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Summary:

This report is the result of unique seminar activities among sophomores and seniors of the faculty of 

Global Media Studies, Komazawa University, compiling 5 years of massive discussions on “development” 

and “assistance”.  It aim is to provide the fi ndings of student during the seminar, called “Asante sana”, which 

was entitled from Swahili language meaning, “Thank you”.  It is revealed, for example, that assistance 

without capacity development is a never ending aid - donor organization always has to be conscious about 

exit strategy.  Therefore, preparation for self-reliance and sustainability of recipient country becomes 

signifi cantly important. “Asante sana”, is a movie on young Japanese volunteer in Tanzania in 1970s.  

The volunteer struggles, repeats trials and errors, collides with villagers who have different ideas, and 

get isolated, but fi nally come up with his own right answer; which is “to construct a safety steps at a cliff 

in order to protect villagers from falling”.  The struggles between the volunteer and villagers come from 

utilization of pump - whether to use for drinking water or for irrigation.  Students struggle as well.  What 

could have been done?  What could have been the “right” answer?  What aspect is most important when 

one assists the others?  What could be the priorities?  They struggle. It is always amazing how students 

work, discuss, consider and discover.  The result of a report will be of value to teachers and professors who 

may have underestimated their beloved students.
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第1節　はじめに

1-1 本稿の目的

Ａ　筆者の自己紹介、芝崎ゼミとの関わり

筆者は国際協力機構（以下、JICA）に20年以上勤務している、開発援助や国際協力の専門家である。
これまで関わってきた分野は多岐にわたるが、人材育成を一つの柱とする技術協力事業に長く従事
してきた。
筆者と駒澤大学GMS学部芝崎ゼミとの関わりは長く、ゲストゼミの講師としてこれまで多くの
ゼミ生を指導する機会に恵まれてきた。「アサンテ・サーナ」ゼミ（以下、「ア」ゼミ）を開始した



Journal of Global Media Studies   Vol. 19

―  46  ―

のが2011年度。2012年度からはロマン・ロランの3000ページ近い文学作品『ジャン・クリストフ』
を読破し、分析し発表するという「ジャン・クリストフ」ゼミを担当している。その他、論理的思
考を鍛えることを第一目的とした、開発援助プロジェクトの運営管理手法の指導等も行っている。
いずれも年1回開催する、単発型のゲストゼミである。

Ｂ　本稿の目的は何か

本稿で述べたいことは、映像素材「アサンテ・サーナ」が内包する無限の広がりもさることなが
ら、適切な題材を選択し、与え、適切な指導を施すことにより、自分たち自身でここまで多くを学
ぶことができるという、学生が持つポテンシャルの高さについてである。この学びと人間的成長と
を手にできる学生は、卓越した能力や特別な素質を有しているわけではなく、周囲の学生と同様に
課題に熱心に取り組んでいるだけにすぎない。言ってみれば彼らはGMS学部のどこにでもいる普
通の学生である。所属するゼミが7月頃に決まり、はれてゼミ生になる。ゼミ活動が9月中旬に開始
し、半月もしないうちに「ア」ゼミの課題が申し渡される。準備時間は約4週間。4年生の助言があ
るとはいえ、2年生が主体となってここまでの考察を展開するに至ることに、毎年驚きを禁じ得ない。
以下、『1-2　「アサンテ・サーナ」ゼミとは何か』で「ア」ゼミの概要を述べた後、『2-3　事前
準備2　JICA訪問』や、『3-3　本発表での議論』ではゼミ生たちが気付いた事項をテーマに沿って
紹介すると共に、改めて一コマの授業が学生に与えうるインパクトを直視したい。
学生は皆いい視点、気づき、感性を持っている。ただ多くの場合、それを引き出すきっかけが十
分与えられていない。筆者の千倍、万倍も教育現場の最前線で日頃学生を相手に指導されている諸
先生方に、学生の持つポテンシャルを最大限に引き出すべく、本稿が何らかのヒントを与える上で
お役にたてそうであれば、筆者にとってこの上ない幸せである。

