ワークショップ
報告書
持続可能な開発のために何ができるか
―日本とケニアの経験の共有―

2017 年 6 月 24 日(土) 25 日(日)

東洋大学国際共生社会研究センター

目次

1. JKUAT の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

2. JKUAT-Toyo のワークショップの概要及び参加者・・・・・・・・・・・・2

3. 各グループのディスカッション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
（1） CHAPATI グループ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
（2） DUSAJO グループ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
（3） ITADAKIMASU グループ・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
（4） MONOZUKURI グループ・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

4. 共通アジェンダ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

添付資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
『ワークショップの最終成果物としての共通アジェンダ』

参考文献・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

JKUAT-Toyo 学生国際ワークショップ

1.

JKUAT の概要
ジョモ・ケニヤッタ農工大学（Jomo Kenyatta University of Agriculture and

Technology、略称 JKUAT）は、ナイロビの北西に 36 キロメートル行ったところ
にある、ジュジャに位置する「実学」を重視した国立大学である。主な学部として
は、農学、工学、理学があり、学生数は 4 万人を超えるマンモス大学である（なん
とかしなきゃ！、2017）。現在 JKUAT は、ケニアではトップ校の 1 つ、理系大学
では、アフリカ有数のレベルを誇るまでとなっている（JICA、2015）。また、
「汎
アフリカ大学（PAU）構想」のもと、アフリカにおける科学技術イノベーション分
野のホスト大学に指定され、科学・技術革新分野の人材養成・確保を担っている
（なんとかしなきゃ！、2017）。
1963 年のイギリスからのケニア独立運動を指揮し、ケニアの初代大統領となっ
たジョモ・ケニヤッタ氏は、特に農業と工業を支える技術者の育成が国づくりに欠
かせないと考えていた（Highlighting JAPAN、2009）。そして、1977 年に大学設
立のためのプロジェクトが始まった。1978 年にはケニアの初代大統領であるジョ
モ・ケニヤッタ氏が、200 ヘクタールの土地をカレッジ設立のために寄付し、単科
大学の建設が開始された。1981 年、ケニア政府と日本の政府の援助により、現在
のジョモ・ケニヤッタ農工大学の前身である、中堅カレッジ（JKCAT）が開講し
た。そして、新しい大統領であるダニエル・アラップ・モイにより、1982 年 3 月
17 日に正式に単科大学として設立された（JKUAT、2017）。その後は、日本の継
続した支援もあり、1988 年にはケニアで 5 番目となる国立大学に昇格し、現在で
は多くの優秀な人材を輩出している。
この一連の JKUAT 設立までの流れの中で、日本は非常に大きな役割を担って
いる。まず、単科大学新設構想が出た時に、ケニア政府から指導、協力を要請され
たのが日本であった。ケニア政府が、日本が戦後の荒廃から短期間に世界有数の経
済大国となった理由は、
「技術教育の普及」であると考えていたため、特にこの分
野への日本の協力を期待していたことが考えられる。このこともあり、日本は 1977
年から JICA や日本の大学が中心となり、技術協力を中心とした支援を行ってき
た（なんとかしなきゃ！、2017）。始まりは、1978 年から行われた施設建設の無
償資金協力であった。1980 年からは、技術協力による専門家の派遣、また、翌 1981
年からは海外青年協力隊の派遣も開始した（JICA、2015）。具体的に JICA が行っ
てきた協力としては、JKUAT の発展の段階に応じた、多くの専門家（長期・短期
合わせ、約 300 名）や海外青年協力隊員（50 名以上）の派遣や施設や機材などの
整備のための資金協力が主な例として挙げられる（JICA、2017b）。また、日本の
大学による協力については、工学部は京都大学、農学部は岡山大学が中心となり、
の べ 50 を 超 え る 日 本 の 大 学 が JKUAT の 発 展 の た め に 尽 力 し て き た
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（Highlighting JAPAN、2009）。これらの支援の影響を大きく受け、JKUAT は、
非常にレベルの高いケニア有数のトップ大学の 1 つとなったことから、JKUAT と
日本の間には強いつながりがあることが分かる。
2014 年時点で、JKUAT で日本が関与しているアフリカ支援の開発プロジェ
クトは 3 つある。1 つ目は、日清食品の、現地の素材で現地の人が作る、アフリカ
向けインスタントラーメンの開発（Oishii プロジェクト）である。2 つ目は、外務
と JICA が関わっている、汎アフリカ大学院大学の設立運営である。そして、3 つ
目は、JICA の「ケニア国再生エネルギーによる地方電化推進のための人材育成プ
ロジェクト（Bright Project）」である（山形大学、2014）。これらの支援により、
JKUAT のさらなる発展が期待される。
東洋大学も 2016 年 11 月に JKUAT と大学間包括協定を終結した。同月には、
東洋大学国際共生社会研究センターと共同国際シンポジウムを東洋大学の井上円
了ホールで開催し、2017 年 2 月にはケニアで共同研究を実施するなど、協力関係
を進めている。
2.

