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調査のあらまし 

 
 北脇研究室では、（特）ブリッジエーシアジャパン（ＢＡＪ）と長年にわたり協力関係

を保ち、学生引率を伴うリサーチツアーもＢＡＪのプロジェクト地であるミャンマーにお

いて数回行って来ました。今回のリサーチツアーは、ミャンマーにおけるＢＡＪの最大の

活動拠点である中央乾燥地域のマグウェイ地域において住民の生活向上に最も必要な電化

に関する調査を重点的に行い増した。またＢＡＪの井戸掘削プロジェクトや村落部住民の

衛生状況に関する調査も行いました。調査は住民の電気の使用パターン、小規模発電や太

陽光発電による井戸水の揚水、住民の水使用パターン、手指衛生、石けん等の衛生用品の

流通状況など幅広い分野をカバーしました。今回の調査から得られた知見を基に、将来的

にはこの調査成果をＪＩＣＡのＢＯＰビジネス連携促進事業の立ち上げにつなげ、途上国

の貧しい層に適正技術を普及させて行くことを目指しています。     （北脇秀敏） 
 
 
 
 
 
 
 

現地調査参加者名 

 
北脇 秀敏  （東洋大学国際地域学部教授） 
眞子  岳  （東洋大学国際地域学部助教授・国際共生社会研究センター助手代理） 
小野 雛子  （東洋大学国際地域学部国際地域学科３年） 
小貫 桃花  （東洋大学国際地域学部国際地域学科３年） 
岸野  翔  （東洋大学国際地域学部国際地域学科３年） 
佐野 卓也  （東洋大学国際地域学部国際地域学科３年） 
常恒みさき  （東洋大学国際地域学部国際地域学科３年） 
小塩 若菜  （東洋大学国際地域学部国際地域学科３年） 
高田 茉奈  （東洋大学国際地域学部国際地域学科１年） 
吉川 綾音  （東洋大学国際地域学部国際地域学科１年） 
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調 査 行 程 

 

１２月２３日（水） 

① 11:45 成田空港を出発（ＮＨ８１３） 

② 17:15 ヤンゴン着 

③ 19:00 ユザナホテル到着、ラカイン氏と夕食 

 

１２月２４日（木） ヤンゴン 

① 09:00 ホテル出発 

② 10:00 ＪＩＣＡにて徳重氏と会議  

③ 11:00 市場調査 

④ 12:00 昼食 

⑤ 13:00 本屋訪問 

⑥ 14:00 ＢＡＪで会議 

 

１２月２５日（金） ヤンゴン－バガン－マグウェイ 

① 04:45 ホテル出発 

② 06:00 空港到着 

③ 07:00 バガンへ出発 

④ 08:00 バガン到着 

 

１２月２６日（土） マグウェイ 

① 08:00 ホテル出発 

② 10:00 Hmone Pin村訪問 

フィールド調査（インタビュー） 

③ 12:00 昼食  

④ 13:00 フィールド調査、プレゼンテーション、ＷＳ 

⑤ 16:00 ホテルへ移動 

 

１２月２７日（日） マグウェイ 

① 07:00 ホテル出発 

② 09:00 U Yin村訪問 

 フィールド調査 

③ 11:00 村で昼食 

④ 13:00 Tei Pin Kan村訪問 

⑤ 15:00 Wet Toe村訪問 

⑥ 16:00 ホテルへ出発  

⑦ 17:30 ホテル到着 
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１２月２８日（月） マグウェイ－ネピドー 

① 08:00 ネピドー空港へ発 

② 13:00 ネピドー空港到着、観光 

③ 18:00 ホテルのフロントで森氏と会う 

④ 18:30 夕食 

 

１２月２９日（火） ネピドー－ヤンゴン 

① 09:00 ホテル出発（学生は市内調査） 

② 10:00 ザーニー氏と打合せ 

③ 12:00 会議、ホテルチェックアウト 

④ 12:30 ヤンゴンへ出発 

⑤ 19:00 ホテル到着 

 

１２月３０日（水） ヤンゴン 

① 09:00 ホテルチェックアウト（学生は市内調査） 

② 10:00 文献調査（書店訪問） 

③ 14:00 ＭＥＳにて打合せ、世銀・その他訪問 

④ 16:30 ホテル出発 

⑤ 18:00 レストラン到着 

⑥ 19:30 空港へ出発 

⑦ 20:00 空港到着 

⑧ 22:10 ヤンゴンを出発（ＮＨ８１４） 

 

１２月３１日（木） 成田 

① 06:45 成田空港到着 
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リサーチツアー報告書 
―ミャンマー連邦共和国― 

2015 年 12 月 23 日～31 日 
 

 

 

国際地域学部国際地域学科 3 年 

1810130060 小野雛子 
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１．はじめに 
 2015 年 12 月 23 日から 31 日にかけて、北脇秀敏先生、眞子岳先生、大阪大学の松行輝

昌先生、ゼミ生 8 名の計 11 名でミャンマーにて研修を行った。目的は、電気が通るとした

ら何をしたいのか、ソーラーパネルやバッテリーへのニーズ、現在の収入はどれほどなの

か、などについて村でアンケート調査をすることである。 
 今回の調査は、ミャンマーとベトナムで国際協力活動を行う、認定特定非営利活動法人

ブリッジ エーシア ジャパン（BAJ）の方々のご協力のもと行った。 
 
 
２．基本情報 
【国名】ミャンマー連邦共和国 
【首都】ネピドー 
【人口】5,141 万人（2014 年 9 月（ミャンマー入国管理・人口省発表）） 
【面積】68 万平方キロメートル（日本の約 1.8 倍） 
【民族】ビルマ族（約 70%）、その他多くの少数民族 
【言語】ミャンマー語 
【宗教】仏教（約 90%）、キリスト教、回教など 
【時差】日本－2 時間 30 分 
【国旗】黄色…国民の団結、緑色…平和と豊かな自然環境、赤色…勇気と決断力を象徴 
    星…ミャンマーが地理的、民族的に一体化する意義を示す 
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３．日程表 
日程 スケジュール 
12 月 23 日（水） 成田空港からヤンゴン国際空港へ 

YUZANA ホテルにチェックイン 
12 月 24 日（木） 9:00 出発 

先生方は会議、生徒は観光 
12 月 25 日（金） 4:45 YUZANA ホテルチェックアウト 

国内線でバガンのニャンウー空港へ移動 
観光 
車でマグウェイへ移動 
Myin Moh San ホテルにチェックイン 

12 月 26 日（土） 8:00 出発 
The Hmone Pin Village にて調査 
観光、電気屋見学 

12 月 27 日（日） 7:00 出発 
U Yin(West) Village にて調査 
Tei Pin Kan Village にて調査 
Wet Toe Village にて調査 
夜は観光 

12 月 28 日（月） 8:00 チェックアウト 
車でネピドーへ移動 
観光、BAJ のオフィス見学 
Myat Nan Yone ホテルにチェックイン 
ショッピング 

12 月 29 日（火） 11:30 チェックアウト 
車でヤンゴンへ移動 
YUZANA ホテルにチェックイン 

12 月 30 日（水） 10:00 チェックアウト 
観光 
22:10 ヤンゴン国際空港を出発 

12 月 31 日（木） 6:45 成田空港に到着 
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写真 1．寝釈迦仏 

写真 2．ｱｳﾝｻﾝ･ｽｰﾁｰさんの家 

写真 3．シュエダゴン・パゴダ 

４．調査報告 
 
【12 月 23 日（水）】 
 11:45 発の飛行機でヤンゴン国際空港へ。ミャンマーはほぼ仏教なため、クリスマス雰囲

気は全くないのかと思いきやたくさんのクリスマスツリーや装飾があって驚いた。そして

男性の服装では、下半身に布を巻いている人が多く見られたのが印象的。 
 
 
【12 月 24 日（木）】 
 9:00にホテルを出発。観光時に引率してくださる東洋大OGワーワーミィンさんと対面。 
 
●チャウタージー・パゴダ 
高さ 17.7ｍ、長さ 65.8ｍという巨大な寝釈迦仏を見学した（写

真 1 参照）。寝釈迦仏の作りは繊細で、足の裏には仏教の宇宙観

を表した 108 個の絵が描かれている。また、自分の誕生日の曜日

によって神様が分かり、その像に水を決められた回数だけかける

という一連の流れもみんなで実践。神様にはモグラやゾウなどが

あり、水の回数も曜日によって全然違った。 
 

●アウンサン・スーチーさんの家 
ミャンマーの非暴力民主化運動を主導しているアウンサン・ス

ーチーさんが昔住んでいた家（写真 2 参照）。現在は博物館とな

っている。写真撮影は禁止であった。家は植民地時代の名残が残

っている造りであり、所有していた車も外車であった。部屋には

多くの本が残っており、中には日本について書かれているものも

あった。外には大きなプールや庭もあった。       
 
●シュエダゴン・パゴダ 
ヤンゴン中心部にある寺院（写真 3 参照）。中心には高さ 100

ｍの黄金ストゥーバがある。とても広く、全部見ようとすると 1
時間以上かかる。多くの仏像があり、曜日ごとの神様の像もあっ

た。寺院に入るときは基本裸足で、半ズボン、ノースリーブは禁

止されている。 
 
 
 

8



写真 5．染め終えた漆器 

写真 6．ソーラーパネル 

写真 4．バガン遺跡 

【12 月 25 日（金）】 
 早朝 4:45 に YUZANA ホテルをチェックアウト。国内線に乗って、8:00 頃にバガンのニ

ャンウー空港に到着。車で移動し、バガンを観光。たくさんの店がある場所を歩いた。食

べ物や漆器、服などいろんなものが売られていた。ミャンマーでよく使われている「タナ

カ」と呼ばれる日焼け止めや、ポストカードを売っている売り子がたくさんいた。そのま

ま歩いて行って、シュエズィーゴン・パゴダを見学。 
 
●ANANDA PHAYA（アーナンダ寺院） 
ここはバガン遺跡を代表する最大の寺院遺跡。上座部仏教を

導入し、ミャンマー族最初の統一国家を築いたバガン朝の第 3
代の王チャンスィッターによって建設されたものである。白亜

の寺院の内部には、4 つの仏像が安置され、釈迦の生涯を描いた

80 点の浮彫がある。寺院内でも、タイパンツや絵を売っている

人たちが居た。外には日本兵慰霊碑があった。ビルマ戦線で日

本軍が多大な犠牲を払ったことが、ここで悼まれている。 
 
●漆器 
ミャンマーの伝統工芸である漆器を作っている場所を見学。一

つを作り上げるのに約八か月もかかり、一つ一つが細かな手作業

によって成り立っていることを知った（写真 5 参照）。 
 
 
 
 
 
 
【12 月 26 日（土）】 
村にて調査 
 
●The Hmone Pin Village 
村内の家庭やお店を調査。この村は 114 世帯で 650 人が住ん

でいる。子供が多いのが印象的であった。村にある街灯の役目

を果たす電球は、ペットボトルで覆われていたのがいくつもあ

った。家庭にはソーラーパネルを持っているところも多く、屋

根の上ではなく立てかけてあった（写真 6 参照）。砂をかぶって

たり、直射日光があたる場所にバッテリーが置いてあったとこも
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写真 7．湖の水を貯めている 

写真 8．高架型貯水タンク 

写真９．アンケート調査中 

あった。学校のすぐそばにはトイレがあり、その近くに汚

れた水が貯まっているところがあった（写真 7 参照）。聞い

てみると、その水は湖のものであり、食器を洗うときや手

洗いに使っているらしい。夜は 18:00～20:30 に電気が通っ

ており、その後は真っ暗になる。その際にはライトを使用。

これは 2300 チャットで買える。 
 午後は村人を集めて、先生方のプレゼン発表とアンケー

ト調査を行った。ソーラーパネルを所有している家庭はま

だ少なく、欲しいと手を挙げた村人はほぼ全員であった。

ただお金が無いから、あまり高額であれば買えないと主張。 
 電気から一旦離れて、水汲みは疲れるかどうかを聞いた

ところ、村の中での水汲みだから疲れないと言っていた。

そして水道よりも電気の普及を優先してほしいとのこと

であった。村の調査を終えた後は、BAJ が造った高架型

貯水タンクを見学（写真 8 参照）。出てくる水は温かった。 
  
次には、アウンサン・スーチーさんの父親の家を見学。

その後近くの電気屋を訪問した。多くのソーラーパネルや

バッテリーを販売していたが、電気が通ってきた関係で最近はあまり売れ行きは良くない

らしい。ソーラーパネルは、ドイツ製で 60W（76000kws）、台湾製で 80W（80000kws）
の物があった。日本製は売ってない。 
 
 
【12 月 27 日（日）】 
3 つの村を訪問。 
 
●U Yin West Village 

64 世帯で 312 人が住んでいる。まずはアンケート調査（写

真 9 参照）。ソーラーパネルは壊れたらもう捨てているらし

い。電気が通ったら、女性の何の仕事ができるようになるの

かという質問に対し、ミシンやお米を炊くことと言っていた。

ソーラー懐中電灯は全員持っていた。 
 次に村内を調査。学校の教師の方に話を聞いたところ、教

育費や教材費は全て政府もちであり、義務教育となっている

らしい。6 科目あり、英語や衛生教育も取り入れている。中

学校までは皆進むが、高校からは辞める子や落ちる子がいる。 
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写真 10．家庭にあったバッテリー 

