
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バリジョー先生ご挨拶 

久方ぶりの友との談笑 

９期生ニルマラ体験談を語る 
日本からのお土産を手に大喜び 

ネパールのビール/グループ討議 

大柄の授業風景 

早朝、今村務指導で歌の練習 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本からのチャリティーツアー

のみなさんをお迎えしてご挨拶 

さくら寮で談話する 元 MOE メンバーMs. Rampyari Shrestha  

深田より手渡されるお土産に感謝 様々な資料の説明をする今村美 

留学体験を語るカマラ・グルン 研修会のオリエンテーション岩谷
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年
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5 人の代表者による活動報告 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パトレの村で第一回会議 

受験があり参加で

きない１期生ラミ

ラの家族とカトマ

ンドウで会談 

私たちのテントホテル 



 

 

フォローアップセミナー・10 周年記念行事参加 

寮生・卒業生 (2016.10.16~19) 

 

   

1 期生 (４）Amrita S,  Sunit a G,   Samghana S,  Shanta K  , 

2 期生 (6）Sashikala N,  Manisha U, Himani B,  Pampha K,   

Lalmaya B, Gnaga P,   

3 期生 (6） Sabitori R, Puspa L,  Shrijana S,  Kaushila B,  

 Sharumila B, Rajani G, 

4 期生 (6） Parbati G,  Sujata A,  Kalpana K, Mana K,  Sita K,  

Padama K,  

5 期生 (6）Sushila K, Laxmi D,  Raju K, Dhan K,   

  Shyamdulari T,   Kamala G,   

6 期生 (7）Bam K,  Bpana K, Dipa K,  Janaki S,  Khima K,  Sita G,  

Shrijana B,   

7期生 (8） Aarti P,   Asmita B,   Belaspura N,   Bipana N,   Laxmi D,   

Radha K,  Shivalaxmi M,  Sumitra R, 

8 期生 (10））Amrita R,  Anita K,  Hira M,  Jayanti C,   

Kabita U,  Karuna P, Sabina G,  Shrijana K,   

Soniya R,  Tirsana N,  

9 期生 (7） Nirmala P,  Mina K,  Parbati T,   Amrita U,   Ambika M,   

Prema G,   Gita G,   

10期生 (10） Chandika R,   Damana K,   Gita J,   Goma G,   Latita P,   

Menuka B,  Nirmala G,  

Premkala S,   Puja K,   Samjhana B, 

 

         計 7０名 （うち乳幼児同伴者 16 名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Follow-up Seminar 2016 Schedule 

Oct 16~19, 2016  At Sakura Dormitory 

 

 

Oct 16 

 10:00- 11:00  Orientation               (Ms.Iwatani) 

 11:00-12:30  Evaluation about Teaching  (Ms.Iwatani) 

       Break 

 13:30-15:00  What Learned in Japan (Kamala Gurung) 

 15:00-16:30  Women’s Health           (Ms. Imamura) 

  (16:30-17:30  Singing  Activity ,only 9th and 10th batch)  

                                        (Mr.Imamura) 

 

Oct.17 

10:00-11:00 Pupils Stages of Development (Ms. Fukada)  

11:00-12:30 Preparatory Speech ( 5 reporters)   

     Break 

 13:30- 15:00 Reports by Graduates 

 15:00-16:30 Lecture (Teacher of KCP) 

    (16:30-17:30 Singing activity ,only 9th and 10th batch)  

                                        (Mr.Imamura) 

 

Oct.18 

10:00- 11:00   Active Learning        (Ms. Ohgara) 

11:00- 12:30   Reports by Graduates 

        Break 

  13:30-15:00   Effective Teaching      (Ms. Safara ) 

  15:00- 16:30   Lecture               (Mr. Manandarl 

    (16:30 - 17:30  Singing activity ,only 9th and 10th batch) 

                                      (Mr.Imamura) 

 

Oct.19 

  10:00- 11:00 Explanation about the Event 10th Anniversary 

         ( Event and Time Schedule ,Charge) 

  11:30- 12:00 Move to the Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

卒業生の近況報告 
 

 

1 期生 

Sunita Gyawali 

  ダリットの 2～3 人が未就学。校庭狭く、机も少ない。子どもたちは落

第はなかった。今はポカラの私立学校に勤めている。 

 

2 期生 

Sashikala Neupana  

 今は大学院で勉強中。タライのリモートエリアで４年間先生をした。学

校では先生が教室に来ると生徒は怖がった。先生たちはあまり教室に来な

かった。サボる人が多かった。 

私は子どもたちと友達になるよう心掛けた。授業では書いて示すことが多

かった。教材もたくさん作って指導した。子どもたちは私の指導したこと

をよく理解した。親がいない子、一人親家庭の子に優しくした。ほかの先

生は教材を用意しないで、よく頑張っている先生の足を引っ張ることがあ

った。子どもたちの中には仕事をしている子もいて、今の仕事のことで頭

がいっぱいで、勉強はあまり出来ない。ほかの家に仕事に行っている女児

も３人いた。仕事で疲れていた。ある子の家に相談に行ったら、父親は飲

んだくれていた。教室の中にはそういう子もいたから、良く子どもたちを

観て、できるサポートをした。先生を辞めたくなかったが、４年で辞めた。

子どもたちと離れたくなかった。子どもたちは今も時々プレゼントなどを

持ってくる。大学に行ってまた先生になりたいと思った。私たちはよい人

材を育てること、その道を開くことが出来る。みなさんもこのような課題

に負けず頑張ってください。 

Himani Budha 

人生には、いろいろ問題があるのは当然だと思う。ラマ語の村で、ネパ

ール語を理解する人がいなくて、低学年の指導に苦労している。「教室が

狭い」「子どもたちが多い」「床が埃っぽい」、、、などあったが、自分たち

で解決することが大切だった。3 年後に学校を探して、今も継続している。

今、採用試験に合格できて、自分の村の近くの学校で働くことができてよ

かった。学校でのいろいろな経験があって、今、私はこのように話す力が

ついた。これから上の学校の採用試験にトライしたい。 

Pampha Kumari Kathayat  

3 年間勤務した。その後結婚した。次にある採用試験に備えている。小、

中、高のどれもライセンスがあるので挑戦する。 

Ganga Pariyar 

給食を出している。3 年後継続できなかった。採用試験は受験したが、

合格できなかった。NGO で 6 ヶ月仕事した。今はある学校で教員を続け

ている。 

 

3 期生 

Sharmila B.K 

月給 5,000Rp です。子どもたちは方言で話すので、私は理解できず困

った。ネパール語を教えようと頑張った。「ネパール人でもネパール語を

知らない」ということを初めて知った。３～４歳の子どもたち、300 人の

学校です。 



Sabitri R.C.  