JKUAT-Toyo のワークショップの概要及び参加者
2017 年 6 月に東洋大学国際地域学部の学生と教員がケニアを訪れ、JKUAT と東

洋大学の大学間協力の一環として、東洋大学国際共生社会研究センターの支援を
得て学生間国際ワークショップを実施することになった。6 月 24 日（土）から 25
日（日）にかけて JKUAT にて、Romanus Odhiambo Otieno 先生、Patrick G. Home
先生、James Messo 先生らの協力の下、ワークショップ「What can we do for
sustainable development? Sharing experiences between Kenya and Japan」を
開催した。
「持続可能な開発における経験の共有」をねらいとしたワークショップ
には、JKUAT と東洋大学から学生 25 名が参加した（表 1 参照）。
ワークショップ参加者達は CORE（Community Road Empowerment、NPO 法
人道普請人）やモヨ・チルドレンズセンター（Moyo Children Centre）をはじめ
としたケニア人と日本人との共同事業からその課題と展望を学び、また、ティカ
（Thika）の中心市街地を両大学の学生が共に歩く中から、ケニアの街の様子の一
端を感じ取ることができた。2 日間のワークショップのプログラムを表 2 に示す。
両大学の学生 25 人は、両大学混成の 4 つのグループに分かれてグループディス
カッションおよびプレゼンテーションを通じて持続可能な開発に向けた論点を整
理した。両大学の学生は、グループ作業の中で様々な戸惑いも経験しつつも、短期
間でありながら充実したプレゼンテーションを行い、アジェンダをまとめる総合
討論は予定の時間を大きく上回るほど白熱するなど、持続可能な開発の重要性が
改めて認識された。次項から 4 つのグループで行われたディスカッションとプレ
ゼンテーションについて、各グループの学生がまとめた報告を記載する。
ワークショップの最後には、各グループのプレゼンテーションをふまえて総合
討論が行われ 、ワーク ショップの成 果物とし て「Student Agenda for JKUAT-
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TOYO Collaboration」がまとめられた。
表1

ワークショップ参加者

東洋大学

ジョモ・ケニヤッタ農工大学

岡本夏実、梶江勇希、

Lubano Brian,

齊野平陽菜、酒井亮、

Kiai Caroline,

佐藤遥、鈴木現起、

Charo T. Duncan,

瀬戸凌平、永松由衣、

John Mutwiri,

伴野太一、堀江千早希、

Joel Mwelu,

宮城香菜、結城祥代、

Michael Wambua Nzomo,

吉垣幹、米畑龍太郎

Musili Beatrice Nzyoka,
Grace Wanjiru Njuguna,
Davis Nyongesa,
Loywenen Laban Poghisio,
Wanjiku Purity
表2

第 1 日目
9:00

6 月 24 日（土）

11:00

第 2 日目

オープニングセッション

9:30

テ ィ カ 市 営 競 技 場 （ Thika

開会挨拶

杉田映理

Municipal Stadium）、バスター
ミナル、時計台（City Clock）、

志摩憲寿

キャンパスツアー

ホ テ ル ブ ル ー ポ ス ト （ Blue

講 演 「 Do-nou Technology 」

Post）ほか
11:00

ジャー・岩村幸氏）及び事業視

19:00

ティカ中心市街地まち歩き

Patrick G. Home

（CORE プロジェクトマネー

14:00

6 月 25 日（日）

歓迎挨拶

プログラム説明
9:30

ワークショッププログラム

グループディスカッション、発
表準備

察

16:00

グループ発表

モヨ・チルドレン・センター視

17:00

総合討論、Student Agenda for

察

JKUAT-TOYO Collaboration

グループディスカッション

採択
19:00
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クロージングセッション

3.

