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JNFEAプロジェクトの全体像
理事長

山下泰子

1996年日本ネパール国交樹立40周年に、私たちは、ネパール初の女性大臣・リラ・コイララさんをお迎え
して「女性と子どもの教育に関するフォーラム」を文京学院大学仁愛ホールで開催しました。そこから生ま
れたのが「ネパール女性の教育を考える会」です。1999年には、私の在外研究期間を活用して、半年間ネパー
ル全土で「女性の教育と女性教師の現状に関する現地調査」をいたしました。テントを担いで村々に入って
いく調査に「考える会」のメンバーと文京学院大学のゼミ生が参加しました。こうして「おなご先生100人養成：
ネパール山村の少女に教育を」の基本構想が固まりました。
2004年「日本ネパール女性教育協会」(JNFEA)として内閣府より特定非営利活動法人（NPO法人）の
認証をうけました。2005年、在ネパール日本大使館の草の根無償・人間の安全保障基金の助成をうけ、
AAF(竹中工務店設計部有志のNPO法人:赤尾建藏理事長)の技術協力をえて、カニヤ・キャンパス・ポカラ
にさくら寮を建設しました。とくに教育の遅れている極西部･中西部を中心に遠隔地域の少女を毎年10人、
10年間で100人さくら寮へ迎え、カニヤ・キャンパス・ポカラの教育コースで2年間教育をした後、3年間は
私たちが給料を提供して地元の小学校の先生になってもらいます。2006年日本・ネパール国交50周年に1期
生を迎えたさくら寮は、2016年日本・ネパールネ国交60周年に10周年を迎え、ポカラで盛大に記念式典を挙
行しました。全国各地から70人の卒業生が集い、そのパワーに圧倒されました。思えば「考える会」発足か
ら22年。第1目標のネパール遠隔地域の女性教師100人養成を達成することができました。当初目的で残され
ているのは、2020年6月まで教員給与を支払うことを中心に、彼女たちの教育活動を支援し、彼女たちの赴
任校を訪問して様子を訪ねエンカレッジすること、全卒業生を対象とするフォロ－アップ研修を行うことで
す。
さらに、2016年10月から2019年9月の3年間、JNFEAはJICAの草の根技術協力事業に採用され「女性教師
養成制度の構築を目ざすプロジェクト」を行うことになりました。いわばJNFEAの第2フェーズです。現在、
ダーディン郡パトレとカピルバストゥ郡バンガンガに於いて、2つのモデル校を中心にさくら寮モデルの教
育方法の普及をすすめております。
JICAプロジェクトの上位目標は、ネパールに女性教師養成制度を構築することです。2015年憲法により、
ようやくネパールでも8年間の義務教育が定められ、いまこそ教師養成システムの構築が、喫緊の課題です。
他方、連邦国家になったネパールでは、教育の地方分権化がすすみ、教員養成の権限も各地域（Municipality）
にあるとされています。そこで、JNFEAでは、中西部のジュムラと西部のカピルバストゥにある現地のフィー
ダーホステルをさくら寮モデル化することに取り組むことにしました。既報の故加藤恒久氏から遺贈された
基金をもとに、2つのフィーダーホステルのリフォームをAAFの技術支援で行い、卒業生の教師としての採
用時の給与の一部提供を内容とした覚書を締結いたしました。
ここまで、活動を続けてくることができましたのも、偏に皆様の温かいご支援のお
蔭と心から感謝申し上げております。これらの事業は、2020年度（2021年3月まで）で、
すべて終結するよう順次確実に結実させてまいりたいと存じます。それまで変らぬご
支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
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JICA草の根技術協力推進事業報告
①Kapilvastu郡 Shree Jana Chetana Secondary School における授業指導
間：2018.1.27 ～ 2.2

期

実施者：今村
補

美知子

吉田

英子

今村

務

助：JICA青 年 海 外 協 力 隊 隊 員・ 加 藤 泰 紀、Krishna

Khatiwada, Manju Dhoju, Sujata Acharya, Shita Ghimire,
Kamala Dangi
内

容：体育、 保健・健康、 音楽

1.今回の目標：2019年2月に予定している研究発表に向けて、
先生方に指導法を考えていただく
《スケジュール》
9：15 ～ 9：45
1（10：15 ～）
2（11：00 ～）
3（11：45 ～）
4（12：30 ～）
休憩
5（14：00 ～）
6（14：40 ～）

28日（日）
音楽
2年 保健
5年

29日（月）
音楽
3年 保健
1年
2年

31日（水）
音楽
1年 保健
2年
3年

1日（木）
音楽
4年 保健
1年
3年

2日（金）
音楽
5年 保健
2年
4年

1年
3年
8年

4年
保健

7年

5年
保健

6年

4年
保健

5年
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

★27日（土）は、全教員との一日研修とする。新しいボールゲームを覚え、指導案を考える。30日に開催す
る保護者会で話す内容について説明をした。
★30日（火）の祭日には、全校保護者会を行う。
★1時間目の1 ～ 5年生および6時間目の保健の授業は、吉田と今村（美）が授業を行う。
★学年が書いてあるところは、Jana Chetana校の先生が体育の授業を行い、私たちは見学。
★28、29日の授業については、30日の全校保護者会終了後、31、1、2日の授業についての講評は、2日に実施。
★朝の音楽の授業（初めての実施）は、音楽を希望した生徒20名と先生全員を対象にして行う。
以上のようなスケジュール表に沿って、研修が行われた。
2.体育について
①

1・2年生

転がしドッチボール。

3・4年生

転がしベースボール
ボール投げベースボール。

5年生

シュートボール。

27日の1日研修で、教師たち全員が、新しいボー
ルゲームを実際に行い、ゲームについて知ることが
できた。昨年より、授業の流れについての研修をし
ているので、低中高学年（2 ～ 3人ずつ）に分かれて、
授業案を考えてもらった。大変熱心に授業案を考え
て、予定時間をオーバーすることとなった。
次の日より、先生による授業を参観した。昨年のボールゲームの復習から､どの学年も授業を行った。体
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育の授業は、2人の教師で行うように、時間割が工夫されていた。
まだ、練習方法や、準備をスムーズに行う工夫までは､私たちも細かく
教える時間がなかったため、2人の先生が同じことをやっているので、一
人が準備体操をしている間に、もう一人が、ボールゲームの準備をするよ
うに話した。すぐに行動に移すところが、この学校の先生方のいいところ
である。
また、たくさんのボールを使っての練習方法を教えるため、1日と2日は、
吉田と今村（美）が、効率よく生徒を動かす練習方法を取り入れての授業
を行った。
②成果
・Jana Chetana校では、昨年より1週間に1時間、体育の授業を取り入れ、
ボールゲームを行ってきた。このことで、生徒は、ボールの扱いがとて
も上手になっていた。先生も授業が始まるときに､今日の予定を話し、
準備体操､ボール運動、整理体操、そして手洗い指導という1時間の流れ
を､きちんとこなしていた。
・この学校の先生たちは、こちらからの指示をよく聞き、次の日には、直
して授業にどんどん取り入れていて、大変すばらしいと感じた。
・体育の授業は、2人の先生が共同で行うようになっていて、1人が準備体
操をしている

間に、もう一人の先生が準備ができるので、とてもいいと思った。

・生徒たちは、ルールを覚え、ルールをよく守っていて、ボールゲームを楽しむようになっている。
・次年度に向けて、チームを作り、作戦会議や、審判などもできるようになっているといいと思う。
3.保健指導について
昨年、校長より保健指導についての依頼があり、
準備をしていった。あらかじめマンジュさんを派
遣し、各家庭の衛生、健康に関する調査をしたの
で、地域の健康に関する知識が得られていたのは、
保健指導をするうえで役に立った。
・27日の1日研修会で、「健康な体」についての私
たちの指導内容を､先生方に説明した。歯磨き
については、正しいやり方を指導した。
・ 1年生から8年生まで､授業を行うことができた。
指導後実際に歯磨きをさせて、きちんと磨く方法がわかった。

・
4

全校保護者会には、100名の保護者が参加してくれて、熱心に 話を聞いてくれた。
保護者たちにも歯ブラシを渡し、歯磨きを体験することができた。
・「歯について」の紙芝居を用意したが、生徒も保護者もよく理解したようだ。
4.「音楽」の授業について
授業の依頼があったが、時間がなかなか取れないため､始業前の時間
を使うことになった。生徒は、確実に5日間出席できる希望者を募り､4
年生20名を選んでもらった。先生方は、朝の時間大変だが、毎朝よく参
加してくれたと思う。目的としては、ネパールのアイデンティティーの
確保をしたいこと、インターナショナルな音楽記号の導入、リズム（♩、
♫､z）と、ビートを指導することだった。
方法としては、ネパールの童歌3曲を選び、みんなで遊び、正確に歌
う練習をした。今回は、30分の授業が5回しかない実践だったが、生徒
たちはよい水準で授業に参加できていた。何よりも、現職の教師たちが、
一緒に体験できたことは大きい。
歯磨きの指導に使った紙芝居（会員の山下紗衣さん描画）
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活動に参加して

2017年度JICA青年海外協力隊

体育隊員

加藤泰紀

ジャナチェッタナ校における、JNFEAメンバーによる体育授業のプログラムに参加した。体育研究授業
の内容は、ボール運動である。偶然にも自分の専門の体育であった
ため、補助も進んで行うことができたのと、今後の自分の活動に生
かせるヒントが沢山見つかった。
この学校では、スジャータを筆頭に、全学年、週一回以上の体育
の授業(ボール運動)が行われている。これまで何十校とネパールの学
校を見てきたが、そんな学校は今までなかった。体育によって育ま
れる資質や能力などに理解のある教員が極めて少ないのが、その理

クリシュナさん、加藤さん、今村務さん

由だろう。しかし、この学校の教員の体育に対する理解と熱心に指導する姿には感銘を受けた。と同時に、
この国でも、学校体育が必要であり、実施すべきだということを再確認できた。
ボール運動は、常にパスする誰かがいて成り立つ。子どもたちは、一つのボールを通して仲間とコミュニ
ケーションを取り合い、ルールに従って競い合う態度を養っていく。普段教室にこもって座らされているだ
けの子どもたちが、何かに夢中になって頑張る姿を見ていると、それだけでも体育の価値があると思った。
さらに学校に来ていなかった子どもが、体育を楽しみに、学校に来るようになった、という変化もあったそ
うだ。
健康については、食事・睡眠・運動・清潔の4要素から、とくに清潔に関する歯磨き指導について講義を行っ
ていた。事前に地域住民に調査を行い、もっとも重要な夜寝る前の歯磨きがほとんどされていないことに着
目して、その重要性を、紙芝居や歯の模型を使用し、実際に歯ブラシをしながら指導していた。保護者会で
も同様の講義を実施したため、各家庭での改善に期待したい。
毎朝20名の子どもを対象にした音楽では、音楽嫌いの私も、子どもと一緒に夢中になって歌を歌った。気
付けば、リズムやテンポといった難しい内容も会得していた。
いずれの講義も、子どもたちが自分で体験することで、楽しく学べる勉強の機会であった。私自身、補助
として来ているのを忘れて、一緒になって勉強していた。現地教員も、自分が学んだことを子どもたちに熱
心に指導していたり、JNFEAスタッフのアドバイスをすぐに取り入れたりと、高い意識で今回のプログラ
ムに取り組んでいた。ネパールでは、こういった体験型の授業がほとんど見られない。理科の実験も、テキ
ストの図を丸写しして終わりである。
JNFEAスタッフの指導内容は、現地教員の興味を引き、自分も子どもたちに教えたいと思えるような講
義であった。そのため今後も彼らが内容を引き継ぎ、子どもたちに指導するだろう。一時的なイベントで終
わることなく、継続して実施されるであろう今回のプログラムは、非常に意義のある活動だと感じた。実際
私も今回のプログラムからいくつかネタを拝借して、活動に取り入れさせていただいている。
我々 JICAボランティアは、JNFEAの活動を補助させてもらいながら、さまざまな勉強の機会を与え
られている。とくに今回のプログラムに関して、私はほとんど何のお手伝いもできていないが、多くの気付
きやネタを獲得できた。ただ純粋にネパールの教育を良くしたい、その共通の想いを共有して、この国の教
育のために力を合わせ、今後もより良い活動が出来ることを願っている。
2018年2月14日
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②Dahding郡Patleにおける授業指導
期間；2018年5月30日～ 6月1日
実施場所：Shree Shankha Devi Secondary School
実施者：岩谷栄子（理事）、 古宇田亮順（監事、パネルシアター創始者）、 降旗伸子（長野市パネルシ
アター研究所代表）、中島