子どもたちは、昼休みから逃げてしまうことが多かった。先生たちも途

中で帰った。３年後継続してくれなかった。その後、町に出て学びながら

採用試験に備えた。 

Puspa Lama  

5 年生の子が、結婚で退学してしまうという例があった。ペン・ノート

を持っていない子があった。さくら寮で貰った物をあげた。そしたら少し

来るようになった。 

Rajani Gurung 

 3 年間無事に終わらせて、看護学校で学んだ。今は看護師とし働いている。 

 

4 期生 

Padoma Kumari Budha  

採用試験に合格した。初めは歩いて 4 時間の学校に勤務したが今は家の

近くの学校に勤務している。村で３つの学校がある。先生 3 人で皆女性。

子どもたちには季節に合った歌を歌わせている。小学校教師だけど中学校

に合格したかった。でも子どもが 2 人いるので難しい。 

Mana Kumari Gurung 

 3 年後に 2 年間働いた。 

Sita Kumari Bhul 

3 年後の継続はなかった。今はコミュニティ採用で働いている。 

Kalpana Kumari Saud 

 3 年間楽しいこと、苦しいこともあった。班を作りルールを決めて、掃

除もさせた。3 年後の継続はなし。今は子育て中。 

 

5 期生 

Shamdulari Tharu  

3 年後の継続無く、今は無職です。 

Sushila Kumari Rawat 

3 年後継続できなかった。政治的な力のある人しか仕事が得られない。採

用試験受験に向けて、これから集中しようと思っている。 

Dhan Kumari B. Magar 

楽しい授業をしたいと思い、パネルシアターの「ごろごろ」を教えたら、

毎日「やって！」と言う。それで、土曜日に集めて遊び道具を作った。 

Laxmi Devkota  

子どもたちは弟妹が多いから、弟妹の面倒をみる必要があって、学校に

来られない子も多い。子どもたちは皆環境が異なるので、良く理解するこ

とが大切だと思う。 

 

６期生 

Janaki Singh  

遠方から通学する子があり、川があって渡るのも大変。農業の手伝いで

休む子もいる。途中でエスケープする子もいるので、出席を何度もとるな

ど、工夫している。 

教室も狭い。校地は少し広げたが、狭い。先生が少ない。中学までの教

師数で高校までやっている。給料少ないので良い先生が来ない。私に村人

や家族もみなサポートしてくれている。１ヶ月 7,000Rs。３年目だがこの

あとも雇用を継続の約束がある。子どもたち用の意見箱を設置した。（チ

ャウパディーのこと等）。 

 



Dipa Kumari Bista 

  ３年の後転勤した。ある学校で募集があり、選ばれた。ハイウェイから 徒

歩３時間後に学校がある。通勤は無理なので、学校に泊まって勤めている。

遠すぎるから出来れば転勤したい。子どもたちは地理の知識が無く、住所

を訊ねても村の名前しか言えない。先生の中に酒を飲んでくる人がいる。

結婚して遠いところに移ってしまった。 

Sita Gurung  

先生の仕事、教育はとても大切。私は 1 年生の時からの恩師と同僚にな

った。とても嬉しかった。今大学で学んでいるが、父の死亡で 2 年の試験

受けられなかった。成績は大事だが、ほかのことなど、いろいろ学ぶこと

も大切。日本からこんなにサポートしてもらった。 今度は私たちが、村

のために働かなければならない。先ず大学の勉強をしたい。Budha スク

ールで仕事がしたい。私がそこで教えたかったらサポートすると言われて

いる。 

Shrijana Budha 

 いまは自分の村にいる。 

Bipana Kumari B.K.  

さくら寮での 2 年間でたくさん学べた。家にいたら学べなかった。日本

から先生方が来て指導してくれて嬉しかった。村で良い先生になるよう頑

張ります。皆さんのサポートをもらったので、やらなければならないと思

っています。3 年後も継続になりました。 

Bam Kumari Budha Magar 

女性教師が少ない。私を継続してくれようとしている。女性教員が今年一

人入った。 

 

 

７期生 

Sumitra Rana  

地震で校舎が被害を受けた。ある NGO が校舎を寄付の予定。 

Aarti Poudel 

  結婚して夫の村で教えている。ダリットの子が多い。言葉の問題あるが、

少しずつ慣れてきた。奨学金の管理などもやっている。 

Asmita Bohora  

   最初は山の上で教えていた。現地語が理解できなかった。村の人はジャ

ガイモだけで暮らしている。子どもの数も少ない。 

   今は街の Shrijana Kumari Bohora （8 期生）のいた学校に移った。彼

女は別の学校に移った。女教師が 6 人。他の教師は給料が上がるが、私の

給料は低い。他の学校に空きがあれば移りたいので、探している。 

  大学続けたいが、5,000 Rs では足らないから、その間はどこかの学校

で働きたい。 

Bipana Nepali  

  先生が少なく、生徒は多い。校地も教室も狭く小さい。校舎は地震で亀

裂が入った。今年は洪水の被害があった。1 教室に子どもが多すぎる。 

Radha Kumari Awasthi 

  学校はあまり問題ない。採用試験受けた。結果待ち。先生の仕事をなる

べく続けたい。 

Shiva laxmi Malla  

今ネパールガンジの学校で教えている。他のＮＧＯのプログラムが入っ

ているので、その手伝いをして少し給料がもらえる。 

 



8 期生 

Jayanti Chand Thakuri  

  最初は子どもたちはあまり聴いてくれなかった。だんだん聴くようにな

った。学校から給料を 3,000 Rs プラスされている。勉強用具のない子に

さくら寮で貰った物を配った。 

Soniya Rana Magar  

  学校では他の先生がよく協力してくれている。 

Tirsana Nepali  

  登校途中で遊んで、学校に来ない子がいる。先輩がいろいろ指導してく

れた。 

Karuna Pal  

  子どもが多く教室に入りきれない。先生の数は少ない。夏は暑いので、

朝早くから授業をする。 

Amrita Rokaya  

小さい村で子ども少ない。10 年制の学校。教員は皆私をサポートしてく

れている。校長先生が、JNFEA からの最初の送金は本人にくれなかった。 

Hira Mishra 

  飲み水がない。先生たちの打ち合わせはなかなか無い。 

Shrijyana Kumari Bohora 

 教員打ち合わせ会はたまにあるが、私は参加させてもらえない（私は親

から信頼されて親しくしているから、不都合な情報が洩れるのを心配して

いるのではないかと思う）。校長のサポートはない。 校長がしっかりしな

いから、学校はほったらかしである。 

  私はさくら寮から持ってきた教材を使って授業をした。高学年の子ども

の中には、ノートや鉛筆を持っていないで、化粧したりしている子がいる。 

9 期生 

Parbati Thapa Magar 

  先生たちは皆体罰をする。先生たちは私をサポートしてくれている。 

Nirmala Pun 

10 年生までの学校。初めは子どもたちは言うことを聴かなかった。今は

指導が徹底するようになった。宿題もやる。先生たちはサポートしてくれ

ている。 

Mina Kumari Acharya 

  学校では体罰が当たり前になっている。 

Gita Gosain  

子どもたちが言うことを聴かない。しゃべってばかりだ。子どもたちは

1 時間歩いて登校する。疲れて教室で寝てしまう。 

Prema Gharti Magar  

初めは慣れることが難しかった。先生方は皆サポートしてくれている。 

 

