K7 248
Oshima/Yamada,
Kanayama)

Departure

Bagan
10:25

09:20

8/21
Wed
8/22
Thu
8/23
Fri

(09:35 by K7
248/249—11:45:
Kobayashi
/Mizuno)
(09:35 by K7
248/249-11:45:
Oshima/Kato,
Aonuma)

8/24
Sat

Bagan
17:50 byK7 265

8/25
Sun

Yangon
21:45 NH814

8/26
Mon

PM

Yangon:
16:30

8/18
Sun
8/19
Mon

AM

Arrive

08:30---10:00 The Dhamma Vihara
Monastery: Practice meditation
10:30—11:00 Early lunch
Arriving at 10:25
10:30 Observing planted trees in Thant Sin Kyae
village
11:30 Environment education in Thant Sin Kyae
(G5)
09:30 Observing planted trees in Chaukkan village
and consultation on the sport games/science
education
09:00 Tree-planting in KTC village (183)
11:30 Tree-planting in Phyauk Seik Pin village
(343)
09:30 Observation of the trees planted and
consultation in East Phar Saw village
11:00 Interview in Indaing village
10:00 Seminar at the regional office of the Forestry
Department in Nyaung-U by Prof. Yasuda
12:00 Interview at West Phar Saw village

Yangon
19:10

10:00 Workshop on the “Progress of the Garbage
Management” in Kone Tan Gyi village
09:00 City tour in Yangon (National museum, Bojo
Aung San Museum, Railway station, etc.)

06:50
Narita

Arrive in Narita

Note: Aug. 22 & 23：Field Work
45

16:30 Arrive in Yangon
19:30 Shwe Dagon Pagoda
12:00 Speech by Japanese class students
13:00 Exchange programme with MJYA
16:00 Visit the reclining Buddha
14:00 Briefing by U Aung Din on Environmental Issues
in Myanmar and Tree-planting by Mr. Hirata
16:00 Observing planted trees and consultation in
Phyauk Seik Pin village/KTG village

Overnight stay
Yangon
Taw Win Garden
Hotel
Yangon
Taw Win Garden
Hotel
Bagan, Umbra Hotel

15:00 Sport games in Chaukkan village

Bagan, Umbra Hotel

15:30 Ananda Temple
Shopping

Bagan, Umbra Hotel

14:00 Sight-seeing Ananda Temple
15:30

Bagan, Umbra Hotel

18:00 Cultural exchange at Phyauk Seik Pin
12:00 Lunch in Tower
14:00 Field work at the Tourism Office in Nyaung-U
Township
Bagan, Umbra Hotel
16:00 Tourist office
19:00 Archaeology office
13:00 Interview at Kone Tan Gyi village
Yangon
Taw Win Garden
17:20 Leave Bagan to arrive in Yangon at18:40
Hotel
14:00~ Shopping
(To stay in flight)
21:45 Leave Yangon

付録 3：写真集
ヤンゴンの Dhama Vihara Monastery での交流会

Thant Sin Kyae 村での環境教育実習

46

Kone Tan Gyi 村での植林

Phyauk Seik Pin 村での植林

47

Chaukkan 村での運動会

48

Kone Tan Gyi 村でのゴミ収集・処理ワークショップの開催

Kone Tan Gyi 村, Indaing 村, West Phar Saw 村でのフィールドワーク

49

Phyauk Seik Pi 村での交流会

「バガンにおける降雨パターン」セミナー

50

観光

51

これまでに植林した苗木の成長状態
Thant Sin Kyae 村（2009 年）

East

Phar

In Daing 村 (2013 年）

Saw 村（2011 年）

East Phar Saw 村（2018 年）

Phyauk Seik Pin 村（2016・2017 年）

Kone Tan Gyi 村（2016 年植え替え）
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付録４