宏（九州遊びの研究所所長）

協 力 者：JICA青 年 海 外 協 力 隊 隊 員・ 加 藤 泰 紀、 同・ 三 浦 ひ と み、Manju Dhoju, Sujata Acharya,
Krishna Khatiwada
内容：パネルシアターの制作と実演、数学教科の指導。
5月29日（ 火 ）10：15カ ト マ ン ズ 到 着、 た だ ち に
Krishnaさ ん の 準 備 し た 車2台 でPatle に 向 か う。 途 中
Sujataを乗せて、山を登り、相変わらずのがたがた道を
Shree Shankha Devi Secondary Schoolに 向 か う。 夕 方
遅く到着。3年前の地震で、村全体が崩壊したが、徐々に
たち直り、今ではコンクリート製の家が建ち、かなり復
興している様子。今回は、テント泊ではなく、新しく建
築された家数軒に分宿して泊まることができた。
5月30日（水）8：30 ～ 9：30

ミーティング、本日の

スケジュールについて確認をする。9；00

朝食、ネパールでは、10時頃、朝食ということであったが、少

し早めに準備してくれて、大変助かった。10；00

学校へ出発。学校までは徒歩で移動、でこぼこ道を40分

ほどかかった。パネルシアターの道具の入ったトランクは、かなり重く、10kg以上ある。JICAボランティ
アの加藤さんが、運んでくれた。途中息を切らしながらも、何とか到着。昨年と同じ、幼稚園児の教室を借
りることとなり、整備して、受講生の来校を待った。
※Shankha Devi Secondary
School：Dhading郡の中心地
Dhadingbeshiから車で約1時
間ほど山を登ったところにあ
る学校。幼稚園、小学部5年
生、中学部3年までがある学
校。生徒数190人ほど。昨年
の夏、第1回のJICAプロジェ
クト（絵画、算数、体育）を実施した。3年前の地震で校舎は全壊したが、多方面からの支援で、一部新し
い校舎ができている。しかし、いまだシートをかぶせた仮設の校舎で授業をしている学年もある。3時間歩
いて講座に参加した先生もいた。
11：00 ～ 12：00 中島宏さんによるゲーム指導。
集合の時間10時に間に合った教員は、会場校の受講生4人のみであった。8人が揃ったのは、11時45分であっ
た。3時間かかってきたという先生もいた。ゲームをしながら揃うのを待った。13人揃ったところで、開会
の挨拶と、講師の自己紹介、参加者の自己紹介をして、講義にはいった。
○動物探し。福音館『森の絵本』のコピーで、複雑な絵の中から動物を探すというゲームである。はじめは、
戸惑っていた受講生も、次第に動物を発見し、笑顔が見えてくる。この狙いは、「分からない」と尋ねると、
教えてくれる人がいる。教えてあげたことの喜びを再認識し、お互いに未知のものを発見する喜びを共有す
ることにある。
○手遊び「グーパー」。胸にグーをおき、手前にパーと伸ばす。次は、その逆を行い、とまどい無く出来たら「30
代」、と励ましながらやる。「出来ないことは、出来たときの喜びを増すもので、恥ずかしいことではないよ」
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といい、子どもたちのできるところから実践することが大切。
○手遊び「トントンスリスリ」。右手は膝でスリスリ、左手は膝をトントン、慣れてきたら反対にする。スピー
ドもどんどん上げていく。その後「手遊び」の尺取虫、弁慶、二人弁慶も実施。
受講者の感想；最初はゆっくり、だんだん早くするとできた。はじめに片方だけして、途中から反対側を
やったらできた。出来た人の技術を習うことが大切。
12：00 ～ 14：00 古宇田亮順、降旗伸子両氏によるパネルシアター実演。
講義内容；作品14本を実演し、パネルの楽しさを知ってもらった。①開幕の歌、
②オープンパネルシアターって何、③大きな大根、④まん丸さん、⑤ナマステ、
⑥ボロバッチョ、⑦どんな色があるかな、⑧ROY G BIV、
⑨笑い声っていいな、⑩グー、チョキ、パーで何作ろう、⑪ぞうさん、⑫私は猫
の子、⑬誰のお顔、⑭シャボン玉飛ばせ、⑮数字遊び、⑯野菜果物大好き、の演
目であった。
15：00 ～ 16：00 加藤泰紀、三浦ひとみさんたちによる体操。
NHK教育テレビ「英語であそぼ」で使用されている「１分体操」と幼児教育
教材である「グッとパン！」「かなずちトントン」を実施した。当初は１分体操
を覚えてもらい、学校へ持って帰ってもらうつもりだったが、幼児保育を担当し
ている教員が多いということで、急遽ネタを変更した。いずれも、音楽に合わせ
て、身体と頭を使った教材であるため、参加教員には楽しんでもらえただろうと
思うが、残念ながら音源が欲しいとの申し出はなかった。
次に三浦さんによる体操の指導は、ストレッチ、バランス体操であった。最初
は2人で、それから、3人、4人と増やしていった。
5月31日（木）8：30

本日のスケジュールについてミーティング、9;00

朝

食をすます。心配された雨も、どうやらあがったようで、デコボコ道をまた学校
まで向かった。JICAボランティアや、さくら寮卒業生の若者たち、地元の子ど
もたちが、荷物を運んでくれるので、昨日の辛い道のりも、何とかたどり着くこ
とができた。
11：00 ～ 12：00 中島

宏さんによるゲーム指導（糸遊び）。

今日も、定刻にはなかなか集まらない。到着した人から順に15色の毛糸（180ｃｍ）から好きな色を選ばせ、
糸遊びを開始。
○糸遊び１ 「ごめんください」（腕抜き）、糸遊び2 「ダーッ（指抜
き）」。できそうでできないことの面白さ、簡単なようで、簡単ではな
い面白さに、わくわく感でいっぱいだった。できた人は、得意満面に
他人に教え、できない人は、糸が腕に絡まらず抜けてしまう不思議さ
に頭をかしげながら、できた人に尋ねていた。尋ねる勇気と教える喜
びを感じとってもらえた。子供たちにも。このことを教えてあげよう。
参考：asobiken.net/asobiyan/index.html
11：00 ～ 14：00 古宇田亮順、降旗伸子両氏によるパネルシアターの製作。
はじめに「カレーライス」のパネルシアターの実演があり、その後、作品として使う13種類ほどの絵を、
パネル布にくっつくPペーパー（厚めの不織布で絵がかける布のような紙）に写し取って製作した。見本の
絵を下絵にして、受講生たちは、実に真剣に取り組んでいる。最初にアウトラインを書き、クルリラ（クレ
ヨンの一種で不織布に適している）で色付けが始まった。苦労していたのは、大きな鍋であった、古宇田講
師が、少し小さめにしてみようと呼びかけ、ふたの大きさや、ふたをとったときの出来上がりのおいしそう
8

なカレーなべのサイズをあわせるのに、苦労していた。また、ガスの
スイッチは、くるくる回るように糸どめするのだが、これがとても難
しい。降旗講師が、一生懸命手助けをしながら、2時間以上かかったが、
何とか仕上げることが出来た。パネル布地を配布され、それに各人が
出来上がった作品を大事に包んで、記名し、明日の発表会に備えた。
6月1日15：00 ～ 16：00

算数の授業、岩谷栄子、加藤泰紀――正

多面体を作ろう、計算競争をしよう。
昼食「焼そば」を大急ぎですませ、次の研修に入った。JICAボランティアの加藤さんが、事前に岩谷講
師と打ち合わせをして、ネパール語で効率よく指導してくれた。前回（昨年）展開図から、切り取る作業を
したが、カッターなどの使用が実に困難であり、本題に
迫るまでにはいかず、苦慮したこともあり、今回は、折
りたためば仕上げる「皮むき多面体」を持参し、図形の
観察に主眼をおいた。早い受講生は10分で完成したが、
全員が仕上がったのは、40分後であった。
その後、多面体に興味をいっそう持たせるために、ゲー
ムをした。ひとつ好きな多面体を選び、25までの好きな
数字を各面に記入させた。最初は2人が組になり、さいこ
ろのように転がし、出た面の数字の計算をして早く答え
たものが、ポイント1とした。赤い数字も入れておき、それがでたら、引き算とした。5回戦である。その後
は、5人グループで実施。計算がいっそう難しくなり、皆真剣である。あちらこちらから歓声が上がり、予
想以上の盛り上がりであった。ポイントカードを多く取った受講生は、自慢げに私たちに見せてくれた。楽
しく学ぶよさに気づいてくれたことを実感した。
6月1日（金）パネルシアターの実演。
研修会も最終日となった。会場校Shree Shankha Devi Secondary Schoolの生徒たち全員55人にパネルシ
アターをやって欲しいという要望があり、突如10：00から
11：00まで、実演することにした。今日は、理事長の奥さ
んのご好意で、8時には朝食を済ませることができた。食
後ただちに出発、悪路も大分慣れて途中何度か休憩を入れ
ながらも、9時30分ころには、学校に到着。三々五々に子
供たちや先生が、学校に集合してくる様子も見ることがで
きた。いよいよ授業開始のドラムがなりだした。生徒が、
校舎の前の広場に集まり出した。なんと今日は金曜日で、
全校で楽しいイベントが企画されているようであった。全
員で体操をやったのち、高学年の生徒が英語の歌を歌ったりして、とても良い雰囲気であった。後半には、
高学年の生徒の走り幅跳びの見学を低学年がしていて、主体的な活動が展開されている一面を見ることがで
きた。
さて、いよいよパネルシアターの全校生徒への講演である。2組に分かれ、研修会の教室にギューギュー
詰めで入ってもらった。最初の30分は、①オープニング、②まん丸さん、③シャボン玉、④大きな大根、⑤
魚が跳ねた、⑥5匹の子ザル、⑦怪獣モグリンが演じられた。通訳は、マンジュさんとスジャータさんが、
とても上手に通訳してくれた。子どもたちの笑い声や笑顔が、30分間続いた。会場校への何よりのお礼がで
きた。次の30分間は、少し大きな学年の子どもたちが集まった。演目は、①オープニング、②カレーライス、
③大きな大根、④魚の親子、⑤ポケット;どっちかな/おちたおちた、⑥赤い花さいた。見事に絵がストーリー
を進めていく面白さ、不思議さ驚きとともに感動のざわめきが随所にあり、とても楽しい充実したシアター
になった。通訳は、マンジュさんとスジャータさんが引き受けてくれた。
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11：00 ～ 12：10 先生によるパネルシアター実演。
今日は、昨日の完成作品を発表してもらうことにした。2箇所に別れ、2人一組になって、発表することに
なった。最初練習をしてから本番、歌があまりうまく歌えず、戸惑い、照れながらも、次第に大きな声になっ
て、自信をもって発表ができた。初めての体験の人たちも、今後の教育活動につながる希望が大きいと感想
を述べてくれた。
12：10 ～ 12：30 Manju（JNFEAマネージャー）とSujata（さくら寮卒業教員）による歯磨き指導。
大きな歯の模型と歯磨き指導の紙芝居を使って、歯ブラシを全員
に配布し、実演さながらに説明をした。虫歯の出来るわけ、歯磨き
の大切さ、歯ブラシの使い方など丁寧な指導に、今までのやり方で
はいけなかったことなどの気づきが沢山あり、効果的であった。絵は、
JNFEAの会員で絵の専門家・山下紗衣さんが描いたもの。
12：30 ～ 13：00 遊び指導
○屋外ゲーム