＊ ただし、報告があった卒業生の数人分について、残念ながら記録でき

ませんでした。また、10 周年記念式典で体験発表した、次の 5 人について

は、十周年記念誌に掲載されているので割愛しました。 

  Shanta Khanal  (１期生 )   

    Amrita Sharma  (１期生 )     

   Kaushila Budhathoki （３期生）   

  Sujata Acharya  (4 期生)   

    Shrijana Saud  (３期生、ただし当日は同伴の子の看護で手が離せず、 

Manisha Upadhyaya  2 期生 が替わって発表しました。) 

                     記録 深田（通訳 kurisyuna K 



 

 

 

 

                

  

１、 授業概要 

 自分自身の授業を振り返り、評価を重ねていくことにより、より

良い、わかりやすい授業者となることができる。 

 指導案に沿って、卒業生による模擬授業を実施した。対象生徒は、

10 期生で、評価者は教員経験者の 1-9 期生とした。 

 

教師役は、日本語が通じる 2 期生の留学経験者ラルマヤに依頼し

た。事前に入念に打ち合わせを行い、意図的に教師としてまずいと

ころなども演技してもらった。（ネパール語への翻訳は dev lal 氏に

依頼） 

 

 

第3学年 分数の計算 本時の学習指導案 

平成2８年１０月16日（火）1１:００～1２:30 

       授業者：  

１ 単元名・教材名   

同分母の真分数どうしの加法  ネパール 3年生 算数教科書 133ページ  

２ 本時 

（１）目標 

・同分母の真分数どうしの加法計算のしかたを理解する。 

（２）展開 

 

 ○ 学習活動 ・予想される子どもの反応等 ◇指導上の留意点 ☆評価 

つ
か
む 

７
分 

○ 本単元の既習事項と前時を振り返る。 

○ 本時のめあてを確認する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 式を確認しプリントに書く。 

○ 答えを予想する 

  ＊ 
3

10
L は正しい、 ＊ 

3

10
L はまちがい 

○ 課題をつかむ 

 
１

５
+

２

５
 の計算の方法を考えましょう 

○ どんな方法があるかいろいろ考える 

既習事項はまとめて掲示する。 

□等分した大きさの表し方の確認 

□分数、分母、分子 の意味の確認 

□真分数、仮分数、帯分数の意味の確認 

□分母と分子が同じ数の時は１になることの確認 

□同分母の分数の大小比較の確認 

 

□問題文は各人に配布する。 

 

 

 

 

 

□予想を挙手させる。 

 

考
え
る 

６
分 

⑥6

分 

 
 

○ 自分の考えをプリントに書く。 □ □ 図などを使うようにうながす。 

□ 机間巡視する。 

 

岩谷さんは、オレンジジュース
１

５
L にリンゴジ

ュース
２

５
L を合わせて、ミックスジュースを作

りました。できたミックスジュースは

 

  
 です。正しいでしょうか 

 

教師の指導力向上を目指す授業評価 岩谷栄子 

 

 

講 義 



  

 

 

 

板書計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

考
え
る 

６
分 

⑥6

分 

 
 

○ 自分の考えをプリントに書く。 □ □ 図などを使うようにうながす。 

□ 机間巡視する。 

 

広
げ
る 

深
め
る 

 

２
０
分 

 ○ 全体で考えを交流する。 

3

10
 の考え について 

 

３

５
 の考え について 

 

○ 答えを確認する。 

□ 
3

10
 の考えを発表させる。 

 

 

□ それぞれについての意見交換をする。 

 

 

□ 
１

５
 が３つになる。答えは 

３

５
 であることを 

 確認する。 

 

ま
と
め 

１
２
分 

○ 課題をまとめる 

１

５
がいくつあるか考える。分母はたさない。 

分子をたす。 

 

○ プリントにある 練習問題を解いてみる 

 

○ プリントの自己評価を記入 

 

○ 次時は分母が違うときはどうなるかという課

題を余コックする。 

   

 

 

 

 

 

□ ペア同士で確認 

10/16  教科書 113ページ     課題             まとめ 

問題 

                   計算の方法         間違いやすいこと 

                   ① 

 

                               ＊ 
１

５
   は １Lを5等分したう 

ちの１つ 

②           ＊ 
２

５
 L は１Lを5等分したうち

の２つ 

                               ＊ 
１

５
 

２

５
 ＝ 

   

５
 ＝ 

 

５
 

 

     

                                  

                    

 

岩谷さんは、オレンジジュース

１

５
Lにリンゴジュース

２

５
Lを合わ

せて、ミックスジュースを作り

ました。できたミックスジュー

スは
 

  
 です。正しいでしょ

うか 
 

分母が同じ分数の足し算 

              

年   組                      

   

番                

名 

前 

  

 

１  

岩谷さんは、オレンジジュース
１

５
L にリンゴジュース

２

５
L を合わせて、ミックスジュースを作りま

した。できたミックスジュースは
3

10
L です。正しいでしょうか 

 

 

 （１） 式はどうなるでしょう。  自分の考えを書きましょう 

 

 

 

（２） どうしてそのように考えましたか。  図などを使って説明しましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （３） 正しい答えは  

 

 

 

 （４） たしかめ 

 

 

  
２

８
 + 

１

８
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２ 今日の授業の感想を書いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



評価の観点表を授業参観者に配布し、点数を 4 人グループごとに

まとめて、代表者に報告をしてもらった。 

 それぞれの役柄を大変意欲的に展開できた。わかりやすい説明で

あった。生徒の発言の取り上げ方がよかった。また、先生がにこや

かで美しいので楽しかった。などの感想に大いに盛り上がった授業

となった。 

参考資料 

 

  

 

 

 

大きな10周年記念式典のために､2月にさくら寮生9･10期生に2曲

の合唱指導を行った｡1曲は､沖縄民謡｢ﾕﾅの木｣を日本語で歌う｡こ

の曲は､ﾈﾊﾟｰﾙの音階ととてもよく似ているため､学生たちもすぐに

覚え､きれいに歌うことができる｡3番では､ｶﾉﾝ(輪唱)で､歌うこと

にした｡2曲目は､ﾖｰﾛｯﾊﾟの歌で､｢ﾊｼﾞｭﾙﾊﾞ｣を､ﾈﾊﾟｰﾙ語にして歌う｡

途中3部に別れてｶﾉﾝで歌い､指揮者の合図で最後の音を伸ばすこと

によって､｢ﾄﾞﾐｿ｣のﾊｰﾓﾆｰで歌い終わる｡3音がきれいにﾊﾓり､みんな

の耳に､心に響く歌声を目指した｡  

3曲目は､ﾈﾊﾟｰﾙでは大変有名な｢ﾚｯｻﾝﾋﾟﾘﾘ｣を､このﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟに参