各グループのディスカッション

（1）CHAPATI グループ
1)グループについて
私達のグループは、JKUAT の学生 2 人と東洋大の学生 4 人だった。JKUAT の
学生 2 人の名前は、男子学生の Davis Nyongesa と女子学生の Beatrice Musili で
東洋大の学生の名前は宮城香菜、永松由衣、梶江勇希、酒井亮であった（写真 1 参
照）。Davis は、チームのリーダーのように話し合いを進めて、意見もよく出して
くれていた。一方、Musili はあまり喋らなく人見知りなのかと感じた。ディスカ
ッションは、テーマのゴールを先に決め、そこから案を出していくやり方で行っ
た。彼女は経済を専攻しており、普段学んでいることと関連付けた方が考えやすい
のではないかと思い、最初の発表の案はインフラ整備についてであった。

写真 1

CHAPATI グループ（出典:筆者撮影）

2)発表内容
私達はケニアに住んでいるわけでもなく、ケニアの情勢にも詳しいわけではな
い。そのため、ティカの街歩きで問題点と解決策を見つけることにした。ケニアに
来て初めての街歩きということもあり、東洋大の学生は緊張している様子だった。
JKUAT の学生に街の説明をしてもらい、疑問に思ったことを尋ねるなどをしなが
ら街を回った。そこで学生同士のコミュニケーションもとれて、距離が近くなり、
意見が言いやすい状況がつくれた。そこで私達はケニアの交通事情に目をつけた。
ティカの町は、大通りから一本ずれたところは、JKUAT の学生達も危険と感じる
ような場所があった。そこでは、JKUAT の学生が私達にバックをしっかり前で持
つようにと声をかけた。目が見えなく楽器を叩いてお金を稼いでいる人もおり、フ
ルーツや新聞、お菓子を売ってお金を稼いでいる人もいた。また、シンナーを吸う
少年も見かけた。しかし、日本のように交番がないため、彼らを取り締まる様子は
なかった。また、ティカの町歩きをした際に、警察を見かけないことに気付いた。
そこで、JKUAT 学生にケニアの警察事情について聞いたところ、何らかの事故
や事件が起こらない限り警察は表に出ないとのことだった。また私達は、研修中バ
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スで移動していたが、道中渋滞に巻き込まれることが多々あった。このような状況
を実際に見て、私達は警察が積極的に外に出るべきではないのかと考えた。なぜな
ら、警察が路上に立ち手信号をして交通整理をすることで渋滞が緩和され、町を監
視することで治安の向上を見込めるのではないかと感じたからだ。この他にもフ
ィールドワークで気付いたことや、ケニアの持続可能な開発のための案が出た（図
1 参照）。しかし、話し合いの始めは、インフラということもあったため発表の内
容は交通事情にした。
3)発表の様子
JKUAT と東洋大学のディスカッションで 1 番苦労したことは、お互いの意思疎
通を図ることであった。東洋大の学生は、大人数で受ける講義が多いため、自らの
意見を言うことに慣れていない。東洋大の学生は自分達なりの意見を持っている
にも関わらず、意見を主張できなかった。1 日目のディスカッションは、東洋大の
学生が JKUAT の学生の意見を一方的に聞いているだけだったため、まるで講義
を受けているようにも感じてしまった。価値観の違いもあり、お互いに違う意見を
持っていることは分かったが学生同士共有できずに終わった。ディスカッション
の時間が終わった後も私達は夜遅くまで残り、杉田先生の助言をもらいながら、翌
日のディスカッションに参加できるように試行錯誤を繰り返した。昼食や夕食も
一緒に食べたが、最初は話す内容もなく、無言の時間もあった。
1 日目とは違って 2 日目は私達も意見を言うことができた。そして同時にパワー
ポイントも作った。パワーポイントは、JKUAT の学生がデザインも凝り丁寧にわ
かりやすく仕上げた。発表や質疑応答では、JKUAT の学生がメインに発表した。
英語力が東洋大の学生よりも長けていることから発表から質疑応答まで任せきり
の状況を作ってしまった。
4)振り返り
2 日間のワークショップを通して、感じたことが 3 つある。1 つ目は、語学力不
足である。なぜなら、JKUAT 学生にわかりやすく伝えられず、私達の意見を理解
してもらえない場面が多くあったからだ。2 つ目は、相手の理解を得るためには、
英語が間違っていたとしても自分の意見を積極的に言う勇気が必要だということ
である。また、相手の意見を聞く時は、しっかりと耳を傾け、理解する努力をする
ことが大事だと学んだ。これらがちゃんとできるようになると話し合いがスムー
ズに進んでいくと考える。3 つ目は、同じ学生でも価値観が違い、その考え方を互
いの意見を交えて作りあげていくのに大変さを感じた。違う意見を持ち、互いの意
見を尊重しながら考え出せたらより良いものになると感じた。
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図1