中島

ナンバーコール。

宏。
2組に別れ、ナンバーを決め、

宝物を取り合うゲームで、判断力、瞬発力を育む屋外ゲームである。体力や服装の問題で、多少拒否反応が
でてきたので、2回で次のゲームに移動。
○屋外ゲーム「5-3」。

3グループに分かれ、中央には、水風船12個をおいて、数を5まで減らしていくゲー

ムである。中央は、三角形、四角形、五角形でも出来る。また、水風船のかわりに、空のペットポトルやサ
ンダルでも出来ることを説明。受講者たちは、嬉々として作戦を練りながら、取り組んでいた。
13：00 ～ 14：00 算数の指導―多面体の性質、 岩谷栄子

加藤泰紀。

最初に、計算ゲームを数回繰り返し、その活用として、加法だけではなく、減法、乗法、除法にも発展さ
せ、発達段階に応じた指導を工夫することが出来ることに触れた。その後、昨日ばらしていた5つの多面体
を再度組み立て、それぞれに共通する特徴を見つけることにした。
グループで自由に討議させ、考えを出させてみると、中が空間である、角がある、紙が白いは出たが、頂
点、辺、面への着目は出来ない。頂点、辺、面の説明をして、それぞれの図形の頂点の数を数えさせた。
次に、辺の数を数えさせ、面の数はどうなっているか整理した。図形にも、さまざまな特徴があり、探す
のはとても楽しいことであることに共感して欲しいと思ったが、少々難しかったようである。
正四面体
正六面体
正八面体
正十二面体
正二十面体

面数ａ
４
６
８
１２
２０

頂点数ｂ
４
８
６
３０
１２

辺数ｃ
６
１２
１２
３０
３０

ａ+ｂ-ｃ
２
２
２
２
２

Dadhing郡DEOのMr. Udaya Bahadur Bhandari

RP

（Resource Person）の挨拶。
今までは、理解できない子への指導が、おざなりになっていた。
暗記教育が、中心であった。さまざまな教材を準備して、楽し
い学校を作ることは、とても大切である。今回のような研修会
は、とても良い学びの場所である。これからも、このような研
修会でしっかり勉強して、自分のレベルを上げてほしい。魚を
もらうのではなく、魚の取り方を覚えることが、自立につながる。
以前は、子どもが多く、教材の準備が大変だったけど、今は、生徒数も適正になっているから、やる気にな
れば、いろんなことが出来るようになった。また以前は、先生になるのは、簡単だったけれども、これから
は先生としての適格性が問われることになる。
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受講生の感想。
ネパールでは、材料の準備が難しかったりして、なかなか出来な
いと思っていたけど、身の回りのものを工夫して出来ないことでは
ないと感じた。自分たちもこのような楽しい授業を受けていたら、
本当に勉強が楽しいと思う。教材を工夫することの大切さを学んだ。
この研修会は、本当に良い勉強になった。これからもぜひ続けて欲
しい。
古宇田亮順さんの寄稿文
古宇田さんは、浄土宗西光寺の住職で、パネルシアターを考案なさった方です。JNFEAの監事をお願い
しています。日本はもちろん、外国の幼児施設や大学などで講演、指導しておられます。ご高齢にもかかわ
らず、何度かネパールさくら寮においでいただき、生徒たちにパネルシアター制作を指導していただきまし
た。今回、Patleの講座にお願いしましたが、道路事情も悪いうえに、毎日30分の山道を登り降りして、会
場に通い、熱心に指導してくださいました。

Patleでのパネルシアター講義を終えて

古宇田

亮順

今回は、岩谷先生、降旗伸子（長野市パネ研代表）、中島宏（九州遊びの研究所所長）、そして私の4人でネパー
ルに出かけた。実験指定校のパトレ村の小学校を会場に研
修会を行った。さくら寮時代に参加したことのある教師3
名と、その他初めて会う教師10名で、計13名が参加してく
れた。
中島氏は、遊び、岩谷先生は、数学、そして私と降旗氏
が、パネルシアターの指導、をそれぞれ担当した。
パネルシアター初日は、作品紹介ということで、私が、
「大
きな大根」ほか６本の作品、降旗氏が、「いいものなあに」
他6本の作品を実演して、パネルシアターの楽しさを理解
してもらった。2日目は、受講生による作品制作ということで、全員別々に「カレーライス」という作品を作っ
てもらった。美術に不慣れな人が多く、製作時間もかなりかかってしまったが、なんとか全員完成させるこ
とができた。3日目は、完成作品を使って、全員が発表した。歌がうまく歌えず戸惑いながらも、なんとか
発表できたのは、よい成果であった。
初めての人たちは、この3日間の体験を、「今後につながる希望多いものとなった」と、口々に感想をよせ
てくれた。我々にとっても、ネパールの将来にとって、どのような指導法が良いのか考えるゆとりも出来て
きた気がする。幸いJICA加藤さん三浦さん（現地指導員）も強い関心を持って参加してくれたのも心強かっ
た。今後もよい形で、JICA指導員とも連絡を取りながら研究をしていきたい。
山頂にあるため、悪路を車に揺られながら通うパトレ村は、老齢の身となりつつある自分には、大分きつ
く感じられた。もうこれからは、若い人に頼るしかないと、残念ながら痛感させられたのも、事実である。
また、同時に毎回感ずるのは、岩谷先生のバイタリティーである。山登りも、講義運営も、臨機応変に取り
組む姿勢には、まったく頭の下がる思いである。同行者のメンバーの努力にも、厚く感謝したい。おかげさ
までネパール旅行も実り多いものとなった。

活動に参加して

Manju Dhoju

JNFEAマネージャー

道路状態も良くて、プログラムの滑り出しは、上々でした。昨年夏の講座の時は、大雨で、Shanka Devi

Schoolへ行く道は、ぬかるみでひどい状態でした。初日の参加者は、9名、2日目は、13名でした。何人かの
先生は、3時間歩いてきたということです。岩谷さん、古宇田さん、中島さん、降旗さんたちは、熱心に授
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業をしました。
3日目は、先生たちが作ったパネルシアターを、生徒たちに見
せました。驚いたのは、先生たちが英語で話したことです。いっ
たい子どもたちは、英語がわかったのでしょうか。
この講座に参加して、私は次のことを感じました。
①ネパールの教師は、自分の授業をするのに精いっぱいで、この
ような新しい授業を取り入れられるのかしら。
②先生たちは、英語で話してたけど、いったい子どもたちは、理
解できたのかしら。
③子どもたちの清潔や健康について・・・子どもたちは、とても
不潔です。手洗いやシャワー、歯磨きなど、身体を清潔に保つ
ことを知らないか、水不足でできないのか。
④彼らの食べ物について、健康的でない“ジャンクfood”、近所
の駄菓子屋に売っている、健康的でないお菓子を食べているこ
とは、問題です。
これらのことに気が付きました。これを放置していたら、かれ
らは、ひどい病気になるでしょう。教師は、子どもたちに、健康的な生活を送る方法を、教えるべきと思い
ます。私は、JNFEAに、この子どもたちが、清潔で健康的な生活が送れるようなプログラムを、考えてく
れるよう提案します。

活動に参加して

JICA青年海外協力隊員

加藤泰紀

パトレのサンカデビィ小学校で3日間の教員研修プログラムが行われ、そこで通訳などの手伝いとして参
加した。JNFEAの活動に携わらせてもらうのは、これで3回目である。パトレは、ダディンのメインバザー
ルから車で1時間程ガタガタ道をいった先にある。当然温水シャワーもネット環境も無い村で、学校まで歩
いて30分という悪環境にも関わらず、JNFEAの皆さ
んは相変わらずパワフルであった。
教員研修は、パトレ周辺校の教員12、３名が参加し
た。中には毎日3時間の山道を越えて来てくれる教員
もいた。研修の内容は、パネルシアター、レクリエー
ション、算数、体育と情操教育が中心であった。
私は、先輩隊員である三浦さんと体育を担当し、
NHK教育テレビ「英語であそぼ」で使用されている
「１分体操」と、幼児教育教材である「グッとパン！」「かなづちトントン」を実施した。当初は１分体操を
覚えてもらい、学校へ持って帰ってもらうつもりだったが、ナーサリー (幼児保育)を担当している教員が多
いということで、急遽ネタを変更した。いずれも音楽に合わせて身体と頭を使った教材であるため、参加教
員には楽しんでいただけたろうと思う。しかし、残念ながら音源が欲しいとの申し出はなかった。
その他に岩谷先生の算数授業、正多面体とモビール作成の授業をネパール語で担当させていただいた。私
の大変苦手な分野で、役不足であったことは間違いないが、内容は、模型の作製と参加者が楽しんで取り掛
かれるものだった。模型を見て気付いたことを自由に発言させる、といった授業の展開を聞いたときは、ネ
パールの教育現場の現状からは難しいのではないかと思ったが、教員は、予想以上にさまざまな意見を発言
してくれた。それだけではなく、5つの模型それぞれの特徴を人の性格の多様性に結び付けるなど、単純な
12

“答え”ではく、
“数学的考え方”にまで理解を示していたように思う。これまで約一年間活動してきてネパー
ルの教育を見たつもりになって、これは出来るが、これはネパールでは無理だろうと、やる前から諦めてい
た自分に気付いた。改めて教員がこれを伝えたいという情熱を持って、指導に当たることが大事だと感じた。
本研修を通して、参加教員がひとつでも多くのネタを学校へ持って帰り、各々が学んだことを発揮してく
れれば、最善である。古宇田先生と降旗先生によるパネルシアターに関しては、たった3日間で、全員が「カ
レーの作り方」を作成し、歌を覚えることができた。各々が、学校で自信を持って実践してくれることを願う。
レクリエーションでは、“楽しいと感じたことは忘れない”という中島先生の言葉が、印象的である。私
を含め、参加教員は、中島先生の出すさまざまな面白課題に、夢中になって取り組んだ。ひとつひとつゲー
ムの名前を聞いて手にメモしていたり、ルールについて熱心に質問する姿を見ていると、きっと学校でも実
践してくれるだろうと思う。何を隠そう、私も、中島先生からは、たくさんのネタをいただき、これから拝
借させていただく所存である。
スジャータとマンジューさんによる歯磨き指導は、紙芝居や歯の模型を使っていた。カピルバスツでも同
様の授業を行っていただけに慣れていた。
初日、参加者からの感想では、「授業は楽しい、しかし、ネパールには物が無いから実施するのが難しい」
という意見があった。嬉しいことに最終日の感想では、それが以下
のように変わった。「楽しい授業をするためには、先生方のような
準備が必要。私も、より良い授業をするために、ネパールにあるも
ので考え工夫し、実施したい。」本研修を通してネタの提供はもち
ろんだが、それ以上に、魅力的な授業・教員とはどんなものか、そ
れには綿密な準備と多くの経験、練習といった教員の熱意が必須で
あるということが伝わったのだろう。
私自身、今までは現地教員の“即戦力となるネタの提供”が一番
良いという考えが、少し変わった。
最後に今回研修に参加された教員の方々が、今後もさらに子どもたちのために熱心に指導されることを願
う。私は、あと14 ヶ月ネパールにいるので、その間に必ず彼らの現場に足を運びたい。