写真 11．ソーラーパネル 60 枚 

写真 12．泥が湧き出る瞬間 

● Tei Pin Kan Village 
251 世帯で 1012 人が住んでいる。調査によると、扇風

機を持っている家庭はゼロ。電気がもし通ったら、冷蔵庫

などの電化製品が欲しい人、ソーラー懐中電灯を持ってい

る人はほぼ全員。ソーラーランプを使用している家庭は多

く、各家庭だいたい 1 つ。携帯の充電はソーラーで行って

いる。ソーラーを持っていない人は、近所のソーラーを所

有している家庭から無料で借りて充電しているとのこと。 
 
● Wet Toe Village 

186 世帯で 629 人が住んでいる。村を歩いて調査した。

途中ソーラーパネルが屋根に 60 枚も設置されている場所

があった（写真 11 参照）。しかし、上から見ると砂などで

だいぶ汚れていたが、現地の人たちは特に気にしている様

子はなかった。 
 
 
 
 
【12 月 28 日（月）】 
車でネピドーへ移動 
 
●泥が堆積している場所 
 泥が湧き出ている場所を見学。当たりは一面泥が堆積

しており、登っていくと沼のような所があり、白い謎の

液体を入れると、中からブクッと泥が出てきた。泥の中

に龍が住んでいると信じられており、白い液体は龍の餌

だと言われているらしい。 
 
 見学後は BAJ オフィスを少し見学させてもらい、ホ

テルへ戻った。 
 
 
【12 月 29 日（火）】 
 午前は観光予定であったが、体調不良者が続出したため中止。昼ごろにホテルを出発し

てお昼ご飯を食べに行き、車で 5 時間ほどかけてヤンゴンへ戻った。 
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写真 13．博物館のパンフレット 

写真 14．線路 
写真 15．汽車内の様子 

【12 月 30 日（水）】 
 午前中はマーケットへお土産を買いに行った。 
 
●ヤンゴン国立博物館 
 午後は博物館へ行った。ここは 1～5 階まであり、ミャ

ンマーに存在する数多くの民族たちの衣装や、伝統的な楽

器や道具、王宮の輿、化石、牛車、絵、操り人形など、多

種多様な展示品が置かれていた。撮影は一切禁止であり、

入る際には携帯やカメラを車に置いてくるよう厳重に注

意された。 
 
 
 
 
●汽車 
 市内を通っている汽車にはじめて乗った。30 分に 1 本通っていて、値段はたったの

200kws。汽車内には多くの人が乗っており、最初は全員座ることが出来なかった。速度は

遅く、窓や乗り口は解放されたまま。発車すると奥から、食べ物を販売する売り子が何人

も現れた。途中の駅から、大量の野菜や果物を持った大量の人が乗ってきて、周りはハエ

ばかりたかるようになった。ワーワーミンさんによると、汽車に乗って商品を売りに出か

けている人達だという。2 時間ほどのって、ヤンゴン国際空港に近い駅で降りた。 

 
 

 
 22:10 発の飛行機に乗り、31 日の早朝 6:45 頃成田空港へ到着した。 
 
  

12



５．まとめ 
調査によって、村人たちはソーラーパネルとバッテリーを欲しいと思っているが、お金

の面であまり高いと買えないということが分かった。電気が通れば、普段の仕事も夜でも

はかどるし、女性に関しては家事が楽になり、日常生活がより豊かになるであろうことは、

村人たち自身も分かっていた。 
村に行って印象的だったことは、村人たちを集めた際に、自然に男女が綺麗に分かれて

座っていたり、男性が率先的に意見を言っていたりと、村によって雰囲気が違ったことだ

った。 
観光では、ミャンマーでは数多く見られるパゴダをはじめに、寝釈迦仏や曜日ごとの神

様など、仏教ならではの場所に行けて良かった。また、ミャンマーに少数民族が多く存在

していることを知り、ヤンゴン国立博物館で見た民族ごとの衣装がどれもカラフルで可愛

らしかった。無宗教で、民族もいない日本からしたらどれも新鮮で、ミャンマーという国

の昔のことも知れたので充実していた。 
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はじめに 

 2015 年 12 月 23 日～12 月 31 日の 9 日間東洋大学国際地域学部国際地域学科教授北脇秀

敏先生、東洋大学国際地域学部教授眞子岳先生、大阪大学経済学部教授松行先生の引率の

下、北脇ゼミの 1,3 年生の希望者 8 名でミャンマーを訪れた。今回はこのリサーチツアーで

学習したことを報告する。 
 
調査目的 

 今回のリサーチツアーでは、ミャンマーの村におけるソーラーの普及と村人の意見を調

査することを目的に行った。 
 
日程 

 12 月 23 日   出国  11:45 成田発  
                     17:15 ヤンゴン着         
          Yuzana ホテル着 
 
12 月 24 日      ヤンゴン市内視察 

              
 12 月 25 日     7:00 ヤンゴン発 
            8:10  バガン着 
           マグウェイ市内視察  
 
 12 月 26 日       タモンピン 村で調査 
 
 12 月 27 日       ウーイン西村での調査 
           テルピンカン村での調査 
           ウェットイ村での調査 
 
 12 月 28 日       ネピドー着 
           ネピドー視察 
 
 12 月 29 日       ヤンゴン着 
 
 12 月 30 日       ヤンゴン視察 
                     22:10 ヤンゴン発 
 

12 月 31 日         6:45 成田着                 
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ヤンゴン市内の視察 

 1 日目と最終日にヤンゴン市内の視察をした。1 日目は主に歴史や宗教、ミャンマーの食

文化を知ることができた。まず、チャウッターヂ―・パヤーというお寺を訪れた。チャウ

ッターヂ―・パヤーは、全長 70 メートル、高さ 17 メートルの巨大な寝仏があることで有

名である。この寝仏の足の裏には 108 つの絵柄が描かれている。足の裏の中心部に仏教宇

宙観図が書かれていて、その周りには仏陀の一生にわたる歴史の絵が描かれている。この

寺院は 1906 年に一人の寄与者によってつくられた。次にヤンゴンの中心部を回った。まず

ボーヂョー・アウンサンマーケットというところに行った。このマーケットはヤンゴン市

内で最大規模のマーケットである。建物自体は植民地時代の名残がある。生鮮食品以外は

なんでもそろうマーケットで、雑貨、宝石、衣類、日常品、ヒスイ、漆器などが売ってい

る。次に市内を歩きながらヤンゴン市内の裁判所や郵便局、最も古いホテルなどを見てま

わった。こういった建物も植民地時代に作られたものが多く、西洋風の建物が多かった。 

 最終日にはマーケットを視察した後に、ヤンゴン市内にある博物館に行った。博物館は 4
階建てで、様々な展示物があった。絵画から化石、民族衣装、民族楽器、人形など様々な

ものが展示してあって、ミャンマーの芸術品の数々を見ることができた。外国の博物館に

初めて行ったので、すごく新鮮で、新たな学びが沢山得られた。その後はミャンマーの列

車に約 2 時間のって空港の近くまで行った。日本の電車とは違い、ディーゼルエンジンで

動いていて、空調などはなかった。尼さんが乗っていたのが印象的でさすが仏教の国だと

思った。途中で、市場が近くにある駅に停車した時に、野菜をたくさん持った人たちが乗

車してきて、電車の中が野菜でいっぱいになった。海外で海外の電車に乗ることがあまり

なかったので、新たな経験ができて面白かった。 
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写真１ ミャンマーの列車 

 
村での調査 
12/26. 12/27 でミャンマーの中央乾燥地域にある村で電気普及の調査を行った。 
 
①Tha Homone Pine 村での調査 
基本情報 
世帯数   ：114 世帯 
人口    ：650 人 
教育レベル ：中学校まで 
教師と生徒数：先生 9 人 生徒 270 人 
健康について：地域のヘルスセンター 
産業    ：ピーナッツ、ゴマ 
収入    ：2000 チャット/日/男女 
電気について：電気とバッテリー 

1 日 2.5 時間 80 世帯が使っている 
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 この村では１日かけて調査を行った。初めに村を視察して発電所で聞き取り調査を行っ

たりした。次にソーラーパネルがある家を何軒か訪れて、視察したり、聞き取り調査をし

た。ソーラーが思った以上に普及している印象を受けた。 
 午後は村にあるパコダに集まって、デモンストレーションをした。電気についての色々

な調査を行った。以下が結果である。 
 

 
 
 この結果からも分かるように、冷蔵庫があったらほしいという人が多かったが、問題が

あり、村には約２時間しか電気供給がなされていない。なので、例え冷蔵庫が普及したと

しても、冷蔵を１日中することができない。せっかく冷蔵庫があっても意味をなさないこ

とになってしまう。ソーラーも普及しつつあるが、十分な電気が使えているとは言えない。

政府が電気供給事業を進めているが、電気普及するまで時間がかかると考えられる。また、

住民を集めてのパコダでの調査の際に面白い結果が表れた。それは、ソーラーランプの支

払い意思額調査をしたときに、ランプが２個ついているものと３個ついているものでは、

３個ついているもののほうが支払い意思額が高かった。これは、住民がランプの性能（ど

のくらいの時間光を照らすことができるのかということや複数の機能がついているなど）

で判断しているのではなく、数で判断しているということがわかる。 
  

１．Hmone Pin village 大人：93人 子供：86人 合計：179人

(1)ソーラーと冷蔵庫について              % 
村にソーラーがあったらほしい人 52 56
冷蔵庫があったらほしい人 44 47

(2)持っているものについて
電気 59 63
テレビ 16 17
携帯電話 18 19
ラジオ 21 23
ソーラーライト(懐中電灯) 34 37
車のバッテリー 2 2

(3)電気について
電球のみ 42 45
電球2つ 53 57
全部使える 9 10
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②U Yin village 
基本情報 
世帯数   ：64 世帯 
人口    ：321 人 
教育レベル ：少学校まで 
教師と生徒数：先生 4 人 生徒 25 人 
健康について：施設なし 
産業    ：ピーナッツ、ゴマ 
収入    ：2000 チャット/日/男女 
電気について：電気とバッテリー 

20 世帯が使っている 
 

 
 
この村では電球を持っている人が１００％であった。また、この村でも冷蔵庫が欲しい

かという調査をしたところ、欲しいと答えた人はいなかった。これは欲しくないというわ

けではなくて、あったとしても使えなかったり、買う余裕がないため、であるということ

が分かった。今の生活で冷蔵庫が無くても生活できているため、あまり重要と考える人が

いないのではないかと考える。 
  

２．U Yin Village 大人：41人 子供：17人 合計：58人

持っているものについて %
ソーラー 16 39
バッテリー 16 39
電球 41 100
携帯電話 18 31
テレビ 15 26

冷蔵庫が動くとしたら欲しいか 0 0
電球を1つもっている 41 100
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③Wet Toe village 
基本情報 
世帯数   ：186 世帯 
人口    ：629 人 
教育レベル ：中学校まで 
教師と生徒数：先生 8 人 生徒 112 人 
健康について：施設なし 
産業    ：ピーナッツ、ゴマ 
収入    ：2000 チャット/男/日 1000 チャット/女/日 
電気について：電気とバッテリー 

1 日 2.5 時間 100 世帯が使っている 
 

 

 
 この村では、炊飯器と懐中電灯が欲しいという人が多かった。炊飯器が普及することで、

女性は自由な時間が増え、その時間を使って、ピーナッツの皮むきであったりとか、農業

の手伝いができ、女性の社会進出やそれに伴う家計の収入向上も見込めると考える。しか

し、炊飯器を買うほどの経済的余裕がないために、普及させるにはかなりの時間がかかる

とかんがえられる。しかし、将来的に考えると、女性の社会進出は村全体が発展していく

ためにも重要であるとかんがえられる。 
 
  