加している全員で合唱することにした｡1~3期生は､ｶﾉﾝの指導をし

たことがなく､心配だったが､4~10期生が､上手に歌っていることで､

すぐに理解し､参加する事ができた｡70人の歌声は､迫力もあり､と

ても美しい｡  

3日間で1時間ずつの指導だったが､当日は､美しい歌声を響かせ

てくれたと思う｡ 

 

 

 

 

 

 

音楽（合唱指導） 今村 務 



 

 

 

 

毎年2月にはﾛﾝｸﾞｽﾃｰで､さくら寮に授業のために行っていた｡そ

の間に､4冊のﾃｷｽﾄﾌﾞｯｸを作成してきた｡すべて200人分の印刷をし

ていたため､今回もらっていない卒業生に配布した｡どのようなﾃｷｽ

ﾄかの説明を行った｡  

➀性の教育(今村 美知子･吉田英子)  

自分自身がどのように生まれてきたのか｡そして､自分の心や体

の変化について知る｡ 赤ちゃんはどのように生まれてくるのかに

ついても知り､考え､自分自身を大切にする 心を養う内容である｡  

➁防災について(吉田英子)  

昨年ﾈﾊﾟｰﾙで大きな地震があったことを受けて､地震がどのよう

にしておき､その時に､どのようにして安全に避難するかについて

書かれている｡さらに教師として､ｸﾗｽの子どもを安全に避難させる

ために､避難訓練の実施を行った｡怪我をしたときの対処について

も書かれている｡  

③楽しく学ぼう(今村 美知子)  

｢楽しく学ぶ｣とは､どういうことか｡それは､わかること｡わかる

ためには､実体験をさせること｡そこから意欲を引き出していくこ

と｡児童は皆平等に教育を受ける権利を持っていること｡そのため

の授業の方法が記されている｡  

 

 

わたしらしく､あなたらしく｣ 

ｼﾞｪﾝﾀﾞｰについて考えよう (吉田英子)  

自分自身を大切にして、自分らしく生きていこう。LGBTについて

も考え、｢その人らしく｣生きるために､教師は何をしたらいいかに

ついて考える。  

全員にテキストを配布した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

4 冊のﾃｷｽﾄﾌﾞｯｸの説明 今村美知子 

授業「児童の発達段階」深田洋子 

 

 



 

授業概略 

1.挨拶 I am ……….  I am from …………(名前と出身地) 

指名して数人に口頭発表させた後、全員に配布した用

紙に英語で書かせる。 

2.  授業のテーマ、内容を説明 

  「あなた方の教室の子どもたちの心身の状態を知る」 

3.  展開 

導入 

人は年齢とともに発達する(育つ)。あなた方の教室の

子どもたちの発達段階を知ることは大切である。 

  展開 

・自分の幼い頃(５歳～６歳の頃、または７～８歳の頃)

を、想い出してみよう。 

    (解答用紙にネパール語で―以下同様―書く) 

・また、今教えている子どもたちの様子を観察してみ

よう。（用紙に書く） 

・授業の受け手の心身の状態を理解し効果的な指導を

工夫しよう。(実情はどうか？配慮していることはあ       

るか？―質疑応答) 

・児童の発達段階について学ぶ。 

（資料をみながら講師の説明を聞く） 

資料概略 

・ ～５歳まで・遊びは受け身的、自己中心的、周りは見えない。 

・ ６～７歳 ・活発な遊びを楽しむ、直感的、自己中心的思考傾向。 

・８～９歳 ・身体的能力伸びる、他人への配慮、興味関心大に。 

4.  まとめ 

子どもの心身の状態を理解し、配慮した指導で効果があ

がることを理解したか。     

・感想を発表(数人) ・それぞれの感想を記述する(全員)。 

受講生の反応 

①  自分の幼少の頃の生活、行動を、みな率直に発表・記述してくれた。 

② 「遊びが好きだった」と書いている者が多く、遊びの内容も「絵を描

いた」「バレーボールをした」「泳いだ」「水遊び」「歌った」「踊った」

「友達と料理をした」「遊び道具を作った」「石で家を造った」など、

想い出している。 

③ 生活については、「勉強が好きだった」という者も少しいたが、「学校

は嫌いだった」「勉強のことなどあまり考えなかった」「母が勉強しな

さいと言ったのに遊んでばかりで宿題もやらなかった」「母に何か＜や

りなさい＞と言われても＜やらない＞と言い、宿題もやらなかった」

と、勉強には熱心でなかったことを書いている者が多かった。 

④ 「空き瓶を集めてアイスクリームを買った」「屋根から落ちて頭から出

血した」「友達をいじめた」「いつも泣いていた。大きくなっても母の

お乳を飲んだ」「６歳の頃おんぶをせがんで母を困らせた」など、幼小

時代のことをふりかえった。 

⑤ この作業は、「小さいときのことを書いて楽しかった」といった者がい

るように、皆楽しく振り返ったようだった。 

 

まとめ 

 この授業を受けて、「村の子どもたちの心身のことをよく考えて指導しよ

うと思った。」との感想を書いている者が多かった。小学校での授業が、子



どもたちの学びの基礎を作るものであることを思えば、「児童の心身の発達

段階」をしっかり理解して、授業をして欲しい、というメッセージが届いた

ことを期待している。 

 

    

 

 

 

 

１．諦めずに努力を  

   現在教職の道を閉ざされている人も、決して諦めてはいけな

い。なにか良い機会がきっと訪れるだろう。何か失敗した時は

とても傷つくだろうが、何年か後には、それらの失敗は経験と

呼ばれ、成功に導くのだ。失業した時は勇気を出しなさい、反

対にうまくいっている時は平常心を。苦労が多いほど、あなた

は価値ある人になるのです。 

 2．国の基準「子どもたちに優しい学校を」 

Child Friendly School National Framework 2067 

   学校の設置基準を説明します。 

① （学校施設・・地域の地形や地方で用意できる材料と環境で、

人間味のある施設に。部屋の天井は 9 フィート、雨や陽差しを

避けられること。②教室は・・・③運動場とスポーツ用具を備

えること。バレーボールコートが設置できること。・・・④児

童生徒の年齢、体格にあった机、椅子を。・・・⑤図書室、ブ

ックコーナーには教科書以外の本を 1～3 年生には 500 冊、1

～8 年生には 2000 冊を。⑥トイレは男女別で給水設備、洗浄

剤を備えていること。⑦きれいな飲料水を校内に備えること。

⑧温かく栄養のある昼食を用意すること。・・・⑫学年初めの 2

週間以内に、各児童生徒に教科書一式を無償で配布すること。

⑬学校教育計画を年間の長期計画を用意し、カリキュラムに沿

って、日々の教育を進めること。⑭ SMC と PTA を組織し、

定期的に会合を持つ。・・・⑲学習・指導活動は指導教材を使

い、子どもたちに優しい学びを、少なくとも提示、グループ活

動、発表活動の３つを取り入れよう。母語、または必要なら多

言語のクラスで指導を。⑳学校は馴染みやすく魅力的な環境に。

心配やおそれのない環境で、体罰は行わないこと。・・・      

教師、生徒、保護者、SMCs、PTAs、生徒の行動や成長の記録、

学校予算・決算、教育計画などの記録をきちんととり、安全に

保管すること。 

              （主な項目のみ列挙） 

まとめ 

英文でのパワーポイントを使って、丁寧な講義でした。受講生

たちは熱心に聴講していました。 

 