1-2 「アサンテ・サーナ」ゼミとは何か 

Ａ　映画「アサンテ・サーナ」について

「アサンテ・サーナ／わが愛しのタンザニア」（1975年制作）は、青年海外協力隊活動10周年を記
念して制作された映画である。2代目協力隊事務局長・伴正一（1924～ 2001）の「協力隊PRはド
ラマで」という発想のもと、協力隊の活動にほれ込んでいた映画監督・谷口千吉（1912～ 2007）
の協力を得て、タンザニアでの半年に渡るロケの末に制作された。青年海外協力隊が全面協力して
いる。
谷口は監督・製作・脚本を担当している。また、谷口の妻で女優の八千草薫（1931～）が特別
出演しているのも、映画の売りの一つとなっている。ちなみに、「アサンテ・サーナ」とは、スワ
ヒリ語で「ありがとう」の意味である。
映画は、タンザニアの首都ダルエスサラームのJICAタンザニア事務所に、主人公の青年海外協
力隊員・坂田（達純一）が到着するところから始まる。坂田は、任地のウジャマアマ村から、カウ
ンターパート（現地人スタッフ）のジュマと共に、日本から届いた灌漑用ポンプを受け取りにやっ
てきたところである。
坂田とジュマは、事務所から託された日本からの手紙を他の隊員達に配りながら、ウジャマアマ
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村へ向かう。途中、ヒッチハイク中の日本人ヒッピー青年・梶（大口広司）を乗せ、3人旅となる。
映画では、坂田が訪ねる協力隊員たちの活動の様子が紹介される。ある隊員は、足の不自由な子
どもにサッカーを指導している。また、ある隊員は大草原の真ん中で器具なしで外科手術をしてい
る。女性たちに竹細工の指導をしている女性隊員もいる。
ウジャマアマ村では、水汲みは女たちの仕事だ。危険な崖を、女たちは水壷を担いで上り下りし
なければならない。そんな折、ジュマの恋人アイーシャの母親が、水汲みをしていて崖から落ちて
死んでしまう。ウジャマアマ村に帰ってきてそのことを知った坂田は、運んできたポンプを飲料水
の汲み上げに使うよう主張する。もちろん村の男たちは、ポンプを灌漑に使いたい。坂田と村人た
ちは意見がぶつかる。腹を立てた坂田に、村人たちは「あなたはよそ者だ。アフリカのことはアフ
リカ人が決める。」との言葉を投げつける。
次の日から、坂田は村人たちの灌漑用水路の工事には加わらず、一人で崖に女たちのための階段
を作り始める…。
最終的に坂田は村人たちと和解。灌漑用水路も崖の階段も無事に完成する。出世のために水路の
完成後に村を出て行くつもりでいたカウンターパートのジュマも、村に、恋人のアイーシャの元に
残る決意をする。

Ｂ　「アサンテ・サーナ」ゼミの概要

「ア」ゼミの流れを以下に記す。

課題の提示、班割り発表　（4週間前）
年度によって多少異なるが、一班6人前後、2年生と4年生からなる班の構成が発表される。

　　　　　　　　　　　　↓

事前準備1　グループワーク　（発表当日まで継続して）
映像分析をして、映像のどの部分になぜ着目したか、そこから何を学んだか、について
発表資料を作成する。就職活動等で4年生の参加が限られている中、班によっては延べ30
時間以上も準備に費やす。

　　　　　　　　　　　　↓

事前準備2　JICA訪問　（2週間前）
各班からゼミ生がJICA本部を訪れ、国際協力、援助のあり方について考察したことを発
表する。筆者だけでなく他のJICA職員も参加し、ゼミ生からの質問に答え、この時点の発
表内容にコメントをする。

　　　　　　　　　　　　↓

本発表
本発表にはJICAから他の職員も参加する。1発表あたり30分程度の時間を割り当ててい
るが、議論が白熱して50分ぐらい要することも多い。

　　　　　　　　　　　　↓

発表後の反省・感想提出
本発表終了後1週間以内に反省と感想を提出する。グループワークの楽しさや難しさ、発
表や質疑応答がうまくいかなかった悔しさ、将来への抱負などに溢れた充実した感想が毎
年届けられる。
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第2節　準備活動

2-1　課題の提示

映画「アサンテ・サーナ」を映像分析し、国際関係を研究し、学ぶ上で、そして援助や国際協力
に携わる上で、学んだことを発表する。その際に、映像のどこのどういう所から、なぜそういうこ
とを思ったのか、根拠を明確にすること。具体的には、映像から（1）国際協力、援助のあり方に
ついて学んだことは何か、（2）国際関係を学ぶ上で、またゼミ論・卒論を書く上で学んだことは何
か、を、映像のどの部分に、なぜ注目し、そこから何を学んだのかを明確にする。当日は各班10分
程度で発表する。

毎年、ゼミ生に与えられる課題内容はこれだけである。5人前後の班は予め構成されている。課
題を与えられたゼミ生は、各自で映像を何回も見て自分なりに分析をした後、まずはJICA訪問に
向けて各班の発表準備を始める。

2-2　事前準備1　グループワーク

「ア」ゼミでは2年生、4年生が合同で発表と質疑応答を行う。圧倒的な経験・知識を有する4年生
のやり方が強く反映される班もあれば、あまり手出し口出しをせず、ひたすら見守り2年生の気づ
きや議論展開がまとまることを待つ我慢強い班もある。時間的制約（締切）に追われ、全てのお膳
立てを整えてしまう4年生がいる班、グループディスカッションそのものに不慣れな2年生の意見を
引き出すファシリテーター役に徹しているようで、その実4年生が用意した結論に導いてしまって
いる班。いろいろな班が見られる。
具体的な準備作業としては、映像分析の結果を一つの発表にまとめることである。印象に残った
箇所や疑問に残った箇所を記し、国際協力、援助のあり方について考察を重ねる。とは言ってもこ
こまで長時間かけて一つの発表を仕上げることが初めての2年生にとって、班の他のメンバーと意
見が合わない、自分の感じたことを上手く伝えることができない、そもそも時間調整に難航してメ
ンバーがなかなか集まることができない‥‥といった悩みが噴出し、足踏みしてしまうことも多い。
まずは事前準備2のJICA訪問の際に何を発表するか、を班として決めなければならないのだが全く
まとまらないうちにその日を迎える班もある。
なおグループワークはJICA訪問を経た後、一層激しくなり、寸暇を惜しんで発表当日ギリギリ
まで行われる。授業と授業の合間、バイトが始まるまでのわずかな時間、帰宅後もスカイプを通じ
て意見交換をし、発表内容を詰めていく。大学の教室が21時までしか使用できないため、その後フ
ァミリーレストランや喫茶店で毎晩のように遅くまで打ち合わせを繰り広げた結果、出入り禁止の
措置を受けてしまったゼミ生も多い。グループワークそのものが初めての体験となる2年生は、戸
惑いながらも4年生の指導を受けつつ、ひたすら励む。

