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JICA ボランティア
横山 郁

参加者

カスキ郡ポカラ、アンナプルナ S 学校、兵庫県伊丹市出身

広瀬 瞳美 ナガルコット高校 静岡県三島市立南中学校教諭（現職）
三浦ひろみ カトマンズ郡、ネパール野球ソフトボール協会、芦屋市出身

卒業生 32 名
10 期生

9 期生

山下さくら ダーディン郡 HS 学校、大阪市立加美小学校教諭（元）、
Chandika Regmi,

Damana K Shahi, Gita Joshi, Goma

加藤 泰紀 ネパール体育協会内学校 東京都八王子市出身

Ghale, Lalita Pandey, Menuka Budha, Nirmala Gairipile,

吉積 勇人 体育風英語教師（現職）
、カブレ郡高校、京都出身

Premkala Shahi, Puja Karki, Amjhana B K

市川 将義 江戸川区役所（現職）埼玉県出身、カスキ郡女性子ども事務所

Nirmala Pun, Nisha Gurung, Dilkasshi Gurung,

Mina

Kumari Acharya, Menkashi Gurung, Parbati Thapa Magar,

スケジュール

Ambika Majhi, Prema Gharti Magar Gita Gosain
8 期生

Jayanti Chand Thakuri, Karuna Pal,

7 期生

Asmita Bohora

6 期生

Bam Kumari Budha Magar, Dipa Kumari Bista, Kamala

第 10 回 Follow-up seminar
ねらい

B.K. Kamala Dangi, Shrijana Budha

さくら寮卒業生の教員としての資質向上に努める

5 期生

Laxmi Devkota, Shyamdulari Tharu

実践から学んだことなどを語り合い、互いに啓発しあう。

4 期生

Sujata Acharya, Kalpana Kumari

実践事例を報告する。
（出身地の課題を探求し、3 年間課題解決に努める。
）

3 期生

Sharmila B.K.

今日的な教育課題について研修する。
教員採用試験対策

現地女性教師 13 名

対象

カピルバスツーの学校から 2 名

第 1-10 期生

Beri Kunwar (34 歳、経験 17 年）Yama Gurung (25 歳、経験 6 年)
ダーディン、パトレの学校から 10 名

通訳 クリシュナ 山下さくら、横山郁,

Sita Bhatta(25, 1 ),

Debaki Agasti(29,), Bimala Thapa Magar(20,0.5)
Goma Shrestha(32,1)
ダーデンベシの学校から 1 名

講師・助言者
ＫＣＰ職員（マナンダール氏他 3 人）
、深田洋子理事、岩谷栄子事務局長、サファラ先生、

Kalpana Gurung(30,14) Kalpana Duwadi(31,2 ), Dipika Giri(20, 1),
Rojina Shretha(22, 1), Bimala Shrimal(22, 6),

パトレ女性教員 カピルバスツー女性教員

Parbati Paudel(30,11)

第 1 日目 10 月 8 日（日）
11:00-11:30

オリエンテーション（岩谷.KCP）

11:30-13:00

絵日記指導(深田, さくら )

13:00-13:30

Coffee break

13:30-15:00

分数・少数の意義と指導法（岩谷,さくら）

15:00-15:30

防災訓練（吉積、横山）

15:30-16:30

読み聞かせ（横山、さくら）

日々の思いつれづれに

第 2 日目 10 月 9 日(月)
10:30-12:00

実践指導(ｻﾌｧﾗ)

12:00-13:00

実践指導(ｻﾌｧﾗ)

13:00-13:30

Coffee break

13:30-14:30

体育の授業(ｽｼﾞｬｰﾀ､三浦、加藤)

13:30-15:00

ﾊﾟﾄﾚ教員模擬授業と授業評価 (算数分数指導)

昨夕成田を出発して、バンコク（スワヤンプナート国際空港）に到着したのは、

15:00-16:30

ﾈﾊﾟｰﾙ教育論(ﾏﾅﾝﾀﾞｰﾙ学長)

現地時間（日本時間ー2ｈ）10 時過ぎ、手続きを済ませ、予約済のトランジット

2017.10.6 (金）

快晴

午後 3 時 30 分、ポカラの空港に降り立った。

ホテル(ミラクルホテル）へ、広いスペースで、ベットも大きくシャワーを浴び
第 3 日目 10 月 10 日(火)

てすぐ横になり熟睡。おかげで、ゆっくり休めた。

10:30-11:30

卒業生体験報告 1

今日はバンコクから、カトマンズへ 12 時 30 分（現地時間はさらにー1 時間

11:30-12:30

卒業生体験報告 2

15 分）クリシュナ氏の出迎えを受け、国内線空港カートを押しながら移り、午

12:30-13:00

Coffee break

後 3 時、クリシュナさんと一緒に 15 時離陸の便に乗れた。

13:00-14:30

理科(さくら)

14:30-16:00

ｶﾏﾗ･ﾀﾞﾝｷﾞ日本留学の報告

外は強い日射しで 30 度と掲示されていた。入道雲の上に,ランタン山の真っ白
な大きな頂がくっきりと見えた。ポカラ空港では、マチャプチャレも今回は、笑
顔で迎えてくれるかなと期待をしたが、恥ずかし気に白い雲で目隠しをしてしま

第 4 日目 10 月 11 日(水)

ってる。

10:00-11:00

卒業生体験報告 3

11:00-12:30

KCP 教員の授業

12:30-13:30

Coffee break

にタクシーで向かう。マンジュさん、10 期生のプジャの出迎えを受け、予定通

13:30-14:30

年間指導計画作成の意義(岩谷)