2018年6月3日

③YOUCASP便り；パトレにおける教師の研修会
YOUCASP 代表

Krishna Khatiwada

＠1月5日～ 8日 楽しいクラス運営
小学校の先生たち、15校20（男性は1人）人が対象です。トレー
ニングの目的は、Child Friendly授業のやり方と楽しいクラス
を育てることでした。４日間まじめに勉強した先生は、このよ
うなトレーニングを経験して学んだのは、初めてとのことでし
た。
かなり長く教員をしていても、このように学ぶ場所と機会が
なかったので、このチャンスは本当に良かったとのことです。
指導してくれた先生は、ベテランのSafala先生。一緒にサポー
トしてくださったのは、Sapana先生でした。毎日10時から4時までやっていましたが、皆熱心に勉強してい
ました。参加者の中には、教員として、何年間も解らなかった悩みの答えがあったと言う人がいた。
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5、6日 に、DEOの 代 表Udaya Bahadur Bhandariさ ん も
参 加 さ れ ま し た。 最 後 の 日 は、Nilakantha市 の 教 育 担 当 の
Kedarnath

Dhakalさん、区の代表Bir Bahadur Dawadiが見

学してくださり、感想をいただきました。
このトレーニングは、Patleとは違う学校の近くのホールを
借りて行いました。参加者のみなさんから、JICA、JNFEA、
YOUCASPに感謝の言葉がありました。

＠4月20 ～ 27日

コンピューターの指導

Patle周辺の学校では、このような指導は、初めてです。指導者は、JOCVのPC指導の岩佐あやさんでした。
彼女は、半年ほど前から、Mustang郡でPCを教えています。一週間時間をとって、Patleに来てくれました。
学ぶ参加者は20人。PCも触ったことのないBasicの人もいました。
いくらか上手な人もいました。出来るチームと、少し出来るチームの２つのチームに分けて、一週間勉強
したら、PCが大好きになってきたそうです。でも学校によって、PCがある学校とない学校があります。今
回のプログラムにも、区議員さん、DEO代表の参加がありました。
この期間は、学校は新学期が始まる前だったので、先生方は、心配なく参加出来ました。この一週間だけ
では物足りないので、もう一回一週間のコースの指導を行ないます
この授業には、すべての学校の20人の先生が集まりました。DEOや市の代表Udaya Bahadur Bhandari
さんがオープンの時に参加されました。

Patleの学校における、教員たちによる実践授業の実施
2017年10月8日～ 11日に、さくら寮で実施した“Follow Up Seminar 2017”には、Patleから10名の女性
教員が参加しました。彼女たちが中心になり、さくら寮で学んだことをほかの教員に公開し、互いに教育の
技術を高めていくことが合意されました。毎月順番に授業を公開し、お互いに批評しあい、より良い教育を
めざすべく努力することになりました。絵本の読み聞かせ、体育の授業。算数の授業、社会科の授業などが
公開され、それぞれ工夫をこらした授業を実施し、お互いに批評しあい、励ましあっています。
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④赴任地訪問

４回にわたり卒業生の赴任地を訪問しました。

今回訪問した卒業生たちとその赴任地
この地図はKATHMANDU以西のみを表示
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Jajarkot、Rukum赴任地訪問（2017年11月14日～ 19日）
理事

福島進・現地マネージャー

クリシュナ

11月14日
朝8時発のNepalgunj行きの双発プロペラ機に乗り込んだが、突然バシンという音とともに灯りが消え、
エンジン音が止まった。乗客全員がラウンジに引き上げ、何の連絡もないまま待つこと2時間。空港のアナ
ウンスで、私たちの便はキャンセルとなったと告げられ、私たちは、Nepalgunjにその日のうちに行く手段
を失ってしまった。そのうえ、機内に荷物も置いたままだ。機内に戻ることはできず、到着便の荷物引き渡
し所で荷物が戻ってくるのを待つことになった。ネパールの国内便にはターンテーブルなんてものはなく、
係が荷物を台車のようなものに載せて引いてきて、荷物を地面に置いていき、別の係がテーブルの上に荷物
を載せて、引換券を確認して渡すというシステムなので、大声で自分の荷物を指差しテーブルの上に載せて
もらい引き取ることになる。怒鳴り声の中、狭い場所で押し合いへし合いとなり、荷物を受け取るのに30分
ほどかかった。なんとか別の航空会社の航空券を手に入れることができ、Nepalgunjに夕方には着くことが
できた。
11月15日
朝7時にジープで出発。いつも利用している車はネパールの国政選挙の活動に動員されてしまっていたの
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で確保できず、初めて利用する車になったが、これが後でちょっとした不都合になってしまった。
ところで国政選挙は、憲法制定後の初めての選挙ということで、国中がもりあがっていた。面白いことに
選挙の日が地域によって2つに分かれており、ヒマラヤ山岳地帯が11月26日、それ以外が12月7日となってい
た。Jajarkot地区は11月26日が選挙で、10日後に迫っていたため、地域全体が選挙一色になっていた。
Jajarkotは昔王宮があったところだそうで、山の上にできた町だ。いわゆる山城ということになる。
この日は10期生Premkalaさんの学校に行く予定で、彼女の話だと、Jajarkotの中心から車で1時間ほどの
距離ということだったが、急坂となり、車のタイヤが空回りを始め、何度かトライしたが、結局登り切れず
断念。徒歩で明日、3、4時間歩いて行くことになった。郡の中心であるJajarkotの町には、選挙活動のため、
たくさんの人が集まってきており、どこのホテルも満員だった。それでも、運よく建設中のホテルに泊まる
ことができた。実はJajarkotの町は建設ラッシュだった。道路も新しく造っており、その道路に沿って5階
建てくらいのビルが何件も建設中だ。その理由は、第一に人口が増加、第二に地震対策、第三に連邦制度になっ
たことだそうだ。人口増加は、自然増加もあるのだが、奥地に住んでいた人たちが移り住んできていること
が大きいそうで、そのため奥地の土地は売り出しても買い手がつかないらしい。また地震対策として、古い
建物を壊して鉄筋入りの建物に建て替えている。さらに連邦制度になってからは、予算等を地方で決めるこ
とができるようになり、今まで以上に道路整備にお金をかけられるようになったらしい。Jajakcotに限らず、
連邦制度になったことで国全体が今までとは、大きく変化してきている。とくに驚いたのは、停電が大幅に
減ったことだ。Jajarkotでは、停電が午後4時から2時間弱程度になっていた。今年は、道路も片側2車線に
広がっており、リキシャの動力が自転車から電動バイクに代わっていた。
11月16日
前日の連絡で、Premkalaさんが朝8時にホテルまで迎えに来てくれることになっていたが、やっと9時半
になってホテルに現れた。それから、平らな道というので、約3時間から4時間はかかる道を歩いて学校に行
くことになった。確かに最初の15分ぐらいは平たんな道だっ
たが、しかし、その後は山道を登り始め、だんだん険しくなっ
ていく道を登ること、約1時間30分。ところが、彼女は、峠
ではなく、見える山のほうに向かっていき、「ここから1時間
くらいです」と言う。これまでより、ややなだらかな登り坂
を1時間30分ほど登り続け、山の頂上に着いた。そして、そ
こに彼女の学校（Shree Bijay Secondary School）があった
のだ。
学校に着くと、全校生徒の歓迎を受け、各学年から花で作ったレイを8本もかけてもらった。こんなに子
どもたちから歓待されたことがなかったのでうれしかったが、この歓待が後にトラブルの元になった。
Premkalaさんのネパール語の授業は、5年生のクラスで、農民の歌という詩の授業だった。その日は近隣
にお祭りがあるので、一部の子どもたちは休んでいるということで、25人中9名が欠席だった。この学年は
もともと男女のバランスが悪く、男子18名・女子7名で、その日は男子14名・女子2名の出席だった。決して
女子の就学率が低いわけではないそうだ。授業は、Premkalaさんの朗々とした詩の朗読から始まった。彼
女の声は美しく、子どもたちも聞きほれているようだった。その後、言葉の意味を確認しながら、一つ一つ
丁寧に説明していた。そして、グループに分けて詩を朗読す
る競争をさせ、互いのよいところを出させるようにして、ど
ちらもよくできていたとまとめていた。子どもたちも元気よ
く答えていた。教員と子どもたちの関係がとても良好である
と感じた。
その後、私が授業をして、職員と懇談をした。校長は不在
で、校長代理に今後のPremkalaさんの採用問題について聞
いたところ、学校の立地が山頂のため水の設備も悪く、子ど
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ものトイレもない。条件が悪いので子どもたちが増えず、教員の増員は難しいとのことだった。
帰り道、首がとても痛くなってきた。原因は子どもたちにかけてもらった花のレイの重みがもろに首にか
かり、夜になると激痛になり、首がほとんど回らなくなった。日本に帰ってきても、この痛みは1週間ほど
続いた。
そんな帰り道であっても、素晴らしいことにも出会えた。帰り道の途中で、数人の6年生と7年生の女の子
の集団に追いついた。その子たちと話しながら下って行き、いくつか彼女らの将来の事について質問するこ
とができた。「将来、例えば、日本などの外国に留学したいとか思うか」という問いには、全員Noだった。「将
来カトマンズに行きたいか」と聞いたら、これも全員Noだった。では「将来どうしたいのか」と尋ねると、
「Premkala先生のように、ポカラに行って勉強して学校の先生になりたい」と全員が応えた。子どもたちに
よると、Premkalaさんは生徒たちからの人気が高く、指導も熱心なので大変評判がいいそうだ。これこそ
JNFEAの求めている卒業生の姿であった。何とか正式に採用してもらいたいものだ。
11月17日
Rukum郡の9期生Premaさんの学校（Shree Ballyoti Secondary
School）に向かう。車の中で、体が飛び跳ね、車体にぶつかる
のを防ぐために必死に体を支えなければならなかった。ようや
くPremaさんの学校のあるRukumへ渡る吊り橋に着き、そこ
から徒歩で、渡りきったところに、Premaさんが待っていた。
職員室を訪問すると、データーもきちんとそろっていて、校
長も、学校にきちんといて組織的に活動していた。しっかりし
た学校という印象だった。前にも書いたが、学校訪問をすると、校長不在というというケースが結構多い。
やむを得ず不在という場合もあるが、そうではないケースが多く、校長自身のやる気が感じられないことが
よくあった。ここの学校は、そうではないようだ。
Premaさんの授業も、ネパール語で5年生の「農民の歌」だった。Premkalaさんと同じように、最初に
Premaさんが朗読した後、子どもがリードしてみんなで朗読す
るというスタイルをとっていた。子どもを中心にした学習を進
めようとする姿勢が見えた。その後、農民の労働の様子や農業
について子どもたちの考えや意見を出させて、農民の歌の内容
と比較するなどして授業を進めていた。できるだけ子どもたち
の生活と教材の内容を結び付けて読み取らせる努力をしてい
た。その後、私も、授業をした。
校長や職員との懇談では、子どもたちが退学することもなく、
親も教育に強い関心を示してくれているということで、学校全体がやる気に満ちているようだった。学校の
中も清掃がきちんとできていて、清潔だった。Premaさんの採用については、JNFEAが地域の子どもを育
ててくれて教員にしてくれたことに感謝している、そのJNFEAの思いに応えていきたいという言葉を聞く
ことができた。
そ の 後、 来 た 道 を 引 き 返 し、Sonyaさ ん の 学 校（Bageswori Lower Secondary School） に 向 か っ た。
Sonyaさんの学校は、本当に街道沿いにあり、道路から川の
方に50mほど降りて行くとあった。とてもこじんまりとした
学校だった。1学年の人数は10人台で、2年生はわずか8人し
かいなかった。Sonyaさんの授業は、5年生の英語で、位置
を表す前置詞の使い方の学習。机のない部屋での授業だった
が、コンピュータが何台か置いてあったので、コンピュータ
室だったのかもしれない。床に子どもたちが座っていたが、
Sonyaさんもまた床に座って、子どもたちの目線で語りかけ
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ながら授業を進めていた。部屋にある机や椅子を使ってon、
under、inなどの具体的な位置に物を置きながら、
前置詞の使い方を丁寧に教えていた。その後、私も、授業をした。
この日は、午後に地域のお祭りがあるため、学校も忙しいようで、中をじっくり見る時間はなく、学校の
様子はよくわからなかった。校長の話は、学校ではなく、校長の自宅近くで聞くことになった。その話によ
ると、学校が5年生の学校から8年生の学校になる予定なので、英語の先生が必要となるから、Sonyaさんは
継続して採用することになるだろうということだった。それを聞いて安心してホテルに戻ることができた。
11月18日
今日は、土曜日なので学校は休み。
近くの高い山に登ることにした。途中で山頂への道がわからなくなり、引き返そうとして戻っていくと、薪
を集めていた子どもたちに会った。そこで即席で理科の実験をやって見せた。彼らは、とても興味を持って
実験を楽しんでくれた。そして、山頂へ行く道を教えてくれた。山頂に行くと、そこは軍の見張り所があった。
「写真さえとらなければ、中に入っていい。
」と言ってくれたので、敷地に入れてもらった。上官のような人が
出てきて、私たちに冷たい水をくれた。ここで私は、さっきの子どもたちに見せた実験道具を使って、マジッ
クと言って実演して見せた。これがとっても受けて、他の兵士も出てきて試していた。1996年から2006年まで
続いた内戦の時代とは違い、今国内が落ち着いているのだろう。実にのんびりとした軍隊の風景であった。
11月19日
朝7時、最後の訪問地である9期生Gitaさんの学校（Shree Balyot Secondary School）に向かった。車で2
時間ほどNepalgunjの方に戻って行った所にGitaさんの学校に通じる
吊り橋があり、渡るとRukumになる。橋を渡って日本の林道のよう
な所をぬけると開けた村に出た。そこにリキシャが数台止まっていた。
昔日本にあったオート三輪車にそっくりだった。その懐かしいオート
三輪車もどきのリキシャに乗ってみることにした。これが実に幸いし
た。何と運転手はGitaさんの学校の校長先生が、自分の子どもの頃の
先生だったというのだ。30分ほどで学校の前に到着。Gitaさんの学校
は、Chaurijahariという大きな町の学校と聞いていたが全然違ってい
て、そこから少し離れた村の学校だった。始業前だったので校長先生
の家に寄り、
校長先生とともに学校に行った。途中で理事長も同行した。
最初に朝会の様子を見学し、Gitaさんの授業を見せてもらった。5
年生のネパール語の授業で、
「子どもの日」という説明文の授業だった。
難解な語句の説明のためのカードを用意したりして、熱心に指導して
いた。その後、私は、8年生の教室で授業をした。
教員室に戻り校長と理事長と懇談した。校長はやや覇気にかけていた。話によると学校の近くに私立学校
があり、半数以上がそちらに行ってしまい、子どもの数が減って行ってしまっているそうだ。何とか対策を
たてているのだが、妙案がないので、苦心しているとのことだった。
その関係でGitaさんの採用については、「子どもの減少を防ぐことが
できたら実現できる。」と言っていた。かなり厳しい状況ではある。
ちなみに、この問題はここだけではなく、結構ネパール中で聞く話だ。
校長に比べると、理事長はもっと前向きで、学校の将来をそれほど悲
観していなかったので、それに期待したい。
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Rolpa、Surkhet赴任地訪問 （2018年2月）
理事