2-3　事前準備2　JICA訪問

JICA訪問は「ア」ゼミ開催日の2週間ほど前に行われる。共有映像の分析を経て、そこから得
られた知見をもとに各班の関心対象をどのように分析できるかをJICA職員に対して提示し、コメ
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ントしてもらうという形式が確立して、現在に至っている。なぜJICA訪問かというと、ゼミ生に
とってJICAは自分たちが分析した映像の組織だからである。前述したように「アサンテ・サーナ」
の主人公は青年海外協力隊の隊員であり、JICAの実施事業を通じてタンザニアに派遣されている。
年度によって多少異なるが四ツ谷にあるJICA本部を訪問する人数は、2年生と4年生を合わせて

15人前後である。ゼミ課題の一環として大学外の組織を訪れることは、このような経験が初めての
2年生ゼミ生にとってビッグイベントである。しかも訪問先のJICA関係者から一方的に話を聞く、
という受け身のスタンスではなく、自分たちが主体となってプレゼンテーションを行い、国際協力
の専門家からコメントされる、という場である。どの班も、訪問日、訪問時間ギリギリまでプレゼ
ンテーションや発表原稿に手を入れ、完成度を高めることに余念がない。
発表は2年生が主体となって行い、すぐに容赦のないコメントを浴びせられる。各シーンの印象
を羅列しただけで分析には程遠い、事実誤認がある、もっと深く読み取らないと意味がない‥‥筆
者の他にも2、3人のJICA関係者が同席し、それぞれの発表に対して指摘やアドバイスをしていく
ということもあり、大変身が引き締まる緊張したよい経験であった、とは、訪れたゼミ生が毎年口
にする感想である。
この段階では、まだ荒削りなものが多い。というより、発表の原型を留めていないものも多いが、
いくつか訪問時の発表内容を紹介する。

●事前発表1●　登場人物の魅力
坂田は不器用だが、熱い情熱をもってタンザニアの農業の夢を追っている人物である。
憤りながらもタンザニアをより良くするために黙々と励んでいる坂田が時折見せる笑顔は
とても魅力的である。

●事前発表2●　開発途上国で働くということ
ウジャマアマ村には電気も水道もガスもない。水道はないので毎日女性が近くの川から
水を運んでこなければならない、地べたに座って子どもの子守をし、多くの人が裸足で作
業をして、建物もあまり頑丈そうな作りではない。言語、文化や宗教、習慣も違うタンザ
ニアの村落で、日本人が生活してゆくだけでも大変なのに、一人きりでいきなり現地の人
のサポートをするというのはそう簡単なことではない。
このような生活の不便さ、衛生面の大変さなど非常に困難が多いということを感じ取っ
たゼミ生が多かった。

●事前発表3●　自活の喜び
竹細工の作業場で女性が自分で製作した商品を手にとって喜んでいる場面がある。自分
の手で生活手段を得ること。自分たちで何かを作るという喜びと誇り。それは収入手段に
つながり、自分で現金収入を得ることができるという社会的自活に結びつく。自立は自尊
心を育み自分の尊厳に結びつく。自活は自己達成感につながる。
映像分析を初めて日も浅い時点でこのような素敵な着眼をするゼミ生もいる。彼らに備
わっている資質であろう。
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●事前発表4●　宗教上の禁忌
映画の中で日本人ヒッピー青年の梶が、パーティーの席でイスラム教徒である現地住民
に誤って豚肉を食べさせてしまうシーンがある。宗教上の禁忌を破ることはありえなく、
梶の振る舞いが明るみに出たらリンチで処刑されてもおかしくない。
このときは、主人公の坂田が梶を何も言わずいきなり梶を殴りとばすことで、平和的に
とは言わないまでも一応の決着に至った。通常異文化理解という言葉からイメージできる
範囲を越えた凄まじさもこの場面から感じ取っていたようだ。

●事前発表5●　トンネルの真ん中を掘る人々
高熱で倒れた坂田の看病のためにウジャマアマ村にやってきたJICAタンザニア事務所長
夫人が坂田のことを「トンネルの真ん中を掘る人」と言い表す。トンネル工事は、「掘り
始めるときと掘り終わるときは注目されるが、坂田たちがやっていることはトンネルの真
ん中を掘る行為」であり、例え目立たなくても認められなくても、地道に黙々と活動を続
けることの大切さがこの言葉に凝縮している。
多くのゼミ生がこの台詞から様々なことを感じ取っていた。

