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要　旨

　2013年に採択された博士課程教育リーディングプロ

グラム複合領域型（多文化共生社会）「ウェルビーイ

ング in アジア」の実現のための女性リーダー育成プ

ログラムにおいて，筆者らは2018年にはじめてミャン

マーでの海外実地研修を展開した。本稿では今後ミャ

ンマーでの海外研修を企画する方にむけたヒントの提

供を目的として，研修とその構築過程を回顧的に記述

した。ミャンマーを専門としない教員による海外実地

研修を成立させる上では，特に大学内外のリソースや

現地の縁故を最大限有効利用すること，ミャンマー人

の文化的背景に精通した仲介者の支援を得て展開する

ことが肝要であるとむすんだ。
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はじめに

　東南アジアは我が国の高等教育機関に在籍する日本

人学生の海外留学先として，2010年以降，急速に留学

者数を伸ばしており，受入国の上位はタイを除くと

フィリピン，インドネシアといった準英語国6に偏っ

分野横断型プログラムにおけるミャンマー海外実地研修

―どのようにミャンマー研修は成立したか―

中西 啓介1・若林 真美1・榊原 久孝2・入山 茂美3
浅野 みどり3・里中 綾子4・星野 晶成5

1 名古屋大学大学院リーディング大学院プログラム「ウェルビーイング in アジア」実現のための女性リーダー育成プログラム（研
修の引率，研修と演習の企画運営）
2 名古屋大学大学院医学系研究科（研修の引率，研修と演習にかかる助言）
3 名古屋大学大学院医学系研究科（研修と演習にかかる助言）
4 名古屋大学大学院リーディング大学院プログラム「ウェルビーイング in アジア」実現のための女性リーダー育成プログラム（研
修と演習にかかる助言）
５ 名古屋大学国際教育交流センター（演習での講義，研修にかかる助言）
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ていることが指摘されている（星野，2015）。他方，同