発表で使用した資料（CHAPATI グループ）
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(2)DUSAJO グループ
1)グループメンバーについて
私達 DUSAJO グループのメンバーは JKUAT から、John Mutwiri、Grace
Njuguna、Duncan Tumaini、東洋大学から結城祥代、斎野平陽菜、鈴木現起の
6 人で構成された(写真 2)。グループ名の DUSAJO はメンバーの頭文字をとって
作られたが、時間がなく急いでいたため全員の頭文字をとれず 3 人の頭文字から
なっている。グループのリーダーは Grace に決定した。

写真 2

DUSAJO グループ(出典:筆者撮影）

2)発表の内容
私達は「持続可能な開発における経験の共有」という議題のもと、CORE の事
業内容の傍聴やモヨ・チルドレンズセンターの訪問、ティカの街歩きを通して、話
し合いを行った。それらを通じて、私達は「環境問題」に着目した。私達が環境問
題に着目した理由はティカの街歩きをしている際、ごみが多く捨てられているこ
とに気がついたからである。水が流れるはずの排水口には、多くの一般廃棄物が捨
てられており、それは水質汚染にも繋がることに気がついた。また、ナイロビの街
は交通量が多く、渋滞することがしばしばある。渋滞することで自動車の使用時間
も排気ガスも増加し、大気汚染に繋がることが考えられる。このように街の環境が
良くないと持続可能な社会は実現できないと考えた。以上の理由により、持続可能
な開発には生活する環境を改善することが大きなテーマであると考えた。なお、グ
ループの議論の結果は、以下図 2 のようなパワーポイントでまとめられた。
3)ディスカッションの様子
ワークショップ 1 日目はまず学生同士で交流し、自分達の考えや感じたことを
述べ、共有しあった。私達のグループは一人一人主張が強く、うまく話し合いを進
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めることが出来なかった。それに加え、話し合う時間と発表の準備期間が 2 日間
しかなく、限られた時間のなかで結論を出す必要があった。そして、東洋大の学生
は事前学習を行っていたものの、ケニアの現状や問題点についての知識が乏しか
ったため、より一層難しいものとなった。話し合いはリーダーである Grace を中
心にテーマを絞るところから納得のいくまで行われた。日本人チームは英語で伝
える難しさを感じつつも、図やボディランゲージを使い、積極的に参加した。
パワーポイント作成のために、話し合いを進める中で難しい場面が訪れた。両学
生の考える発表テーマの方向性の違いである。その違いは、JKUAT の学生はケニ
アの持続的な開発に必要なことを包括的に発表しようという考えに対し、私達 3
人は訪問先および聴講した内容から情報を基にテーマを絞って発表しようという
意図であったことだ。また、その違いの擦り合わせる際の説明で、ケニアの環境問
題を例に提示したところ、日本の考え方とケニアの環境に対する意識が大きく異
なる点があり、緊張感が走る瞬間があった。これは、日本人として形成されてきた
常識を一方的に押し付けてしまったため起こってしまった。安易に自国の状況と
比較すると、この国を尊重してない、否定していると思わせてしまうということが
分かった。英語で伝えることは難しいが、なるべく尊重して発言しているのだと伝
えることが異文化理解には必要であることが分かった。双方の意見を入念に聞き
合い、受け入れることでテーマを一つに絞ることができた。全員疲労困憊の顔を見
せつつ、話し合いは夜 10 時まで行われた。
ワークショップ 2 日目はグループで出た考えからテーマを絞り、それに対する
背景や問題点、改善策を話し合った。テーマが決まったこともあり、話し合いは 1
日目より円滑に進められた。パワーポイントの作成は Grace に任せ、残りの人は
意見を言い合った。最終的に制限時間ギリギリとなったが、何とかパワーポイント
を完成させることができ、無事に発表を終えることができた。
4)ワークショップを振り返って
このワークショップは内容も難しく、時間もなく、お互いの考えを理解すること
も難しく、苦労することが多かった。それでも同じ目標に向かって話し合い、一つ
のものを完成することは私達にとって大きな意味のある経験であったと感じた。
最後に、話し合いの途中で Grace が言ったことが非常に印象に残った。
「1 番の問
題は、人々が問題と思っていないことである。」このことは持続可能な開発に限ら
ず、すべてのことに共通すると感じた。問題意識から改善することは非常に大切で
あると改めて考えさせられる機会となった。