●事前発表6●　男女の役割の違い
村人による集会が開かれ、ポンプを灌漑用に使うのか、飲み水用に使うのか意思決定が
なされる場面は、議論の内容以外にも多くのゼミ生の注目を集めている。集会場での話し
合いには10人以上の男性参加者がいるにもかかわらず、女性の参加者は皆無だという点だ。
重要な意思決定の場に女性の参加ができないということをもって、女性差別的だという意
見もあれば、別の手立てを通じて女性の価値観や考えも反映されており実質的には差別は
ない、という意見もあり興味深い。
村人の葬式の場面では、男性だけが遺体を運んでいてその葬式の場に女性が一人もおら
ず、娘であるアイーシャも遠くから見ているだけなので、女性は葬式にも参加してはいけ
ないのか、という指摘もあった。実際、イスラム教では埋葬の場には女性は参加すること
はできないとされており、ゼミ生が映像を注意深く分析していることに気付かされる。

第3節　本発表

3-1 本発表の形式、内容、流れ

本発表当日の流れは、各班の発表、議論（質疑応答）及び講師陣からのコメントという3つのス
テージからなり、それぞれ10分前後、20～30分前後、5分前後の時間を要する。最初の発表は2年
生が中心となって行うことが多い。質疑応答は班にもよるが、少しでも場数を踏ませたいと例年4

年生が温情をかけることから、こちらも2年生主体のケースが多い。内容が困難になり2年生では手
に負えなくなると4年生からのサポートが入る。
事前にアドバイスを受けてはいるものの、多くの2年生は本発表で間違いのない「よい」発表を
することを「ア」ゼミの目的と設定してしまう傾向にあり、自分の班の発表を成功させることにほ
ぼ全精力を集約してきている。ときとして発表の質と発表後の議論の質には大きな隔たりが生じる
ということも生じる。
議論（質疑応答）は、毎年ぎこちないやりとりが繰り広げられる。ともすると、コメントや質問
そのものがほとんど出ない、ということが、特に前半の発表では見受けられることもある。最初の
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質疑は、いわゆる○○についてわからなかったので教えてください、的な内容が多いが、別の見解
を述べたり代替提案をしたり、と高度なやりとりが垣間見られることもある。本発表の時間に成長
する、というよりは、これまで積み重ねてきた準備過程において蓄積してきた有形、無形のものが
うまく発表内容と組み合っていいコメントとして表出するのだろう。化けた、といってもいいよう
な、飛躍的な伸びを示すゼミ生も見られる。必ずしも「化け状態」が継続するとは限らないが、本
来成長とはそのようなものであろう。
発表が目的である、という思い込みを本発表終了までに崩し、実は発表そのものは議論の材料を
提供しているに過ぎず、本当に重要な部分はその後の議論にあることに気付いてもらうことは、指
導側にとっては大事な目的である。もう一つ指導側が意識していることは、積極的に意見を否定し
合うことも含めた、活発な議論を繰り広げることのできる土壌作りである。
意見の否定と人物否定、人格否定は全く別物であること、こういう議論の基本は頭で理解させる
より、非常に活発な議論の応酬をしている4年生の姿を目の当たりにすることにより、自然に身に
つくように思われる。

3-2 発表の一例

発表スライドの一例を掲載する。指定や制約は一切ないが、20枚前後のスライドをパワーポイン
トを用いて作成することが標準である。事前のスライドに関する指導はほとんど行わない。スライ
ドに書かれている内容には一言一句、班のメンバー全員が完全に理解して説明できるように、と伝
える程度である。むしろスライド作成は、4年生が2年生に多くのノウハウを伝授する。
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3-3 本発表での議論

本発表においてどのような議論が繰り広げられてきたか、代表的なものを7点ほど紹介したい。
なお実際の議論は必ずしも記述どおりに順序立ててなされたものではなく、当方で必要最小限の編
集を行っている。

●本発表1●　援助とは何か
「ア」ゼミで取り扱われるテーマは開発援助政策、ODA大綱、国別援助指針、無償資金
協力‥‥といった開発援助論や援助スキームのような内容ではない。「人が人を援助する」
という行為の真髄についてまず考えることになる。
「アサンテ・サーナ」において援助する側は坂田であり、青年海外協力隊であり、JICA
であり、日本という国である。援助される側はウジャマアマ村の村人である。カウンター
パート（青年海外協力隊員と活動を共にする相手国側の現地スタッフ）はジュマである。
援助とは何か。相手が求めているものを与えること、相手のニーズに応えることが援助
なのか。他にもいくつかの条件を満たす必要があるのか。日々の業務が援助そのものであ
るJICA職員であっても援助哲学は同じではなく、単一の見解を出すことは難しい。
「援助」を上から下へという関係性にあると定義し、それに対して「協力」は互いを同等
の立場と見る対等性と定義し、「援助」ではなく「協力」関係のもと、対話による相互理
解を通じて共通の目標を立てることに重きを置いた班もあった。
行為の主体はあくまで非援助側である村人である。坂田の階段づくりというアプローチ
は村を「よくするだけの援助」であり、「自立を促す援助」ではない。しかし坂田が有す
る技術やノウハウは、村人の自立を促すことに利用可能である。自立とは、村の方針を自
分たちで決定し、自分たちで村を発展させることと定義し、Africa for African peopleの姿勢
が村人に見られるにはどのようなアプローチをとればよいか、といった、「自立」に着眼
した考察も見られた。