今村美知子・理事

吉田英子・今村

務

2月4日（月）Rolpa
4期生のParbati Gharti Magarの学校（Balkalyan Higher Secondary School）
教員38名の大きな学校であったが、男性教諭が圧倒的に多かった。
校長の権力が絶大のようで、授業はすべて英語で行うようにとの
指示。教科書もすべて英語表記なので、子どもたちがどこまで理解
できているのか疑問。
Parbatiは、英語があまり得意ではないということで、4歳児の幼
稚園クラス（62名）を一人で担当しているとのこと（実数は82名だ
そうだ）。1から100までを英語で言えるようにならないと校長に怒
られるので、家庭訪問までして教えているとのこと。
朝会は、全校生徒が一糸乱れぬ整列・行進ぶりで、異様な感じを受
けた。校長が不在だったため、副校長が対応してくれたが、あまり頼り
にならない印象を受けた。彼女の採用については、今のところ問題はないと思われる。
・5年生（40名）に歯磨き指導。
6期生のKamala Dangi（第6次日本留学）の学校（Shree Barmandir Primary School）
女性校長（30年勤務）で、女性教諭6人、男性教諭1人のメンバー
だが、比較的勤務年数が長い人が多かった。
児 童 数 が 減 少 し て い る た め に、 政 府 か ら の お 金 も 少 な く、
Kamalaの雇用は無理とのこと。彼女を別の学校に紹介してもらえ
ないかとの質問に対しても、答えはなかった。質問をはぐらかして、
別の話題に持って行ってしまう。写真ばかり撮って、話をしっかり
聞いている様子はなかった。
13時、先生たちに歯磨き・手洗い・生理についての話をした（男
性教諭は、途中で退室）
2、3年生クラス（30名）に歯磨き指導。4年生の1クラスに、音楽指導。
Rolpaのフィーダーホステルの寮長の依頼を受け、16時半、生理についての話をしに行った。Parbatiの
校長が戻ってきており、勝手に敷地内に入るなと怒られた。「前もって手紙で知らせろ、JNFEAなんて知ら
ない、来るな!」と物凄い剣幕で怒られた。よく怒る校長との評判だそうだ。
*3日 にRolpaに 到 着 し た 際 は、4期 生 のParbati、5期 生 のRaju Kumara、Dhan Kumari、6期 生 のBam
Kumariが迎えてくれた。Raju Kumariは、テンポラリー・ティーチャーとして、23000ルピーの給料を貰っ
ているが、Dhan Kumariは、6か月間、Bam Kumariは、8か月間、給料を貰っていないとのこと。Parbati
は、校長は変な人だが、給料は貰っているので問題ないと言っていた。
2月6日（火）Surkhet
9期生のMina Kumari Acharyaの学校（Nepal Rastriya Basic School）
校長はほとんど、学校には来ないそうだ。校長の親戚という男性（スー
ツ姿）が対応してくれた。女性の副校長がいたが、話をすることはなかっ
た。花輪の大歓迎を受けたが、指導内容には一切、興味なしで、我々と
写真を撮ることだけを求めてきた。
Minaは、良い先生で、子ども達も喜んでいる。子どもたちは先生が
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好きだ。JNFEAの支援が終わった後も頑張りますと言った…。
お金がないので水道を作ることができないと強調。男性教諭4人が日向ぼっこをしていて、やる気を感じ
させない。Minaの授業参観。我々が来ているので、緊張してしまったとのこと。
・4年生（37名）に歯磨き指導。
9期生のAmbika Majhiの学校（Shree Bhoirab Higher Secondary School）
女性校長で、1年生から3年生は、クラス担任制になっている。Ambikaは、1年生の担任で子どもたちの
人数は23名。先生たちにも歯磨き指導を見に来てくださいとお願いするが、指導内容には興味がないようで、
歓迎の花輪と写真攻めにあった。1年生に歯磨き指導。校庭に水のタンクが備えられていたが、子どもたち
が使用しているのかどうかは不明。
＊Ambikaは、将来的には、籠を編んだりする手作業の道に進みたいということで、現在も勉強中とのこと。
②9期生のNirmara Punの学校（Shree Pravat Secondary School ）
JNFEA支援後については、Nirmaraが頑張って、他の先生よ
りも良ければ、雇用を考えられるとのこと。現在は、プラス5000
ルピーの給料を貰っている。Nirmaraは、将来的には日本に行き
たいとのこと。
・Nirmaraのネパール語の授業参観。
・4年生

43名への歯磨き指導。
（窓から覗いている子どもたちを、

女性教諭が叩いて追い払ったのにはビックリ。）
＊水道もなく、机もない。
我々が帰るときには、校長・男性教諭は、校庭で椅子に座ったまま、挨拶もなし。花輪も写真もなしで、
歓迎気分は一切なかった。