り、さくら寮に到着。すでに 4 期生のスジャータと同僚の二人の先生も来寮して

14:30-16:00

指導案の作成（岩谷、スジャータ）

いた。

16:00-17:00

まとめ

クリシュナさんの見事な交渉で、500RS でさくら寮まで、大量の荷物と一緒

しばらくして、協力隊員横山さん（女）、広瀬さん（女）、加藤さん（男）、三
その他

浦さん（女）がさくら寮に来た。このプロジェクトの自分たちの役割分担、スケ

全員の歌 踊り

ジュールなどについて詳細に確認することができた。

－ 9 －

－ 10 －
10 月 7 日（土）

快晴

朝から晴れて日射しが強い。ホテル「あおぞら」の正面にマチャプチャレ山が
美しく輝いている。昨夜はここのレストランで 5 人（岩谷、深田、クリシュナ氏、

会計清算処理をした。その後スタッフ全員で、マンジュさんも交えてしばらく懇
談した。
こちらからは①考えさせる教育を進めたい

②今後卒業生たちが自力で研修

マンジュさん、スジャータ）で夕食。食べながらいろいろと打ち合わせの続き。

会を実施するなどの活動を期待していること，などを話した。これに対しマナン

スジャータからも学校での活動を聞き、今回スジャータと他 2 名の女性教師が参

ダール学長は、
「とても良いことだ」との感想があった。続いて学長から、①JICA

加できた経緯（校長先生が研修会参加を勧めたこと）を聞いた。

に 5 年間の計画を再度申請する。 ②このセミナーに、ジュムラの市長さんが来

昨夕は深田が背筋の痛みが強くなり、さくら寮からホテルへ移動の際、悪路を

られるとのこと、ここの地域の市長さんも招待するとよかった。③私はリーダー

タクシーに揺られかなり苦しかった。協議した結果、今日からは岩谷と深田はさ

シップについて講義したい。教育全般については他に詳しい教員がいるので任せ

くら寮にステイすることに。午前 10 時、高級車？をマンジュさんが手配してく

る、との発言があった。

れたお陰で、深田はかなり楽に岩谷、クリシュナ氏と共にさくら寮に戻った。
午前 10 時半過ぎ、さくら寮には卒業生や研修参加の女性教師が到着してきた。

11 時から研修会第 1 日の日程が始まった。スジャータの司会で①オリエンテ
ーション②絵日記の指導③数学の授業④絵本の読み聞かせ⑤防災訓練、と、ティ

スジャータを中心に卒業生がマンジュさんの指示でベッドを 1F から 3F へ運び

ーブレイクを挟んで夕方 5 時まで充実した研修が実施された。どの授業・講義も

上げ、JICA 関係者の宿泊準備などに立ち働いている。

JICA のメンバーがこちらの用意した指導計画に沿って、ネパール語で大いに活

午前 11 時、岩谷はマンジュさん、クリシュナ氏と会計処理の作業にまず取り
掛かった。そのあと、深田も加わって明日からの研修内容、時程を検討し、確定

躍してくれた。また、今日は新たに JICA メンバー市川将義氏が加わった。彼は
記録写真撮影に奮闘してくれた。
また、今日特筆すべきは、ジュムラの市長さんが訪れてくださったことだ。11

した。
午後 2 時、青年海外協力隊のメンバー5 人（加藤泰紀、横山郁、三浦ひろみ、
広瀬瞳美、吉積勇人）の女性 3 人、男性 2 人と JICA ボランティアの山下さくら

時半から午後 4 時まで滞在されたが、研修会参観のほか、さくら寮の施設をマン
ジュさんの案内で視察したり、KCP を訪問するなど精力的に行動された。

さんが到着。早速明日からの研修内容と担当を、1 時間ほどかけて細かに打ち合

また、研修会参加者に、クリシュナ氏からの紹介「とても素晴らしい学校教育

わせした。その後、この青年海外協力隊および JICA の協力者を生徒に、岩谷が

をして表彰された学校の元校長先生です。皆さんが今日この市長さんとお会いで

数学の模擬授業をした。

きたことは、とても素晴らしいことです。」のあと、
「私はどんなことがあっても

午後 6 時、幼児を連れての卒業生も到着。外はすっかり暗くなり、日中の暑さ

負けないで努力したから今がある。これからは女性も大いに活躍すべき。ネパー

も収まってきたようだ。電気はあるが暗い。
「今夜の夕食は 50 人になった」とマ

ルの憲法は世界の中でも素晴らしい。地方でも国会でも 33％を女性に、となっ

ンジュさんが言っている。卒業生の 7～8 人が調理場で忙しく働いている。

た。女性が活躍すれば社会的・経済的に国が発展します。皆さんがそれぞれの村
で頑張ってくださることを期待します。
」との熱いメッセージを贈ってくれた。

10 月 8 日（日）

快晴

昨日は夕方から夜間にかなりの雨が降ったが、今朝は晴れ上がっている。
8 時、JICA のメンバーは皆すでに 1 階ルームにそろっている。間もなくマナン
ダール学長がみえた。岩谷から寮借用のお礼とセミナー実施協力に感謝。続いて

10 月 9 日（月）

快晴

・今まで知らなかって絵日記の指導や絵本の読み聞かせ、防災訓練などとても

朝 6 時、当番の研修生たちが調理場にきて動き始めた。50 人ほどの朝食準備
だ。他の数人が床を拭き掃除始めている。昨夜遅く着いたというサファラ先生が、

良い勉強になった。美知子さんから指導してもらったボールゲームもここででき
てよかった。学校に帰って他の先生にも教えます。
岩谷からも一人一人にねぎらいの言葉をかけ、会を終えた。

間もなくホールに降りていらした。
8 時、スタッフ打ち合わせ。リーダーはスジャータとカマラ・ダンギのみ。他
は今回の研修会に不参加だ。今日の予定、準備など細かに確認。そして今日はカ