●本発表2●　真のニーズと要請主義
援助を受ける側の真のニーズを把握することは重要である、との指摘はよくなされるが、
具体的には「誰」のニーズを想定しているのか、漠然としているケースがほとんどである。
ウジャマアマ村の村人の間にも様々な意見やニーズがあり、一枚岩ではない。誰のニーズ
に焦点を当てるのか、多数派か、村の権力者か、コミュニティ内の弱者か。誰がどのよう
に「真のニーズ」を決めるのか。
当事者が必要としていることと、第三者から見たときに必要だと考えることに食い違い
があるときにはどうすればよいか。その答えの一つが「要請主義」であろう。
途上国の主体性を尊重し、自助努力を損ねることがないよう、援助実施に際して「相手
国の要請」があることは日本の援助原則の一つである。この要請主義に基づき、現地の決
定を最大限尊重することは、青年海外協力隊の理念ともなっている。とすれば、坂田は一
人で崖に階段を作るのではなく、住民たちの願いである灌漑用水路工事に加わるべきだっ
たのではないだろうか。坂田は村人たちに背を向け、自分の信念を貫き通したが、ひょっ
としたらそれ以外の方法があったのかもしれない。例えば、村人の理解を得たうえで共に
階段を作るというような……。援助原則の一つである要請主義と援助目的の一つである人
道主義の狭間に立たされたとき、人は如何に振舞えばよいのだろうか。
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●本発表3●　ポンプの利用方法
日々開発援助の現場で携わっているJICA職員であっても、「アサンテ・サーナ」には答
えの出ない多くの問いがなされる。ポンプは当初計画どおり灌漑に用いるべきか、それと
も飲用水の用途に使用するべきか、という問いかけをあるJICA職員が実際に行ったところ、
ゼミ生のみならずその場にいたJICA職員の意見が二つに割れたのは興味深かった。納入さ
れたポンプは無償で贈与されたものではなく、ウジャマアマ村人もポンプ代金の半額を拠
出していること、また村の話し合いでポンプは灌漑用途に使うとの決定がなされたことか
ら、当事者の意見を覆す権利を果たして坂田が持つことが許されるのか。もともと灌漑用
途は当初の計画で想定されていたにもかかわらず、飲用水用途は謂わば後出しであるとの
主張も多かった。
一方、援助の根幹をなす人道援助、社会的弱者（この映画の中では水汲みの役割を担っ
ている村の女性）支援の重要性は言うまでもない。ここで命の危険を冒して今後も水汲み
を続ける村の女性に救いの手をさしのべず、換金作物を栽培して村の収入を増やすことに
重きを置くとは、資本主義の手先か、といった過激な意見も飛び出した。
援助のあり方を開発援助大綱に求め、①日本人の視点、②現場主義、③自助努力の促進、
④共に創り上げる姿勢といった、援助に必要とされる要素が坂田が選んだ行動では満たさ
れているか、ひいては自立的発展にむけての協力となっているか、考察した班もあった。
結論を言えば、この問いには個々の解釈や考え方こそあれ、「正解」などといった薄っぺ
らいものはなく、むしろ答えのない問いだからこそ皆で議論して深めていく意義は大変に
大きい。

●本発表4●　よそ者
ポンプについて、飲み水用途に使い水汲みの危険や負担を軽減するか、当初の予定どお
り灌漑に使うか、といった重要な話し合いが村の集会場でなされる。アイーシャの母親の
死を受けて、届いたポンプを飲み水用途に回すべきだと強く主張する坂田に対し、「我々を
導くつもりか、それは傲慢だ」「あなたはよそ者だ。アフリカのことはアフリカ人が決める」
と村人の強い反発にあう。
この場面は毎年多くの議論を引き起こす。現地の文化を尊重し、誠意を持って働いても、
ときにはよそ者扱いされる。坂田のような隊員はいくらその地域に貢献しても、結局はよ
そ者であり、ただのお客さんに過ぎない。何ら報酬を得られないボランティア活動を続け
る上で、属している現場からの拒絶はつらい。
一方でジュマ達の、よそから来た人に全て従いたくない、という立場も理解できる。自
分たちの村の将来を自分たちで責任を持って決めるという姿勢は素晴らしい、誇りが感じ
られる、という意見もある。