じ東南アジアでもベトナムを除き ASEAN 後発国と呼

ばれるカンボジア，ラオス，ミャンマーは留学の受け

入れ下位国であり（星野，2015），これらの国を渡航

先とした海外研修の企画経験は充分に蓄積されていな

い。名古屋大学の「ウェルビーイング in アジア」の実

現のための女性リーダー育成プログラム（以下，Well-

being プログラム）では，2018年にはじめてミャン

マーでの海外実地研修（Overseas Training Program 

in Myanmar，OTP ミャンマー）を実施した。本稿は

その実践を報告するものであるが，本稿の特徴はミャ

ンマーを専門とせず，就任後間もない特任教員らを中

心に，彼らが着任するよりも前に実施された視察資

料等を足がかりに海外実地研修（Overseas Training 

Program，OTP）を構築していったプロセスの記述に

ある。いかにして OTP ミャンマーを企画・運営した

か，その過程にはどのような工夫があったかを振り返

ることで，今後ミャンマーをフィールドとした海外研

修を企画する方に向けたヒントを供することとなれば

幸いである。

1．Well-being プログラムとOTPミャンマー

1.1　Well-being プログラムの概要と特色あるカリ

キュラムとしてのOTP

　Well-being プログラムは2013年の博士課程教育リー

ディングプログラム複合領域型（多文化共生社会）に

採択された５年一貫の学位プログラムである。本プロ

グラムは4研究科５領域7の連携のもとに進められ，

実践教育を重視しつつ，高度な研究の実践により，学

生が分野横断的な課題の解決に貢献することを目指し

ている（三牧ら，2014）。

　Well-being プログラムに参加する学生には，それぞ

れの出身研究科での従来の履修要件に加えて，本プロ

グラムのために用意された特色のあるカリキュラムが

提供される。その一つが OTP である。OTP は博士前

期課程と博士後期課程の学生に一度ずつ課され，事前

研修や研修後の発表会も含めて単位化されている ｡

　OTP のねらいは Well-being プログラムが目指す女

性リーダーとしての資質・能力を醸成する基盤の形成

であり，本稿で取り上げる博士前期課程1年生を対象

にした OTP はその導入にあたる。学生は渡航国別の

グループにわかれ，それぞれの国の多文化共生社会実

現に向けた課題の発掘が課される。帰国後には学びを

グループ間で共有することで分野横断的に「アジア」の

ウェルビーイングを深く考察することが期待される。

また約半年をかけて開講される海外研修演習と連動し

て（図1），研究科を超えたチームワーク力の涵養も期

待される。

1.2　OTPミャンマーが企画された経緯と視察経過

　Well-being プログラムが本格稼動した2014年以降，

OTP はインドネシア，ベトナム，フィリピン等で実施

してきた。2018年現在，各研修の企画・運営は Well-

being プログラムを主管する4研究科５領域のそれぞ

れが国別に担当している。筆者らが所属する医学系研

究科（保健学）では，研修国候補のひとつとしてかね

てよりミャンマーが検討され，2018年の実施までに複

数回の視察を重ねてきた。

　第1回の視察ではマンダレー医科大学 （University 

of Medicine，Mandalay）， ヤ ン ゴ ン 第 二 医 科 大 学

（University of Medicine，Yangon2）， 国立保健研究

所（National Health Laboratory）などの教育・研究

機関を中心に表敬訪問し，研修の実現可能性を確認し

た。第2回では学生ボランティアを連れ，ヤンゴン市

街から車で40分ほどの距離にある Margadi-Tharzi 僧

院学院（以下，M 僧院学院）8を訪れ，学校に通う子

どもたちの健康をアセスメントするなど，より実際の

図1　海外実地研修（OTP）と海外研修演習の連動‐博士課
程前期生の場合 -
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6 英語が公用語か第2言語，かつて英語圏の植民地であった国
7 生命農学研究科，国際開発研究科，教育発達学研究科，医学系研究科（医学＋保健学）
8 僧院長が寄付金等で運営する私設学校。生活に困窮している子供たちの就学を目的としており，学費は無料。2016年現在，僧院
付属学校はミャンマー全国で1538校（外務省，2017）。M 僧院附属学校は小学校と中学校を併設する。
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OTP に近い実践的な視察を行い，その成果を論文と

してまとめている。第3回では元保健省副大臣９がア

ドバイザーを勤めるネピドー市内の Sama Hill 僧院学

院（以下，S 僧院学院）とヤンゴンの M 僧院学院等

を訪問し，その活動の様子は写真とともに地元紙で紹

介された（Tomorrow News Journal, 2017）（図2）。

第4回は学生引率を担当する特任教員により，OTP

ミャンマーのスケジュール試案を元に研修予定地をす

べて視察し，各施設担当者に協力を要請した上，引率

上の安全管理等の課題を確認し，対応策を検討した

（図3）10。

２．OTPミャンマーの設計と実際

2.1　OTPミャンマーの設計

　OTP ミャンマーの目的を「発展著しいミャンマー

で展開されている保健医療・教育・農業に触れる過程

で，個々人が目指す専門性とその他の研究，学問領域

との関連性に気付き，国際社会に通用する広い視野を

養い，諸々の問題解決における複合領域との協同の重

要性を学ぶ」と設定した。研修の設計にあたり，研修

の枠組みは過去に実施した OTP の試行プログラムや

過去の OTP を踏襲し，事前研修と現地実習，事後報

告会で構成した（三牧ら，2014）。また，試行プログラ

ムを通して把握された課題等を参考にした（山品ら，

2015）．

図２　視察を知らせる地元新聞記事（MyanmarTomorrowNewsjournal,201₇）

図3　第4回視察の様子　a：ヤンゴン市街より車で２時間ほどの農村を視察，b：宿泊先周辺のロジスティクスを確認

９ 元副大臣とは Well-being プログラムの他科目で本学へ招聘された際にお会いし，ネピドーの氏の活動拠点を視察した際に OTP
ミャンマーへの協力を要請した。
10 宿泊するホテルの質，レストランの衛生状況やホテルからの距離，安全に徒歩移動が可能か等の検討。

a b
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　研修先の選定にあたっては，過去のミャンマー視察