10 月 10 日（火）快晴

マラが主に司会や進行をすることの確認。
10 時 30 分からサファラ先生の授業がはじまった。
前半、
ホールで講義した後、

午前 6 時、パトレ女性教師たち 9 人が、帰途につくため寮の玄関を出てバスを

研修生たちを外に出かけさせ、近くの寺院での観察や研究をさせ、レポートをま

待つ。今日も良い天気で、アンナプルナ、マチャプチャレが朝陽に映えている。

とめさせた。午後 1 時に授業を終えて、サファラ先生は間もなく帰途に就かれた。

続いてカピルバスツーの教師 2 人も帰って行く。学校はもう始まっているのだと

しばしティーブレークの後、KCP のグランドに移動して、スジャータが加藤

いう。

さんと三浦さんを助手に、体育の授業を展開。今村美知子さんから伝授された指

更に JICA ボランティアの 2 人、広瀬さんと三浦さんがタクシ―で寮を後にす

導法によって、まず準備体操をしっかり行った後、元気よく運動を実施。日射し

る。今日からあと 2 日、JICA ボランティアの協力者は、山下さくらさんと横山

も強く暑い中だったが、参加者は皆楽しんで動き回った。続いての授業はパトレ

郁さんだけになった。
10 時 30 分、今日の研修の最初は理科の授業で、山下さくらさんが巧みなネパ

の先生による体育の授業。こちらも皆楽しく元気よく参加した。
今日最後の授業は、マナンダール学長の「リーダーシップを発揮する」の講義

ール語で元気よく進めてくれた。続いてカマラ・ダンギが日本留学体験を報告。

だった。「リーダーシップとは何か」から始まり、参加研修生たちに積極的に身

PP を使ってテンポよく話していた。軽井沢町やふじみ野市での教育実習の様子

につけさせたいリーダー性について具体的に講義してくれた。

を報告すると、参加者は皆興味深く聞き入っていた。日本の小学校の教育、特に

パトレからとカピルバスツーからの教師たちは、今日まで 2 日間の研修参加で、 教師たちの熱心な勤務ぶりと、子どもたちに丁寧に指導する様子を、詳しく報告
明日早朝にそれぞれの村に戻られる。JICA のボランティアの人たちも 2 人を残

した。

して戻るという。そこで夕食後の午後 9 時、臨時にホールに全員が集まり、会を

午後の最初の講義は、授業の指導計画を週案簿に記録する実践について、岩谷

持った。マンジュさんが用意してくれたアイスクリームを皆でいただいた後、深

が担当した。10 期生の中で 2 人 Gita Joshi と Lalita Pandey が、きちんと記

田から研修会参加に感謝した後、「ここでの学びが何か役立ったとすれば、嬉し

録して持参したことはうれしいことだった。持参しなかった 8 人のそれぞれの理

い。それぞれの学校で活かし、教育の向上に役立ててほしい。」と話した。パト

由を聞いたところ、異年齢の生徒対象の指導の困難さ、欠員教員の穴埋めが突然

レとカピルバスーのそれぞれの代表からは、次のような丁寧なお礼の言葉があっ

はいる、予定を作ってもその通りになかなかいかない、あまりの学力の低さにど

た。

う教えていいか戸惑う等々の理由が挙げられたが、それを受けて、その課題の解

・JNFEA の仕事のことは、聞いていたが、実際に皆さん（さくら寮卒業生）

決策について、4 班に分けて、グループ討議をし、発表させた。次の時間は、さ

の顔を見たら本当に素晴らしいと感じた。遠いところまで私たちを呼んでいただ

くら寮保管の教科書を活用して、単元を決め、単時間の指導案の書き方を 32 人

いたり、パトレにも来ていただいてありがとう。

の研修生を 8 つのグループに分け、ワークショップで行った。

－ 11 －

－ 12 －
夕食後には、今日で研修参加を終えるさくら先生の同僚 Parbati Paudel さん

その後、マンジュさんから卒業生それぞれに参加旅費を手渡し、このフォロー

とのお別れの会をホールで行った。彼女からは「このさくら寮のことは、山下さ

アップセミナーもいよいよ閉幕だ。三々五々と買い物に出る卒業生の姿も見られ

くらさんから聞いていましたが、実際に来てみて、遠方の各地から女性が集まっ

る。

て、カーストの違いを超えて仲良く学んでいることを知って、感激しました。私

スタッフは明日 1 日ここさくら寮で残務整理をするが、卒業生達の大半は、明

自身もこの研修会でとても良い勉強ができました．ありがとうございました。」

日午前中に帰途に就くと思われる。記録アルバムは明朝には、製本されて届くこ

と、丁寧な挨拶があった。

とになっているという。卒業生たちはそれを受け取って故郷に帰って行く。
（追記 12 日夜も 20 人ほどが寮に残っている。13 日に帰途に就くという。）

10 月 11 日（水）

快晴

昨夜は土砂降りの雨だったが、すっかり晴れて気持ち良い朝を迎えた。研修会
参加のパトレの女性教師パルバティさんが、朝 7 時に帰途に就いた。
今日は研修最終日だ。子連れでの参加者が 3 人いるが、どの子も元気で、問題
なく過ごしている。この研修会の記録アルバムを、昨夕から山下さくらさんがマ

卒業生頑張っています！

ンジュさんと編集作業に取り掛かっている。今日も朝から熱心に に向かってく
れている。
午前 10 時 30 分、定刻までに皆ホールへ集まって着席した。今日は参加卒業
生全員が実践報告をする。KCP のグルガ先生とケシャブ先生がおいでになり、