●本発表5●　たかが水のために
人はどうしても自分の価値観、育った境遇から抜け出すことはできない。「死ぬな、水汲
みなんかで。たかが水のために命を落とすなんて」と高熱で意識が朦朧としている坂田が
うわごとを言う。この何気ない一場面から多くを感じとるゼミ生もいる。
このような言葉が出るのは、蛇口をひねれば清潔な水が出てくる環境で生まれ育った坂
田だからこそであり、ウジャマアマ村の人々にとっては、水に対してそのような低い価値
のおき方はしていない。「たかが水」ではなく非常に貴重な水である。自分がそれまで育
ってきた環境の無意識下での影響は消えないことを忘れてはいけない、というあるゼミ生
の指摘には驚かされた。観察力、視点の鋭さ、感性、全てが揃わないとこの発言は出ない。
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●本発表6●　自立発展性、自助努力
将来にわたっての維持、管理体制といった項目に着眼するのは、多くの場合4年生である。
これまでの学びの中で、相手側の自立発展性や自助努力の重要性を十分理解しているから
だ。
協力隊員が現地スタッフの育成を行わなければ、非援助側は自立ができない。自立がで
きないのであれば援助を際限なく続けなければならない。よって、限られた協力期間の中
でいかに現地のスタッフの育成に努めるか、がその国の自助につながる、という意見は多
く見られる。
「アサンテ・サーナ」の中で、坂田は村人たちに「自分が帰った後、ポンプが壊れたらど
うするんだ？」と問いかける。坂田がいる間は、ポンプが故障しても修理ができる。部品
も日本から届くだろう。だが、坂田が帰った後は何をどこまでできるか。ポンプに限らず、
協力隊員が帰った後、活動がそこで途絶えてしまっては意味がない。それこそトンネルの
途中まで掘っただけということになってしまう。
だからこそ、協力隊員は現地の人が自助努力できるシステムを作り上げる必要性があり、
そのためにジュマのような現地のカウンターパートを育てることが大切になる。「アサン
テ・サーナ」では、ジュマは首都の中央官庁での就職という出世への道を捨てて、ウジャ
マアマ村に残る道を選ぶ。だが現実は、必ずしも技術やノウハウを得た人々が活動の現場
に残るとは限らない。ではどうするか。人材流出が起こることも想定した上で、活動の計
画を作るのが理想であるのだが、多くの制約があり必ずしも自立発展性や自助努力が保証
された上で協力隊の活動が開始するというわけではない。

●本発表7●　異文化理解
異文化理解というテーマに対する考察も多くなされる。最初のうちは、お互いの違いを
尊重することが大切、といったよくありがちなコメントが出されて、そこで終わってしま
う。もちろんこのような意見自体は否定しないが、そこで思考の中断に陥ってしまう班が
多い。相手の立場や現状を理解することは必要、異文化の理解は重要。それは誰にも異論
はないであろう。では、この先どうすればよいのだろうか。
多くの班は異文化理解をどのようにとらえるか、悩み苦しむ。（1）自分を知って、（2）
自分を知ってもらい、（3）相手を知り、（4）相手を受け入れること、と段階的に異文化理
解のプロセスを定義づけた班もあった。尊重することは大切と分かりつつ、異文化を受け
入れられないゼミ生もいる。
女性が水汲みをするのは何千年も続いてきた伝統であり、水汲みを否定するのは外国人
の考えだ、というウジャマアマ村の住民。「水汲み場は女性の唯一の社交場でもあり、そ
こで皆に会っておしゃべりをするのが楽しい」、とは男性のジュマが発する台詞だが、こ
れに対し、村人の価値観や歴史を勝手な否定はできないと頭では分かりつつも、女性が不
当な扱いを受けていると憤るゼミ生もいる。伝統と自分たちの価値観がせめぎ合う中でど
のように折り合いをつけるか、葛藤に苦しむゼミ生も多い。
女性の水汲みという長年当たり前であったことに対して急に問題意識を持つことは現地
の人々にとっては難しいことであり、それより現状の生活を改善することに男女問わず村
人の意識が向くことは不思議ではないと感じる、といった冷静な分析も見られた。
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3-4 発表後の反省・感想提出

発表後、1週間ぐらいで参加者全員から感想が届く。2年生、4年生、ともに毎年得るもの、感じ
るものは多い。
以下、何点か抜粋して引用紹介する。反省・感想1と2は、2年生から、3と4は4年生からのコメ
ントである。

●反省・感想1●　心構え、学んだこと
一つの視点に囚われないようにすべきと学んだ。
人と意見を共有することで自分では全く発想できなかった考え方や、新しい視点を発見
することができた。
積極的に自分の意見を言うこと、様々な視点を持つこと、自分のボキャブラリーを増や
すこと、パワーポイントを有効に使えるようになること、聞く力・伝える力を養うこと、
質疑応答に積極的に参加すること、などが今後の課題。
質疑応答では、自分たちも議論した部分であるからこそ他の班の発表を聞いて疑問が生
まれるのだと思った。
拙くても間違っていても、自分の意見をまずは言ってみて、うまく伝わらなかったら新
しく考え直して、また自分の意見を言い直せばいいと学んだ。
同じ言葉でも違う意味で使っている場合があるから、一つ一つのワードを確認しながら
話さないと行けないことを学んだ。
深く掘り下げ、たくさんのことを話し合っても、スライドにまとめられるのはほんの一
部であるということが歯がゆいと感じたと共に、これが「プレゼンテーション」なのだと
実感した。

●反省・感想2●　援助のあり方
支援国と非支援国との関係性がどうあるべきか、支援国はどのような支援をするべきか
など国際援助について様々な考えを持つことができた。

●反省・感想3●　グループワークのやり方
2年生を、私の考える結果に向けて誘導してしまっているのではないかと感じた。
発表未経験の2年生にどこまで教えてよいか、どこまで情報を提供してよいか、2年生の
意見を尊重しながらどのように進めればよいか、ということがわからなかった。