３．Tei Pin Kan Village 大人：175人 子供：30人 合計：205人

(１)持っているものについて              %
ソーラーとバッテリー 23 13
携帯電話 41 23
テレビとビデオ 30 17
冷蔵庫 0 0
冷蔵庫を使いたい人 37 21
扇風機 0 0
ラジオカセット 14 8

(２)ほしいものについて
炊飯器 94 54
ソーラー懐中電灯 94 54
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④Tei Pin Kan village 
基本情報 
世帯数   ：251 世帯 
人口    ：1012 人 
教育レベル ：中学校まで 
教師と生徒数：先生 9 人 生徒 270 人 
健康について：地域のヘルスセンター 
産業    ：ピーナッツ、ゴマ 
収入    ：2500 チャット/男/日 2000 チャット/女/ 
電気について：ジェネレーター 3 世帯 
       ソーラー    90 世帯 
 
この村では住民に対する調査は行わなかったが、ソーラーを使った水くみ上げのシステ

ムがあった。縦 4.1ｍ、横 12.1ｍのソーラーパネルがあり、それによって、蓄電し、水をく

み上げていると言っていた。このソーラーシステムはＮＧＯによって設置されたという。

この汲み取りに使わず、余った分の電気を村に供給することができるシステムも作ってい

けるようになれば、村全体の電力供給も実現できるのではないかと考える。 
 

写真２ 村のソーラーパネル 
 

21



感想 
 今回のスタディーツアーでは、ヤンゴン市内では、ミャンマーの歴史や生活感、仏教と

のかかわりあいを感じることができた。特に博物館に行ったことや、市内を視察して、植

民地時代の名残を感じたことで、歴史を感じることができた。また、マーケットに行った

ことや、パコダに行ったことによって、ミャンマーに住んでいる人たちの生活をすること

ができた。 
 村での調査では、村の電化による女性の社会進出と収入向上の可能性を感じることがで

きた。というのも、ソーラーパネルが普及しているが、すべての世帯がソーラーを買える

ほどの余裕はなく、夜になると電気を使えず、寝るしかないため勉強ができなかったり、

仕事ができない人が多いとのことだった。電気がさらに普及して、冷蔵庫や炊飯器、洗濯

機といった家電が普及することによって、女性が家事をする時間が減り、その分、余った

時間を使って、仕事を始めることができるため、家計や村全体の収入向上につながると考

える。今後もミャンマーの村の電化という観点で調査を続けていきたいと考える。 
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 私は北脇敏秀教授のゼミの海外研修で２０１５年１２月２３日から１２月３１日の

８日間で、ミャンマー連邦共和国を訪問し、中央乾燥地域の村落部におけるソーラー電

気による電気の需要や電化製品の所有についての調査活動を行った。本レポートではそ

の調査の様子やワークショップの内容・村人の反応などについて報告する。 

 

（１） 全体の概要 

 夕方の１６時にヤンゴン国際空港に到着し、車を３台チャーターして今回の調査活動

は行われた。現地語通訳者として、東洋大学大学院を修了し、ミャンマーでツアーアテ

ンドを行っているワン・ワーミンさん、大阪大学准教授の松行輝昌准教授と一緒に行動

した。到着時の印象として、どことなく他のアジア諸国の国の雰囲気はあったものの、

服装や建物、歩いている人々を見ていると、バングラデシュによく似ていることに気が

ついた。今回の研修はＮＰＯ法人ブリッジ・エーシア・ジャパン（ＢＡＪ）のバックア

ップのもとに実施され、道中でＢＡＪの日本人スタッフの森さんと打ち合わせをする機

会もあった。村落部でのワークショップ、電気需要に対する調査活動を中心に行い、ヤ

ンゴンやバガンでは仏塔などの観光も行うことができた。 

 

 

 

（２） 観光活動・移動時に印象に残ったこと 

 先生たちが打ち合わせ等で留守の間、学生たちはワン・ワーミンさんと一緒にヤンゴ

ン市内を観光した。きらびやかに輝く仏塔・寝釈迦・アウン=サン=スーチーさんのゆか

りの地などを訪れることができた。ミャンマーは厳粛な仏教徒であるということもあり、

仏塔にお祈りをする方や托鉢をするお坊さんの姿も見ることができた。また長距離の車

での移動の際には、日本と中国の道路建設の比較も体感することができた。先生の話で

もあったが、中国の作った道路は所々に凹凸や穴が見受けられ、走行しにくい状態であ

った。反対に日本製のものは道路標識などが日本のものと類似しており、走行中も振動

が少なく走りやすい作りになっていた。ただ迅速に短期間で支援をすればいいというわ

けではなく、その支援の質を見直しや、自国の国益の優先度が高いなど、国際援助の本

（１）ヤンゴン市内の様子 
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来の目的を見失ってはいけないと感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 中央乾燥地域の村落部での調査活動について 

 今回の海外研修では計４つの村落地域の調査活動をおこなった。国内線でミャンマー

中央部のバガンへ移動し、そこから車で移動してマグウェーという中央乾燥地域へと向

かった。４日目に Tha Hmone Pin Village という村を訪れた。バングラデシュ訪問時同

様日本人の来訪に興味津々な反応を示していたが、違う点としてとても手厚い歓迎を受

けた。その反応に驚きつつも飲食店の店員の対応も受けて、ホスピタリティがとても高

い国だなと感じた。 

 まず初めに村の内部の視察調査を行った。村の中を歩き回って、ソーラーパネルを所

有している家屋、小売店を訪問し、ソーラー電気をどのような家電に活用しているのか

を見て回った。日本にもあるような家電もあれば、見たことのないタイプの電話などそ

の地域に適している家電が置いてあり、電球も幾つか見ることができた。視察段階で機

器を用いて発電機の小屋の大きさを計測や、通訳を通して住民に聞き取りをしながら調

査を行った。それを踏まえて村民を集め、村の電気需要についてのワークショップをお

こなった。 

 簡単な自己紹介を行ったのち、質問形式で村民全体に（所有している電球の数、家電

製品の種類、ソーラー家電の所有）等を質問し、村民に挙手してもらう形で回答しても

らった。その後日本から持ってきたソーラー電気を見せ、製品の説明をした後、この製

品をいくらなら購入したいかを質問した。その際に「我々は日本の家電製品を営業しに

来たわけではない」ということを意識して伝えていた。正確な住民の意思を確認したい

ので、あくまで自分たちは日本の大学の教授で、研究のために調査を行っていることを

強調していた。大多数の住民が自宅に１個以上は電球を持っていて、テレビやラジオな

どのメディア機器、お店を経営している人は冷蔵庫を持っている人もいた。この質問に

加えて、「村に大きな発電機を購入した際にみんなで協力して維持管理をすることはで

きるか」という、発電機所有意思に関しての調査も行った。この質問に対しての住民の

参加意思は高かった。このワークショップ中、現地住民はみんな真剣にこちら側の質問

（２）お祈りする仏教徒の方たち 
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に耳を傾けており、時には笑顔も見せながら終始和やかな雰囲気の中行われた。しかし

中にはまだ小学生くらいの子どもも参加しており、ワークショップ後半では彼らの集中

力が切れ始めて、じゃれ合い始めたりすることがあった。それを母親たちがなだめてい

るので話がよく聞けないことがあり、また後ろの方の人は声がよく聞こえないせいか、

あまり話しを聞いていない人も見受けられた。ワークショップの実施に関しては、子ど

もに対する配慮（一時的な託児等）や、参加者全員が集中して話を聞ける環境作り、注

意を引くような内容構成が必要であると感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５日目は U Yin 村・Tei Pin Kan 村・Wet Toe 村の３つの村を訪問した。どの村も家

の作りや持っている設備が違うなどの点も見受けられた。この３つの村でも同様のワー

クショップ調査を行い、電気の需要について調べた。また、ソーラーパネルを所有して

いる家庭の多くが砂埃を被っており、最後に訪れた村には横幅６メートルほどもある大

きなパネルが置いてあったが、埃をかぶっていたため発電量が最大化されていないとい

う状態であった。しかし給水時のチケット制や発電機の管理など、制度面も自分の予想

以上に整っていることがわかった。 

  

（３）ワークショップの様子 （４）村民の反応 
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（４） 研修を終えて 

 私はこのミャンマー研修を終えて、他の国や地域との相違点や異なる点、新たな発見

を見つけることができた。厳粛な仏教徒の習慣、風俗、観光地周辺の様子、村の様子な

ど、やはり実際に現地へ行かなければ分からない情報ばかりであった。また実際にビジ

ネスや国際協力を途上国に行う際のワークショップの構成や心構えなども見ることが

でき、貴重な経験となった。さらに、国際協力をする上で、期間の短さや成果の大きさ

だけではなく、支援の質をこだわらなければいけないという、本質的な目的の大切さを

再確認できた。この研修は、私の将来の活動やキャリアに関係すること経験であったと

感じたので、将来さまざまな場面で活かせるようにしたいと考えている。 
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１．基本情報 
面積：68 万平方キロメートル 
人口：5141 万人 
首都：ネピドー 
民族：ビルマ族（70％）、その他少数民族 
言語：ミャンマー語 
宗教：仏教（90％）、キリスト教、回教等 
略史：1948 年に英領インドから独立 
 
【参考文献】外務省ホームページ

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/myanmar/data.html#section1 
 
２．日程 
12/23 成田発/ミャンマー着、夕食 
12/24 Yangon 市内観光 
12/25 Magway へ移動 
12/26 Hmone Pin 村調査 
12/27 U Yin 村/Tei Pin Kan 村/Wet Toe 村調査 
12/28 NPT 移動/市内観光 
12/29 Yangon へ移動 
12/30 市内観光/Yangon 出発 
12/31 帰国 
 
 
12 月 23 日 

ミャンマー研修初日。体調を崩していたため集合時間に間に合わず、みんなに迷惑をかけ

た。具合が悪いまま飛行機に乗りミャンマーへ。約８時間のフライトを経て Yangon 市内の

ホテルに到着した。Yangon は夕方に着いたからか、想像より気温は高くなかったが、アジ

ア特有のにおいと気温を体感し、ミャンマーに来たことを実感してとてもワクワクした。

その日はホテル近くのレストランでご飯を食べ、ホテルへ戻った。だが、部屋に虫かねず

みが出没したため、急遽他の３年生の部屋に泊めてもらい、シングルベットで仲良く就寝。 
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12 月 24 日 

今日は１日 Yangon にて市内観光。まず大きな寝釈迦がいる寺院を観光。（写真１）足の裏

まで細かく彫刻が彫られていて驚いた。（写真２）ミャンマーでは自分が生まれた曜日ごと

に神様が決まっているようで、私は金曜日の生まれであったため、モグラの神様だった。

モグラの銅像に水をかけてお祈りをした。またこの寺院には水タンクがいくつかあり、タ

ンクの下には網が備え付けられていた。この網で水をろ過しているのかと疑問に思った。 

次に市内のマーケットへ移動。ワーワーミィンさんにみんなひとつずつブレスレットをか

ってもらった。３年生は全員でおそろいのものを選んだ。他にもお店を見ながらマーケッ

トを周り、湖のようなところを観光した後、ミャンマー料理のお店で昼食をとった。とて

もおいしかった。夜はパコダでライトアップされた夜景を見た。とても綺麗で感動した。

ミャンマーでは、パコダ内の装飾がひと際派手で凝っていて、それだけ仏教の信仰が深い

のだろうということが見てとれた。 

 
【写真１】釈迦像 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【写真２】足の裏 
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12 月 25 日 

Yangon から飛行機に乗り Magway へ移動。市場を周り、パコダを観光した後、ミャンマーの

伝統工芸品として有名な漆塗りの工房を見学した。（写真３）完成するまでの工程を説明し

ていただき、いろいろな作品を鑑賞した。完成までの工程がとても細かい作業かつ時間の

かかる作業で、これを毎日こなすのは大変な仕事だろうと感心した。お土産を買えるとこ

ろもあり、私は小物入れとコップを購入。そのあとはホテル近くのレストランで夕食をと

り、ホテルで就寝。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【写真３】制作途中の工芸品 
 
 
12 月 26 日 

今日は朝から村での調査活動。まず一つ目の村（Hmone Pin village）に到着。車を降りる

前からたくさんの村人が出迎えてくれている様子が見えて驚いた。村に着き、お寺で休憩

をはさみ、実際に村に出て調査開始。調査が始まると同時に気温が徐々に上がり、外での

調査は辛かった。調査結果として、この村には、湖があり普段の生活水（皿洗い、トイレ、

洗濯、料理）に使用しているようであった。ＢＡＪの掘った深井戸は、水をくみ上げるの

に電気代がかかるため、雨期の期間、１ヶ月に１回だけくみ上げ、それをタンクやため池

に貯め使っていた。 

また、村には Public stand pipe があり、井戸のある場所が遠いため、家が密集している

ところにひいている。６時から 11時と 15 時から 18 時の２回使える。 

また、村人の主な仕事は畜産業や農業。家に牛や豚を飼っている家がたくさんあった。い

くつかの家には小さいソーラーパネルが備え付けてある。（写真４）住民に電化製品で何が

１番欲しいかと尋ねたところ、ソーラーとバッテリーが必要であると答えていた。日光が

ないときにも電気を使うためにはバッテリーが必須である。この村では夜はライトで過ご

す家がほとんどである。ライトは現地価格 2300 チャットで購入できる。夜６～８時半だけ

電気を使い、これに 3000 チャットかかる。また、豆電球１つ当たり 1500、２つ 2500、３
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つ 3000 チャット。月あたま村長に料金を支払う制度になっている。ボランティアで修理を

