
岡本 由美子 

タイトル 
ミャンマー・バガン地域の農村の「持続可能な開発」を求めて－ゼミ単位で行

う開発教育・国際協力活動報告 

応募者氏名 岡本由美子 

作品を通して 
伝えたいこと 

 2015 年国連総会で「持続可能な開発目標」が採択され、今後 15年間、その目

標達成のために世界各国が協力することを約束した。日本もしかりである。私

は、2015 年 9 月、大学 3 回生のゼミ生を対象に、ミャンマーの中央乾燥地帯に

立地するバガン近郊の農村において開発教育を行うと同時に、ゼミ生と共に当

農村の「持続的な開発」のための国際協力活動に従事した。本応募内容は、そ

の時の開発教育・国際協力活動の経験をもとに執筆をする。 

私はこの応募を通して以下の４点を伝えたいと考える。第 1 点目は、途上国

を含めた世界の「持続可能な開発」のためのヒントは、日本の地方活性化にお

ける成功事例に数多く存在する、ということである。私は数年前より、徳島県

上勝町を毎年訪問しているが、それは、日本の地方活性化の成功事例として、

国内外で大きく取り上げられているからである。環境保全型の「葉っぱビジネ

ス」を基幹産業に育て上げたのみならず、「ゼロ・ウエスト宣言」でも知られる

この町は、バランスのとれた開発に成功したのである。また、同町では近年、

小水力発電や木質バイオマスを利用した再生可能エネルギーの生産にも取り組

み、「持続可能な開発」モデルとして最先端を走っている。このような日本の地

方活性化の成功事例こそ、日本人である我々は途上国を含め世界にもっと発信

をしなくてはならないと考える。 

第 2 点目は、現場体験を通して開発教育を行う意義、及び、重要性である。

財政的な制約があることは否めないが、途上国の開発問題を座学のみで教える

ことには限界がある。便利な社会に慣れ切った日本の学生が頭で想像できる範

囲をはるかに超えた現実が途上国、特に、農村には存在する。現地での家庭訪

問、インタビューやアンケート調査、交流活動を通じて、現地農村の問題を学

生がより深く認識することができるようになることは、途上国の今後の「持続

可能な開発」を考える上で非常に大切なことであると考える。 

第 3 点目は、日本の強みをフルに活かすことで、社会経験が少ない大学生で

あっても、途上国農村社会に貢献できることは多々ある、ということである。

途上国の開発問題を深く認識することは非常に大切であるが、具体的な解決策

が考えられなければ、現地の人々にとってはあまり意味がない。それら問題を

解決するためにどのような国際協力が考えられるのか、経験は少ないがその分

自由な発想に富む日本の大学生だからこそできる貢献が多々あるということが

今回の活動によって、明らかとなった。 

第 4 点目は、開発教育、及び、国際協力において現地 NGO が果たす役割の大

きさである。途上国の農村地域で開発教育や国際協力活動を行うためには、と

りわけ、現地との信頼関係の樹立が肝要である。しかし、日本の大学教員で、

そのような信頼関係を当初から樹立できる教員は限られている。ただしその場

合でも、現地農村社会と日本側の懸け橋として、現地 NGO の協力を仰ぐことが

できれば信頼関係の樹立も可能である。つまり、これら開発教育・国際協力活

動において、現地 NGOとの密接な連携が欠かせないということである。 

実践者氏名／団体名 岡本由美子（同志社大学政策学部教員） 

実施日・期間 平成 27 年 9月 4日から平成 27年 9月７日まで 

主な実施場所 ミャンマー・バガン近郊の農村（タン・シン・チェ村） 

取り組みへの参加者

及び人数 

直接の参加者は同志社大学政策学部岡本由美子ゼミ 3回生 19人。協力者は、ミ

ャンマーの NGO(Nature Lovers)の会長とそのスタッフ、及び、タン・シン・チ

ェ村の人々。なお、同村の人口はほぼ千人である。 

目標・ねらい 
以下３つの目標・ねらいを定め、ミャンマーで開発教育・国際協力活動を行う。 

①「持続可能な開発」とは何か、学生が具体的に考えられるようになること。 

②途上国農村において、現地の人々との様々な交流活動を通して、開発や環境
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問題をより深く認識し、その解決策を提示できるようになること。 