植栽図

53

54

55

56

付録５

環境教育新モジュール

小学校理科教育改善計画（対象

Ｇ５）
2019 年 8 月

質問：なぜ樹の葉は緑色に見えるのだろうか？
学習の内容
（１）前回（Ｇ３／Ｇ４）に学んだことの復讐
・光の性質につき学ぶ（明るい、直進する。反射する、色がある）
（２）今回学ぶこと
・光が届かないと影が出来きる。影は黒い色をしていることを理解する。
・太陽光にはいろいろな色が含まれていることを理解する。
・自分の目で色の種類を実際に観察し、観察した色を紙に書いてみて確認する。 さらに
そのことを発表する力を身に着ける。
・色が見えるのは太陽光に含まれる様々な光の色うち、特定の光のみを反射しているから
であるということを何となく理解する。
復習
Module

４：光の性質について実験を通して理解する。

達成すべき目標：
①

光は明るい：実験１光に照らされているところが明るくなっている

②

光は直進し、はね返す：実験２

③

光は熱を持っている：実験３

④

色は色を持っている：実験４：箱に入ったプリズムを使て光の虹をみる

光は直進し、はね返すことができる
光は熱をもっている

授業の進め方
① 先生が前回の 4 つの実験のことを覚えているか、実験の①から④までを生徒に尋ねる。
② 生徒が覚えていれば、先生がほめる。覚えていない場合には、先生が内容をもう一度説
明して、理解したかを聞いて確認する。
今日の学習
Module

５：光は何色をもっているかを確認して理解する

実験１

光はたくさんの色を持っていることを理解する。

① ３グループごとに太陽の光をプリズムに当ててみる。（太陽がない場合は懐中電灯）
② プリズムで分解した光の色が、左が紫で、右が赤であることを確認する。
③ これらの光の色をノートに色鉛筆で書いてみる。生徒は一人が一つの色を書く（色鉛筆
を用意する）
④ これは、雨の後にみる虹の色と同じであることを理解する
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授業の進め方
① 先生が生徒を 3 つのグループに分けて、校庭にでて待つように指示する。
② 各グループごとに 1 個のプリズムと白紙を与えて、光の当て方を説明する。
③ 太陽の光を左斜めから入れると、右下方向に光の帯状の色が紙の上に映し出される
④ 生徒は光の帯状の色の名前を記録して、その左側から順番に色鉛筆で線をいれて映す。
⑤ 教室にもどり、グループごとに書いた紙を白板の上に貼って、比較する。
⑥ 3 グループの色紙が同じであることを確認する（違っている時は何故かを話し合う）
実験２： 光が届かないところは黒い影ができることを理解する
① 屋外でみた光の当たらなかった部分に影ができたことを確認する。
② 自分も友人も動くとその影も動き、形が変わって見えることを理解する
③ 生徒が友達と自分の影を比較し、影は黒いことを理解する
④ 光が届かないところは、黒色となり、光がないと物が見えないことを理解する。
授業の進め方
① 生徒が校庭に出ている時に、自分の影をみるように指示する。
② 教室に戻り、自分の影はどんな形をしていて、何色であったかを質問する
③ 自分の影は自分の大まかな輪郭であり、黒色であったとの回答を得る。
④ 影は何故黒い色をしているのかと質問し、光が届いていないからとの回答を引き出す。
実験３: 樹の葉は何故緑色に見えるかを理解する
① 樹の葉の色は緑色をしている（緑色に見える）ことを理解する。
② 樹の葉は、プリズムで見た光の緑色の部分だけを反射しているからと説明する。
（これを
理解するにはもっと光の性質、波長や、屈折について学習する必要があるが、これらは、
中学生になったら勉強することなどと説明する。
）
授業の進め方
① 先生が学校の樹の色は何色か質問する。生徒が緑色と回答する。
② あらかじめ用意した木の葉を示し、なぜ緑色かと質問する。生徒が葉が緑色だからと答
える。
③ 樹の葉は、プリズムでみた緑色の光だけを反射するので、緑色に見えることを理解させ
る。
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④ あらゆる物は光を受けて、それが持っている色のみを反射するので、反射された色を人
の目が理解すると説明する。光が届かないと見えない（黒色になる）ことを説明する。
⑤ このことを理解するためには、光の性質について、中学校でもう少し深く勉強して理解
することになると説明する。