請け負っている村人は月々の支払いから 500 チャット値引きしてもらえるようであった。 

昼食をはさみ、午後からお寺でのプレゼン発表が行われた。（写真５） 

 

① ソーラーをいくらだったら買うか？ 

→高額なため、自分で買うのは難しい 

② 冷蔵庫に関して（右半分の人数） 

ソーラーで動く小さい冷蔵庫があれば、冷蔵保存できるため３回ご飯を作らなくてよ

い。 

→ほしい 44 人 

③ 持っている電化製品に関して（右半分だけ） 

・テレビ ９ 

・ラジカセ 11 

・車のバッテリー ２ 

冷蔵庫を買いたい人が多かったが、高額であるため手が出せない。 

④ 井戸からの水くみは大変か？ 

→０人 

 

また、６～10月が雨期であり、その他が乾期であるため、綿やゴマ・豆・ピーナッツなど

雨量が少なくても育つ作物が主な農産物である。また、各家庭の収穫の手伝いをすること

で一日約 2000 チャットの給料でアルバイトをする村人が多いというお話も聞いた。 

今日は私がこの研修で最も楽しみにしていた村人の話を聞ける時間があったので、非常に

有意義な１日であった。しかし、ところどころ聞き取れないところがあったため、データ

を取り切れなかったのが残念だった。さらに村人の人数をカウントする役も、意外と人数

が多かったため大変だった。 
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 【写真４】ソーラーパネル        【写真５】プレゼンを聞く子供たち 

 

 

12 月 27 日 

今日は村での調査２日。1つ目の村は、U Yin village。初めに村人に集まってもらい、い

くつか質問をした。（写真６） 

① どんな電化製品を使っているか 

・ソーラー 14 

・バッテリー 14 

・電球 全員 

・携帯 18 

・テレビ 15 

この村でも冷蔵庫を買える人はいなかった。 

② ソーラーを持っている人に質問 

・今一番ほしい電化製品は？ 

→冷蔵庫・アイロン・ウォータークーラー・炊飯器 

・ソーラーが壊れたらどうする？ 

→直せないから捨てる。しかし、ソーラーの線が切れたくらいであれば自分で直すこと

ができる。 

・バッテリーはどこで買う？ 

→ディネチャウ町 

③ 家に電球が一つしかないのはなぜ？ 

→一つのほうが電気は長持ちする。 
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④ 先生が持参したライトに関して 

妥当な価格は２万チャット。 

・３人でシェア、２万チャットなら購入できるか？ 

→４時間もつなら買う。（乾期は夜７～11、雨期は６～10 時、朝４～５時で使いたい。 

・これができるとしたら何をする？ 

→家事・手作りのものが作れる・油を作る・ピーナッツを割る機械を買う。 

⑤ 電気が使えるようになったら… 

→仕事も増えるし、収入も増える 

・女性ができる仕事は？ 

→ごはん炊く・ミシン 

⑥ 仕事をしたい？ 

→したい 

収入が増えるとどんないいことがあるか 

→晴れているとソーラーの明かりで勉強できるけど、雨が降っているとソーラーが使え

ない、これが改善できると思う。 

油を使うランプや燃料はあまり売ってない、ろうそくは屋根が葉っぱで作られているた

め、家の中で使うのは危ない 

この村は 67 世帯、村にバッテリー屋さんが１件ある。１回の充電が 300 チャットで、月に

20 人程度のお客さんがくる。曇りでソーラーが使えないときのみ充電しにくるようである。

ソーラーが普及し始めたため、バッテリー業は衰退し始めているという話もしていた。式

典時（年に１，２回）にバッテリーの貸し出しで 50000 チャットの収入があるくらいで、

その他の収入は村人のバッテリーの充電だけである。村に病院はなく、３キロくらいはな

れた所に看護師さんがいるので、そこに診察を受けに行く。小学校はあり、ミャンマー語・

算数・英語・道徳・音楽・理科・社会などを教えているようである。 

２つめの村(Tei Pin Kan village)ら・・・ 

 

１家庭いくら払う？・電気が通ったら何をしたい？ 

→ミシンと炊飯器を使いたい 

・収入が増えたら、何に使いたい？ 

社会的なこと、子供の教育に使いたい 

料理、ミシンにお金を費やしたい 

・大きなジェネレーターを置いた 

→１～10万チャット、家庭の経済状況によってかわる 
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３つめの村(Wet Toe village) 

大きな屋根の上にソーラーが 60 個。（写真７）１枚が 130 ワット。 

この村では水を運ぶのに牛を使っていて、水をタンクにくんでは牛に運ばせている様子を

間近で見ることができた。 

今日はひとつひとつの村の滞在時間は短かったが、それぞれの村の特色がよくわかる１日

となった。 

夜はパコダできれいなライトアップをみた。目の前に大きな川？かあったのが印象に残っ

た。（写真８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真６】村人への質問タイム       【写真７】屋根上のソーラー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          【写真８】北脇ゼミ３年集合写真 
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12 月 28 日 

今日は朝からネピドーに向け出発。道は席から浮いてしまうくらい険しいところもあった

が、みんなと話したりしているうちにホテルに到着していた。ネピドーは昨日までいたマ

グウェイとは建物も道も比べものにならないほど綺麗でおどろいた。人はすごく少なかっ

た。午後はスーパーへ買い物に。お土産などを買った。スーパーで買い物をしている頃か

ら具合が悪くなってしまい、ホテルに帰って熱を測ってみると 39 度。夜ワーワーミィンさ

んに病院に連れて行ってもらった。初めての海外の病院ということですごく緊張したが、

そんなことより熱が辛かった。ホテルの部屋が一緒だった高田さんにも部屋を移動しても

らって、とても申し訳なかった。 

 

 

12 月 29 日 

今日は朝から熱が下がらないため、病院で注射を打ってもらった。注射を打つと熱も落ち

着き、なんとか Yangon に戻れそうなくらいに回復した。念のためみんなとは別行動でワー

ワーミィンさんと飛行機で先に帰ることに。具合は悪いままだったが、みんなと同じく

Yangon に帰ることができ、嬉しかった。そのままホテルに帰り、日本から持ってきたおか

ゆを食べて就寝。 

 

 

12 月 30 日 

ミャンマー研修最終日。みんなが観光に行っている間また１人でホテル待機。今日は電車

に乗る予定だったので、他のみんながうらやましかった。この研修で体調管理の大切さを

身に染みて感じた。夕方、ホテルをでて、運転手さんにみんながいるレストランまで送っ

てもらい、みんなと合流。ここでもほとんどご飯を食べられなかった。 

フライトの時間が近づいてきたため、空港に移動。一緒に帰国できるまでに回復できて本

当に安心した。帰りの飛行機は具合が悪くて本当に辛かったが、無事全員で帰国できると

思うとがんばれた。 

この研修での反省点は、体調管理が徹底されていなかったからである。次回渡航の際は、

必ず渡航前から体調を整え、万全の態勢で研修に臨みたいと思う。ご迷惑をかけた先生方、

１、３年生のみなさん、申し訳ありませんでした！そしてありがとうございました！ 
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はじめに 

 私にとってミャンマーが初めての途上国である。ずっと国際協力に関心を持ち続けてい
たので、大学の先生方の現地調査に同行し、実際の現場を見ることができて嬉しい。私
も、何かひとつテーマを持って行った方が得るものが多いのではないかと思う。私は、他
の授業で「世界の女性の生理事情」というテーマで、各国の女性にその国の生理の文化風
習や生理用品についてインタビュー調査を行っている。そのため、今回のミャンマーツア
ーでは、都会と田舎に住む女性両方にインタビューをしたい。 
 
 
 
12 月 24 日 

 夕方、バゴタの入り口に近づくにつれて、子どもたちが献花やビニール袋を私たちに差
し出してきた。ノーと行ってもずっとついてきて、可愛い笑顔でビニール袋を差し出して
くる女の子がいた。その子は私のリュックの間にビニール袋を入れてきて、もう返せない
状況だった。それで、その袋にありがたく靴を入れたら、「マネー」と言われた。複雑な
気持ちだった。一瞬でいろいろな考えが頭を巡った。お金を渡すべきか、そのまま振り払
うべきか、この子にお金を渡さなかったら生きていけないのではないか、どうしよう。結
局、飴をひとつあげた。その子は飴を口に入れて母親と思われる女性のところに行った。
とても明るくて元気で可愛い笑顔だったから、かわいそうだと思った。 

 
12 月 25 日 

 バガン遺跡を観光した。人々が仏像に向かって正座をして題目を唱えていた。とても敬
虔な仏教徒なんだということを実感した。 
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12 月 26 日 

 今日は、いよいよ村での調査である。ワークショップをするらしいけれど、全く想像で
きない。だけど、楽しみだ。  

 Tha Hmone Pin Village に着くと、村民が、男性・女性・子供の順番に背の順に並んで迎
えてくれた。車内から手を振ったら笑顔で振り返してくれて、かわいくて、こんなに歓迎
してもらえて嬉しかった。車から出ると、子供たちが一気についてきて、私たちのほうを
向いてまあるい目をキラキラ輝かせていた。「ミンガラーバ」というと爆笑して元気に
「ミンガラーバ」と言ってくれた。本当に可愛い。  

 集会場に案内されると、奥に祭壇があって仏教を厚く信仰しているのがうかがえた。そ
の手前に、食事が置かれたテーブルが並んでいた。貧しいのにこんなに私たちのために用
意してくれるなんて、驚きだった。村人は、右から男性、女性、子ども、の順番に座っ
て、私たちが食べているところを見ていた。なんだか恥ずかしかった。女性たちから、
「肌が白くてうらやましい。私もほしい。」と言われて、どこの国も色白が好まれるのか
な、と思った。色が白いのは、貴族など外に出ないで働かない高貴なイメージがあるから
ではないかと考えた。  

 お昼ご飯をいただいて、先生方がワークショップの準備をしている間に、自分のインタ
ビューをさせてもらうことにした。ワーワーミンさんに通訳していただいて、集会場の真
ん中で、女性たちと集まって、話をさせてもらった。日本の女性の生理事情も伝えなが
ら、タモンピン村での生理について聞くことができた。とても興味深い結果が得られたの
で、レポートにしっかり反映させたい。初対面にもかかわらず、いきなりセンシティブな
ことを聞いたのに、しっかり答えてくれて感謝の気持ちでいっぱいだ。  
 
 午後、北脇先生のファシリテートのもとワークショップが始まった。途中で、村民に電
気を販売しに来たと疑われた場面があっておもしろかった。あと、井戸まで水を汲みに行
くのに苦労している人と聞いたら、「大変じゃない」という返事が返ってきたときは村人
たちが手を叩いて大笑いしていた。村人は強い、と思った。先生方は、数量的なデータを
取る質問はしていたが、「なぜ」を掘る質問はしていなくて、浅くて表層的だと違和感を
感じた。これで本当に村に必要なものがわかるのだろうか。  
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 ワークショップ中、後ろから見ていると女性達の髪がプラスチック製の櫛一本でまとめ
られていることに気がついた。半分は櫛で、もう半分は輪っかになっていて不思議なデザ
インだった。 
 