赴任地訪問に同行して
Sujata Acharya（4期生、Shree Jana Chetana Secondary Schoolの教師）の見たまま
Sujataさんは、今村美知子さんたちに同行し、卒業生たちの赴任校を回ってきました。
彼女の報告です。英文を日本語訳しました。
Shree Jana Chetana Lower Secondary school（自分が勤務する学校）
最初の日は1週間の講習会でしたが、教師全員が出席していました。美知子さんと英
子さんが、準備した「歯磨きと手洗い」の紙芝居をしました。その後 、"健康な身体
と心"についての授業をしました。 そして、私たちのプログラムの6日間のスケジュー
ルについて説明しました。
教師は、本当にすべてのボールゲームのために彼らの役割を積極的に果たしていました。務さんの音楽の
授業も、20人の学生の上達は、とても早かったです。 彼らは、ビートとリズムを本当に速く覚え、本当に
うまく歌いました。
両親の会合は、100人の親が参加して成功でした。 彼らは、子どものために、どのようにバランスの取れ
た食生活をし、自分たちや子どもの歯をどのように磨く必要があるかに関心を持っていました。
Kapilvastuの学校でもっとも印象的なのは、教師でした。 その週の間に、彼らは、体育の授業で多くの
進歩がありました。 美知子さんと英子さんが新しいことを提案すれば、次の授業でそれを実行しました。
私は、美知子さんのグループと学校の先生たちのハードワークのおかげで、Kapilvastuの学校でのJICAの
プログラムは、とても満足いくものだと思います。
Shree Balmandir School Rolpa （Kamala Dangi）
学校は、市からかなり険しい道を行った丘にありました。 先生は、ほとんど女性でしたが、唯1人の幼稚
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園の教師は、男性でした。 2年生と3年生のクラスの学生に、紙芝居、手洗い、歯磨きについての授業をし
ました。 その後、学校の校長とKamala Dangiの仕事の継続について話しました。 しかし、校長からはい
い返事は得られなかった。
Shree Balkanlyan Higher Secondary school, Rolpa（Parbati Gharti）
学校は本当に大きく、約1600人の学生がいました。 朝の集会は、楽器とドラムを鳴らして、本当に壮大
でした。 学生は、まるで陸軍学校の生徒のようでした。 私たちは、4年生に授業を行いました。校長は欠
席していたので、副校長と会い、Parbatiの継続について話しました。
我々はまた、前日にRolpaのフィーダーホステルを訪問した。“身体の構造と月経について”の講義ため
に次の日、再び来ることを約束していました。私たちはそこで、学校の校長に会いました。彼は、何の知ら
せもなく来たことに対し、とても怒って、私を叱りました。私たちは、本当に不愉快で、もっと議論する準
備もありましたが、それはやめて、とにかく、私たちが約束していたように、ホステルの女の子のために授
業を行いました。
Nepal Rastriya Basic School, Surkhet（Mina Acharya）
学校長は不在だったので、副校長に会い、私たちの学校訪問の目的について話しました。 Minaは、ネパー
ルの地図について教えていました。彼女は、とても緊張して混乱していました。私が気に入らなかったことは、
彼女が教えている間に、携帯を使っていたことでした。後で、私は、そのことについても、彼女に話しました。
私たちは、歯の磨き方を教えましたが、彼女の学校には、水がないので、私たちの飲み水を使いました。
Shree Bhairav Secondary School, Surkhet（Ambika Majhi）
校長は女性だったし、学校もかなり大きかったし、先生も十分でしたが、外で休息を取っていた人もいま
した。何人かは、大きな音で、携帯の音楽を聞いていました。私たちは、１年生のクラスに紙芝居をし、歯
の磨き方を教えました。 教室がとてもは汚れていたので、私たちは、Ambikaに、さくら寮のようにきれい
に清掃するよう提言しました。
Prabhat Secondary School, Surkhet（Nirmala Pun）
学校の建物はかなり古く、学生は、外で勉強していました。グランドはまったく管理されておらず、教室
のベンチも最悪でした。 しかし、学校は、Nirmalaに月給5000ルピーを払っています。 Nirmalaは、教え
ることに自信を持っていて、英語の言葉をたくさん使っていましたが、生徒は全然理解していませんでした。
教師たちは、とても怠け者で、私たちが彼らにさよならのあいさつをしても、立つこともしませんでした。

Baitadi、Darchura、Dadeldhura、Kailali、Bardiya赴任地訪問
上杉紀夫（右）、袖山正彦（両人とも理事）、Krishna Khatiwada
訪問日

2018年3月3日～ 16日

訪問先卒業生

Baitadi郡

8期生 Shurijana Bohora

Darchura郡

10期生Gita Joshi

Dadeldhura郡
Kailali郡
Bardiya郡
3月6日

10期生Lalita Pandey

9期生

Parbati Magar

10期生

Puja Karki

8期生のShurijana Bohoraの勤務する小学校を訪ねたが、当人

は出産で休暇中とか。後日（Kanchanpur）の夫の自宅で会談。学校は、
河川敷の所にあり、生徒数90人、築30年の古い学校でした。机、椅子は、
満足にありませんでした。校長は、新しい学校を建てたいと言っていた。
山が道路沿いまで迫り、耕作地が少なく、経済的に厳しい村です。
3月7日

10期生

Gita Joshi。Shree Lathinath Higher Secondary

School、12 年制、生徒数1500人。
21

「私は、10期生のGita Joshiです。昨年からDarchulaの学校で教えてい
ます。私の教えることを生徒たちも理解してくれてとても嬉しく思いま
す。授業には教材を沢山使って教えています。」
学校の概略：学校はいまから63年前に創立された歴史ある学校で、校舎
は村や外国のNPOの援助で出来た。2012年政府の支援で、農業科・畜
産科が併設され、Engineerコースもある。Darchuraは僻地のため、大
きな街の学校に通学できないので、村の辺鄙な学校にも多くの生徒が集
まります。学校は何回もモデル校として表彰された。
学校までは車を降りて、約3時間（ネパール人1時間半）の登り。山の中にある鉄筋コンクリートの作りの
立派な学校でした。学校の周囲に大きな村
があるわけでなく、標高1700mの山中にあ
る学校を見た時、にわかに信じられなかっ
た。学校は、ネパールでは珍しい農業科も
併設し実習畑もあった。生徒の規律は、大
変よく、統率が取れていた。風光明美で、
校庭からはアピ・サイパールのヒマラヤを
眺めることが出来る。毎日細い山道を1―2時間かけて通学して来る生徒も多くいる。村は、インド国境に接し、
気候は温暖で、野菜や砂糖きびを栽培して生計をたてている。地域は、教育に熱心で退学する生徒はいない。
（実習農場）

3月8日

10期生

（ヒマラヤを望む）

（２時間かけて通学）

Lalita Pandey。Shree Bhageshwar Higer Secondary School、12年制、生徒数600人。

Darchulaの ホ テ ル を 午 前5時 に 出 発、 峠 を い く つ も 越 えBaitadi、
Doti を経て、途中から主要道路を離れ、未舗装の道路30Kmを揺られ
に揺られ、約9時間、14時30分に到着した。車から降りた時、手足が曲
がったままだった。この日、村では女性記念日の祭りが行われ、女性た
ちが集まり、着飾って歌や踊りを楽しんでいた。学校は休みでしたが、
Lalitaさんが生徒を集めていてくれた。挨拶も早々に、Lalitaさんの理
科の授業「蝶々の変態」の授業見学、続いて屋外で、上杉さんの「歯磨
の紙芝居」をした。Lalitaさん
は、上杉さんとほとんど打ち合
せがないなか、紙芝居や歯磨き実演を見事にこなし、立派に助手を
務めてくれた。歯磨き指導の途中、JAICAから未確認ながら9.10日
とストのニュースが入り、2日間移動しないようにとの連絡があっ
た。当初Lalitaさんの村のホテルに宿泊する予定でしたが、急きょ
Mahendranagarの街に向かった。（左写真
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山道を登って学校へ）

3月11日
9期生 Parbati Magar。Shree Malika Higher Secondary School、12年制、生徒数600人。
「ナマステー。私は、9期生のParbatiです。今、カイラリの学校で
教えています。卒業して2年間が過ぎました。英語と理科を教えて
います。とくに、先生方から協力してもらっているので、学校では
問題もありません。学校から月2、000Rsの給料をもらっています。
また、時々、研修会に出張させてもらい、私をリーダーとして認め
てもらっています。生徒数は35人と多いですが、生徒も保護者も協
力的で大変仕事がやりやすいです。プロジェクターを使った授業を
考えていますが、電気が無いので実現出来ていません。」
タライ平原のインドとの国境の近くにある12年制の大きな学校で
す。季節は3月なのに、日本の夏の気候でした。乾季の時、水の管
理が大変そうです。村の未舗装の道路は車が通るたびに細かい土埃
を巻き上げ、木や畑の野菜にふりかかり、マスクなしではいられま
せん。将来、呼吸器、眼疾患や寄生虫が心配されます。Kailali郡
では41の学校で、1-2年生は担任制を導入しています。教育に熱心
で積極性のある郡のようです。夏は暑さのため6時～ 9時の早朝授
業を行います。
3月12日
10期生

Puja Karki 。Shree Amarioti Higher Secondary School、1 ～ 5年生、生徒数150人。

「ナマステー。私は、10期生Puja Karkiです。昨年からBardiya
の小学校で教えています。教えている教科は、ネパール語、英
語、社会、数学です。問題が起きても、自分で考えて解決しま
した。低学年に英語を教える時、ネパール語の基礎が分ってい
ないのでとっても難しかったですが、何回も復習してから次に
進めるようにしています。学校では先生方から協力してもらっ
ていますので問題はありません。
」
Pujaの学校は、Kailali のParbatiの学校と同じタライ平原の
真ん中にあります。ここも道路が未舗装なので土埃がすごく、
健康や畑の作物の栽培に影響がでています。校舎が古くなった
ので新しい校舎を建築中です。地域は昔からの住民と山から下
りてきた新しく移住した人がいます。旧住民はあまり教育に熱
心でないそうです。乾季は河川が干上がり、水の管理が難しい
そうです。畑は広いですが、一面に麦畑の単作です。レンガ工
場があちこちにありましたが、経済的に厳しそうな村でした。
8期生

Jayanti Thakuri。Shree Amariyot Higher Secondary

School、12年制、生徒数1000人。
「BardiyaのPujaの近くの学校で教えています。1年生から4年生を教えています。教科は、理科を1クラス、
英語を全クラスに教えています。英語は始め自分でも理解するのが難しかったですが、自分で勉強して、教
え始めて上達しました。今年、JNFEAの3年間の勤務が終了しますが、今の学校で継続して先生を続けるこ
とができ、大変うれしいです。」
私たちが学校を訪問する話を聞いて、スクーターに乗って会いに来てくれました。10周年記念誌の写真の
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顔と比べ、すっかり大人の女性の顔になっていたので、初めJayantiとは分からなかった。Pujaの授業や上杉さん
の歯磨き指導を手伝ってくれました。学校で採用を継続してもらうため、とても努力したと言っていました。

Gorkha･Buddha School

理事長

山下泰子

2018年5月16日、ゴルカのブッダスクールを訪問しました。ここは、バス停から徒歩3日かかるナマスル街
道のフィリムにあります。今回は、AAFのチャーターした5人乗りのヘリコプターに便乗させていただきま
した。ヘリを待つこと3時間余、ひらりとカトマンドゥを飛び立ち、切り立った谷間を行くこと35分、麦秋
のフィリムに到着しました。途中、3年前
の大地震の爪痕の痛々しい村も目にいたし
ました。
イタリアの石造建築賞を受賞したブッ
ダスクールも15年を経て、すっかりあた
りの風景に溶け込んでおりました。ブッダ
スクールは、さくら寮を作ってくださった
AAF（赤尾建藏理事長）の本拠地です。現
在は10年制となり、生徒総数396人（男子：
202人、女子：195人）、その4割強の170人（男
子：92人、女子：78人）が周辺の9つの集落の出身で、寮生活をしています。
さくら寮卒業生教師が3人（プルダニ・ガレ（1期生）、サビナ･グルン（8期生）、ゴマ･ガレ（10期生）が、
元気に先生をしていました。また、徒歩2日はかかるビヒ村のSirangi Gumba小学校の先生をしているニ
シャ・グルン（9期生）とフィリムの公立Buddha Manaslu Learning Centerで働いているマナ･クマリ・グ
ルンも、来てくれてにぎやかに、みんなで低学年の児童に、歯の磨き方の指導をしました。幼稚園児は、誰
も歯磨きをしたことがなく、チューブの歯磨き粉を食べてしまう子もいて、大騒ぎでした。持参した大きな
歯の模型には、みんなビックリ、真剣にはじめての歯磨きを体験しました。
ここブッダスクールは、AAFとの関係で、毎年さくら寮への入寮者のあったところです。ラジャニ・グ
ルン（3期生）がChumling Primary School、スミットラ・ラナ（7期生）がPilim Primary Schoolに勤務し
ており、確実にマナスルの麓の村の女性の教育へのアクセスレベルをアップしてします。さくら寮卒業生教
員の存在が、ブッダスクールの活性化大いに役立っていると、副校長が評価してくれました。AAFの赤尾
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理事長に、サビナとゴマのブッダスクールでの雇用をお願いして再びヘリの人となりました。
左から8期生Sabina Gurung、1期生Purdhani
Ghale、10期 生Goma Gahle、9期 生Nisha
Gurung