に参加した教員に各所の研修展開上の利点・欠点等を

聞き，条件11にあうもので構成した（表1）。事前研修

は OTP ミャンマーの前提知識を整理可能で，安全な

研修となること等を意図した（表2）。

2.2　OTPミャンマーの実際

2.2.1　参加学生の概要

　参加学生は6名で，4研究科５領域の博士前期課程

1年生で構成され，うち2名はインドネシアと中国か

らの留学生であった（表3）。社会人経験者は1名で

あった。事前研修および OTP ミャンマーはともにほ

ぼスケジュール通りに展開した（図4）。

2.2.2　研修の成果－学生の振り返りから－

　以下，OTP ミャンマーの目的12に照らし，ミャン

マーのウェルビーイング上の課題をグループおよび学

生それぞれの専門性の中から発掘すること，国際社会

に通用する広い視野を養い，協同の重要さを学ぶこ

と，の2点について，研修終了後に提出された学生の

研修レポート（以下，二重括弧『』で括る）や研修中

の反応（以下，括弧「」で括る）をもとに論をすすめ

る。なお，Well-being プログラムで学生に課されるレ

ポートは全て英語での記述が求められており，以下に

11 ①ヤンゴン中心から車で2時間以内の距離にある，②保健学以外の学生も関心を持てる，③海外旅行保険の提携病院へのアクセ
スが良好，④現地のコンサルタントが手配可能
12 2.1 OTP ミャンマーの設計を参照のこと

表1　OTPミャンマーの研修スケジュール（いずれも2018年）

研修行程　（移動日を除く）

1月22日　WHO ミャンマー事務所 / 国立ヤンゴン総合病院 （病床数2000）/Margadi-Tharzi 僧院学院
1月23日　JICA ミャンマー事務所 / ヤンゴン第一医科大学（研修計画発表会）
1月24日　Margadi-Tharzi 僧院学院（再訪・学生企画の実施）
1月25日　生鮮食料品市場 / レグー群区の私設農園・養鶏施設・公立病院（病床数25）
1月26日　Free Funeral Service Society( 現地 NGO)/ ヤンゴン第一医科大学 ( 成果報告会 )
1月27日　文化体験施設（Shwedagon 仏塔）

＊24日に予定していた医薬品を扱う市場は仏祭日のため訪問せず

表２　海外研修演習のスケジュール

日程 コマ 内容 ミャンマー人 
講師の助言

2017年 10月4日 1 OTP の概要説明
10月30日 1 ミャンマー人留学生による現地語・マナー講座 ○

1 OTP ミャンマーに関するオリエンテーション
（概要説明・引率教員による視察報告ほか）

11月15日 1 インドネシアの教育，文化に関する講義＊
11月22日 1 ミャンマーの保健医療システム・研修先に関する講義＊ ○

ビデオ学習 1 カンボジアの歴史，農業に関する講義＊
11月30日 1 大学付属病院の見学＊
12月8日 1 大学付属農場の見学＊
12月20日 1 海外渡航上の安全管理に関する講義

1 たびレジ登録，e-VISA 申請，旅行保険加入
12月27日 1 現地研修計画発表会＊

2018年 1月10日 1 現地語・マナー講座（2回目） ○

1 研修直前オリエンテーション（現地でのプレゼンテーションの予行，学
生企画の検討等）

（OTP ミャンマー　1月21日～28日）
2月2日 1 渡航後ミーティング
4月4日 1 海外実地研修後発表会＊

＊他国渡航グループと合同
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表3　参加学生６名の属性（人数）

研究科 医学系研究科 - 医学（1），医学系研究科 - 保健学（1），
国際開発研究科（2），教育発達学研究科（1），生命農学研究科（1）

性　別 女性（5），男性（1）

出身国 日本（4），中国（1），インドネシア（1）

その他 日本人学生4名のうち：海外渡航経験者（4），ASEAN 渡航経験者（2），交換留学経験者（2），はじめ
てのアジア渡航（2）

＊引率教員3名のうち教授1名，特任助教2名

図4　研修の様子　【事前研修】1a：留学生を講師に現地語講座，1b: 海外渡航危機管理オリエンテーション，【現地】２a:M僧
院学院での折り紙を使った学生企画，２b: ヤンゴン郊外の生鮮食料市場（鶏肉が陳列されている），２c：ヤンゴン郊外の養
魚施設，２d: 現地 NGOボランティアから活動内容を説明（右後方はNGO所有の救急車）

1a 1b

2a 2b

2c 2d
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示す学生の反応は筆者が和訳したものであることを申