【10 期生：私の体験談】

10 期生の報告からはじまった。今回は報告を聞いて、評価する。採点を KCP の

1．Chandika Regmi

先生にお願いし、我々スタッフも加わって審査することにし、評価の観点を予め

①前に教えていた先生と仲良くするのは中々難しかったです。

共通理解した。地域が異なり児童の数、教師の数、施設設備の充実度も異なる現②

知らない顔のせいだと思いますが最初の日はあまりしゃべってくれなかった。次

場だが、それぞれ精一杯勤めている様子が、聞き取れる。極端に貧しい地域で大

の日からは楽しくできた。私は色々面白い授業にしました。

きな困難を抱えて奮闘している人もいる。10 期生 10 人の発表の後、9 期生と続

③教材が足りなかった。そのために学校にお願いしました。

けて発表を終えて、10 分程休憩。次の時間に 8 期生から 3 期生の報告を聞いた。

④教科書だけでは駄目なので時々楽しく遊ばせた。

32 人の報告を聞き終えて、KCP のお二人の先生からそれぞれの実践に対する

⑤皆さんから学んだ二人三脚あそばせました。

感想とアドバイスがあった。午後から出席された KCP 学長先生からも、強い励

⑥色々出来るようになって周りの先生からも協力してもらえるようになった

ましの言葉をいただいた。厳正な審査の結果ベスト 5 を選び、発表した。5 位

2．Premkala Shahi

、4 位 Parbati（9 期生）
、3 位 Shrijana（6 期生）
、2 位 Kamala
Asmita（7 期生）

私の学校の問題は次の通りです。

（6 期生）
、1 位 Sujata（4 期生）が選ばれた。5 人は JICA ボランティアの 2

①私は 6 月 1 日から学校に行きました。最初は自分の事を言うのも怖かった。

人が用意してくれた紙製のメダルを授与され、みんなから賞賛の拍手を浴びた。

その後はどんどん話せるようになって皆が協力してくれた。

すべての研修を終え、全員が玄関外に出て，記念写真を撮った。

②2 年生に教えに行ったら皆うるさかった。でも歌、物語、冗談を言うなどして

工夫しているうちに、私の話を聞いてくれるようになった。

生がいて恥ずかしかった。でも皆さんは協力的です。他の先生は現地の言葉で沢

③パネルシアターの「大きなかぶ」の話を聴かせました。皆喜んだ。

山教えてネパール語は余り使わない。私はネパール語で教えたらこどもはわかる

④今村みちこさんが教えてくれたボールゲームをしました。皆が楽しんでくれた。 ようになった。私は学校では他の先生と一緒にこどもクラブを設立したり、Eco
⑤こどもの誕生日にピアニカを鳴らしてあげると皆喜ぶ。

クラブを考えたりしました。掃除をさせたりもしました。識字率向上やこども記

⑥学校の皆から協力してもらっています。

念日のプログラムも行いました。
このようなプログラムにはこどもは喜んで参加します。弁論大会などしたら思

3．Samjhana BK
最初は、学校の先生は、皆私の先生だったので緊張した。学校の校舎が新しく

った以上にこどもが参加しました。皆は自分の才能を見せてくれた。こどもはど

建設中だった。こども達は学年を混ぜて教えるようになっていた。でも同じ教室

んどん、皆の前で話せるようになった。学校では、私はいろいろな教材を自分で

に皆は入らないので別々なところに座らせた。一ヶ月ぐらいまでこのようなこと

作りました。絵や紙芝居もやらせました。ゲームもさせました。さくらで学んだ

をやっていたので、教えた事を学べなかったかもしれません。校舎建設が終わっ

こと少しずつ活かしていく予定です。

てもなかなか難しかった。金曜日は授業の中でテストをしてよく出来たこどもに

6. Gita Joshi
私は Latinath 学校で教えている。今年の 6 月の始めから教えている。先ず

はここからもらった鉛筆などをあげた。4 ヶ月、ここで学んだこと全部教えられ
ないけれど、これからも続けていきます。

先輩の先生と仲良くするのは緊張した。少しずつ慣れてきました。学校では現地

4．Damana Shahi

の言葉で教えている。私はネパール語で教えはじめた。それから生徒が、分から

ここから帰ってから私は Kalikot の Jubitha の Janajyoti Basic School で教

ないところを現地語で訳してあげた。私は学校の全てのプログラムに参加してい

えています。この学校は小学校 3 年生までです。一年生はネパール語、2 年生 ha

ます。朝礼のとき、皆の前で話せるようになりました。「大きなかぶ」の話や

ネパール語と社会、3 年生はネパール語と保険体育です。最初の頃は慣れるのは

Tarkari の話を教えた。学校に来ないこどもも来るようになった。試験の時によ

難しかった。でも、少しずつ慣れてきた。こどもは言う事をあまり聞いてくれな

く出来たこどもに褒美もあげた。この 4 ヶ月で清潔にすることやゲームに興味を

かった。ここからもらってお土産や他のところからもらっている教材をあげたり

持たせている。4 ヶ月で出来ることはすくない。これからはもっと教えます。

しながら教えたら徐々によくなってきた。

7．Menuka

Budha

今年の 6 月から学校に教えました。私の学校では先生は 7 人います。最初は緊

少しゲームも教えながら清潔にすることやマナーにも力をいれている。皆の服
の件もチェックしています。私の学校は水や椅子・机が足りていない。

張しました。先輩の先生がいますから。最初は他の先生やこどもとなれるのは大

リモートなので教材も手に入りにくい。

変でした。私は、1・2 年生は英語と算数、3 年生は理科、4 年性にネパール語を

5．Lalita Pandey

教えています。最初の頃うるさい子達はさくら寮で学んだことを歌など使って教

6 月 1 日から学校に行きました。Dandeldhura の Bhageswar Sec School です。

えたらこども達は言うこときくようになった。絵を教えたりこどもの歌をうたっ

ここは 1 年生から 12 年生まであります。私は 2 年生の理科、3，4 年生は英語、

たりしていました。いろいろなところからもらった絵本なども読んであげたりし

5 年生は社会、6 年生は職業を教えています。小さいこどもはなかなか言うこと

ています。

を聞かなかった。ゲームをしたり、面白いことを話したり冗談を言ったりして工

8．Goma Ghale

夫しているうちに、言うこときいてくれるようになった。学校では、皆先輩の先

－ 13 －

今年の 6 月から先生として学校に入りました。学校名は Budhda School です。

－ 14 －
ここは 1 年生から 10 年生まで。
私は小学校１年生から 5 年生まで教えています。
自分で学んだ学校なので先生方はみんな知っています。他の先生は、どのように

【FUS研修会の感想】

教えたら良いのかを指導してくれます。学校では試験問題の作り方や評価の仕方

第10期生

は分からなくて困っていました。これも皆さんと話し合って解決した。たった 4

Chandika Regumi (18 歳)