8

図2

発表で使用した資（DUSAJO グループ）
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（3）ITADAKIMASU グループ
1）グループメンバーについて
私達のグループは総勢 7 人で、そのうちの 3 人は JKUAT の学生である。専攻
と名前はそれぞれ、農業工学専攻の Mweu Joel Mwelu、資源管理専攻の Wambua
M. Nzomo と水土環境工学専攻の Caroline Kiae で、私達東洋大の学生 4 名はそ
れぞれ、岡本夏実、米畑龍太郎、伴野太一、吉垣幹であった（写真 3）。JKUAT の
学生 3 人の専攻がそれぞれ違っていたため、様々な知識を参考にして議論するこ
とができた。また、JKUAT の学生 3 人はこのワークショップに対してとても熱心
で、積極的に自らの意見を発信してくれたため、私達も自ら発言することに努め
た。グループごとに分かれて夕食を取った際には JKUAT 学生が積極的に話題を
提供してくれたため、すぐに打ち解けて楽しむことができた。和やかで仲の良いグ
ループだったと感じている。

写真 3

ITADAKIMASU グループ（出典:筆者撮影）

2）発表内容
このワークショップでは一つのテーマが設定されていた。それは「ケニアの持続
可能な開発の実現」というものである。そのために私達に何ができるのだろうとい
う話し合いの結果、ワークショップでの私達のディスカッションの内容は、主に
「子供の教育」に関するものになった。具体的に挙がった意見として、子供の教育
には、整った教育環境（勉強に集中できるような教室や十分な文房具）の提供や男
女での学びの格差解消、絵画やスポーツなど子供が持つ才能発掘のためのアクテ
ィビティなどが挙げられた。なお、発表の際に使用したパワーポイントは、この項
の最後に添付しておく（図 3）。
3）ディスカッションの様子
プレゼンテーション前日の打ち合わせの際、どのようなことを発表するか大ま
かに決めた。JKUAT の学生達は仕事がとても素早く、前日の打ち合わせが夜の 8
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時から 9 時に終わったにもかかわらず、発表当日の朝にはすでにパワーポイント
の大筋を作り上げていた。そのパワーポイントを使って私達はケニア社会のため
に何ができるか、子供の教育では何が重要だと考えるか、ということを国境を越え
て議論した。多少想定はしていたが、日本人があまり積極的ではないのか、ケニア
の学生が積極的なのか、JKUAT の学生が多様な意見を提供する中で日本人の私達
は JKUAT の学生ほどうまく意見をもって発言する機会が多くなかったと感じた。
話し合いが進む中で、私達と彼らのお互いに譲れない点、考え方の違いが顕著に表
れたときもあり、両学生達が意見をぶつけあうことができた。例えば私達東洋大の
学生は、1 つの課題について深く議論しパワーポイントにまとめたかったのだが、
JKUAT の学生は、様々な課題について幅広く議論していた。話し合いの結果、子
供の教育という課題に絞って議論する流れになった。自分達の気持ちを英語でう
まく伝えられるか不安だったが、伝えたことで納得のいく発表に近づいた。その議
論の深まりは、プレゼンの予定時間ぎりぎりまで続いたことからも分かるであろ
う。お互いに知識や見解を深め合うことができた。
4）ワークショップを振り返って
今回私達は JKUAT の学生と「ITADAKIMASU グループ」として持続可能な開
発についてディスカッションしたが、この経験を通して議論の内容だけでなく、積