 先生方が電気需要を調査していたが、私はあまり興味が持てなくて、むしろ子どもたち
に話しかけたくて仕方がなかった。たぶんいいだろうと思って、子どもたちを集めて、ス
マホの写真から、振袖を着ているところや、教室で談笑しているところ、大好きな友達の
写真を見せた。私の背中を押して囲まれるくらい、子供達は興味津々で、一枚一枚写真を
出すたびに歓声があがった。なんとなく、突然折り紙を見せたいと思った。折り紙は持っ
ていなかったので、ルーズリーフを正方形に切って使うことにした。最初は、折り鶴を作
った。折っている間、子ども達はなにやら予測したりおもしろがったりケラケラ笑ったり
していた。さんにーいちで羽を開くと、わーっと歓声があがった。それですぐに取られ
た。「仲良く見てねー」といって他の子に渡してみたりした。次は、空気を入れるしぐさ
がおもしろいかなと思って、風船を作った。ふーふーっと空気を入れて膨らますと、さら
に子ども達が沸いた。それでまたすぐに取られた。大事に遊んでくれたら嬉しいし、解体
して自分達でも作ってたらすごいなぁーと想像してしまった。今回の旅のなかで、一番楽
しくて幸せな時間だった。ありがとう。  
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 外に出でソーラーパネルを使っている家を回った。正直私には興味がなくて、今度は、
ずっとついてくる２人の男の子達にミャンマー語を教わることにした。「これなぁに？」
と指を指して聞くと、小さな声で恥ずかしがりながら単語を言ってくれたので、繰り返し
て、メモを取った。それを、何回も繰り返してたら、子どももわかってくれて、たくさん
の言葉を教えてくれた。「牛」「牛車」「にわとり」「水瓶」など。そこにしかないモノ
の名前を覚えた。  

 
 集会場に戻って、子どもたちに飴やペン、定規をひとりひとり配った。みんなここぞと
ばかりに手を伸ばしてきた。元気で可愛い。インタビューに協力してもらった女性に飴を
あげようと思ったけど、２人くらいしか顔がわからなくて、アンケートのメモを指差しな
がら「チーズーテマーレ」と言ったら、周りにいた人がどんどん来てしまって、結局誰が
誰だかわからなくなってしまった。ありがとうを言いながら渡した。みんな嬉しそうに食
べていた。  

 ワークショップのときから男性も女性も活発に発言していて、日本でするミーティング
より楽しいと思った。最後は、女性たちに囲まれてスマホで沢山写真を撮られた。村人が
スマホを持っているのが意外だった。電波は繋がるのだろうか。 たったの半日だったけ
ど、村人の人たちはとても親切で明るくて優しくて大好きになった。本当に楽しくて帰る
のが惜しかった。  

 先生方は今日の調査で何がわかって、これからどんなことをしていくのだろうか。気に
なる。 そしてこの日、私は、将来国際協力の世界で仕事がしたいという気持ちが確信に変
わった。ハードルの高い目標だから頑張ろうと思う。 
 
12 月 27 日 

 今朝、朝食に向かう時、フロントのスタッフさんに挨拶をしたら、あったかいもち米が
入った袋をくれた。ミャンマーでは朝ごはんによく食べるご飯だそう。食べてみたら、日
本のもち米と同じようにもちもちしていて、とても気に入った。そういえば、トイレット
ペーパーがなくなってほしいって伝えたら、早歩きで素早く取りに行ってくれた。本当に
嫌な顔ひとつせず融通を利かせてくれるミャンマー人はすごいと思う。  
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 今日は、３つの村を回る。昨日みたいにゆっくりいられないから、どのくらい情報を持
って帰られるのだろうか。  

 ひとつめの村は U Yin village で、到着して集会場に入ると、テーブルの上にりんごやパ
ウンドケーキ、お茶などの軽食が並んでいた。ミャンマーでは、来訪者にはこんなに食べ
物を振る舞うのか。軽食をいただいて、さっそく村人たちにインタビューを始めた。この
村では、村長がずっと答えていた。女性は静かに座っていた。北脇先生、眞子先生に続
き、今日は松行先生も村人に質問していた。その内容がおもしろかった。「電気が通った
らなにをしたいですか。」「電気が通ったら収入はあがりますか。」「電気が通ったら今
までより働けるようになりますが、もっと働きたいですか。」「女性の意見を聞かせてく
ださい。」「何にお金を使いたいですか？」私は、松行先生の質問は想像力が掻き立てら
れる質問だと思った。私は、質問を工夫することは重要で、ストレートに聞いても本人が
日頃から自覚していなければ答えることは難しいと考えている。そのことを先生に伝える
と「その人の立場で考えることが大事だ」とおっしゃっていた。また、村人の答えの内容
だけでなくて、反応の速さを見て学力レベルを推し量ることもできるということを学ん
だ。 

 
 フィールドワークから戻ってくると、先生方と村民の何人かが話をしていた。学生は待
っていたのだが、私は手持ち無沙汰でつまらなくなってしまった。窓から子供達が中の様
子を覗いていたので、また、ルーズリーフを持って遊ばせてもらうことにした。入り口か
ら出たところに腰掛けて、「こっちきて」と手招きして５人くらい子どもを集めた。まず
は、やはり鶴を折った。パッと開くと興味深そうに見ていた。一旦、荷物の中からルーズ
リーフを取りに行って、戻って帰ってきたら、なんと、子供達が日陰に寄って「暑いから
こっちでやろー」と手招きしてくれた。とても優しくて感動した。女の子が小さな男の子
の面倒を見てあげていて、男の子がキャッキャ声をだしたら「シー」「向こうで大人が話
しているから静かにしよう」となだめていて、えらいなぁと感心した。そして次は、風船
を作った。膨らます時に口をつけたらオレンジ色の口紅がついて、それを見た子ども達が
声を出すのを我慢して笑っていた。私も笑った。それから風船でキャッチボールをして遊
んだ。女の子が鶴を指さしたので作ってあげようと思ったら、先生方のミーティングが終
わってタイムリミット。作ってあげたかった。だからギリギリで簡単な犬の顔をつくって
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みたけれど、ペンが手元になくて、ジェスチャーで目と口をここに書くんだよ、と言って
みたものの、キョトンとされてうまく伝わらなかった。ま、いっか。  

 先生方は家を回って調べるみたいだったが、私は子ども達とまだ遊びたかったので、
「こっちきて」と言い、紙飛行機を歩きながら作った。「みてみて！せーの！ひゅー
ん！」と飛ばしたら、子どもも周りにいた大人も楽しんでくれた。女の子に「やってみ
る？」といって紙飛行機を渡して飛ばしてもらった。ここでも大笑いして楽しかった。と
ても可愛くて、目がキラキラしていていい子たちだった。  

 北脇先生に、子ども達に紙飛行機を折ってあげたことを伝えたら「技術移転」だと言わ
れて、そんなたいそうなものではないと思うけれど、誇らしい気持ちになった。  
 
 次は Tei Pin Kan village へ向かった。ここでも村人が並んで出迎えてくれた。かなり広
い集会場にびっしり人が集められていた。奥に私たちが座る長テーブルと椅子があり、ま
たご馳走が並んでいた。奥側の椅子に腰掛けると、目の前の椅子に男性たちが座りだし
た。この人たちは村の中で権力を握っている人たちなのだろうか。女性たちは地面に座
り、偉そうな男性以外の男性は、女性たちの後ろに立ったり座ったり、各々自由にしてい
た。会場の横には牛がいて、牛と一緒に会議をするのは貴重だと思った。この村では、椅
子に座った男性たちがずっと喋っていて、女性は全然声を出さなかった。女性の発言権は
弱いのだろうか。しかし、立ち位置からすると、女性は優先的に座らせてもらっていて守
られているのではないかとも考えた。 

 ここでも、北脇先生、眞子先生の定量的な質問に続き、松行先生が定性的な質問をして
いた。「女性の話を聞かせてください」「電気があったら何がほしいですか」「今より収
入が増えると思いますか」など、質問して場が温まってくると、女性たちから意見が出た
り笑い声で溢れた。  
 
 この村は裕福だと感じた。ソーラーパネルの普及率も高かったし、何より、住居にそれ
が現れていたと思う。額縁に入れられた写真やテレビ、ラジオなどの電化製品があった。
そして凝った建築が施されていた。ガラスが使われたり、壁や柱、窓のデザインが複雑で
綺麗だった。  
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 ここでも子どもたちに会いにいった。そうしたらおばさんがひとり付いてきてくれた。
「ミンガラバー」と子どもたちに言ってみたが反応が悪かった。私の傲りだろうか、折り
鶴を披露しても冷やかされた雰囲気だった。慢心するのは良くないと反省した。けれど、
都会の子どもに少し似ている。むしろ、おじさんたちの方が元気でたくさん話しかけてく
れた。なんて言っていたのかは全く分からない。村によって人の雰囲気や文化が違うこと
を身を以て学んだ。 また、おじさんたちと意思疎通を図るには言葉を覚える必要があると
思った。 
 
 次は、Wet Toe village に来た。この村には大きなソーラーパネルがあって、先生方と村
人はかなり話をしているようだった。私は、ぞろぞろ集まってきた子どもたちや女性たち
と話すことにした。サッカーボールを持った男の子がいたので、サッカーをする動作をし
たら伝わって嬉しかった。ちょうど水汲み場に牛車が来たので、女性たちに「あれってイ
ーライラー（牛車）でしょ？」と言うと、「そうそう」と頷いてくれた。私が、パイプか
ら水を汲んでいる場面を動画に撮りだしたら女性たちは大笑いしていた。「あれが珍しい
の？」「ふつうでしょ」という感じだった。また、ロンジーを指して「ラーレ（かわいい
ね）」「ミャンマー」というと、「うんうん」と笑い返してくれた。そこで、スマホで振
袖の写真を見せて「ジャパン（これが日本の伝統衣装だよ）」というと画面を覗き込んで
きた。文化交流、おもしろい。そして、ずっと気になっていた髪を結う櫛について聞くこ
とにした。「これすごいね！」と髪を指さすと、髪をほどいて見せてくれようとしたのだ
けど、「ちょっとまって撮らせて！」とあたふたすると大爆笑。櫛で髪をまとめるところ
を撮らせてもらった。日本もかんざしや櫛を使うから似ていると思った。今度は、ある女
性が自分の肌と私の肌を交互に指しながら、神妙な顔で何かを言ってきた。多分、昨日の
村と同じように「白い肌が羨ましい。」と言っていたのではないかと思う。  

 
 こうして女性たちとおしゃべりして色々なことを教えてもらったので、紙飛行機でお返
しをすることに。ひゅーんと飛ばすと、サッカーボールの男の子が取りに行ってくれた。
「こっちこっち」とお互いに飛ばしあって遊んだ。楽しかった。  
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12 月 28 日 

 マグウェイからネピドーに移動した。ネピドーは、政治の中枢を担う首都で、各省庁国
家機関が集結している。ヤンゴンやマグウェイとは比べものにならないくらい整備された
道路だった。人はおらず、車が数台走っているだけだった。道路沿いには、ホテルや大型
ショッピングセンターが並んでいた。 
 
12 月 29 日 

 昨日はずっと移動だったから、体を動かしたい気分になって散歩に出かけた。ホテルの
目の前には、池があって、周りには芝生が植えられていた。池の周りを歩いていると、女
性が４人草むしりをしていた。なんでだろうと思ったら、芝生が途中からきれいなのが植
えられていなくて、これから整備していくようだった。私は、女性に「ミンガラーバ」と
話しかけたら、たぶん「これ使って草むしりしていくのよ」と言っていた。でも、よくわ
からないから「ありがとう」を言って去った。そうしたら、女性同士でなにやら会話をし
ていた。 

 散歩をし終えて、運転手さんがいたので話をした。2 人ほど熱を出していて心配してい
ることや、ミャンマーの好きな場所や、日本のビザが取れなかったことを話した。たしか
９１年と２００７年に２回ビザを申請したら取れなかったそうだ。ミャンマー人の不法滞
在を防ぐためだそうで、なんだか悲しい気持ちになった。 

 お昼にホテルを出発。BAJ の森さんが車に乗っていて、松雪先生や北脇先生とお話をさ
れていた。つい耳をそばだてて聞いてしまった。開発援助の現実的な話を聞くことができ
て勉強になった。もっと森さんから、ミャンマーでの支援について生々しい話を聞いてみ
たい。初日から、車内では先生や運転手さんと色々な話をさせていただいた。道中、気に
なったことをすぐに質問できる車内講義はありがたかった。 
  
12 月 30 日 

 国立博物館へ。警備のおじさんが「こんにちは」と言ってきた。ミャンマー語はしゃべ
れるのかと聞かれたので、いくつか覚えたものを言った。とてもフレンドリーで一瞬の会
話が楽しかった。博物館には、王室で使われた黄金のものや、民族ごとの衣装や絵画、楽
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器、化石など、様々なものが展示されていた。刀や器を見て、日本の文化と似ていると思
った。というか、仏教はアジア大陸から輸入されたものだから当然か。神様が金色の乗り
物に乗って天に帰っていく絵画があって、かぐや姫を彷彿とさせた。それをワーワーミン
さんに伝えたら、かぐや姫の物語を知らなかったので教えた。そうしたら、「日本は現実
的だから竹から生まれる話があるとは思わなかった」とおっしゃっていた。だから、桃太
郎の話を教えたら、今後は「日本にも鬼がいるんだね」という話になったので、一寸法師
と節分の日について話した。こんなところで幼い頃に読んだ物語が役に立つとは、もっと
日本の古典に触れておこうと思った。 
 