③解決策の実践を通して、国際協力活動の楽しさ・難しさを体験すること。 

具体的な 
取り組み内容及び 
工夫・配慮した点等 

渡航前準備（平成 27年 4月から平成 27年 7月の 3ヶ月間） 

①徳島県上勝町において研修を受け、我々が訪問する先のミャンマー農村社会

の特徴を考慮に入れながら、「持続可能な開発」のための要件をゼミで抽出す

る。その結果、環境保全型農業（有機農業）の振興、環境保全型のツーリズ

ム（エコツーリズム）の振興、及び、廃棄物処理問題解決のための３R活動、

に焦点を絞ることに決定をする。 

②座学を通して、ミャンマー農村社会の現状と特徴を把握する。 

③ゼミ生 19 人を 3つの班(有機農業班、エコツーリズム班、環境班)に分け、班

毎に、現地農村の行政関係者で詳しくインタビューすべき人の抽出と質問内容

の整理を行う。さらに、村の住民の声を広く聞くために、農村の全世帯対象の

質問項目を事前に英語で作成する。足りない部分は、現地で適宜補う。 

 

ミャンマー（現地）での開発教育・国際協力活動（平成 27年 9月 4－7日） 

①現地調査の冒頭では、村全体の様子を把握するため、村の重要行政機関、か

つ、いくつかの村の家庭を訪問し、観察、及び、簡単な質問を行う。 

②続いて、タン・シン・チェ村の村長、環境整備委員会、小学校の校長、及び、

村の青年会リーダーの方とまずは面談し、各班それぞれ、インタビュー調査を

行う（別添の参考資料［１］の写真を参照）。 

③事前に作成をしたアンケート調査票を村の各世帯に配布をし、回答を求める。

200世帯に配布をし、約 190世帯から回答を得る。 

④上記①、②、③の活動で得られた情報を基に、各班、村のそれぞれの分野の

現状分析、コアな問題の抽出、及び、その解決策（政策提言）をまとめる。

さらに、その要旨をＡ０サイズの模造紙に書き写す。 

⑤我々の調査に関係する村の方々（20 名程度）に集まっていただき、その方々

の前で、ゼミ生から、現地調査結果の発表と政策提言を行う。それに先立ち、

ゼミの目的、及び、上勝町を事例として我々が考える「持続可能な開発」とは

何か、についてゼミの代表者が述べる。 

⑥一方的な発表になることを避けるため、参加している村の方々からの質問、

コメントを受け、さらにこちらからも再度、提案をし直すことも行う。 

⑦最後に、環境班からの提案の１つを村の小学校で実践に移す。今回のフィー

ルドワークを通した調査結果から、環境班は、当該農村の最大の問題は、「廃

プラスティックの散乱」であると結論づけた。健康面からも、また、外国人観

光客相手のエコツーリズムを振興する上でも、この問題の解決は必要不可欠で

あるとの考えからだ。そのゼミ生自ら考案した問題解決方法が、お金がかから

ない、小学生を対象とした環境教育であった。上勝町で学んだ、「新聞紙 1 枚

から作成するエコバック」を応用し、「新聞紙 1枚から作成するゴミ箱」作り

を小学生にまずは教えた。その後、ゼミ生が小学生と一緒になって、校庭やそ

の周辺に散乱してしまっている廃プラスティックを拾って歩き、作成したばか

りのゴミ箱に集めた。つまり、これを通して、「ゴミ箱の概念」、「ゴミをゴミ

箱に集める習慣」、「廃プラスティックの危険性」を無理なく小学生に導入す

ることに成功したのである 

 

ミャンマーから帰国後の活動（平成 27年 10月から 11月） 

①現地での現状分析、原因分析、解決策の提示において、何か問題がなかった

かどうか、再度、吟味を行う。また、ゼミ生が提示した解決策が必ずしも全て

現地の人に受け入れられなかった理由を考える。 

②政策学部が主催をする「Policy Students’ Global Action & Study 2015」と題し

たシンポジウム（平成 27 年 11 月 6日開催）で、今回のゼミの海外活動報告を行う。 
③他大学（兵庫県立大学）と研究交流会を実施し（平成 27年 11月 14日開催）、

そこでも、活動報告を行う。 
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特に、現地の開発教育・国際協力活動において工夫・配慮をした点 