 

 

 

 

 

 

ネパールの教育を担う君たちへ

Mr.Suresh Kummmaaar Manandhar 

      （カニヤキャンパス・ポカラ学長） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５学年 道徳 本時の学習指導案 

平成2８年１０月１８日（火）1１:００～1２:０0 

       授業者：大柄 みや子 

１ 単元名・教材名 

「ネパールのビール」あかつき出版 中学生の道徳２」 

２ 本時 

（１）目標 

・信頼に応えようとする気持ちの表れに共感し、友達を心から信頼し励まし合い高め合おうとする心

情を育てる。（文部科学省 道徳内容項目 ２－（３）信頼・友情） 

（２）展開 

（３）評価 

 ・信頼に応えようとするチェトリ君の思いを受け止め、信頼の大切さを知ることができたか。 

 ○ 学習活動 ・予想される子どもの反応等 ◇指導上の留意点 ☆評価 

導
入 

７
分 

○ ネパール・ドラカ村を確認する。 

  ・インドの隣の国 

  ・高い山脈がある国 

  ・生活が苦しい国 

○ 本時のめあてを確認する 

 

◇地図や写真などの資料を掲示して、ネ

パールについて簡単に確認する。その

後、ネパールという国についてどう思

うかたずねる。 

 

 

展
開 

３
５
分 

○ チェトリ君が「ビールが欲しいのなら、僕が買って

きてあげる。」と言ってくれたとき、筆者はどう思った

かについて、考えを書く。 

 ・遠いけどだいじょうぶなのだろうか。 

 ・ビールが飲めるのはありがたいし、うれしい。 

○ 筆者はチェトリ君を、なぜ疑ってしまったのかにつ

いて、考えを書く。 

 ・大金をもらって逃げたと思ったから。 

 ・ネパールでは大金だったということに気づいたから。 

  ・村人や先生の言葉に惑わされたから。 

 

○ チェトリ君は、どうして山を４つも越してまで、ビ 

ールを買ってきてくれたのかについて、考えを書く。 

 ・筆者や撮影の人たちに喜んでもらえるから。 

 ・自分を信頼して、大金を預けてくれたから。 

○ 筆者は、なぜこんなにも泣いたのか、考えを書く。 

 ・無事に帰ってきたのでうれしかった。 

 ・チェトリ君を疑った自分が恥ずかしかった。 

 ・自分たちのわがままを反省した。 

○ 書いた文章を交流し、それぞれの班で発表する。  

◇ビールが飲みたいという欲求に勝て

ない筆者は、チェトリ君を信頼のある

相手というより、自分にとって都合の

よい相手としていることをおさえる。 

 

◇作業がはやく終わった学生には、早く

終わった人同士での交流を行わせる。 

◇チェトリ君に疑いをもってしまった

点を確認させたい。特に、大金を持っ

たことでチェトリ君の気持ちが変わ

ったと考えている点に注目させたい。 

◇チェトリ君の誠実さを感じ取らせた

い。自分ならどうするかと問いかけ、

チェトリ君の気持ちを読み取らせる。 

 

◇チェトリ君を出迎えたときの筆者の

さまざまな思いを読み取らせ、涙の理

由を考えさせたい。 

☆信頼に応えようとするチェトリ君の

思いを受け止め、信頼の大切さを知る

ことができたか。（書／発表・ワーク

シート） 

ま
と
め 

８
分 

○ 人を疑って傷つけてしまったことや、人に疑われて

傷ついたことがあるか。そのときの気持ちはどうだっ

たかを確認する。 

 

◇傷つけたり、傷つけられた経験を発表

させることにより、人を信頼すること

の大切さを理解させたい。 

信頼の大切さについてかんがえよう。 

信頼・友情（道徳 ネパールのビール） 大柄みや子 

      （カニヤキャンパス・ポカラ学長） 

 

 



道徳授業「ネパールのビール」を終えて 

 

大 柄 み や 子 

 

今回の Followup seminar研修は、さくら寮設立１０周年記念行事とも重

なり、ダルチュラ、フムラ、ムグー、ドルパ、極西部、中西部をはじめ、

遠路はるばるネパール各地からここポカラさくら寮に７０人もの卒業生

たちと寮生たちが一同に会し、熱のこもった活気ある研修となった。以下、

授業概略を述べる。 

＜授業概略＞ 

１ 挨拶 

   地図や写真などの資料を掲示して、ネパール・ドラカ村を確認させた

後、全員に学習指導案・ワークシートを配布する。 

２ 授業のテーマ、内容を説明 

   「信頼に応えようとするチェトリ少年の思いを受け止め、信頼の大切

さを知る。」 

３ 展開 

      導入―ネパールとはどんな国なのか挙手させ、数名に口頭発表させ、状

況や気持ちを捉えやすくする。そのことにより、ビールを買いに行く

ことがどれほど困難であったかを捉えさせ、チェトリの人柄をつかむ

手がかりとする。また、村が裕福でなかったことを捉えさせ、大金を

持って逃げたのではないかと疑う筆者の気持ちへの共感につなげる。 

        展開―○チェトリが「ビールが欲しいのなら、僕が買ってきてあげる。」

と言ってくれたとき、筆者はどう思ったか考えを書く。（ワークシー

トにネパール語でー以下同様―自分の考えを書く。その後グループご

とでワークシートを回して読み合い、話し合う。事前に司会・進行役、

まとめ役を決めさせる。） ○筆者はチェトリを、なぜ疑ってしまっ

たのか考えを書く。（ワークシートに自分の考えを書く・読み合い・

話合う。） 

       ○チェトリはどうして山を４つも越してまでビールを買ってきてくれた

のか考えを書く。（ワークシートに自分の考えを書く・読み合い・話合

う。） 

 ○筆者は、なぜこんなにも泣いたのか考えを書く。（受講生の思考を促

す KJ法を活用） 

       （一人１～２枚付箋に自分の考えを書く。その後、グループごとに模造

紙に付箋を分類・分析する学習活動を通して、テーマに迫り互いの考え

を整理する。） 

４ まとめー信頼に応えようとするチェトリ少年の思いを受け止め、信頼の

大切さを知ることができたか。 

     ○まとめを全体発表（グループごとに、まとめ役から発表させる。） 

 