＊さくら寮卒業生たちは、卒業後は、それぞれ受け入れてくれる学校で教師として働きます。３年間は
JNFEAから給与補助として１年目6,000ルピー、2年目6,500ルピー、3年目7,000ルピーが支給されます。
その後は、本人の努力や学校の配慮により継続して雇用される人もありますが、約半数は無職または家庭
の主婦となります。2018年6月現在、JNFEAが給与を支給している卒業生は、9期生と10期生の20人です。
2020年には、これも終了となり、JNFEAのプログラムは終了となります。
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加藤恒久教育基金によるプロジェクト
～２つのフィーダーホステルをさくら寮モデルに～
理事長 山下泰子
JNFEAの教育里親であった故加藤恒久博士の遺贈により、昨年設立された「加藤恒久教育基金」による
プロジェクトが活動を開始いたしました。
ネパールには、1970年代以降UNESCO、UNICEF、NORAD
（ノルウェーの援助機関）とネパール政府が共同して設立した
フィーダーホステルと呼ばれる施設が20箇所（各定員20人）
あります。その当初の目的は、まさに遠隔地域の女性小学校
教師の養成でした。しかし、SLC（高等学校卒業資格試験）
合格が教師の資格要件になるに及び、フィーダーホステル卒
業生の教師になる道が閉ざされ、今日では単に遠隔地域の女
生徒が高校（10＋2）に通うための施設になっています。なお
現在も、フィーダーホステルには、1年1人40,000ルピーの奨学金が政府から支給されています。
JNFEAは、フィーダーホステルを当初の目的であった女性教師養成所にすることを目ざして、かねてか
らネパール教育省にロビイングを続けてまいりました。ところが、2015年憲法によってネパールは連邦国家
になり、教育は主として地方の管轄に移りました。そこで、JNFEAは、さくら寮生の出身寮であるジュム
ラとカピルバストゥの2つのフィーダーホステルにターゲットをしぼり、加藤基金を活用して、再度女性教
師養成所にするよう働きかけることにしました。
◆◆ジュムラ･フィーダーホステル◆◆
・アンビカ･マラ
（さくら寮3期生）
、
フルマヤ・セジュワル
（4期生）
など8人が、ここの出身です。5月19日に訪問すると、ムグー：
11人、ジュムラ：4人、カリコット：3人の寮生が、バラをもっ
て出迎えてくれました。アンビカとフルマヤが歯の磨き方の紙
芝居をして、夜も歯磨きをしているか尋ねたところ全員がNO
でした。皆、先生になりたいと一斉に手があがりました。
・AAFの技術協力により、加藤基金の資金で、次のリフォー
ムをします。①2階にミーティングルームを新設する。②1階にシャワールーム（トイレ付き）を新設する。
③キッチンを使いよくする。④また、AAFより机･椅子25セットが贈られ、勉学環境が整います。
◆◆カピルバストゥ ･フィーダーホステル◆◆
・サンタ・カナル（さくら寮1期生）、シタ・ギミレ（1期生）、スジャー
タ・アチャーリア（4期生）など6人が、ここの出身です。5月17
日に訪問すると、新入生14人が、真新しい制服姿で待っていてく
れました。全員が9年生でこれから4年間寝食を共にし、バンガン
ガ高校で学びます。スジャータが、早速、お掃除の仕方、歯磨き
の仕方を上手に教えてくれました。
・AAFの技術協力により、加藤基金の資金で、次のリフォーム
をします。①現在、20人に1箇所しか使えるトイレがないので、3
箇所使えるようにする。②キッチンとダイニングルームを明るくする。③物干し場を新設する。日々の生活
条件が改善されることでしょう。
◆◆覚書の締結◆◆
・ジュムラでは、5月19日、カンティカ・セジュワル市長、ミン・プラサド・シャルマ･カルナリ高校校長と
私が覚書にサインし、ジュムラ･フィーダーホステルの卒業生が少なくとも3年間先生になれることを確認い
たしました。その資金の半分が、加藤基金から支出されます。
・カピルバストゥでは、5月17 日にバンガンガ市役所で、関係者の協議が行われ、ジュムラと同一の内容の
覚書に合意しました。市長、校長のサインが終わり次第発効いたします。
（2018年5月24日記）
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2018年度JNFEA総会が開催されました。
5月27日（ 日 ）、 文 京 学 院 大 学（ 理 事 長 の か っ て の 勤 務 先 で、
JNFEAの本部です。）で、総会と懇親会が開かれました。出席会員51
人（正会員数221人、賛助会員48人、団体賛助会員2団体）で、会場が
いっぱいになるほどでした。
伊東恒子理事の司会で始まり。規定に基づき、山下泰子理事長が議
長を務め、例年通り、次の案件について議事進行しました。
・2017年度事業報告が、岩谷栄子事務局長からあり、2017年度決算報
告について、古宇田亮順、宮坂洋子両監事の適正であるとの監査報告がなされました。
・2018年度事業計画について、岩谷栄子事務局長から説明がありました。10年間にわたる「さくら寮」運営
への支援者のご協力を感謝し、さらに「ネパールにおける、より質の良い女性教師を養成する」制度の構築
の目的のため、次の事業活動の報告がありました。
①卒業生の教師能力の向上に努めるため、研修会の開催、ネットワーク化の実施。赴任地訪問の継続実施。
②2018年～ 2019年に実施する「JICA草の根技術協力事業

女性教師養成制度の構築を目ざすプロジェク

ト」のもとに、2か所の拠点―Dhading郡Patle地区とKapilvastu郡Bangang地区において研修会等を実施し、
現地の女性教師の教育能力を向上するための力を尽くす。
③2か所―Jumla,Kapilvastuのフィーダーホステルを女性教師養成制度の施設として再活性化に尽力する。
以上を根幹に据え、2018年度予算案が提示され、了承されました。
また、JNFEA事業が、当初の予定の10年間のプロジェクトとしての最終年度が、2020年であることから、
最終年度に向けての行動予定（2018年5月12日理事会で決定案）が提出され、承認されました。（ニュースレ
ター参照）
このあと、報告事項として、１．JICAプロジェクトを担当している、①ダーディンでの事業担当の岩谷
栄子理事から、②カピルバスツ担当の今村美知子理事から報告。2．赴任地訪問を実施した袖山正彦、福島進、
上杉紀夫の各理事からの報告。3．2017年度フォローアップ研修の報告を、深田洋子理事。４．会員および
教育里親についての報告を、佐伯律子理事から報告がありました。最後に、5,加藤恒久基金についての報告
が理事長からありました。これらの報告は、本ニュースレターに書かれていますので、ご参照ください。
この後開かれた懇親会には、44名のご参加がありました。三重県から町会議員、第1回の卒業式にご参加
の国際ソロプチミスト長浜の方々、さくら寮生に生理用品等をプレゼントくださったメンバーの方々、毎年
お世話になっている全国退職女性校長会・梅の実会の方々、毎年コンサートの収益をご寄附くださっている
横浜みなとグループの方々、山下理事長を‘先生’とよぶ文京学院大学卒業生の方、立ち上げの頃の懐か
しいメンバー、毎月里親基金を送ってくださり、さくら寮にゴミ集積所の穴を掘ってくださった方（アン
ケート参照）、ネパールの学校に体操という項目がないということ
を知って、親しみやすいゲームの冊子を作ってくださった方・・・
楽しい、懐かしいお話しで1時間が過ぎました。
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・ネパールの女性の教育を考える会から始まり、100人の「おなご先生」のご誕生、おめでとうございます。
長期に亘り、広範囲でのご活躍は、ネパールのみならず、私たちの故郷であるこの地球の子どもたちのた
めに、大きなものと心を、残されたことと思います。ご縁があって私たちグループは、発足当初から、参
加させていただいたことを、幸いと存じます。
新井場さんのお宅で、お会いしたスジャータさん、カマラさん、お元気ですか？お茶やお花、書道は、
お役に立っていますか？
国際交流ボランティア「みなと」グループ 代表 田中 晴江
・岩谷先生のご紹介で、JNFEAの活動を知りました。4人の娘を持つ母として、他国の女子を応援できる機
会を得られたことは、とてもうれしいことです。
ピースガーデンジャパン 代表 寺澤 玲子
・多様な経験、職業だった方のお話しは、興味深く楽しいひと時でした。

石川 奈々子

・10年前「さくら寮」の生徒たちが、泥だらけになって懸命に掘ったゴミ捨て用の穴が、その後10年間使い
続けられていたことを知り、目頭が熱くなった。生ゴミも燃えるゴミも、家の周辺に捨てるの
が当たり前なのか、洗い場の脇は汚く蠅が群がっていた。早速、町で大きなプラスチックの洗
い桶を買ってきて、その直径に合わせて穴を掘った。腰の深さまで掘り、桶を蓋としてかぶせ、
その隙間を、探してきた古い板等で塞いだ。こんな簡単な物ではあったが、蠅は気にならないまでに減っ
た。たぶん幾人かの生徒は、その後、故郷に戻ったとき、その方法で生ゴミの処理を続けるかも知れない。
それを見た近所の人も…等、私はそれを信じたい。生徒たちが、「さくら寮」で受けた貴重な2年間の教育
が、何らかの事情で、たとえ先生としての役目を続けられなくなったとしても、私は、決して失望はしない。
山下先生をはじめ、JNFEAの皆さまによって蒔かれた種は、彼女らの考え方や行動に変化を与えたと思う。その
生徒を媒体して家族に、周辺の人々に影響を及ぼし、自然に少しずつ良い方向に変わっていくことを信じている。
今までのJNFEAの皆さまの並々ならぬ熱意と実行力に感心し、頭の下がる思いです。
竹田 智恵子
・「さくら寮」の卒業生であるおなご先生の、働き先の学校訪問のお話しは、興味深く聞かせていただきま
した。その上の学校に通うネパールの生徒は、以前テレビで見たことがありますが、現実に２～３時間か
けて山の学校へ通う子どもたち、いやはや大変と感じますが、日本だって昔は、学校など教育機関へ行け
たのは、男子だけ、教師も男性ばかりという時代があったのですから・・。
ネパールの子どもたちの未来に希望があることを祈りたいと切に思いました。
渡辺 澄江
・遠隔地で孤軍奮闘している、さくら寮卒業生のおなご先生方の様子をもっと知りたい。彼女らを赴任地（出
身地）に訪ね、活躍ぶりや悩みを直接見聞し、励まされている、
（JNFEA派遣の）先生方の、現地エピソー
ドや、知って驚いたこと、感心したこと等々を載せて下さい。
・いつも楽しくニュースレターを拝読しております。皆さまの編集のご苦労に感謝いたしております。今後
とも、たくさんの話題と共に情報をあわせて、楽しみにしております。
投稿ありがとうございました。別の視点からの皆さまのご感想やご意見など、とても興味深いです。
ニュースレター No.26（2019年5月発行）でも、皆さまからのお便りを募集します。皆さまからのいろい
ろなお声を、楽しみにいたしております。ぜひ編集部までお寄せください。
編集部より
宛先： 佐伯律子 Fax:03-6320-1075
mycatjan10@yahoo.co.jp
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ポカラ便り

JNFEAマネージャー

マンジュ・ドージュ

元さくら寮の寮母マンジュ・ドージュさんから、次のようなお便りが届きました。彼女は、現在JNFEA
マネージャーとして、ネパールにおけるJNFEAの活動を、通訳または助手として活躍しています。

Rice planting Festival (Ropai Jatra)

Manju Dhoju

Rice Planting Festival ( Ropai Jatra) is being organized in various part of Nepal. Rice Planting Festival
is the planting ceremony in which participants perform plowing and planting on the ﬁeld. Farmers do
planting and ploughing by singing the folk songs.
This festival is celebrated every year on June 29 as a symbol of end of planting period. Nowadays
tourist also participate in the festival and take part in running competition on muddy paddy ﬁeld in
various touristic area of country. Folk song competitions, planting rice competitions and several other
entertaining games are organized during the festival. During the day, all the participants are fed with
yogurt, beaten rice, rice pudding and rotis.
The day also marks the end of the Pla Dhojunting of Paddy. It is a special day as it is celebrated as one
of the important agricultural practices in the country. This is also the time when the farmer sings“Asare
Geet”or the songs sung while planting rice in the Nepali Month of Asar. These songs enumerate the
joys and sorrows of the farmers.