ヶ月だけなので、思った通りまだ出来てないですが少しずつ活かせるようにして

数学がよかった。特に絵日記がよかった。(3) 問題は何もない。

いきます。
9．Nirmala

(1)ここで学んだことは、すべて自分の赴任校で使えます。(2) 絵日記、理科、

Gairipile

私の学校の問題は以下の通りです。自分の勉強した学校ではないので緊張しま

Damana Shahi (18 歳)
(1)いろいろな問題の解決法が学べて良かった。体験報告が交換できて、来て

した。こどもは最初はうるさかったですが後からは仲良くなりました。

よかった。(2) すべて良かったが、特に「読み聞かせ」が良かった。子どもの覚

Michiko さんから学んだことボールゲームやしりとりをやらせた。皆喜んだ。努

えることに有益なのでよい。

さんの教わった音楽や歌も教えた。私は色々教えたのをみて先生達も喜んでくれ

Gita Joshi (18 歳)

た。
10.Puja Karki
6 月から学校で教え始めました。私の学校では先生の数はすくない。私は 1 日

(1)困ったことを解決する方法が分かった。色々学びました。 (2)私の学校で利
用できることがたくさんある。絵日記、数学、ゲームなど4日間学んだことを、
学校でもやりたい。(3) 自分の経験が短いので、どのように発表すればよいか分

6 つの授業持っています。時間が忙しいので準備の時間がない。思った通り教え

からなかった。問題は何もない。

るのも出来ていませんん。民族語を使うこどもがいますので時々言葉が分からな

Goma Ghale (21 歳)

い問題もある。でも少しずつよくなりつつある。こどももわからない、出来ない
ことを先生と相談して解決している。

(1) 効果的でした。今まで分からなかった事を沢山学べて良かった。学校で
活かしたい。(2)さくら寮で学んだこと、理科、算数、ゲームなどすべて良かっ
たです。教科書を教えるだけでなく、生徒に体験させて学ばせることが大切です。
私も学校に帰って活かしたいです。(3)問題は何もない。困ったことの解決方法
など学べて本当に良かった。KCP の先生やJNFEA の皆さんに感謝です。
Lalita Pandey (18 歳)
(1)沢山のことを学べた。学校に帰ってやってみたい。(2) 算数、理科、ゲー
ムなど学ばせるのは役立つ。(3) 問題に感じたことはない。色々な課題について
話し合えて良かった。
Menuka Budha (18 歳)
(1)良いセミナーでよかった。プログラムはあっという間に終わった感じがす
る。 (2)「子どもクラブ」を作ることで色々な活動ができる（4期生スジャータ
の実践報告）。子どもたちが自主的に学ぶようにする。 (3)問題は何もない。

Nirmala Gairipile (19 歳)

Parbati Thapa Magar (20 歳)

(1) 指導の中で使えることを、沢山学べた。 (2) ここで学んだことはすべて学

(1)セミナーはとても良かった。 (2)話し合いの司会をする勉強もできた。絵日

校で使える。(3) 問題は何もない。

記の実習はとても役に立った。(3) 良い指導法を学んだのでここで学んだことは

Puja Karki (17 歳)

すべて使える。

(1) どんな問題が出て、どのように解決すればよいかが分かって良かった。(2)

Ambika Majhi (20 歳)
(1)ここで学んだことは学校で使えます。 (2)算数と理科、絵日記 の指導法を

算数の分数の指導法を学校でやれるとよい。
Samjhana B.K (20 歳)

学校で使って教えます。

(1) 経験の長い先輩の先生たちから色々学べて良かった。(2) 分数の教え方は

Prema Gharti Magar(19 歳)

良かった。自分の学校で指導に活かしたい。(3) 色々と思っていることを話せた。

(1) 自分が教えるときに使えることを沢山学べたので良かった。(2) 色々良か

このように話し合いすると良いので、このセミナーは本当に良かった。

ったけど絵日記が一番良かった。 (3) 何もない。

第9期生

Gita Gosain(18 歳)

Nirmala Pun (20 歳)

(1) セミナーはよかった。自分の困っていたことを解決できた。(2) 司会のし

(1) 色々役立つことを学べて良かった。自分の学校で使いたい。(2) ここで勉

かたを学べた。分数も学べた。 (3)理科やゲームを自分の学校でやれそうです。

強したことを自分の学校でもやってみます。(3) 有難うございました。

第8期生

Nisha Gurung(20 歳)

Jayanti Chand Thakuri (20 歳)

(1)とても良いセミナーだった。色々有益なことを学べた。 (2) 数学の分数、

(1) ここで学んだことで自分の学校で良い授業ができる。絵日記、理科、算数

理科、絵日記、とても良かった。

をやさしく教える方法を学べた。 (2) 絵日記の授業が良かった。(3) 問題は何も

Dilkashi Gurung (19 歳)

ない。

(1)さくら寮での今回のセミナーは色々学べることがあった。子どもたちが理

Karuna Pal (20 歳)

解出来るように教える方法は、効果的で良い。(2)絵日記は良い。これは知らな

(1)今回のセミナーも良かったです。子どもに良く理解させる方法などを学べ

かった。算数、理科、ゲームなど学校に帰ってやってみたい。 (3)問題は何もな

た。 (2)絵日記、理科、算数の指導、どれも学校で役に立つ。 (3) もっともっと

い。

楽しければ良かったと思う。

Mina Kumari Acharya (20 歳)

第7期生

(1)子どもに理解出来るように授業の仕方を学べた。 (2)絵日記、数学ゲームな

Asmita Bohora (21 歳)

ど学べた。 (3) 問題は何もない。本当に勉強になった。

(1)今回のセミナーは先生にとって良いセミナーだった。あっと言う間に4日間

Menkashi Gurung(21 歳)

終わった。有益だった。 (2) ｢子どもクラブ｣を作って活動させる（4 期生のス

(1)色々学べたので良いセミナーだった。 (2)私の学校では、絵日記、算数の分
数、理科と色々なゲームが使える。

ジャータの実践報告に学んで）。先生が休んだ時にはクラブのメンバーで代りに
する。(3)良い指導法を色々学んだので、問題はない。

－ 15 －

－ 16 －

第6期生

第4期生

Bam Kumari Budha Magar (27 歳)

Sujata Acharya (24 歳)