まとめ
最後に先生が教室内で、生徒たちに光の４つの性質について理解できたか確認する。
① 先生が 4 つの質問の中から、今日の学習の「光の色の種類」を質問する。
今日の３つの実験でわかったことはなんですか。
②生徒が答える。
（光が届かないと見えない、影ができる。影は黒色である。光は様々な色を持っている。
樹の葉は、緑色の光だけを反射するので緑色に見える。等）
※必要なもの
・懐中電灯 …３個程度
・プリズム… ３個程度
・色鉛筆

…３セット
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付録６

参加する Grade

競技名
1.玉入れ

運動会実施要領：Chaukkan Village：8 月 20 日（午後 4 時～6 時半）2019 年 7 月 22 日現在
ゲームの進め方

点数

備品

KG（B9＋G6＝15）,

赤 1―18 人＋

自分のチームの籠の周りを取り囲み、地面に置いてある

1 位―10

⚫

紅白の玉各 30 個

G1（B11+G10＝21）

１

玉を投げて籠に入れて、数の多いチームが勝ちです。

2 位―5

⚫

鉢巻き（紅白）

36 人(＋Sakura 赤)

白 1―18 人

ゲームは 2 回

⚫

籠付きポール 2 本

赤―28 人＋１

竹の棒を 4 人でつかんで走り、最初のポールの周りを 1

1 位―10

⚫

竹の棒（長さ 2ｍ

G-3（B15+G20=35）

白―28 人

周して、2 番目のポールに進み、その周りを 1 周して、ス

2 位―5

53 人+先生 3 人

4 人 X7 組

タート地点に戻り、次のチームにバトンタッチします。

＋Rintaro（赤）

4 人 X7 組

2. サ イ ク ロ G-2(B9+G9＝18)，
ンの目

人数

50cm）（直径
5cm）
⚫

鉢巻き（紅白）

⚫

バトン帽子２個

3. パン食い

G-4（B24+G20=44）、

赤―60 人

赤 5 人白 5 人合計 10 人が両手を後ろ手に縛り、正面から

1位2点

⚫

パン(120 個＋10 個)

競争

G-5（B15+G21=36）、

白―60 人

スタートして、向こう正面の綱に付けてあるパンを口に

最高 24

⚫

洗濯ばさみ

G-6（B13+G15＝28）

5 人 X12 組

くわえて正面にゴールする競技です。

最低 0

⚫

パン付け縄

先生 6 人 学生 4 人 NL2

5 人 X12 組

各組（1 組 10 人）の 1 位に２点が入ります。

⚫

鉢巻き（紅白）

人

合計 120 人

リハーサルは G4 の 1 組のみ実施

4.ムカデ競

G7（B12+G16=28）、

赤―45 人

ムカデの縄に両足を結び９人で足を揃えて走る競技で

1 位―10

⚫

ムカデの縄

争（予行演

G-8（B10+G16=26）

白―45 人

す。

2 位―5

⚫

鉢巻き（紅白）

習なし）

G-9 (B10+G12=22)76 人

赤白

各組は校庭を一周して帽子を渡すリレー形式で行いま

⚫

バトン帽子２個

先生 14 人合計 90 人

（9 人ｘ5 組）

す。

5.赤白対抗

A: G1、G2、G3、G4、

赤 22 人

各学年足の速い男 2 名女 2 名を選抜して赤白に分けて、

1 位―10

⚫

鉢巻き（紅白）

リレー

B: G5、G6、G7、G8、

白 22 人

バトンでつなぐリレーです。G1～G4 は校庭を半周、G5

2 位―5

⚫

バトン（紅白）

C: G9、先生、MJET

（男 11 女

以上は 1 周します。先生は 4 人、MJET は学生 4 人、NL

（4）NL(2)

11）

は KoPain と AuMyat

総監督と進行：松岡； 勝敗記録：大島； ゴールテープ：平田・神田； 選手の集合と整列：；先生・Ko Pain, Aung Myat
応援：紅組・山田美、石川、白組・牧島、池田； スタート号令：藤村； 審判：神田； 音楽：安田； 備品と賞品：藤村
玉入れ棒立て：神田；サイクロンの目：加藤；パンの用意（130 個）：松田、加藤；赤白リレー：G1~G4 青沼、G5~G8 小林、G9~MJET
水野；以降全競技：松田、青沼、小林、水野、加藤夫妻、山田紗也香、金山；
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