8 years ago, with 4th batch sakura graduates

ローパイ祭り（田植え祭り）
ネパールにはいろいろなお祭りがありますが、これは、田植え祭りですね。6月29日に行われ、最後の田
植えの時期となります。農業の大事なお祭りだそうです。今日では、観光客も参加
して、田んぼで泥まみれになりながら“田植”を楽しむそうです。写真左は、8年
前さくら寮の4期生と田植え祭りをしたときの写真です。立っているのは、マンジュ
さん。
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輪が広がり、不特定多数の人々とのつながりも増え、

Topics & News

情報が共有化しているのが現状である。その中に誰
かが一言「バンダがあるらしい」と発信したとする
と、その後は尾ひれが付き、遂には背ビレまでも付

ああ、バンダ（ストライキ）とは？
理事

上杉紀夫

（3月3日～ 16日袖山理事と極西部地方を訪問）
今回の赴任地訪問では、

いて、まことしやかに広がって行く。最後には噂な
のか、本当なのか判断できなくなってしまうようだ。
このような現象が、ネパールでは起こるそうである。
2回目のときは、とくに何か主張や要求があった

バンダ（ストライキ）に2

わけでなく、主宰者が明確でないなどであったため、

回遭遇し、3日間移動が制

噂ではないかと思っていたところ、やはり当日は、

限 さ れ た。 最 初 は、 カ ト

早朝から自動車のエンジン音と警笛が鳴り響いてい

マンズに到着した4日、ク

た。通信機器が発達し、情報伝達がスピード化や広

リシュナさんから「明日

域化してきて、ますます情報の共有化が進んでいる。

は、バン ダ があるそうで

今回は、噂のバンダ情報に振り回された、現代なら

す。
」と聞かされた。翌日

ではの赴任地訪問であった。

のダンガディの移動は延 バンダの朝、神（牛）は悠々
と … し か し、 バ ン ダ は な
期された。次のバンダの かった
情報は、8日、ダデルデュー ＜マヘンドラナガルの朝＞

られたが、袖山さんは学校調査と卒業生のビデオレ

ラの学校訪問をしている最中。緊急連絡が入り、急

演と実演を、卒業生と一緒に実施した（写真）。

移動範囲も広く、バンダ情報で各学校の滞在が限
ター収録、私は、「歯磨きの仕方」を紙芝居での上

遽マヘンドラナガルに移動し、ホテルに2日間待機
する。その日は朝の5時から夕方の6時30分まで、1
時間30分の学校訪問を除いてほとんどの時間を移動
に費やすこととなった。そのため、後半の日程は、
大幅に変更になった。
さて、今回のバンダで考えさせられたことがある。

クリシュナさん日本の絵本を翻訳
JNFEAの現地代理人を長く務めているKrishna
Khatiwadaさんは、本当は作家志望なのです。
先だって、日本の童話作家さかいみのるさんの童
話をネパール語に翻訳し、ネパールで出版しました。

最初のバンダは、ネパール批判をしたインドの俳優
がネパールでコンサートを興業することを反対する
ためと、爆弾事件に関わったとされる、ある政党の
要人の逮捕を阻止するための抗議行動だったらし
い。ネパールのストは、強制的全員参加の国民スト
が原則である。決してスト破りは許されず、店舗は
閉まり、交通などが止まる。必然的に学校も休校に
なる。要は家から出られないのである。当然、経済
活動に大きな打撃となる。しかし、この日、バンダ
は起こらなかった。クリシュナさんからは、事前に、
噂の可能性が高いと聞いていたが、どうも噂が先行
するらしい。昨今、インターネットが発達し、フェ
イ ス ブ ッ ク、
ツイッターな
ど のSNSが 普
及 し、 多 く の

『おてがみ』というとてもかわいい絵本です。ネパー

人々が活用し

ルでも評判になって、出版記念会を作家の人たちが

交流している。

開いてくださり、それが新聞に載りました。また、

さ ら に、 そ の

彼は、赴任地訪問に出かけるとき、その絵本を訪問
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先の小学生たちにプレゼントしています。とてもか

たとのことですが、昔の懐かしいわらぶきの家でな

わいい絵本でよろこばれています。

く、コンクリートの家になって、情緒がなくなった
とのクリシュナさんの便りです。
コンクリートの屋根の上に飛び出ている鉄筋は、
いずれお金がで
きたら２階を建
てます時のため
のものです。

ネパール地震その後
2015年に起きたネパールの大地震から早3年、大
きな被害を受けたクリシュナさんの村、パトレ村は、
ようやく復興の兆しが芽生えてきたとの、クリシュ
ナさんの便り。2年前行ったときは、がれきの山で、
どこに家があったのわからないほどでした。見事に
崩れ落ちた学校は、みなさまのご寄附のおかげで、
復興しました。村人の自宅はどうやら建築が始まっ

JNFEA活動報告
12月
・7日
・15日
・16日

11月業務報告（JICA）
1月派遣計画、盆地外異動届提出（JICA）
ニュースレター No.24 発送、活動推進会議
大泉資料室
会計処理
大泉資料室

・27日
2018年
1月
・5日
12月業務報告提出（JICA）
・7日
臨時活動推進会議
函南
・14,15日 チャリティーツアー同窓会
信州青木村
・25 ～ 2/10日 カピルバスツー研修会・赴任地訪問
カピルバスツー・ロルパ・スルケット
・25－2/6日 山下理事長ネパール訪問
ジュムラ・カピルバスツー
2月
・5日
1月業務報告提出（JICA）
・18日 第15期第7回理事会
八丁堀会議室
・25日 マンジュ帰国
・18日 ニュースレター編集会議
八丁堀会議室

・20日 3月派遣計画、盆地外異動届提出（JICA）
3月
・5日
2月業務報告提出 （JICAプロジェクト）
・20日 4月派遣計画、盆地外異動届提出（JICA）
・3/3－3/16 日 赴任地訪問
ダンガジ・バイタデイ・ダルチュラ・KTM
・21日 HP編集会議
大泉資料室
・25日 活動推進会議
大泉資料室
4月
・13日 ニュースレター編集会議
二子玉川
・21日 活動推進会議
・28日 第4四半期支出状況報告書提出（JICA）
5月
・13日 第16期第1回理事会
八丁堀会議室
・13日 ニュースレター編集会議
八丁堀
・15 ～ 23日 山下理事長ネパール訪問
ゴルカ、カピルバスツ、ジュムラ
・27日 第16期(2018年)総会
文京学院大学
・29 ～ 6/5 ダーディン研修会
ダーディン
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2017年4月より2018年3月末まで、ご寄附、ご寄贈いただいた方々のお名前を掲載させていただきます
ここでは

正会員・賛助会員の会費を除いた、教育里親（里親基金を一括でいただいている方も含みます）、

ご寄附、ご寄贈の方に限らせていただきましたが、そのほか皆さまから、いろいろな形でのご支援、ご協力
をいただき、心から感謝申し上げます。これからも、どうぞよろしくお願い申し上げます。
青木睦子
恭

秋山雅弘 阿部和代

石原詩子

磯部頼子

城ヶ辻保） 大野清子
柳清志

加藤糸子

綾部弘子

荒井寿美

井上恵司 井部光子

大軒史子

金井隆行

上杉紀夫

小川益司 沖藤典子

川上恭子

新井敏子

川上紀代子

荒井光

江利川勝枝

奥野亨子
木村悦子

荒家クニ子

（敬称略）

石井幸子

石井光

大坂堂島ロータリークラブ（会長

小黒宏聡
桑原弘子

小澤育枝

小野寺幸子

小

小泉久子・小平子育て女性相

談室 古賀衛 国際ソロプチミスト大阪-いずみ 国際ソロプチミスト東京-小金井 国際ソロプチミスト大阪
－なにわ 国際ソロプチミストー新潟 小島光昭（日本ネパール協会会長） 肥沼田鶴子 佐伯律子 佐久間
彬弘 島田燁子 城広輔 鈴木美香子 鷲見八重子 芹田清子 干川光詔 全国退職女性校長会梅の実会
全国わらべうたの会

高岡日出子

高木登紀子

田中綾子 田中雅博・悦子 田中陽子
根森健・桂子
増渕民子

野口玲子

松波勝弘

馬場桂子

高木泰子

高瀬純子 田上和子

豊田孝三郎 中田美子
橋本宏子

深田洋子

永谷京平

長尾繁治

福井直矩・郁代

丸山節子 三嶋蓉子 三谷量子 宮坂洋子

竹田智恵子

福島進

武田ひろ子

永山洋子

西田敦子

古澤恵子 S・H

元百合子 山口洋子 山下威士 山下泰

子 山本淹子 横山賀壽子 ラムロ募金 若井悦子 和田啓子 渡邊豊子
＊助成金：独立行政法人 国際協力機構（ＪＩＣA）

編集後記
・今年も10月末にフォローアップセミナーがさくら寮で開かれます。卒業生たちに会うのが楽しみです。
（S.A.）
・赴任地訪問記録を読んでみると、現地の学校に着くまでの苦労は、並々ならないものがあります。ネパー
ルの厳しさがよくわかります。本当にご苦労様です。そのような奥地の村の学校で、頑張っている卒業生
が、子どもたちの教育に長く携わっていけることを、切に願っています。
会費・里親基金払い込み及び寄付金受付口座（R.S.）
郵便振替口座
銀行口座

00130－4－370983

（口座名）NPO法人日本ネパール女性教育協会

三菱UFJ銀行 大泉学園支店 普通0571552
（口座名）特定非営利活動法人 日本ネパール女性教育協会

個人会員：3,000円、個人賛助会員：10,000 円、学生会員：1,000円、法人賛助会員：50,000
円（いずれも年会費）里親基金：月額5,000円、年間60,000円（ただし、月額1,000円より可）
特定非営利活動法人日本ネパール女性教育協会（JNFEA）
理事長：山下泰子
本

部：〒113-8668 東京都文京区向丘 1-19-1 文京学院大学

ポカラ寮：Sakura Dormitory, Kanya Campus Pokhara, Nadipur, Pokhara, Nepal
P.O Box 192 Tel:977-61-541649
事務局長：岩谷栄子 〒104-0032 東京都中央区八丁堀 3-24-1-1001
E-mail: jnfea3@yahoo.co.jp

編集委員：新井場貞子
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Fax 03-6222-3824

ホームページURL:http://www.jnfea.net/

岩谷栄子

佐伯律子

山下紗衣