 汽車に乗った。汽車から見える景色は、車で道路を走るより衝撃的だった。線路の周り
にはゴミが散らかっていたり、時には山になっていて臭かった。線路内に住んでいる人が
いて、線路の上に洗濯物がずらりと干されていた。休憩しているのか、電車に乗るのか、
ホームでもなんでもないところに人が立っていた。ホームが市場になっていたり、汽車ス
レスレのところで野菜を売っていた。窓から荷物を投げ入れて、一気に人が乗ってきて空
いていた席を埋めた。 

 車内では、パイナップルの切り売りや、ちょっとした料理をしてビニール袋に入れて売
ったり、新聞も売られていた。目の前に座っていたお母さんと子どもたちは、茹でたうず
らの卵を買って食べていた。外には田んぼが広がっていたり、古びたマンション、様々な
景色を見ることができた。テニスコートのようなところで、蹴鞠を楽しんでいる人々がい
て楽しそうだった。汽車から見える光景はめちゃくちゃだった。だけど、都市に住む貧し
い人々のリアルな生活を垣間見ることができて面白かった。ここからどのようにの変化し
ていくのか、それともこのままなのか、また見に来たい。あるいは、私にはここで何がで
きるだろうか？ 

 隣にいた低学年くらいの男の子の荘厳で大人びた目つきが気になった。村の子どもたち
はあんなにもキラキラと目を輝かしていたのに、気車の中にいる子どもたちに笑顔はなか
ったような気がする。 
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さいごに 

 今回のリサーチツアーを通じて学んだことは計り知れない。まず、実際に自分の目で現
場を見ることの大切さを改めて感じた。国内の地域格差、都市内の経済格差、インフラ設
備の差、様々な格差を知ることができた。人と触れ合ってわかる文化や風習があった。そ
して、ミャンマーは私が想像していた以上に精神的に豊かな国だった。 

 一生忘れられない経験をさせていただき、先生方、ワーワーミンさん、運転手さん、
BAJ のスタッフの方々に感謝しています。ありがとうございました。 
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「世界の生理事情と生理にまつわる聞き取り調査」 
 
はじめに 

 私は、他の授業のグループワークで、世界の生理事情についてインタビュー調査を行っ
ている。そこで、ミャンマーでも女性たちにインタビューをさせていただいた。この報告
書でも、レポートの一部を抜粋し、世界の生理事情について紹介したい。 
 
調査概要 

 世界中どこでも生理は女性が必然的に関わる重要なことである。生理は、女性が妊娠・

出産するための大切な機能である。初潮から閉経まで、毎月生理を経験する女性にとって

生理への対処は重要な問題である。現在の日本では、女性たちが生理中も学校に来たり、

働いたり、快適に過ごすことができる。しかし、途上国では生理用品やトイレが整備され

ていないがゆえに、女性の日常生活に支障がでているという。また、世界には生理に対す

る文化的な風習や習慣も存在する。そこで、私たちは、東洋大学の留学生や外国人学生な

ど、各国の女性へのインタビューを通して世界の生理事情を明らかにする。  

 インタビューすることができた国は、日本（2 件）、中国（2 件）、台湾、ベトナム、

ミャンマー（2 件）、アメリカ、リトアニア、アイルランド、合計で 11 件である。この報

告書では、ミャンマーのインタビュー結果を抜粋して載せる。また、考察については、他

の国との比較も含めて述べる。 

 

ミャンマーでのインタビュー結果 

 ミャンマーでは、都会に住む女性とは１対１で事前に作成したアンケートをもとにイン

タビューを行った。そして、Tha Hmone Pin Village では、グループインタビューの形で、

日本の生理事情も教えながら女性たちから話を伺った。以下の表は、質問と回答である。 
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どんなシチュエーションでインタビ

ューしたか？ 
ミャンマーでインタビュ

ー。 
ミャンマーでグループイン

タビュー。 

基本情報
Basic 
information 

あなたの年齢を教え

てください。Your 
age: 

44 
17~56 歳（主に回答して

くれたのは 33・37・41
歳） 

 国 Country: ミャンマー ミャンマー 

 
地域（州、県、村な

ど）Region (state, 
province, village, 
etc.): 

ヤンゴン タモンピン村 

 
都会ですか？田舎で

すか？Are you living 
in the city? Or in the 
countryside? 

都会 農村、乾燥地帯、電気水

道なし 

 
あなたが信仰してい

る宗教はなんです

か？Your religion? 
仏教 仏教 

 

あなたの宗教では、

生理に関する決まり

はありますか？In 
your religion, is there 
any rule for people 
who are on their 
period? 

なし なし 

あなたの国の

生理について

の文化や風習

について教え

てください。 
Could you tell 
us about the 
habits and 
culture of 
women's 
period in your 
country? 

あなたの国（地域）

では、祖母や母から

生理について教えて

もらったことはあり

ますか？ 
Do you get advice 
and experience from 
your grand-mom or 
your mom? 

ミャンマーでは、父母の

知識は教育レベルによ

る。 

はじめてきたときはどうい

うふうにするのか教える。

人から見えないようにす

る方法や生活のしかたに

ついて。使うものをどうす

るのか。 
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生理の言い伝えはあ

りますか？ 
Is there a tradition of 
physiology? 

生理のときに頭は洗えな

い。生理が止まっちゃう

と思うから。通常ミャンマ

ーでは、週２回とかで毎

日頭を洗わない。生理が

終わるころや、来たばか

りおときは仕方なく洗う

けど。あと、友達が生理

になると伝染して自分も

生理になる。 

村では、生理が来るとき

は、生理が少なくなるか

ら、味が渋いものや甘い

ものは食べないでくださ

いといわれている。頭を

洗わない。洗ったら生理

が延びるから。（日本で

は、涼しい気候だから、

冷えないようにお風呂に

入って温めたほうが良い

と言われていると伝える

と）年配の人はこう教えて

いる。日射しが強いところ

で頭を洗うと、髪が抜け

たり、生理が止まったりす

るのが心配。暑いところ

から突然冷たい水を浴び

ると、血流が悪くなり血が

固まっちゃう。 

 

あなたの国では友達

と生理について話し

ますか？  
Do you talk about 
period with your 
friends in your 
country? 

友達と話したり、母に伝

えたりする。おなかが痛

いときは漢方薬を飲む。

体質にもよるが休む人も

いる。 

話します。多い、少ない、

終わったなど。 男の人

の前では恥ずかしいから

話さない。恋人や結婚し

てからも言わない。男性

は、女性が生理が来るこ

とをあまり知らない。本を

沢山読む人だけ知ってい

る。 

 

あなたの国の言葉で

は、生理は何という

言葉で表現します

か？ 
In your country, what 
do you call about 
women's period? 

ヤーティ。気候という意

味で、季節がまわるよう

に、一ヶ月ごとにちゃん

とくるということ。男性が

いると恥ずかしいから、

英語の menstruation を

使う。恥ずかしいのは文

化的なもので医者にも診

てもらわない。 

ウィラーレ。ジャーティー

ヤーレ・・・月という意味で

周期があることを示す。

アウィ・・・服。ペッテ・・・

～が来た。タメィラー

レ・・・タメィは布や巻きス

カートの意味、ラーレは

来る。 
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あなたの国には、生

理にまつわる独自の

文化はありますか？

（例：ベトナムで

は、生理中の女性は

神社に行けない。） 
In your country, do 
you have your own 
culture surrounding 
period? (Example: In 
Vietnam, women 
during menstruation 
can not go to the 
shrine.) 

家でのんびり過ごす。仕

事があったら仕方ない

が、ヒマだったら行かな

い。 

生理が来なかったら、ご

飯の中にヤシ砂糖、ココ

ナッツ、漢方薬を混ぜて

炊いて食べる。ごま油も

よい。 

 

生理についての悩み

はありますか？ま

た、あなたの国で

は、どうやって対応

しますか？（例：生

理休暇を利用す

る。） 
Do you have any 
worries about the 
period? 
And, in your country, 
how do the women 
cope with the 
difficulties in their 
menstruation? How 
do you solve 
them?(Example: you 
can take a vacation in 
the days of 
menstruation…) 

ない。生理休暇は生理

痛がある人はとる。 

生理中でも仕事はする

し、学校も行ける。生理

が来るときにお腹が痛く

なって休む人もいる。 
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あなたの学校では生

理について授業はあ

りましたか？何歳の

ときですか？どのク

ラスですか？（例：

日本では、３年生か

ら保健の授業のとき

に男女別々の部屋で

習った。）  
Were there any lesso
ns for period in your s
chool? 
What age? Which cla
ss do? 
( Example: In Japan, i
t was learned in men 
and women separate 
room from the third gr
ade at Health and phy
sical education. ) 

たまに教えるが、あまり

ない。男女同じ授業だか

ら話さない。女性のお医

者さんに教えてもらう。

初潮が来る前に先に来

た友達から教えてもら

う。お母さんから教えて

もらう。（日本語ができる

方だったため）日本のイ

ンターネットに情報がたく

さん載っているのでみた

りする。 

学校では勉強しない。お

母さんから教えてもらう。

（村には中学校までしか

ないため）中学校までは

教えない。 

次に、あなた

の国の生理用

品について教

えてくださ

い。 
Could you tell 
me about 
your country 
of period 
products? 

常に使う生理用品：

どのような生理用品

を日頃使用していま

すか？（例：ナプキ

ン、タンポン） 
What period products 
do you have to 
use?(napkin, 
tampon ...) 

Pads。タンポンはミャン

マーでは見つからない。 
使い捨てナプキンを使

う。 

 

あなたの国では生理

用品はどのくらいの

種類がありますか？

（例：昼・夜用、ブ

ランド、数量） 
How many period 
products are there in 
your country? 
(Example: napkin for 
night, brand, quantity) 

いっぱいある。  
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どこで買いますか？ 
Where do you often 
buy period products? 

シティマート、スーパーマ

ーケット、市場。市場は、

外は野菜が売られてお

り、日用品は建物の中で

売られている。あと、住

宅街の中のストアで買

う。 

お店。村には２つのお店

がある。 

 

買うのは便利です

か、不便ですか？ 
Do you feel 
convenient and 
comfortable to buy 
period products? 

今は便利。  

 

値段はいくらになり

ますか？それはあな

たにとって、経済的

な負担になります

か？ 
What is the price? 
Expensive? Cheap or 
reasonable? 

負担にならない。賃金が

低い人は負担かもしれ

ない。 

ちょっと高い。１パックは５

００チャット。（日本円で約

５０円） 

 

使い終わったらどの

ように処理し、どこ

に捨てていますか？ 
After use, Where do 
you throw away? 

日本と同じくトイレのゴミ

箱。ゴミ箱がないときは

ナプキンを包んで外で捨

てたり、トイレの角におい

ておく。 

ポンプ式トイレの中。トイ

レがないところは山に捨

てる。でこぼこの道の少

しへこんでいるところや、

崖のへこんでいるところ

に捨てる。ゴミ箱はない。

（そもそも村にごみ箱自

体がないため、プラスチッ

クのごみが道など、そこら

じゅうに捨てられている状

況。） 

 

母と祖母の時代の生

理に関しての話を聞

いたことがあります

か？もしあれば、そ

れはどんな話でした

か 
Have you ever heard 
a story about terms of 
the period from your 
mother and 
grandmother? If yes, 
could you tell us? 