(1) 4日間の研修楽しかった。さくら寮は私たちの勉強の場所です。このように

(1)今年のセミナーはこれまでより良かった。岩谷先生の指導案とJICA の皆

学べる所は他にない。(2) 社会勉強（サファラ先生の授業）が私の学校でも役に

さんの授業が良かった。 (2)防災訓練、読み聞かせ、絵日記、さくらさんの数学、

立ちます。

歌など、学校でもやりたい。 (3) 来年もJICA ボランティアさんの授業のように

Dipa Kumari Bista (23 歳)

学ぶことを増やしてほしい。

(1)遊びながら学べた。楽しかったので良かった。 (2) 理科です。自分の周り
の教材を使って指導できる。(3) 問題は何もない。
Kamala B.K. (22 歳)
(1) 学校に勤務していた時は、私は学校をきれいにすることや、マナーを指導
した。皆さんが私を褒めてくれていた。 (2) 私は頑張って仕事を継続したい。

第3期生
Sharmila B.K.(24 歳)
(1) 絵日記では色々勉強になった。数学の分数と理科の実験を学んだ。地震の
時の安全指導が勉強になった。 (2) 研修したことすべてが有益だった。 (3)何も
ない。

経済問題があるが、がんばります。(3) 今回のセミナーは成功したと思います。
Kamala Dangi (23 歳)
(1) 経験交流ができた。問題の解決方法について話せた。 (2) 清潔に生活する

JICA VULUNTEER の活躍

こと、体操など学べて良かった。自分が理解できていれば子どもに教えやすい。
(3) 子どもを毎日登校させるためにはどうすればいいのか、セミナーの始めの時

―受講生たちとネパール語のネイティブ授業―

間に話し合い出来ればいいなと思った。プログラムの時、皆を前に出てもらって
話させたほうがリーダーが育つと思う。算数の授業は少し難しかった。KCP の
先生にも授業をやって見せてほしかった。

第5期生
Laxmi Devkota (21 歳)
(1) 色々新しいことを学べた。経験交流出来て良かった。 (2) 休んだ先生の授

岩 谷 栄 子
フォローアップ 2017 では、多くの JICA VULUNTEER のメンバーの応援が
得られた。以下の方々の応援隊がやってきてくれた。
横山

郁 カスキ郡ポカラ、アンナプルナ S 学校、兵庫県伊丹市出身

広瀬 瞳美 ナガルコット高校 静岡県三島市立南中学校教諭（現職）

業を、学年合併で教える方法や、「子どもクラブ」を作って、役割を分担させる

三浦ひろみ カトマンズ郡、ネパール野球ソフトボール協会、芦屋市出身

ことは良いと思った。(3) セミナーは良かった。もっと多くの卒業生が参加して

山下さくら ダーディン郡 HS 学校、大阪市立加美小学校教諭（元）、

欲しかった。

加藤 泰紀 ネパール体育協会内学校 東京都八王子市出身

Shyam Dulari Tharu (25 歳)

吉積 勇人 英語教師（現職）、カブレ郡高校、京都出身

(1) 絵日記で色々学習させることができる。算数の分数と理科の実験をしまし

市川 将義 江戸川区役所（現職）埼玉県出身、カスキ郡女性子ども事務所

た。 (2) 絵日記、算数、理科とゲームが役に立ちます。 (3) 次回のセミナーで
ももっと楽しく勉強したい。

彼らの多くは、吉積部長、山下さくら副部長率いる教育部会のメンバーで、数

た。さくら寮は JNFEA 代表の文京大学名誉教授山下泰子氏によって 11 年前に

日の休暇を利用して駆けつけてくれた。
やっと一日の休暇を利用してかけつけてくれた吉積さんには、初日に「防災教

設立された。その後毎年実施され今年で 10 回目となる教員研修に、JICA 青年

育」を指導してもらった。HAPPY TOPI というプログラムを担当してくれた。

海外協力隊として私を含め 6 名の教育・スポーツ隊員が参加した。JNFEA から

HA(騒いではいけない)

は通訳や講義の手伝いをしてほしい、という要請であった。

PI(すぐに戻らない)

PPY(パニックにならない)

TO(できるだけ早く)

という意味らしい。映像で分かりやすく説明した後、防

私はネパールに来てわずか 3 か月、更に新卒入社員のため教員経験もない。専

災教育 MAP（地震が起きたらどうするかを絵で表現）を受講者各学校にプレゼ

門とする体育分野で何か力になれないか、というよりはネパールの教育事情や教

ントしてくれた。

員の実態、他先輩隊員の活動を見てみたいという気持ちでこのプログラムに参加

二日目は、廣瀬さんが、日野小学校の作品を活用して絵日記指導、横山さんが

した。

「読み聞かせ」の授業を JNFEA マネージャークリシュナさんのネパール語翻訳
絵本で実施した。加藤さん、三浦さんは、さくら寮卒業生教員スジャータの体育

対象はさくら寮の卒業生約 40 名程で、
ほとんどが 20 代の女性教員であった。

の授業のサポーターをしてくれた。市川さんは、終日カメラマンとして、記録係

講義は興味を引くように工夫が凝らされたものが多く、受講者の女性たちは狭い

を担当してくれた。休暇がなくなってしまった 5 人は、さくら寮を後にして、勤

椅子に肩身を寄せ合って真剣な表情で聞いていた。グループワークでは人の意見

務校に帰っていった。

に耳を傾け、かつ自分の意見をはっきりと言っている様子が見受けられた。人前

三日目に、山下さくらさんは、教材・教具を徹夜で準備して「火の燃える条件」
の専門分野の理科の授業を展開してくれた。

に出て発表する場面でも堂々と発言していた。教員とはいえ、まだまだ男尊女卑
の残る途上国社会においてこのような女性リーダーは少女たちの社会的モデル

受講生たちとネパール語でのネイティブ授業はとても効率よく、興味深く、楽

となってくれるだろう。

しく展開できた。とともに、各人がそれぞれ得意分野で、精力的に取り組んでく

たった 2 日間だったが、教員であってもまだまだ学ぼうとする謙虚さや積極性

れ、そのエネルギー、意欲的な態度は、受講生たちに大きな刺激となり、今後の

を間近に見て、私も奮起させられた。現在私はネパールの学校体操の普及を目的

教員としての指針を示してくれた。

に活動しているが、きっと今回の研修のようにネパール人から学ぶことも多いだ

山下さくらさん、横山さんは、フォローアップセミナ―終了後、3 日間のパト

ろう。

レ学校訪問にも付き合ってくださり、3 校での受講者による授業、研究協議にも
大いに力を発揮してくれました。ボランティアさんたちの感想を下記に記す。

本研修では私はサポートという形で実質見学をさせて頂いていたが、次回また
実現するようなことがあれば是非その時は教鞭を取らせて頂きたい、と不躾なが
ら感じた。そのためにも来年の実施に向けて、岩谷氏をはじめとする JNFEA の