し沿える。

2.2.2.1　ミャンマーでのウェルビーイングを実現する

上の課題を発掘する

　『ミャンマーではどの分野においても人的資源が不

足している。国が大きく発展する上では，取り残され

る者が無いことが大切だ。その点において，とりわけ

僧院学院に通う状況に置かれた子どもたちも高等教育

を受けられるようなシステムの構築がもとめられてい

るのではないか（学生 A）』，『都市部と郊外の間に存在

する格差は保健医療や教育システムを構築していくう

えで困難さをもたらすのだろうと思った。一方で，ア

ジアの最後のフロンティアとして，保健医療や教育の

質が向上する潜在力があるのだろうとも思った。（学

生 D）』といったようにミャンマーが抱える課題を学生

それぞれが指摘した。

　他方，『ミャンマーではウェルビーイングの実現に

むけて総じて教育の質の向上が求められるという考え

にまとまった（学生 A）』といったようにグループの

総意としてミャンマーが抱えるウェルビーイング実現

上の課題を指摘した。さらに「僧院学院の先生方は大

学を卒業していると聞いたが，満足のいく給与の得ら

れない僧院学院の教員の道を選んだ理由を知りたかっ

た（学生 B）」のように，OTP ミャンマーが更なる探

究心を育むことに貢献したケースもあった。

　教育・保健に関することでは，『（学生企画を通して）

僧院学院の子どもたちは，明確な夢を持っていること

がわかったが，多くの子どもたちは卒業後に進学しな

いということを聞き，教育のアクセシビリティにおい

て不平等さが生じていることを知った（学生 C）』，『複

数の病院のありようを比較したことで，都市部と郊外

とでファシリティーにギャップがあることを知った

（学生 C）』といったように，学生はヤンゴン市内に存在

する地域格差に言及した。また，ヤンゴン第一医科大

学での報告会では「仮に僧院学院が存在しなくなった

ら，そこに通う子どもたちの教育の受け皿はあるのか

（学生 A）」といった質問を現地の教員に問うなど，僧

院学院がミャンマーの教育システム上でセーフティー

ネットとして機能していることに気づけていた。

　学生個々の専門的見地から得た学びとして，たとえ

ば獣医師資格を持つ学生は『（ミャンマーでは）病院

の敷地内にも犬や猫達が歩いていた。中には皮膚病を

患っている動物も見受けられ，病原体の運び屋として

の視点で動物達をみると，保健医療従事者と獣医師の

協力が必要になるだろうと感じた（学生 B）』と振り

返った。また，臨床心理学を学ぶ学生からは，『臨床心

理士という専門職はミャンマーに存在しないようだ。

他方，麻薬中毒が社会問題にもなっているミャンマー
13では，そういった専門職の育成が求められるのでは

ないか（学生 D）』とし，ミャンマーのウェルビーイン

グ実現上の課題を学生それぞれが目指す専門性との関

連で考察していた。

2.2.2.2　国際社会に通用する広い視野を養い，協同の

重要さを学ぶ

　学生 C は『複数の国際機関を訪れたことで，それぞ

れの機関の保健医療に関する活動や直面している課題

を理解することが出来た』として，ミャンマーで展開

されている広域的な取り組みの理解に繋がったと振り

返った。また，『OTP ミャンマーは自分の視野を広げ

るのに役立った，その理由のひとつはバックグラウン

ドの異なる学生がグループ内にいたからだとおもう。

このことによって，ミャンマーで体験したことをより

深く理解することができたと感じている。博士後期課

程の OTP に向けて比較材料を得ることができた。（学

生 C）』とし，グループメンバーと共同することの重要

性に気づき，さらに今後 Well-being プログラムで学ぶ

上での基盤となる材料を得たようであった。また，ヤ

ンゴン第一医科大学のキャンパスツアーを担当した現

地の学生とフェイスブックの交換をする様子が見られ

るなど OTP ミャンマーの当初の目的を超えた成果も

得られた。

2.3　OTPミャンマーの波及効果

　学生達はミャンマー国民の仏教に対する熱心な信仰

心に触れ，『ミャンマーの人々に根付いた寄付文化に

驚いた。（学生 E）』，『仏教の教えがミャンマーの個々

人の心理面におけるウェルビーイングに大いに影響し

ていることを感じた（学生 D）』と素朴に反応し，『寄

13 国連薬物犯罪事務所の2008年の統計によると注射によるドラッグ使用者（男性のみ）に限っては83000人との報告がある。ミャ
ンマーは世界2位のアヘンの産地であり，国を挙げた包括的対策が始まっている（UNODC，2014）｡
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付文化は長期的な活動支援には不向きな面もあるかも