おばあちゃんはたまに話

す。大昔は綿や綿をつ

かっていた。その後は生

地をたたんでつかってい

た。生理中は頭を洗っち

ゃだめ。 

昔は、ズボンをはいたり、

巻きスカートを２～３枚は

いていた。生理が多いと

漏れないように生地をあ

てていた。 
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考察 

 これは、インタビューの結果を踏まえてグループメンバーと考えたことである。生理用
品、教育、文化の３つのトピックに分けて考察をした。 
 
生理用品について 

 生理用品についてわかったことを述べる。生理用品のブランドや種類はどの国でも豊富
に揃っている。値段は高いと答えた人と低いと答えた人は半分半分くらいで、決して安い
と答えた人はいなかった。アジアではナプキンを使っている人が多く、欧米ではタンポン
を使っている人が多いことがわかった。 

 また、ほとんどの国では使用済み生理用品をゴミ箱に捨てるが、ミャンマーの農村では
ポンプ式トイレの中に流したり、トイレがないところではトイレの外に捨てる。例えば、
山やでこぼこの道の少し凹んでいるところに捨てるそうだ。そもそも村にはゴミ箱という
考え方自体がない。これは、環境を汚してしまうだけでなく、経血から病気が蔓延しない
か衛生的な問題があると考えた。 

 どの国でも現在のような生理用品がなかった時代は、綿やボロ布を使用していたようで
ある。日本の生理用品の歴史を調べてみると、不衛生な布を使用したことで病気になるこ
とがあった。現在も、一部の途上国では不衛生な生理用品の使用で、健康に害を及ぼす女
性もいる。そのため、衛生的な生理用品が手に入ることは重要だと考えた。 
 
教育について 

 次に、生理の教育について考えたことを述べる。アメリカでは性教育の時間に生理につ
いて習い、かなりオープンに話す。日本でも、オープンではないが、保健体育の時間に生
理について学ぶ。しかし、中国とミャンマーでは生理に関する授業がないとの回答が得ら
れた。ミャンマーでは生理について母親や友人から聞くとのことだった。私たちは、生理
について学校で学ぶことは重要だと考える。なぜなら、間違った認識や知識が無い状態で
は、何か起こっても分からなかったり、対処できないため、正しい生理や性の教育を受け
ることは必要だと思う。 
 
文化について 

 次に、生理にまつわる文化や習慣についての考察である。まず、生理をなんと呼びます
か？という質問に対して、「月経」「女の子の日」「あれ」「Nature’s gift」「Time of 

mounth」などの回答が得られた。特に、どの国でも「月」や「季節」を表す言葉を使用し
ており、月の満ち欠けや、春夏秋冬の四季が回っているのと同じように、周期があるもの
だと捉えられていることがわかった。また、「女の子の日」や「woman’s time」は生理が
女性特有のものであるということを示している。「あれ」「おばさん」と男性にはわから
ないように女性内でコソコソ話されている言葉もあるようだった。 

 ミャンマーと中国では、生理中は頭を洗わないという習慣があるということがわかっ
た。ミャンマーのタモンピン村でのインタビューの時に、「年配の人たちから、暑いとこ
ろにいて突然冷たい水を浴びると、血流が悪くなり、血が固まって生理が止まったり長引
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いたりすると伝えられている」と話していた。タモンピン村では、電気と水道が普及して
いないためか、日本のように熱い風呂に浸かる習慣がなく、水で頭や体を洗う習慣がある
ことがわかった。しかし、ミャンマーの都会に住む女性や中国の女性からも同じく、頭を
洗わない習慣があることから、それぞれの地域の気候条件が影響して、生理中の対応に地
域独自の文化が生まれるのではないかと考えた。 

 アジア圏の国では温かい飲み物や食べ物を摂るように言われていることがわかった。こ
れは、日本や中国のように寒い季節がある地域でも、ベトナムように暑い気候の地域でも
共通していた。これは、体が冷えると血流が悪くなり、生理痛の原因になることが理由で
はないかと考えた。 

 日本では初潮が来たときにお赤飯を炊き、中国では、生理中は赤砂糖のお湯を飲んだ
り、台湾では赤い食べ物を食べる文化がある。これらの国に共通しているのは、赤色をし
ているものを摂るということである。日本と中国、台湾は、地理的に近く、また、日本は
中国から文化を輸入してできた国なので、何か影響があったのではないかと考えた。 

 また、ベトナムでは、お寺や神社に入れないという文化があることがわかった。日本に
昔、生理は「けがれ」ているものだと捉えられており、月経小屋にいれられる風習があっ
た。お寺や神社は神聖なところなので、「けがれ」ている生理中の女性は入れないのでは
ないかと考えた。 
 
さいごに 

 今回、インタビューに協力してくださったワーワーミンさんに厚く感謝申し上げます。
農村でのインタビューでは通訳もしていただき、とても貴重な話を聞き出すことができま
した。農村の女性も、突然の生理についての話ではありましたが、正直に話してくださっ
たようでとても嬉しかったです。ありがたい経験をさせていただきました。 

 北脇ゼミでは、国際協力の水・衛生分野ということで、水を介して感染する病気や衛生
設備について学びました。女性に衛生的な生理用品を普及させることや、トイレで適切な
処理をできるように整備することも、とても重要なことです。これも衛生分野のひとつだ
と思います。この報告書を通して、水や電気と同じように、女性にとって生理への対処が
大切なことだということを知ってもらえたら幸いです。 
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12 月 23 日 
成田空港を出発し、ミャンマーのヤンゴンへと到着しました。初めての途上国ということもあり、

不安と緊張がありました。到着すると気温は

港から移動用のタクシーに乗るのも大変でした。トタン屋根のボロボロの民家があるがすぐ近く

に大型のスーパーがあったりと貧富の差を感じました。夕飯は、地域学部の卒業生の方と中華料

理をいただきました。初めてのタイ米や味付けにとても苦戦しました。

（夕飯の様子）

 
12 月 24 日 
2 日目は、通訳のワーワーミンさんと合流してヤンゴン市内の観光へ行きました。市場や仏像、

パゴダなどを見て回りました。市場では野菜や果物や魚などの食料品はもちろんスマートフォン

などの機械類もそのまま売られていました。ミャンマーには日本にある干支のように自分の生ま

れた曜日によって動物の神様がいて、みんな自分の神様を拝んでいるとワーワーミンさんが教え

てくださいました。自分は金曜日のもぐらが神様でした。

     （ヤンゴン市内の道路）

 

成田空港を出発し、ミャンマーのヤンゴンへと到着しました。初めての途上国ということもあり、

不安と緊張がありました。到着すると気温は 32 度ととても暑かったです。車通りが激しく、空

港から移動用のタクシーに乗るのも大変でした。トタン屋根のボロボロの民家があるがすぐ近く

に大型のスーパーがあったりと貧富の差を感じました。夕飯は、地域学部の卒業生の方と中華料

理をいただきました。初めてのタイ米や味付けにとても苦戦しました。 

 

（夕飯の様子）              （売店の様子）

日目は、通訳のワーワーミンさんと合流してヤンゴン市内の観光へ行きました。市場や仏像、

パゴダなどを見て回りました。市場では野菜や果物や魚などの食料品はもちろんスマートフォン

などの機械類もそのまま売られていました。ミャンマーには日本にある干支のように自分の生ま

れた曜日によって動物の神様がいて、みんな自分の神様を拝んでいるとワーワーミンさんが教え

てくださいました。自分は金曜日のもぐらが神様でした。 

 

（ヤンゴン市内の道路）           （シュエダゴォン・パゴダ）

  

成田空港を出発し、ミャンマーのヤンゴンへと到着しました。初めての途上国ということもあり、

度ととても暑かったです。車通りが激しく、空

港から移動用のタクシーに乗るのも大変でした。トタン屋根のボロボロの民家があるがすぐ近く

に大型のスーパーがあったりと貧富の差を感じました。夕飯は、地域学部の卒業生の方と中華料

 
（売店の様子） 

日目は、通訳のワーワーミンさんと合流してヤンゴン市内の観光へ行きました。市場や仏像、

パゴダなどを見て回りました。市場では野菜や果物や魚などの食料品はもちろんスマートフォン

などの機械類もそのまま売られていました。ミャンマーには日本にある干支のように自分の生ま

れた曜日によって動物の神様がいて、みんな自分の神様を拝んでいるとワーワーミンさんが教え

 
（シュエダゴォン・パゴダ） 
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12 月 25 日 
3 日目はヤンゴンからバガンのマグウェへと小さな飛行機に乗って移動しました。マグウェに着

いてから遺跡を少し見て回りました。市場で現地の方にミャンマーでは伝統的な日焼け止めの

「タナカ」を頬に塗ってもらいました。

（機内の様子）

 
12 月 26 日 
この日は 1 つ目の村、「Tha Hmo
る村の中で一番大きな村で着くと村人大勢が出迎えてくれました。調査結果として、冷蔵庫が欲

しい人は 44 人。電球が欲しい人は

という人は 18 人。ラジオカセットが欲しいという人は

人。バッテリーが欲しいという人は

      （調査の様子）

 
 

ヤンゴンからバガンのマグウェへと小さな飛行機に乗って移動しました。マグウェに着

いてから遺跡を少し見て回りました。市場で現地の方にミャンマーでは伝統的な日焼け止めの

「タナカ」を頬に塗ってもらいました。 

 

              （バス移動） 

Tha Hmone Pin village」を訪れました。Tha Hmone Pin
る村の中で一番大きな村で着くと村人大勢が出迎えてくれました。調査結果として、冷蔵庫が欲

人。電球が欲しい人は 59 人。テレビが欲しいという人は 16 人。携帯電話が欲しい

人。ラジオカセットが欲しいという人は 21 人。懐中電灯が欲しいという人は

人。バッテリーが欲しいという人は 2 人という結果になりました。（大人 60 人子ども

 

             （村の子どもたち）

  

ヤンゴンからバガンのマグウェへと小さな飛行機に乗って移動しました。マグウェに着

いてから遺跡を少し見て回りました。市場で現地の方にミャンマーでは伝統的な日焼け止めの

 

ne Pin 村は今回訪れ

る村の中で一番大きな村で着くと村人大勢が出迎えてくれました。調査結果として、冷蔵庫が欲

人。携帯電話が欲しい

人。懐中電灯が欲しいという人は 34
人子ども 79 人） 

 
（村の子どもたち） 
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12 月 27 日 
現地調査 2 日目のこの日は、「

に訪れました。U Yin 村での調査では電球はみんなが持っている。ソラーパネルを持っている人

は 14 人。バッテリーを充電できるおみせがあるのは

60 世帯あるうちの約 20 世帯はソーラーやバッテリーを使っており、残りの

や電球を使っていることなどがわかりました。

い人は約 3 分の 1 世帯。ほとんどの人がソーラーの懐中電灯を持っており、またほとんどの人

が炊飯器が欲しい。ソーラー電球を持っている人は約

ということなどがわかりました。

た。 

                

 
12 月 28 日 
この日はマグウェからネピドーへと移動しました。マグウェとネピドーでは景色やインフラの整

備などが全然違かったです。ネピドーには民家は見当たらず、あるのは行政機関やホテル、大き

なスーパーなどだけでした。スーパーでは入るときに荷物検査があることに驚きました。また、

並んでいる商品はタイや中国からの輸入品ばかりでした。

 
12 月 29 日、30 日 
29 日は生徒は午前中ホテルで休んでから、午後はネピドーからヤンゴンへと出発しました。

のオフィスを見せてもらい、ミャンマーで活躍している森さんがとてもすごいなとおもいました。

夜に日本食レストランに行き日本食のおいしさに感動しました。

ンマーでは珍しい汽車に乗りました。汽車の中には日本からの寄付があるらしく、日本人だとわ

かると感謝されました。汽車にドアはなく子どもは窓から乗り降りしたり、子どもの売り子が多

くいました。 
 

「U Yin village」と「Tei Pin Kan village」、「Tei Pin Kan
村での調査では電球はみんなが持っている。ソラーパネルを持っている人

人。バッテリーを充電できるおみせがあるのは 1 か所のみ。1 番欲しい電化製品は冷蔵庫。

世帯はソーラーやバッテリーを使っており、残りの

や電球を使っていることなどがわかりました。Tei Pin Kan 村では 251 世帯中、冷蔵庫を使いた

世帯。ほとんどの人がソーラーの懐中電灯を持っており、またほとんどの人

が炊飯器が欲しい。ソーラー電球を持っている人は約 3 分の 2。バッテリーの修理屋さんは

ということなどがわかりました。Tei Pin Kan 村ではソーラーパネルや水道の状況などを見まし

 

                （調査の様子） 

この日はマグウェからネピドーへと移動しました。マグウェとネピドーでは景色やインフラの整

備などが全然違かったです。ネピドーには民家は見当たらず、あるのは行政機関やホテル、大き

なスーパーなどだけでした。スーパーでは入るときに荷物検査があることに驚きました。また、

並んでいる商品はタイや中国からの輸入品ばかりでした。 

ホテルで休んでから、午後はネピドーからヤンゴンへと出発しました。

のオフィスを見せてもらい、ミャンマーで活躍している森さんがとてもすごいなとおもいました。

夜に日本食レストランに行き日本食のおいしさに感動しました。30 日は観光をしました。ミャ

ンマーでは珍しい汽車に乗りました。汽車の中には日本からの寄付があるらしく、日本人だとわ

かると感謝されました。汽車にドアはなく子どもは窓から乗り降りしたり、子どもの売り子が多

  