第 11 回 JEFEA 教員研修に参加して

方々と JICA の継続した連携を期待したい。また来年、さくら寮の女性達と会え

JICA 青年海外協力隊

ネパール体育隊員

ることを楽しみに私も頑張ろうと思う。

加藤 泰紀

JNFEA による教員研修はネパール第二の都市ポカラの“さくら寮”で行われ

－ 17 －

－ 18 －

さくら寮

こちら側の意図が 100％伝わっていなくとも、何かを持ち帰ることが出来たのだ

教員研修

ろうなと感じています。継続して行うべきだと感じました。
そして何より私自身とても勉強になり活動のモチベーションにもなりました。
研修に参加させて頂くだけではなく宿泊費や食費なども負担して頂き本当に有
難うございました。

さくら寮 FUS、パトレ訪問に参加して

青年海外協力隊
任地：カトマンズ

JOCV 27 年度 3 次隊 pokhara

職種：ソフトボール指導

Annapurna S.School

三浦 ひろみ

横山 郁

私は 10 月 8 日から 16 日までのすべての行程に参加させ

今回 ポカラさくら寮における教員研修に初めて参加しました。
以前さくら寮を訪問した際は 10 期生の卒業間近のころだったので、こじんまり

ていただきました。私自身は教えられるようなことがないので、要請のあった読

とした印象がありましたが、今回数十名がさくら寮に集まっている光景を目の前

み聞かせを 1 日目の午後に担当しました。クリシュナさんの絵本の紹介を、日本

にして JNFEA の支援によってこれだけの女性が現場で活躍しているのだと圧

に留学していたカマラ・ダンギに実際に読み聞かせしてもらいました。今回はネ

倒されました。

パール語で上手く説明できず、きちんと伝えられなかったのですが、読み聞かせ

1 つこの研修で驚いた事があります。学校で教員対象の座学などを行う際、2・

の効果（想像力、集中力の発達、読書への興味など）はネパールの子どもたちに

3 時間続くと寝たり携帯を触ったり話を聞いていないなどという事は日常茶飯

とってとても重要な要素であると思うので、自分の学校でも指導したいと思いま

事なので、研修日程表を見たとき長時間に及ぶ連日のスケジュールにまず驚きま

す。

した。が、開始時刻前に集合完了している、集中力が切れることなくほぼ全員が

自分の担当以外での感想は、1 日目は午後からの参加だったので、防災教育し

話を聞いている、その様子が衝撃でした。こんなネパール人集団は初めて見まし

か参加できていませんが、実際に避難訓練を体験できたのは良かったと思います。

た。

しかし、なぜ避難訓練をしないといけないのかという部分が時間の問題から簡潔

研修に対しての感想としては、とても意味のあるものだと感じました。

になってしまったので、おそらく自分の学校に帰って指導することは難しいだろ

日本の企業においても定期的に行われる社員研修同様、いつもと違う環境で外か

うと感じました。特に地震の被害のなかった西の地域の人がほとんどなので、次

らの情報を得る、同じ環境で学んできたメンバーの活躍を知る場が与えられるこ

にやる機会があるならば、地震の映像を見せたり、地震のメカニズムや起こる可

とはとてもいい刺激になります。

能性の話をしたりして避難訓練をすることの理由を説明したほうがいいと思い

研修の中の一幕ですが、空き時間に日本の歌を振り付け付きでネパール語にし

ました。

て、紹介する場面がありました。歌う回数を重ねるごとに声も大きくなり、笑顔

2 日目は午前中サファラ先生の授業でしたが、読み聞かせが前日の内容と変わ

でどんどん覚えていく彼女たち、歌詞をメモする姿や休憩時間に日本人が歌って

らず、どうせもう一度やるのなら応用したような内容や実践的な練習の方がよか

いる歌の歌詞カードを必死に書き写す姿も見受けられました。そういった姿から

ったと思いました。

そのあとのマンディール見学は、ちょっと目的がぶれていたと感じたのは、おそ

頑張っていることを積極的に発表できたのではと思う。あと、日本に留学してい

らく絵を描くだけではなく、周囲の状況や地図なども求められていて盛り込みす

た二人は発表できる内容が豊富だったので、当然のように 1 位 2 位になってしま

ぎだったのと、自分の学校でできるか考えたときに結構発展的な内容すぎだった

ったので、なにか他に賞を用意したほうがよかったのかなと感じた。
パトレ訪問に関しては、病気で仕方なかったが、実際に授業を行う先生と事前

から。
スジャータの体育は学校で実際に教えているだけあって、スムーズで楽しく、

に打ち合わせができればよかったと思う。朝会ってから、即興で内容を考えて行

実践しやすい内容だった。ただ、もう少し配ったプリントに沿った説明があれば

ったので、全体的に日本人に見せるためだけに行ったという状態だった。本来な

きちんと読んで活用されたのではないかと思う。そのあとのダディンの先生たち

ら、4，5 年生だけがいればいいところに修学旅行に行く上級生が中途半端に教

のゲームは楽しいゲームだったけど、特にそれ以上の意味を見出だせなかった。

室にいたりして、もっと先生の集中してやれる状況にすればよかったと思う。

最後の学長の話は、特に必要ない内容だった。寮生も途中から退屈そうだった。

そのあとのミーティングはもっと具体的な例や見本を説明したほうが、先生たち

より、教育現場で生かせる、もしくは教育現場の実情・変化などを話してほしか

に理解しやすかったのかなと思う。また、ディスカッションの際に問いを詳しく

った。

し、グループに一人ファシリテーターを入れて話しやすくするべきだったと思う。

3 日目は、理科の実験から始まった。自分の目で結果を確認できるいい内容だ

評価表に関しては、以前に作ったネパール語の表を改善せずに使っていたので、

ったが、実験用具が身近なもので用意できるわりに実験できる状態にすることが