極性や発想力などを JKUAT 学生から学ぶ場面が多かった。積極的に発言するこ
との大切さ、議論して結論を出すことの難しさを改めて実感したので今後に繋げ
たいと思う。また、今回のディスカッションは英語で行ったため、日本人である私
達にとって、相手に自分の意見を英語で意見を伝えるということに苦戦してしま
うことが多々あった。しかしこのワークショップを通して、今まで講義の中でしか
耳にしなかった「持続可能な開発」というテーマについて自分達なりに考え、具体
的にどのような支援や取り組みがケニアにとっての持続可能な開発なのかを議論
することができた。さらにこのテーマについて日本人だけでなくケニア人の意見
を聞くことができただけでなく、彼らとアイディアを生み出し共有することがで
きたということはとても貴重な経験だと感じている。
正直、JKUAT の門をくぐった時から、どのような人がメンバーに加わるのか不
安に思う気持ちは心の中にあった。ケニア人の身長の高さに加えて気性の粗さも
心配した。しかし、私達のグループに入ってきた JKUAT の学生達は全員笑顔であ
いさつをしてくれ、気さくに話しかけてきてくれたため、彼らに親しみを覚え、ア
イスブレイクができたと実感した。このワークショップを通して得たアイディア
と彼らとの出会いは、今後も大切にしていきたい。
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図3

発表で使用した資料（ITADAKIMASU グループ）
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（4）MONOZUKURI グループ
1）グループメンバーについて
私 達 MONOZUKURI グ ル ー プ は 、 JKUAT か ら 、 Lubano Brian、 Wanjiku
Purity、Laban Poghisio の 3 人と東洋大学から佐藤遥、堀江千早希、瀬戸凌平を
合わせた 6 人であった。チームリーダーは、Brian で、彼を中心に話し合いを進め
ていった。 写真 4 は、グループメンバーである。
話し合い前半で東洋大の学生は、自発的に発言することができなかった。JKUAT
の学生の英語力、そして話し合いの進行の速さに圧倒されてしまい、疑問に思って
いることや、自分達の意見を伝えることができなかったのである。しかし、発表に
向けてテーマを絞っていく過程で、JKUAT の学生と東洋大の学生の間に考えの違
いがでてきた。それをきっかけに、東洋大の学生が発言する機会が増えていった。
その結果、様々な意見の中から、水と衛生、教育、環境問題の 3 つをテーマとし
た。

写真 4

MONOZUKURI グループ（出典:筆者撮影）

2）水と衛生
ケニアにはどのような問題があるのだろうか、という話をグループでした際、ま
ずは私達東洋大の学生がキルゴリスにて行った調査について、JKUAT の学生に共
有することとなった。まず、衛生班のメンバーが、キルゴリスにて水と衛生ににつ
いて調査をしたこと、そして、そこで学んだ現状と問題点をグループメンバーに伝
えた。
具体的には、キルゴリスの人々は基本的に川の水を汲んできて、それをそのまま
料理をする時や手を洗う時など生活用水として使用していた。その水は決してき
れいな水ではなく、濁っていたため衛生的によい状況とはいえないだろう、と伝え
たところ、解決策について話し合うこととなった。そこで、１番最初に案として出
てきたのが、水源は変えず、今ある水の質をよくするための「ろ過」であった。し
かし、ただろ過をするだけでは、持続可能とはいえないのではないだろうか、とい