＜受講生の反応＞ 

   この授業展開中、ラルマヤ・ブッダ（２期生）、スジャータ・アチャリ

ャ（４期生）、カマラ・グルン（５期生）が日本への留学経験を最大限活

かし、積極的にグループ活動での話し合いに関わり、６グループの全体発

表が円滑に進むようアドバイスする等、リーダーとして、また、日本語通

訳として大いに活躍してくれた。 

＜成果＞ 

 この授業での成果は、受講生は読みを他者と交流することを通して自身の

考えを形成し、自力解決することができた。特に、思考ツール（ＫＪ法）を



活用して交流させたことで受講生各自は、個人の考えを閉じることなく、よ

り高次の思考に導かれたものと考える。 

子ども中心に「考えさせる授業」の大切さ、いわゆるアクティブ・ラーニ

ングの視点に立った授業実践を勤務校で直ぐにでも生かそうとの意欲的な

姿勢が窺えた。 

 

参考資料  ネパールのビール（全文）  

古田直哉（演出家・テレビディレクタ：1931-2008）  

 四年も前のことだから、正確には「ちかごろ」ではないのだが、私に

とってはきのうの出来事よりずっと鮮烈な話なのである。  

 昭和六十年の夏、私は撮影のためにヒマラヤの麓、ネパールのドラカ

という村に十日あまり滞在していた。海技千五百メートルの斜面に家々

が散在して、はりつくように広がっている村で、電気、水道、ガスとい

ったいわゆる現代のライフ・ラインはいっさい来ていない。 

 四千五百の人口があるのに、自動車はもちろん、車輪のある装置で他

の集落と往来できる道がないのだ。しかも、二本の足で歩くしかない凸

凹の山道をいたるところで谷川のような急流が寸断している。そこにさ

しかかったら岩から岩へ、命がけで跳ばなければならないのだ。  

 手押し車も使えないから、村人たちは体力の限界まで荷を背負ってそ

の一本の道を歩む。  

だから、茂みが動いているのかと驚いてよく見ると、下で小さな足が動

いていたりするのだ。燃料にするトウモロコシの葉の山を、幼い子ども

が運んで行くのである。  

 むかし日本でも、村の共有地である入会山で柴を刈るときは、馬車で

持って帰ることなど、禁じられていた。自分の体で背負えるだけしか刈

ってはいけない。自分が背負える分量だけ刈るのなら、お天道さまに許

される、という思想があったのである。  

 時代はちがうが、車をころがせる道がないおかけで、ドラカ村の人び

とは結果的に環境保護にもかない、お天道さまにも許される生活をして

いるわけだ。しかし、むかしのことは知らず、いま村人たちは、自動車

の通れる道路をふくむいっさいのライフ・ラインに恵まれていない自分

たちの生活が、世界の水準より下だと熟知している。だから、旅行者の

眼には桃源郷のように見える美しい風景のなかで、かなりつらい思いで

暮らしているのだ。  

 とりわけ若者たち、子どもたちには、村を出て電気や自動車のある町

へ行きたいという願望が強い。それも無理ではないのであって、私たち

にしても、車が使えないここでの撮影は毎日が重装備の登山なのだ。車

でこられる最終地点から村までは、十五人もポーターを雇って機材や食

糧を運んだのだが、余分なものをいっさい割愛せざるを得なかった。  

 まっさきに諦めたのがビールである。なにより、重い。アルコールと

してなら、ウィスキーのほうが効率的だ。それを六本、一人一本半ぶん

ずつ持てば、四人で十日間なんとかなるはずだ、という計算で諦めた。  

 しかし、ウィスキーとビールとでは、その役割がちがうのである。  

 大汗をかいて一日の撮影が終わったとき、眼の前に清冽な小川が流れ

ているので思わず言った。「ああ、これでビール冷やして飲んだら、う

まいだろうなあ」と。  

 スタッフ全員で協議した末に諦めたビールのことを、いまさら言うの

はルール違反である。しかし、私が口にしたその禁句を聞きとがめたの

は、私の同僚ではなくて、村の少年チェトリ君であった。  

 「いま、この人は何と言ったのか」  



 と通訳にきき、意味がわかると眼を輝かして言った。  

「ビールがほしいのなら、ぼくが買ってきてあげる」  

「……どこへ行って？］  

 「チャリコット」  

  -----チャリコットは、私たちが車を捨ててポーターを雇った峠の拠

点である。トラックの来る最終地点なので、むろんビールはある。峠の

茶屋の棚に何本かびんが並んでいるのを、来るときに眼の隅でみた。  

 でも、チャリコットまでは大人の脚でも一時間半はかかるのである。  

 「遠いじゃないか」  

 「だいじょうぶ。まっ暗にならないうちに帰ってくる」  

 ものすごい勢いで請けあうので、サブサックとお金を渡して頼んだ。

じゃ、大変だけど、できたら四本買ってきてくれ、と。  

 張りきってとび出して行ったチェトリ君は、八時ごろ五本のビールを

背負って帰ってきた。私たちの拍手に迎えられて。  

 ------次の目の昼すぎ、撮影現場の見物にやってきたチェトリ君が「き

ょうはビールは要らないのか」ときく。前夜のあの冷えたビールの味が

よみがえる。  

 「要らないことはないけど、大変じゃないか」  

 「だいじょうぶ。きょうは土曜でもう学校はないし、あしたは休みだ

し、イスタルをたくさん買ってきてあげる」  

 ＳＴＡＲというラベルのネパールのビールを、現地の人びとは「イス

タル」と発音する、  

嬉しくなって、きのうより大きなザックと一ダースぶん以上ビールが買

えるお金を渡した。  

チェトリ君は、きのう以上に張りきってとび出して行った。  

 ところが夜になっても帰ってこないのである。夜なかちかくになって

も音沙汰ない。  

 事故ではないだろうか、と村人に相談すると、「そんな大金をあずけ

たのなら、逃げたのだ」と口をそろえて言うのである。それだけの金が

あったら、親のところへ帰ってから首都のカトマンズヘだって行ける。

きっとそうしたのだ、と。  

十五歳になるチェトリ君は、一つ山を越えたところにあるもっと小さな

村からこの村へ来て、下宿して学校に通っている。土間の上にムシロ敷

きのベッドを置いただけの、彼の下宿を撮影し話をきいたので、事情は

よく知っているのだ。  

 その土間で朝晩チェトリは、ダミアとジラという香辛料をトウガラシ

と混ぜて石の間にはさんですり、野菜といっしょに煮て一種のカレーに

したものを、飯にかけて食べながらよく勉強している。暗い土間なので、

昼も小さな石油ランプをつけてベッドの上に腹ばいになって勉強して

いる。  

 そのチェトリが、帰ってこないのである。あくる日も帰ってこない。

その翌日の月曜日になっても帰ってこない。学校へ行って先生に事情を

説明し、謝り、対策を相談したら、先生までが「心配することはない。

事故なんかじゃない。それだけの金を持ったのだから、逃げたのだろう」

と言うのである。  

 ------歯ぎしりするほど後悔した。ついうっかり日本の感覚で、ネパ

ールの子どもにとっては信じられない大金を渡してしまった。そして、