●反省・感想4●　「アサンテ・サーナ」について
一度だけ、4年だけで映画の内容について討論したことがあった。てっきり、4年同士な
らすぐ結論にたどりつくだろうと思っていたが、そうではなかった。4年の立場から見ても、
分析するポイントはそこかしこにあることに驚いた。

4年生になって見直したときに、坂田に対する見方ががらりと変わったことが印象的だっ
た。2年前は、援助というものを浅く考えており、坂田の援助姿勢は全て良いもののよう
に捉えていた。しかし今見てみると、良い面も悪い面も見ることができ、改めて映像分析
することの面白みを感じた。
時間を空けてこの映画を見て、これほど国際協力に関する内容の詰まった映画だったの
かと驚いたのと同時に、自分の着眼する箇所が増えたのだと実感した。
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第4節　終わりに

4-1 「アサンテ・サーナ」ゼミの課題

2年生と4年生が感じ取る課題は大きく異なる。
映像分析、発表、議論を本格的に行うのがほぼ初めての2年生にとっては、他の発表内容にコメ
ントするだけでも精一杯だったが、ゼミ本番の後半にもなると議論の形になってくるやりとりも散
見される。まずは2年生に求められることは、議論の基本の確立だろう。何らかの『解答』がある
課題に取り組んできたことはあれど、「ア」ゼミの課題には正しい解などない。発表においては仮
説構築、検証、証明（説明）を求められており、その後の議論のやりとりでは他のゼミ生からの鋭
い質問や指摘に対して即座にその場で応酬をすることが求められる。
「想定問答集を作るように」、「上手に発表をすることが「ア」ゼミの目的ではなく、むしろゼミ
本番は発表後の議論。その心積もりでいるように」。毎年準備段階で伝えてはいるが、ほとんどの
班では発表を準備するところまでしか到達せず、比較的準備された発表に比して質疑応答や議論は
相当ぎこちないものとなることが多い。
とはいえ、この点は毎年課題になるものの、2年生後期のこの時期に気づいてもらえばよいもの
であり、「ア」ゼミの段階で到達できないのは承知の上で毎年伝え続けようと思う。

4年生が感じる課題はまた事情が異なる。
初のグループワーク、初のゲストゼミに取り組む2年生も大変だろうが、意外に悩みが多いのは、

2年生への関わり方を模索し続ける4年生である。どの4年生に聞いても、「口を出しすぎた」と過干
渉を反省するか、「もっと関わってやればよかった」と放置しすぎたと反省を口にする。これまで
のところ「ちょうどよい関わりができた」という声は聞いたことがないことは、「関わりつつ見守
り続ける」スタンスを維持することが如何に困難であるかの証明ともいえる。
レールを引いてしまった、と反省する4年生は多いが、一方で「アサンテ・サーナ」という作品
と今度こそ本気で向き合いたい、2年前に感じた不甲斐なさを挽回したい、という4年生の気合いに
2年生が引きずられてしまうケースもあり、4年生の意見が前面に出ていること自体が悪いとは一概
にいえない。どれだけ2年生に関わればよいのか、どのように関わればよいのか、という問いに対
して、試行錯誤を繰り返しつつ自分たちのあり方が肯定できないこと自体も大きな学びであると捉
えているので、この点について4年生の自己評価がそれ程高くなくてもあまり気にしていない。
これまでに見てきたように、2年生後期の最初のゲストゼミにおいて、芝崎ゼミのゼミ生は「ア」
ゼミを通じて、大きな刺激をもらい、飛躍的に成長するきっかけを得る。4年生にとっても、後輩
指導を行いつつ、自分たちの考えや想いを発表に盛り込む。多くの4年生は2年前を思い返しつつ、
この2年間で自分たちがどれだけのことを新たに感じ、考えることができるようになったのか、端
的に言えば自分たちがどれだけ成長したのかを強く実感することができる。
日々、鍛錬を積み重ねているゼミ生の成長は著しいものがあるが、特に当人たちは、周囲の仲間
たちも同様に伸びていることからその成長を実感することは難しい。「ア」ゼミは、自己の成長を
振り返り、学んできたことの手応えを感じる、またとない機会となる。
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4-2 アサンテ・サーナゼミの意義