しれないが，ミャンマーの助け合いの心を尊重しなが

ら，どのように発展に繋げていくかが大事（学生 E）』

といったように，ウェルビーイングを実現するための

取り組みにも言及するなど発展的な学びに至ってい

た。また，前述したように『話し合いの結果，ミャン

マーでは（分野を問わず）ウェルビーイングの実現に

必要な要素として教育の質の向上が求められていると

いう結論に至った。そのため，医科大学でのグループ

プレゼンテーションでは僧院学院で得られた学びに焦

点をあてた（学生 A）』にあるように，参加学生自ら，

その場で修学環境の構築に参画する姿がみられたこと

は大きな収穫であった。

　その他，OTP ミャンマー直後の春休みを利用して

個人的に語学研修に参加した学生もいたり14，学生企

画に現地語通訳として参加した現地の大学院生ひとり

は，「（今回訪問した施設も含めて）僧院学院にはじめ

て訪れ，学生企画を楽しんだ」と振り返るなど，学内

外にポジティブな影響を及ぼしたようである。

3．研修設計上の工夫を振りかえって

3.1　研修を学生の「自分事」にする

　博士前期課程生を対象とした OTP は Well-being プ

ログラムに入講して間もない学生にむけた早期の体験

実習（Early Exposure）として位置づけられる。試行

プログラム後に山品ら（2015）が指摘した OTP デザ

イン上の課題を参考に，OTP ミャンマーでは学生の当

事者意識および目的意識の醸成を重視し，次のような

工夫を施した。

　① 僧院学院での学生企画（テーマは自由）を設定し，

渡航前から複数回のグループミーティングを持っ

た。

　② 全ての学生は各専門性を考慮した上で訪問施設ご

との担当者として，施設に関する基本情報の収集

およびグループメンバーへの提供，各種のプレゼ

ンテーションを担うことで，タスクの分散と共有

を図った。また，現地では日々，訪問施設を担当

した学生を中心に他分野の学生の意見を集め，1

日の実習を振り返えった。

　③ ミャンマー人留学生講師によるミャンマーの言

語・マナーの講習を2回行ったが，その開催時期

を海外研修演習が始まって間なくの時期と OTP

出発直前に設定し，ミャンマーへの関心を段階的

に高めた。また，講習後には学生企画や学生が担

当する施設の事前学習に対してアドバイスをも

らった。

　④ 総合大学としての名古屋大学の利点を活かし，関

連講座に留学中のミャンマー人医師にミャンマー

の保健医療システムを講義いただいた。現地語研

修と同様に講義終了後には学生企画や学生が担当

する施設の事前学習に対してアドバイスをもらっ

た。

　⑤ 学内の関連講座の支援のもとに大学附属農場見学

や附属病院を見学し，農業や医療の現場になじみ

の薄い学生も現地での研修イメージがつかみやす

いようにした。

　学生の一人は OTP ミャンマーを振り返り『良く準

備され，良く組織され，良好なコミュニケーションと

チームワークの中で研修ができた（学生 B）』と総評し

ている。

3.2　学生の負担感を軽減する

　Well-being プログラムは，履修する学生それぞれの

出身研究科での従来の履修要件に追加的に履修する

プログラムであるが故に，学びの質の保証と学習上の

負担感軽減をどうバランスさせてゆくかは他の博士

課程教育リーディングプログラムでも議論となって

いる（博士課程教育リーディングプログラム委員会，

2016）。OTP ミャンマーでは，たとえば学生に対し研

修終了までの行程および課されるタスクを事前に開示

し15，ビザの電子申請やホテル予約，たびレジ16等の登

録にあっても，事前研修の時間内に完遂できるように

した。こうした取り組みは円滑に安全管理体制を構築

したいとする教員側の都合を否定しないが，学生同士

や教員の直接の協力が得られる中で効率的に手続きで

14 学生によると「事前研修のグループワークを通して，英語力を伸ばす必要性を実感した（学生 E）」ことが海外語学研修の参加
理由の一つであるとのことであった。
15 学生に課したプレゼンテーションを例にすると，渡航前リハーサル / 本番にはじまり，現地での計画発表・報告会，帰国後の報
告会があり，積み上げ式の構造をとっていることをあらかじめ伝えた。
16 外務省が提供する海外安全情報配信サービス
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きる環境の提供につながったと考える。