あんないい子の一生を狂わした。  

 でも、やはり事故ではなかろうかと思う。しかし、そうだったら、最

悪なのである。いても立ってもいられない気もちで過した三日目の深夜、



宿舎の戸が烈しくノックされた。すわ、最悪の凶報か、と戸をあけると

そこにチェトリが立っていたのである。 泥まみれでヨレヨレの格好であ

った。三本しかチャリコットにビールがなかったので、山を四つも越し

た別の峠まで行ったという。 合計十本買ったのだけどころんで三本割っ

てしまった、とべそをかきながらその破片をぜんぶ出してみせ、そして

釣銭を出した。  

 彼の肩を抱いて、私は泣いた。ちかごろあんなに泣いたことはない。  

そしてあんなに深く、いろいろ反省したこともない。（終）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

活動場所 
Shree Bageshwari Primaly 

学校の概況 一部地震による被害部分の工事、 

活動日 10 月 22 日(土)11:50~14:00 

指導対象者 Patore 地域の教職員（29 名）  

指導者 Khatiwada Krishuna  Sher Bahadur 岩谷栄子 深田洋子 大柄みや子 

目   標 JICA プロジェクト対象校との懇談 

活動 NO.  

書 参

加

者 

 

Krisyuna Prasado Rimal, Deepak lawichhave,  Eka Bahadur Shresfha, Tek Bahadur 

gurung, Yadu kemar gurung, TilakDhungana, Khem lal gurung, Kaipana Duwadi,Sristi 

Khanal,Badri Shrastla, SharadaTimidina, AmitThapa,PurnsBdr, Magar,Sabita 

Simkhada,Shiva Khatiwada 

参

加

校

の

事

態

報

告 

１、 研修会の目的と今後の取り組み 

さくら寮をモデルとした女性教師養成制度構築と全体の教育のレベルを上げること 

２、 学校の実態 

＊地震の被害が大きく、様々な支援団体より補助をもらい修復中であるが、十分ではないことの

報告が多かった。  

＊引っ越しでドロップアウトしてしまう。 

＊学校に行く年になっても入学しないとか、途中で結婚してやめる 

＊始業は 10:00 だが､こどもは 11:00 に登校し給食を食べに来る｡ 

＊９割の子どもはカースト下で、親に話をしても学校教育に対しては無理解 

＊子守しながらでも学校に来れるように、村によってはやっている。 

＊国からあまりお金がもらえないので、教材が買えない。学校はいつも教材不足である。 

＊途中で学校をやめる数が多く 14･15 歳が多い｡未就学児は 2%くらいである｡ 

＊先生になってからの研修やトレーニングはない。 

＊学校に行っても行かなくても同じとの認識である。 

 

学

校

の

規

模 

 

 

A: 幼-５年/子供数４８人/教員４人 

B: 幼-５年/子供数 60 人/教員４人 

C: 幼-５年/子供数 60 人/教員４人 

D: 幼-５年/子供数 181 人/教員 13 人 

E: 幼-５年/子供数 70 人/教員 6 人 

F: 幼-3 年/子供数 30 人/教員 4 人 

   

教材・教具等 今回の会場校 

 ユニセフの教育キットがある 

 図書は少々ある 

 PC １台ある  

成果 ① プロジェクトのリーダーと情報が共有できたこと。 

② 対象校２０校のうち４校の校長と情報交換ができたこと。 

今後の課題. 

取組 

① 20 校、集合させるための工夫 

② 参加校以外の実態調査 

活動報告                          報告者 大柄みや子 

 
 

 
 

活
動
内
容 

 

パトレ訪問記 



10 月 22 日(土)11:50~14:00 参加者 29 名 

 

さくら寮モデル「女性教師養成制度構築をめざすプロジェクト」の 

今後の取り組みについて、現地の方々と話し合いができました。 

 

１ 司会・進行   代表者のことば 

２ 研修会の目的  代表者兼通訳者 クラシュナ氏より説明 

３ 会場校校長 ShivaKhatiwad のご挨拶 

   研修会の開始が遅くなりましてすみません。パトレまでお越しいただ

き有難うございました。今まで JAFFA でやってこられたこと、すなわ

ち、さくら寮モデルの「女性教師養成制度構築をめざすプロジェクト」

が POKHARA で成功しました。ここパトレにおいても、皆さんと一緒

になって、「POKHARA・プロジェクト」をネパールの地に根付かせら

れるようご協力をいただけましたら幸いです。 

４ 岩谷・深田・矢野・大柄の説明（30 分） 

５ パワーポイントで「POKHARA・プロジェクト」３年間の様子を紹介  

代表者より 

   さくら寮をモデルとした女性教師養成制度構築をめざす大切なプロ

ジェクトなので、参加者の皆様に分かっていただきたい。そして、さら

に全体の教育のレベルを上げることが大事であり求められている。 

６ 各校長からの実態報告（7 名） 

① 男性校長 

・学校に行く年になっても入学しないとか、途中で結婚してやめるとか、出

稼ぎに行って学校をやめる等の問題がある。 

・途中で学校をやめる数が多く 14･15 歳が多い。未就学児は２％くらいであ

る。学校に戻してもすぐ逃げる原因は、親が教育を受けさせる大事さが分

からない知識不足である。 

 また、経済的な理由、兄弟姉妹の面倒をみさせる等がある。 

・ちゃんとした校舎があったが、地震で全部壊れた。JICA の支援で建てら

れた校舎はあまり問題ないので、物理的にも問題ない。 

・国からあまりお金がもらえないので、教材が買えない。学校はいつも教材

不足である。 

・学校では常駐の先生はパーマネントで、あとの先生はテンポラリーでコミ

ュニティから支払いをしている。 

・研修のことだが、教育学部で学んだ人が先生になるから、その学んだ時に

教育実習をした人は教えることができる。先生になってからの研修やトレ

ーニングはない。 

② 男性校長 

・どこの学校も地震で全滅になった。６つの教室支援を NGO から受けた。

空き瓶を集める活動もしている。 

・引っ越しでドロップアウトが見られる。 

・親は熱心ではないが子どもは学校に来る。親との密なる情報交換はしない。 

・校庭が狭い。 

③ 女性校長 

・地震で学校が壊れた。複式教室で対応している。 

・４年までの学校で、児童数３１名、教員は３名配置されている。３１名中

４名はよく休む。始業は１０：００だが、こどもは１１：００に登校し給

食を食べに来る。休む理由は農業のお手伝いのためである。 

・子守しながらでも学校に来れるように、村によってはやっている。 

 