「ア」ゼミの意義とは何か。あまり接点のない2年生と4年生が交流し、2年生に対して4年生がゼ
ミ活動の仕方を教えるという意義、『アサンテ・サーナ』という題材を元に開発援助や国際協力の
あり方自体を考察する意義、はすぐに思い浮かぶ。このゼミの意義は、という質問に対しては、ゼ
ミ生の学びの度合いに応じた、多種で多様な学びや気付きを提供し、ゼミ生のポテンシャルを最大
限に引き出してくれる貴重な場であること、を答えとしたい。
ゼミ生の熱心な取り組みがあってこそ、この「ア」ゼミは成り立っている。「ア」ゼミを通じて
学べるこれだけの多くのことを仮に指導側が一方的に教え込んだとしても、すぐに抜け落ちてしま
うだろう。自分たちで悩み苦しむ過程において習得してきた内容や、発表後の議論を通じて気付い
たことは、その後もしっかりとゼミ生の中に定着する。
一つ一つの学びは、『3-3　本発表での議論』に詳述したが、ややすっきりとまとめすぎた感もあ
る。実際には、議論が迷走したり珍問、珍答が飛び出したり、大学2年生らしい力み過ぎや勘違い
も随所に見られた。坂田が一ヶ月にもらえる現地活動費が170ドルと聞いて、その金額で人のため
にここまで頑張れることがすごい、といった40年前の物価や為替レート、現地の物価水準を無視し
た乱暴なコメントも飛び出した。私たちはこのように感じた、考えた、という言わば感情共有や一
方的紹介に偏りがちな発表もあれば、論理の飛躍がすさまじく内容が理論的につながっているとは
いえない発表、「異なる価値観を認めあうことが大事」といった聞き心地の良い結論にたどり着い
た時点で思考停止を起こしてしまった発表も散見された。
とはいえ今回、本稿を執筆するに当たり、ゼミ生が発表準備及びゼミ当日の議論を通じて学んだ
点、気がついた点を列挙してみると、極めて多種多様なことを学びとっていることに改めて驚かさ
れる。中には参加したJICA職員の度肝を抜くような卓越したコメントも飛び出しており、『背中に
電流が走るようなゾクゾクする知的刺激が忘れられず、この「ア」ゼミに参加することを楽しみに
している』JICA関係者も多い。毎年10月下旬に開講されるこのゼミに今年もかかわれることを筆
者自身も大変楽しみにしている。

互いに研鑽し、向上し、高め合う学生の姿勢を毎年見続けている筆者は、瑞々しい感性を有する
20歳前後のこの時期に、同じような学びの機会が多くの学生に与えられんことを強く願う。



※ 駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部准教授
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「アサンテ・サーナ」ゼミにみるゼミ生の学び（宇多）

付記　「「アサンテ・サーナ」ゼミにみるゼミ生の学び」について

芝崎　厚士※

本付記では、「「アサンテ・サーナ」ゼミにみるゼミ生の学び」と著者の宇多智之氏について、本
論集での収録に至った経緯を含めて説明を施しておきたい。
宇多氏は筆者と同世代で、大学時代に日米学生会議に参加、その後ISA（国際学生協会）でも国
際交流活動に深く関与されていた。大学院で化学を専攻するいっぽうで国際政治のゼミにも参加し、
JICAでの国際協力業務に携わる中でエジプトなど在外経験も豊富である。その一方で文学に関す
る造詣も深く、さらに教育活動にも熱心である。
筆者とは大学生時代に知り合い、その後さまざまな機会を借りて学生を指導していただくことが
多かった。筆者が駒澤大学で教えるようになってからも、ゼミを中心に毎年学生がお世話になって
いる。特に、今回の論文で紹介されている、2年生と4年生が参加する「アサンテ・サーナ」ゼミ、
3年生が参加する「PDM」ゼミ、3年生と4年生の一部が参加する「『戦争と平和』（以前は『ジャン・
クリストフ』）」ゼミは、ゼミ生が毎年楽しみにし、また毎年苦労しつつ成長する機会となっている
（ゼミ活動全体については本論集第17・18号の拙稿「「芝崎ゼミ」と「芝崎論文」」参照）。
今回の「アサンテ・サーナ」ゼミは、当初は現在のような形ではなかったが、何度か進めていく
うちに、ゼミに入りたての2年生と、ゼミそして大学を卒業する手前の4年生が唯一グループを組む
場である。

2年生にとってはゼミでの映像分析・議論・発表のまとめかた、グループワークの進め方を4年生
の指導のもとに身につける場であり、ここでの経験が後の2年生単独、あるいはゼミ合宿でのグル
ープワークに生かされることになる。いっぽう4年生にとっては、2年前に自らが2年生の時にまさ
に見よう見まねで4年生のアドバイスを受けながら作り上げた発表を、今度は4年生の立場で経験す
ることによって、自らの成長を実感するとともに、卒業して大学を去って行く前に自分たちなりに
消化してきたゼミでの学習のあり方を継承していくという責任を果たす場となっている。
また、全員ではないが2年生はJICAに訪問するという、初めてのフィールドワークを経験する場
でもある。ゼミ生は多かれ少なかれ国際協力や開発援助に関心を持つ者が多く、JICAに訪問して、
宇多氏や時には参加してくれる若手・中堅職員の指導を受けることは、大きな励みとなっている。
近年では「アサンテ・サーナ」ゼミをきっかけにして青年海外協力隊に参加したり、海外の大学で
開発学の修士号を取得してアフリカで援助関係のキャリアを積んでいるOB、OGも出るようになっ
ている。
ゼミ活動は大学・学部ごと、さらに教員ごとに多彩であり、さまざまな考え方にもとづいてさま
ざまな活動が展開されている。宇多氏に本稿を執筆していただいたのは、あくまでそのなかの一つ
の実践例として、日頃ゼミ活動を担っておられる方々や、大学のゼミではどのようなことをするの
かということに関心を持っておられる高校生や高校教員、保護者、大学生といったみなさんに広く
お読みいただき、忌憚のないご意見ご批判をいただき、さらによい教育活動を実現したいと宇多氏
ともども考えているためである。読者の皆様からのご意見・ご感想を心から歓迎する次第である。