13

う声が上がった。そこで、簡単かつ持続可能な方法はないかと話し合ったところ、
「砂ろ過」という案が JKUAT の学生から出て、これを水質問題の解決策とするこ
ととした。
次に、雨水の問題も取り上げた。キルゴリスの人々は基本的には川の水を生活用
水として使用してはいるものの、雨季には雨水も使っているということ、そして、
その水が溜めたものをそのまま使っていることが、東洋大の学生の調査を通じて
分かった。これに対しても、先に述べたように「砂ろ過」が有効であるのはという
結論に至った。
最後に、JKUAT の学生から、現在ケニアでは急激な人口の増加により水の使用
量が増えており、それに対処するための下水道の未整備が問題となっているとい
う話を聞いた。そこで、この問題を改善するためには、下水道設備を整えることが
重要であると考えた。
以上のように、東洋大の学生と JKUAT の学生の双方から見たケニアが抱える
水と衛生に関する問題についてディスカッションをすることが出来た。それぞれ
のアイディアを共有しつつ、互いに学び合い、ケニアに合った持続可能な解決策を
考えることが出来たことは、私達にとって非常に大きな収穫であったといえるだ
ろう。
3）教育
私達が最も大きいケニアの教育の問題点として考えたのは、公立と私立の教育
の質の差である。他にもケニアの教育の問題は様々出てきたが、東洋大の学生がキ
ルゴリス地区における調査で、強く感じた公立と私立の教育の質の差についてデ
ィスカッションを進めた。
公立と私立の間で教育の質の差が生まれてしまう要因は、教師の質や 1 人の教
師に対する生徒の数、学校設備などが挙がった。その中でも教師の質については、
日本と比較することで議論を深めた。日本では、教員免許を取得後も 10 年おきに
授業の質を高めるための講習を受けなければならない。この制度をケニアにも導
入することで、教師の質が高まり、公立と私立の間に大きな差がなくなるのではな
いかという結論に至った。JKUAT の学生に日本の教育制度のことを度々質問され
たが、東洋大の学生も知らないことが多く、インターネットを利用して一緒に日本
の教育制度について調べながら進めていった。
さらにケニアの教育の問題点と解決策を話し合っていく中で、ケニアの教育を
より良いものにするためには、先進国の真似をするだけでなく、ケニアに合ったも
のを見つけていかなければならないということに気付いた。上記にもあるように、
日本で行われている先生へのフォローアップは、ケニアでも導入できる。しかし全
く環境の違う先進国のシステムを全て取り入れることは不可能である。そのため
ディスカッションの結果、ケニアの教育に適した教育体制をつくっていくことが
今後のケニア教育の目標であるとなった。
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4）環境問題
最後に私達が問題として捉えたのは環境問題である。ケニアにおいて、日本のよ
うなゴミの焼却処理施設はないということを現地の JKUAT 学生から聞き、これ
は地球温暖化などの環境問題が深刻化する中で大きな問題であると
MONOZUKURI グループは考えた。しかし、ケニアの経済面を考えると環境面に
も配慮した焼却施設には多額のお金がかかるということになり、埋め立て地を建
設するような廃棄物の処理場をつくることが適切な処分に繋がる第一歩になると
いう結果にいたった。
現在、ケニアを含めたアフリカ地域では急速な人口増加と経済発展を遂げたこ
とで、東アフリカ最大の都市であるナイロビを含めた地方都市でも車やバイクの
使用が増え、大気汚染が問題になっているという話が出た。その中で中心商業地区
（CBD）にアクセスできるのを公共交通機関ものに限定するのが良いという案が
提案された。それは平日、市外から 100 万以上とされる通勤・通学者を多く含めた
交通需要を抱え、交通渋滞が慢性化しているのを解消できるのではないかと考え
たからである。このようにすることで CO2 排出量も削減されると思った。また、
公共交通機関の充実化も図る必要があると考えた。 以上の結果として、私達はゴ
ミ問題に対する意識を改めて、公共交通機関を使用していくことが環境問題の改
善に繋がるだろうという認識となった。
5）発表で使用した資料
グループの議論の結果は、以下図 4 のようなパワーポイントにまとめられた。パ
ワーポイントにある写真はすべて東洋大の学生が撮影したものである。
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図4

発表で使用した資料（MONOZUKURI グループ）
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4.