3.3　安全な研修を実現する

　山品ら（2015）は学生に OTP の事前研修への要望を

調査した結果，安全管理に対して特に強い関心が寄せ

られたと報告している17。加えて，OTP ミャンマーに

参加する学生の海外渡航経験は多様であったため（表

3），経験の浅い学生に照準をあわせ，学内リソース

を利用した基礎的な安全危機管理講習を設定した（図

4-1b）。帰国後には「渡航前の安全講習をきっかけとし

て，バックパックに鍵を付けた（学生 D）」といった反

応や，『渡航前の安全講習で注意喚起されたおかげで，

現地で何も無くすことはなかった（学生 B）』との振

り返りがあり，講習が現地での安全管理の実践につな

がった。

3.4　学内リソースや視察で構築した縁故を最大限有

効利用する

　前述の通り，OTP ミャンマーを設計するにあたって

は，これまでに構築した関係性を最大限活用すること

をねらい，過去に視察に参加した教員が推奨する訪問

先からプログラムを組んだ。その他，現地で面会する

予定の先生のビデオ講義18を事前学習課題に設定した

り，研修に同行する現地スタッフに訪問予定の NGO

で10年以上のボランティア経験を有する方を指名した

りと，研修期間を通して現地の方と学生との親和的関

係が構築される中で学生が学びを深められるように配

慮した。

3.5　文化的側面を尊重した現場対応

　文化的側面を尊重した現場対応が奏功したことも

あった。研修2日目に開催したヤンゴン第一医科大学

での研修計画発表会では，学生が OTP ミャンマーの

研修計画を現地の先生方に伝え，そのフィードバック

を得て，より深い研修に再構築することを狙ったもの

であった。しかし，発表会に組み込まれていた Q&A

セッションではフロアからのコメントはゼロであり，

「期待したほどのフィードバックが得られなかった（学

生 E）」と振り返る学生もいた。他方，発表終了直後に

は現地の学生や教員が発表した学生の周りに集まり，

計画修正をアドバイスする様子が見られた。視察でも

経験したことだが，「位の高い人を前にして自由に発

言することは慎む」19傾向がわかったことで，終盤の

報告会では逆にWell-being学生から現地の教員やフロ

アに質問できる機会を設定した結果，有意義なフィー

ドバックが得られたことを経験した。

4．むすびにかえて

　あらたにミャンマーでの海外研修を展開することを

想定し，OTP ミャンマーの経験をどのように活かした

いか，事例とともに考えてみたい。換言すれば，以下

は筆者らが回顧的に見出した OTP ミャンマーの成立

に不可欠なポイントである。

　まず，基本的に学内外のリソースやこれまでに構築

したミャンマー国内の縁故を最大限有効利用すること

を前提に研修を構成するだろう。無論，現地のコンサ

ルタントの支援は不可欠である。たとえば私どもが依

頼した研究支援コンサルタントによると，国立機関

（大学，病院等）を訪問する際には，渡航2ヶ月前まで

に依頼文を提出する必要があり，さらに承認を得るま

でには時に国の担当者との直接のやりとりを要すると

のことであった。当然，これらは現地語でやり取りさ

れるため，文化人類学者ではない筆者らにとって容易

ではない。

　また，他人に恥ずかしい思いをさせまいとするミャ

ンマー人の文化的背景（Nyi Win Hman，2012）を理

解しておくことは，研修の企画運営に不可欠と考え

る。例えば，ミャンマー渡航1週間前に，訪問先への

メールに誤ってそれまでに周知していたものと異なる

訪問日を書いてしまったケースでは，受け入れ先は筆

者らへ指摘等をせず日付変更の要望として，多大な努

力でもって企画を展開できるように計らってくださっ

たことが現地に到着してからわかった。日本であれば

まず日付間違いかどうかを筆者らに確認するような状

況であった。しかしながら，これまでの視察や現地の

17 OTP の事前研修には安全危機管理に関する情報提供に対する要望が目立つ．その他に，現地でのスケジュールや現地のマナー，
研修中の衣食住，衛生面，経済面，交通手段などがある。
18　元保健省副大臣を本学に招聘した際の講義を本人の了承を得た上でビデオ教材とした。
19 他のエピソードとしては，研修報告会の進行を現地の担当者と相談した際に，元副大臣と同一の立場で大学教員がコメントする
ことは回避したいとの意向が示されたことなどがある。
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マナーについての講習をもとに振り替えると，この事

象はミャンマー人のこの文化的背景から起きた出来事

と解釈できる。現地でのこの事象についての具体的な

対応方法についても，コンサルタントや現地ガイドか

らアドバイスしてもらえたことで，支障なく研修を展

開することができた。

　ミャンマーを専門としない教員による海外実地研修

を成立させる上では，特に大学内外のリソースや現地

の縁故を最大限有効利用すること，ミャンマー人の文

化的背景に精通した仲介者の支援を得て展開すること

が肝要と考える。
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