Tei Pin Kan village」
村での調査では電球はみんなが持っている。ソラーパネルを持っている人

番欲しい電化製品は冷蔵庫。

世帯はソーラーやバッテリーを使っており、残りの 4 世帯はライター

世帯中、冷蔵庫を使いた

世帯。ほとんどの人がソーラーの懐中電灯を持っており、またほとんどの人

。バッテリーの修理屋さんはない

村ではソーラーパネルや水道の状況などを見まし

 

この日はマグウェからネピドーへと移動しました。マグウェとネピドーでは景色やインフラの整

備などが全然違かったです。ネピドーには民家は見当たらず、あるのは行政機関やホテル、大き

なスーパーなどだけでした。スーパーでは入るときに荷物検査があることに驚きました。また、

ホテルで休んでから、午後はネピドーからヤンゴンへと出発しました。BAJ
のオフィスを見せてもらい、ミャンマーで活躍している森さんがとてもすごいなとおもいました。

日は観光をしました。ミャ

ンマーでは珍しい汽車に乗りました。汽車の中には日本からの寄付があるらしく、日本人だとわ

かると感謝されました。汽車にドアはなく子どもは窓から乗り降りしたり、子どもの売り子が多
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終わりに 
今回初めての途上国への訪問でとても不安でしたが、無事帰国することができよかったです。普

通では行けないような場所にたくさん行くことができて貴重な体験になりました。今回引率して

くださった北脇先生、眞子先生、松行先生、通訳・運転手の方々、そして先輩方、ありがとうご

ざいました。 
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ミャンマ―リサーチツアー報告書  

期間：2015 年 12 月 23 日～12 月 31 日 
 

 
 

東洋大学国際地域学部国際地域学科 1 年 
1810150050 吉川綾音 
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１．はじめに 
  1－1 基本情報 

 

                 

 
国名 ミャンマ―連邦共和国 
面積 68 万平方キロメートル（日本の約 1.8 倍） 
人口 5,141 万人（2014 年 9 月） 
首都 ネーピードー 
民族 ビルマ族（約 70％），その他多くの少数民族 
言語 ミャンマー語 
宗教 仏教（90％），キリスト教，回教等 
略史 諸部族割拠時代を経て 11 世紀半ば頃に最初のビルマ族による統一

王朝（パガン王朝，1044 年～1287 年）が成立。その後タウングー

王朝，コンバウン王朝等を経て，1886 年に英領インドに編入され，

1948 年 1 月 4 日に独立。 
参考文献：外務省ホームページ 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/myanmar/data.html#section1 
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２．参加目的 
  

同ゼミナールの学部生と共に教授の現地調査に同行し、調査の手伝いを行う。昔から途

上国に行きたいと思っており、自分で足を運んで途上国の現状を見たいと思ったからであ

る。また、大学 1 年生のうちになにもやっておらず何か行動しようと思っていた時に北脇

ゼミに入ったため今回のリサーチツアーに参加した。 
 

３．日程  
 
日付           スケジュール 
12 月 23 日 10：00 成田空港集合 

11：45 成田発 
17：15 ヤンゴン着 

12 月 24 日 9：00 市内観光 
12 月 25 日 7：00 ヤンゴン発 

8：10 Bagan 着、観光 
17：30 マグウェのホテル着 

12 月 26 日 8：00 ホテル発 
10：00 （１）The Hmone Pin village 
16：00 ホテル着 

12 月 27 日 7：30 ホテル発 
9：00 （２）U Yin (West) village 
13：00 （３）Tei Pin Kan village 
15：00 （４）Wet Toe village 
17：30 ホテル着 

12 月 28 日 8：00 ホテル発 
13：00 ネーピードー到着 

12 月 29 日 9：00 ホテル発 
19：00 ヤンゴン着 

12 月 30 日 9：00 市内観光 
22：10 ヤンゴン発 

12 月 31 日 6：45 成田到着 
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４．調査報告 

 
・12 月 24 日（木）                  

チャウタージー・パゴダ…ヤンゴンで一番大きな寝釈迦像を拝むことが出来る。この

寝釈迦像は高さが 16ｍ、全長 70ｍある。 
 

シュェダゴン・パゴダ…ミャンマーで最も有名なパゴダで、広大な敷地に仏塔が建ち

並び見渡す限り金色である。ミャンマーでは生まれた曜日が要重視され、それによっ

て名前を付けたりするそうだ。パゴダには、8 曜日ごとの動物があしらわれた祭壇があ

り、自分の生まれ曜日の祭壇の前でお祈りをする。ミャンマーは、水曜日の午後も曜

日に含んでおり“ヤフ曜日”という。 
 

パゴダに行くまでの道でお母さんが子供にやら 
せて押し売りをしていた。パゴダは一般的に裸 
足なので靴を入れる袋を強引に渡され、しまい 
にはバックの間に無理やり入れられお金をせが 
まれるという怖い思いをした。 

   図 1：八曜日表 
 

  
写真 1 寝釈迦像           写真 2 土曜日、竜の祭壇 

 
 
 
 

日 ガルーダ（鳥） 
月 トラ 
火 ライオン 
水（午前） 牙のある像 
水（午後） 牙のない像 
木 ネズミ 
金 モグラ 
土 竜・蛇 
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写真 3 押し売り 

 
・12 月 25 日（金） 

ヤンゴン空港からニャンウー空港へ国内便の 20人程度が乗れる小さなジェット機で約

1 時間の移動。その後バガン遺跡を観光。よくアフリカについてのテレビでやっている

ような砂漠みたいな感じで回りを見渡すと空が広くとても居心地が良かった。 

 
またミャンマーにくると、誰もが必ずといってよいほど、女性や子供が頬に黄色っぽ

いファンデーションのようなものを塗っている姿を見かける。これは、タナカと呼ば

れる、昔からミャンマー人がよく塗っている、ミャンマーの伝統的なおしゃれの一つ

である。タナカとは、タナカの木をすりつぶして粉にしたものであり、肌色～黄色の

粉は、日差しから肌を守り、肌を白く見せてくれる。タナカの塗り方は、丸くて平た

い面を少し粗い石でタナカをすりおろして、それを顔や首、腕に塗る。ある女性はほ

ほに四角、丸い形に限らず、様々な形を作って化粧するのも見られる。この日は念願

のタナカを付けた。 

 

   
   写真 4 バガン遺跡           写真 5 高田さんとタナカ 
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・12 月 26 日（土） 
① Hmone Pin village 
車で道がない道をガタンゴトンと激しく揺られ楽しかった。村に到着すると、村の人

達が年齢順で並んでおり私達の歓迎をしてくれた。ミャンマーでは、上が白で下が緑

色であればどんなタイプの服でも制服として着用して登校出来るらしい。昼食は、村

の方が作ってくれていて村の方がたくさん集まっている中頂きとても恥ずかしかった。

暇な時間に子供達にお菓子を配り交流をした。言語が違うので簡単なミャンマー語し

か話せなかったがみんな笑ってくれて楽しそうだった。 
集まった所に二つほど壺が置いてあり村の人達はそこから水を飲んでいた。日本では

ない習慣だったので衝撃だった。また、食器を洗っていたのだが洗うというよりは拭

いて日なたで乾燥しているという感じだった。 
村の人が集まってくれていて、先生達がこの村に何が足りないのか・その足りないも

のをはいくらくらいで買えるか・その村の収入などを調査した。その後村の人達だけ

でこれからについて会議していたのを見た時は、持続可能に繋がる 1 歩だなと感じた。 
 

   
写真 6 調査の風景            写真 7 村の子供達と 

 
・12 月 27 日（日） 

② U Yin（West）village 
③ Tei Pin Kan village 
④ Wet Toe village   
この日は、1 日で 3 つの村を回るというハードスケジュールだった。この 3 つの村は比

較的に女性があまり発言しない村だった。先生の問いかけに反応するのは、いつも村

で権力を持った男性ばかりで女性はそれを見ているという感じだった。先生が女性の

方はどう思いますかと振ってやっと答えることが出来るという感じに思えた。 
村では、中学生までが義務教育であり政府が授業料を出してくれるため無料で学校に

通うことが出来る。高校生になってしまうと義務教育外になってしまう為料金は払わ

なければいけない。ミャンマーでは、主に英語・数学・地理学・歴史・理学（社会学）・
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音楽（伝統的な音楽）・道徳（仏教）・衛生教育を勉強している。また、村の中に病院

が無い為 3ｍ離れた所に行かなければならないそうだ。電気は、1 日 4 時間しか動かず

（冬：7 時〜11 時、夏：6 時〜10 時）夜トイレに行く時は懐中電灯を使って行かなけ

ればいけない。確かに電気を見ると力があまり無く夜に電気がついていても暗いなと

いう印象を受けた。しかし夜は電気が通らないと聞いて真っ暗で怖いと感じた。 
また、髪が長く綺麗な「ナガ民族」の方にも遭遇した。ミャンマーというとたくさん

の民族がいると思っていたが、実際にミャンマーを歩いていても誰がどの民族だか分

からなかった。そんな中偶然会って髪が綺麗だなと思い話かけたら「ナガ民族」の方

だということでとても嬉しかった。 
 

   
写真 8 U Yin（West）village              写真 9 Tei Pin Kan village 
 

 
写真 10 Wet Toe village 
 

・12 月 28 日（月） 
今日は、8 時に出発し 3 時間かけて首都であるネーピードーに向かった。ミャンマーで

は、免許が無くてもバイクに乗ることができ若者達の移動手段はバイクが多かった。

また、2 人乗りや 3 人乗りをしており日本では考えられないような常識であった。約 1
週間ミャンマーで生活していて気付いたことは、日本では矢印は曲がりますという合
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図で使われることが多いと思うがミャンマーでは対向車が来ます、などや抜かして下

さいなどの意味で使われるのではないかと思った。 
首都であるネーピードーは、とても道路が整備されておりハワイと感じさせられるく

らい綺麗なところだった。 
 

         
        写真 11 ネーピードーで泊まったホテル 
 
・12 月 29 日（火） 

この日は、先輩 2 人が熱を出してしまい午前中の観光は中止にし、体を休ませること

にした。午後は、ネーピードーを出発し約 7 時間かけてヤンゴンに戻った。この日の

晩ご飯は、ホテルの目の前に日本食のレストランで食事をした。1 週間ほど日本食を食

べておらずミャンマー食にも飽きていた頃だったのでとても嬉しく、美味しく頂いた。 
日本食のレストランは、ミャンマー人が和服を着て内装や外装も和風で日本語も少し

話されていた。私は唐揚げ定食を食べたが味もとても美味しく、もう少しで日本に帰

れるのだという実感が沸いた。またこの日はサプライズで北脇先生の誕生日プレゼン

トを渡した。 
 

      
  写真 12 日本食レストラン       写真 13 唐揚げ定食 
       「ふるさと」 
 

68



・12 月 30 日（水） 
この日はミャンマー最終日。午前中は、ショッピングをしみんなでお揃いのＴシャツ

を買ったり、欲しかった可愛いサンダルバックを買ったり物価が安いのでたくさん買

い物することが出来た。お昼はインド人が作っている本場の味のカレー・ナンを食べ

た。その後午後は列車に乗った。最初は楽しく乗ることが出来たが、約 3 時間乗って

いたので疲れてしまった。また途中からたくさんの方が市場に売りに行く為荷物を持

って乗り込んできた。売る為の食材とかがそのまま生で列車に乗せられる為、凄く強

烈な匂いとたくさんの蚊で早く降りたかった。空港の近くに着くと先生達と待ち合わ

せしたレストランに向かった。先生や現地で関わった方達に感謝の気持ちを込めて色

紙と午前中のショッピングで買ったお揃いのＴシャツを準備した。 
  

       
  写真 14 列車の車内            写真 15 サプライズの様子 
 
 

               ５．おわりに 
  
  今回のミャンマー研修では二人熱を出してしまったが、無事に調査をし、帰国するこ

とが出来た。初めてで念願だった途上国、色々不安に思うことがあったが調査地域で

の村人との交流や研究の調査を通し、現地の問題点や改善点を理解することが出来た。

また、授業や本などで思い描いていた途上国と違い現地に足を運ぶことで考えること

もたくさんあった。1 年生で参加することでこれから色んな体験をし、自分の夢に繋げ

ていかなければいけないなと強く思った。今回の研修に引率してくださった、北脇先

生、眞子先生、大阪大学の松行先生、通訳のワ―ワ―ミンさん、BAJ のスタッフの皆

さん、運転手さん、そして色々サポートしてくださった 3 年生の皆さん、一緒に行っ

たくれた小塩さん、高田さん、たくさんの人に感謝！本当にありがとうございました。 
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