共通アジェンダ
上記の 4 グループのプレゼンテーションがされた後、ワークショップの最後の

プログラムとして、東洋大学の志摩先生がモデレーターとなり、各グループのプレ
ゼンテーションをふまえた総合討論が行われた。そこでもグループ間で異なる意
見が出るなど、議論が白熱した。たとえば、持続可能な開発において環境問題を緩
和するためには、自家用車の利用を制限して公共の交通機関の利用を促進すべき
だという意見に対し、
「ぼく達にとって自分の車を持つことは成功の象徴であり夢
なので、自家用車の利用を制限することは現実的ではない」という率直な意見が出
るなど、興味深い議論が展開された。JKUAT の Odhiambo 副学長や Messo 先生
が質問を投げかけることもあった。
最終的にワークショップの成果物として共通アジェンダ「Student Agenda for
JKUAT-TOYO Collaboration」がまとめられた（添付資料）。この文書は参加学生
全員の成果物として署名がされた。写真 5 は全メンバーでの集合写真である。
ワークショップを終えて学生らは、食事をしながら時間を忘れて語り合い、ま
た、フェイスブックなどの SNS の連絡先を交換し合ったりと親睦を深め合ったこ
ともワークショップの大きな成果であったと言える。今後の両大学のさらなる連
携が期待される。

写真 5

全メンバーでの集合写真（出典:筆者撮影）
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添付資料
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添付資料：

ワークショップの最終成果物としての共通アジェンダ

STUDENT AGENDA FOR JKUAT-TOYO COLLABORATION
Through JKUAT-TOYO Joint Workshop 2017 “What can we do for sustainable
development? Sharing experience between Kenya and Japan” held on June
24 - 25, 2017 at Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology
(JKUAT), we adopted the following issues as our agenda.
Financial Issues
1. To provide training and education for the local community for gaining
necessary know-how on management of finances.
2. To empower the local community for utilizing the available resources
effectively.

3. To introduce monetary policy for creating jobs that will lead to
investment for sustainable development.

4. To introduce family planning for controlling population growth – reduce
financial burden at household.
Environmental Issues
1. To reduce the number of vehicles which are unroadworthy in order to

reduce the emission, accomplished by encouraging use of public
transportation.

2. To decentralize the services provided in CBD and to move bus stations
outside CBD.

3. To exploit human resources fully so that traffic jam, road accidents and
improved security can be realized through incorporation of police officers
in urban centers.
4. To separate garbage according to the categories such as plastics, organic
and paper in addition to recycling and reusing of waste, especially plastic
waste.
5. To create awareness of the environmental problems that waste dropped
by the roadsides would cause and to encourage Kenyan people to throw
away garbage into the bin, not on the road.
6. To dispose solid waste in the proper way like construction of landfills.
7. To set the regular days for waste collection, especially waste on the
roadsides, for sensitizing the importance of environmental conservation.
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8. To improve the capacity and management of the sewage systems.
9. To borrow ideas from countries that have managed to achieve
environmental

protection

through

participation,

and

to

borrow

techniques and methods used by Japanese people to conserve the
environment.
Educational Issues
1. To provide education facilities with better learning rooms and learning
materials, to utilize solar energy in lighting, and to provide transport for
pupils, students and teachers.
2. To initiate the construction of schools by the community or locals.
3. To employ more teachers and to enhance the skill of the teachers.
4. To promote the talents and skills of children from the early age such as

drawing, football, volleyball, masonry, carpentry and agriculture among
others.

5. To promote mixed education system and interaction between boys and
girls through games, symposiums and problem solving challenges.

6. To introduce a policy to ensure that primary and secondary education is
mandatory to both gender.

We have great expectations that our collaboration will make a significant
contribution to sustainable development for Kenya and Japan.
June 25, 2017
Participants of JKUAT-TOYO Joint Student Workshop 2017
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