④ 男性校長 

・地震で学校が壊れた。オーストラリアからの支援者が見つかって良かった。 

・マガリ族の人のみ住んでいる村である。児童数３０名、教員は４名配置さ

れている。児童全員登校する。 

⑤ 男性校長 

・地震で学校が壊れた。 

・全校児童９割の子どもはカースト下で、親に話をしても学校教育に対して

は無理解である。学校に行っても行かなくても同じとの認識である。 

   子どもを変えることにより、親を変えていける。 

⑥ 男性校長 

・地震で学校が壊れたが、新しい学校を建てた。 

・児童数６１名の多民族、教員数３名配置している。 

・日本から６５億円支援しているが、現地に届いていないのではないか、心

配している。   現地・現場には届いていない。 

 

⑦ 女性校長 

・地震で学校が壊れ、めちゃくちゃになった。地震で人が多く亡くなった。 

・テンポラリーで学校を作る支援をいただくことはできなかったが、親たち

が支援を買って出てくれ、竹等で建てることができた。 

・児童数１６名、教員数３名の小さな学校である。 

７ 次回研修会日程の確認  代表者 

 次の研修会は学校の問題を引き出すミーティング内容になります。11 月

16 日(水)に開催できます。必ず参加していただけるよう、手紙を書いたり電

話で連絡を取ります。よろしくご協力のほどお願いいたします。 

 

 

   フォローアップセミナー  
 

あれこれ 

 

 

2016 年のフォローアップセミナーは、10 月 16 日から 18 日にさ

くら寮およびカニヤキャンパスポカラのホールをお借りして実施。

担当理事の岩谷、深田は応援の大柄みや子会員とともに 10 月 12

日にネパール入りしました。 

その夕方、カトマンズ在住のラミラ・ブッダ（１期生）に連絡を

取ったところ、夫と共に３歳の息子を連れて、私たちに会いに来て

くれました。彼女は「今は大学で社会福祉政策、女性の権利に関す

る学部で勉強している。」と言い、同席したアルジュン・トラチャ

ン氏と共に、「これからのネパールの発展」について熱く語り、意

気軒昂でした。落ち着いた妻、母の顔で、元気そうでした。 

10 日後に、受験があるとのことで、残念ながら今回の研修会と

十周年記念行事には不参加です。 

 13 日、さくら寮に到着。さあ、今年は例年と異なり多くの卒業

生、在寮生を迎えての研修会、心引き締めて準備をとの思いでした。

19 日に開催される「さくら寮設立十周年記念行事」関係の準備を

進めるため、1ヶ月ほど前から現地に赴いている新井場副理事長と、

マンジュ寮母兼現地マネジャーとともに、今村理事、今村務氏、通

訳のクリシュナ・カティワダ氏の到着を待って、早速スタッフ打ち

合わせをしました。 

本年は記念行事への参加ということもあって、多くの卒業生と在



寮の 10 期生の参加で、さくら寮には例年の２倍以上が滞在するこ

とになります。 

研修開催の 16 日が近づくにつれて、卒業生が続々と到着。乳幼

児を連れての参加者も多く、賑やかになりました。ドルパからのパ

ンファ・クマリ・カサヤ（2 期生）とラクシミ・デプコタ（5 期生）

が朝 5 時に到着。パンファは 6 ヶ月の乳児を、ラクシミはりんごの

入った大きな麻袋を提げて早朝の到着です。参加者は卒業生、在寮

生（10 期生）合わせて 70 名になったのです。 

 70 名もの参加者、うち 16 名が乳幼児同伴、宿泊設備 20 ベッド

にどのように収容するのか、多分 1 階ホールにも布団を敷いて・・

となるのかと予想していました。15 日夕方には、卒業生たちが、

貸布団をかついで運んできて、1 階ホールに積まれました。 

 さあ、夕食になりました。テーブルと椅子は、とても足りません。

床に座して、あるいはホール外に腰を下ろして、とそれぞれ思い思

いのところで食べています。幼児、乳児同伴者も子どもと共に穏や

かに食事しています。食器も例年の金属プレートの他、レンタルで

しょうか、カラーのプラスチック皿がみられます。夜になって、ホ

ールに布団を敷く気配はなく、皆 2 階 3 階に、ベッド 3 台のゲスト

ルームとベッド 2 台の寮生の部屋 10 室に 6～7 人ずつ入っている

のです。 

 16 日、研修会初日。朝 8 時前から今村務氏が歌唱指導。全員が

ホールに集まり、19 日の十周年記念行事に発表するための練習で

す。今日から 3 日間で仕上げるのです。朝食後、全員がカニヤキャ

ンパスのホールへ移動。ここで３日間、充実の研修会が実施されま

した。オリエンテーションから始まって、卒業生報告、マナンダー

ル学長の講義、ケシャブ・パラジュリ先生の講義、サファラ先生の

講義を受け、今村理事が、避難訓練の指導。岩谷、深田、大柄もそ

れぞれ授業を実施しました。16 人もの乳幼児が同伴されていたの

で、研修中は、磯さん、新井場さん、今村美知子さんが保育室で乳

幼児を預かって大忙しでした。また、矢野理事が記録写真を担当。

予定の研修内容をこなして終了しました。 

18 日午後 6 時、日本からのツアー客の皆さん 20 名ほどが、山下

理事長とともにさくら寮を訪れてくれました。この計画を知らされ

た卒業生・寮生たちは歓声を上げました。生憎停電の中でしたが、

リーダーの指揮のもと、「さくらさくら」の合唱で迎えました。支

援感謝のことば、歌と踊り、最後は「今日の日はさようなら」を歌

いました。卒業生・寮生にとっては嬉しい出会いでした。 

この研修会期間中は、ラルマヤ・ブッダ（２期生）、スジャータ・

アチャリャ（４期生）、カマラ・グルン（５期生）がリーダーとし

て、また、日本語通訳として大いに活躍してくれました。 

卒業生たちと寮生たちは、明日 19 日にポカラグランデホテルで

開催される十周年記念行事への参加を楽しみに、３日間の研修を終

了しました。                  （深田記） 

 

編集後記に変えて 

 事前に資料は、千葉在住のデブ・ラルさんのご支援のもと、ネパール語に

翻訳し、持参しました。合わせて、留学経験者が、日本語を忘れず、私たち

のよきアシストとなり、研修会の質を高めてくれました。立派に成長した卒

業生たちに感謝の気持ちでいっぱいでした。まだまだ未成熟な教育行政の中

で、彼らの理想が実現できるよう祈らずにはいられません。  岩谷栄子  



 

 

 

 