①開発教育においては、教員から学生への一方的な教育ではなく、ＰＢＬ

（Project-Based Learning）教育の形式をとっていることである。つまり、学

生、自ら、現地で問題・課題を発見し、その解決策を提示する方式である。こ

れにより、学生のやる気、自発性が大いに高められたと考えられる。 

②現地ＮＧＯの協力を最大限求めることである。言語の問題のみならず、習慣

の違いから、我々日本人と現地農村の人々との間に誤解が生じやすい。したが

って、現地側と我々とのコミュニケーションがうまくとれるように、不明な点

は現地ＮＧＯの多大なる協力を得てなるべく早い段階で解決するように心掛

ける。 

③さらに、農村の人々とのコミュニケーションをさらに円滑なものにするため、

サッカー親善試合も行う。対話だけでなく、文化やスポーツの交流を通しても、

異文化コミュニケーションを円滑化するように心掛ける。 

教材・資料 

今回の活動を通して、以下５つの資料を学生自ら作成をする。 

①ゼミ活動全体のコンセプトを説明する資料（英文）（別添の参考資料［２］の

写真を参照）。 

②上勝町の「持続可能な開発」のエッセンスを説明する資料（英文）（別添の参

考資料［３］の写真を参照）。 

③現地でゼミ生自ら作成をした政策提言（英文）（別添の参考資料［４］の 3枚

の写真を参照）。 

④現地でゼミ生自ら考案した環境教育の概要（別添の参考資料［５］の３枚の

写真）。 

⑤今回の活動全体をまとめた報告書。 

成果 

以下の４点がゼミ学生への教育の成果として見出せる。 

①日本人の身近な例から、「持続的な開発」のためのヒントを得る能力向上。 

②開発の現場で自らの力で問題・課題を発見し、その解決策を見出す能力向上。 

③国際協力において技術やノウハウを移転する場合、ただ移転するだけでは十

分でなく、現地の国や地域にあったやり方を見出す必要性への気付き。 

④異文化コミュニケーションの円滑化方法の習得。 

 

 なお、今回、上勝町の３Ｒを応用し、ゼミ生自ら考案をした小学生に対する

環境教育は、地元ＮＧＯ、及び、村の人々に非常に有効的であると、歓迎され

た。コストが掛からず、簡単にでき、小学生がゲーム感覚で参加でき、言語の

違いがそれほど障壁にならない方法であったからだと考えられる。大人にも是

非、このような環境教育を行ってほしいとの依頼を村長より受けたが、我々は、

子供の方が吸収が早いため、各家庭において、「子供から大人へのノウハウの移

転」を期待している旨を述べた。 

今後の展開、発展 
（この取り組み 
の生かし方） 

来年は、ミャンマーにおいて、ミャンマーの大学生との交流を通して、「持続

可能な開発」について考える予定である。本年、現地ＮＧＯを介して、ヤンゴ

ンの国立経済経営大学（National Management College）が紹介された。現地大

学側も来年の 9 月、同志社大学と共催で「持続可能な開発」に関するセミナー

開催を希望している。是非、実現をしたいと考える。さらに、来年以降、日本

人（ゼミ生）とミャンマーの大学生が一緒になって同国の中央乾燥貧困地帯を

訪れ、共に、現地での問題発見と解決策提示に取り組めるような機会をつくり

たいと考える。可能であれば、政策提言のみならず、実践活動も含めて、日本、

ミャンマー両国の大学生が一緒に活動できる場を設けたいと考える。ミャンマ

ーでの開発・教育活動がこちらからの一方的なものではなく、双方向的な国際

交流に繋がるよう、心掛けたいと考える。 
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4 

 

参考資料［１］村長へのインタビュー調査  

 

 

参考資料［２］今年度のゼミのコンセプト  

 

 

参考資料［３］上勝町の説明  

 

 

 

事前に用意した質問

に加え、現地で疑問

に思ったことをまと

め、村長を始めとし

た村の人々に質問し

ています。  

 

 

 

 

 

ゼミ生が渡航前に作

成をした、2015 年度

岡本ゼミコンセプト

ペーパーの一部。現

地でも説明。  

 

 

 

 

 

 

 

上勝町の「持続可能

な開発」について、

渡航前に自ら作成を

した資料を使用して

説明をするゼミ生と

通訳を務めてくれて

いる現地ＮＧＯの会

長。  
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参考資料［４］政策提言その１  

 

 

参考資料［４］政策提言その２  

 

 

参考資料［４］政策提言その３  

 

 

有機農業班による政

策提言風景。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エコ・ツーリズム班

による政策提言風景。 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境班による政策提

言風景。  
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参考資料 [5 ]村の小学生への環境教育その１  

 

 

参考資料 [5 ]村の小学生への環境教育その２  

 

 

参考資料 [5 ]村の小学生への環境教育その３  

 

 

まずは、新聞紙 1 枚

でゴミ箱を作る方法

を児童に伝授。現地

ＮＧＯのスタッフも

通訳兼手伝ってくれ

ています。  

 

 

 

 

 

 

次は、できたばかり

の新聞紙を携えて小

学生とともに廃プラ

スティックゴミの収

集へ  

 

 

 

 

 

 

 

最後は、関係者全員

集まり、総括をしま

した（村長、環境整

備委員、小学校の校

長先生と教員、現地

ＮＧＯ、ゼミ生、村

の小学生）。  
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