内容を精査する必要があると思う。あと、村に行く際には事前に用意するべき。

難しいことと、そもそもの知識や感覚のなさに、まず学校で実践することはでき

他の授業を見せてくれた 2 つの学校については、どちらも不便な地域に学校があ

ないだろうと感じた。

ることから大変そうだったが、1 つ目に関しては非常に強力的な先生がおり、学

カマラ・ダンギの発表は、日本での生活の紹介だったが、どういったことを学
んできたかよりも遊んだことばかり紹介していたので、やはり事前に確認してあ

校の運営もきちんとしている様子だった。2 つ目は奥地なわりに子どもの数が多
かったが、先生のやる気はあまり感じられなかった。
全体としては、今のフォローアップではネパールの学校現場の実情に即してい

げたほうがよかっただろうと思う。

年間指導計画については、やはり日本のやりかたをそのまま持ってくるのでは、 るとはいいがたく、より実際の現場が求めている内容を提供できるといいと思う。
ネパール人には難しいだろうと思う。もっと書き方の例を示したり、説明したり

おそらく日本人が低いと思っているレベルよりも一段以上実際の先生のレベル

しないといけない。指導案作成でも同じく、日本式では難しいだろうと思う。ネ

は低い。

パール式の改善版を作ることができれば。あと、4 人ぐらいのグループで一つ指

また、指導計画など日本で行われていることを説明して実際にネパール人がで

導案を作成していたが、中心者だけがつくっていたので、一人か二人で作成する

きるということは限りなく可能性が低い。自分の頭で考えるということをしてな

より実践形式で発表できるようにしたほうが有意義なものにできると思います。

いから、もっとやって見せる、体験させるということが必要なのだと思う。

4 日目は全員が 5 分の自分の学校での様子や問題、実践していることなどの発

本当に学校で実践しようとすると、教具・教材はない状況なので、その中でもで

表から始まった。もっと一人一人授業形式で実践する時間を設けたほうがいいと

きることを考えてほしい。ここでも、日本人が考えている以上にものはほとんど

思う。実際にどういう風に授業しているかわかるし、そういう緊張を強いる発表

ないか隠れているか壊れている。じゃあ、日本人が寄付すればいいというのは、

をすることでセミナーに参加した意味を持てると思う。また、その発表を点数化

継続した授業を行うために考慮する部分だと思う。ものが圧倒的にないにもかか

するなら、あらかじめ商品を見せるなど士気をあげておいたほうが、より自分の

わらず、大切にするという文化がない。人から貰ったものでも平気で捨てるし、

－ 19 －
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壊すし、だから使わせないという学校もある。もちろん、この貧しい国に支援す

●一日目に、模擬授業を見て、二日目にそれをもとにさくら寮の生徒がグループ

る、それも虐げている女性に対してというのは、意義のことだし、これからも支

で指導案を考え、その中の一人が実践するといった日にち横断型、いろいろな生

援を続けていくことを願う。しかし、実際に学校で活動していると、ネパールに、

徒が考え、実践する研修を取り入れても良いかと感じた。
（生徒役ばかりでなく、

ネパール人に支援することの必要性を考えてしまう。支援を受けることへの依存

先生役もやる。）

が実際に国としても、個人としても存在する。人間であっても、国であっても自
分の力で自分の問題を解決しないと成長していけないのは変わらない。

→日本に留学したスジャータが授業していたが、それ以外の卒業生にも発表する

本当に援助、支援というのは、難しいと改めて考えさせられました。

機会を作り、自信に繋げて欲しい。

特にお役に立てることがなく申し訳なかったのですが、
パトレ訪問まで参加さ
せていただき、本当にありがとうございました。また、機会があればお手伝いさ
せていただきます。

さくら寮での研修の感想

●協力隊が代わりに授業を行う場合、もう少し事前に内容の相談があるとよかっ
た。ネパールの現状を考えた上で意見交換を先生方と事前に行えたり、先生方が
考えてくださった授業の内容を自分なりに考え、先生方とまたその内容を十分に
共有して、さらにより良い授業にできるため。また、ネパール語の準備ができる
ため。

JICA VOLUNTEER 廣瀬 ひとみ
卒業後も毎年研修を開催している点は、いろいろな面で持続性がないネパール

さくら寮研修に参加しての感想

では大変意義のある機会であると感じた。卒業生自身（スジャータ）が授業を行
うというスタイルは、一方的に話を聞いたり、見たりするだけのネパールの研修

JICA VOLUNTEER

スタイルと違うためこれも意義があると感じた。
今回初めて参加させていただいたが、JICA の教育部会に所属する隊員と協力

山下 さくら

さくら寮には何度か訪問させて頂いていたので 10 期生とは交流がありまし

して研修をする形は、とても良いと感じた。私たちネパールの教育分野で活動す

た。研修に参加させて頂き 10 期生の顔つきが学生から少し大人になってそれぞ

る隊員の悩みの一つは、モチベーションをもった教員との出会いである。今回さ

れが学校で頑張っている姿を垣間見、とても嬉しかったです。またお互いに悩み

くら寮の卒業生をみて、非常に高い意欲を感じた。そんな卒業生相手に授業が行

を打ち明けている姿が印象的でした。私は今回、ポカラ、パトレでの研修に参加

えたことはとても貴重であったし、これからも機会があれば定期的に行いたいと

させて頂いたため、数名の教員の研修中と学校での両方の様子を知ることができ

感じた。

ました。一生懸命な彼女達を見て、私自身も刺激をもらいさらにやる気が出まし
た。

JNFEA の課題点（もしすでに行われていた場合は、申し訳ありません。あくまで
二日目までの感想です。）

研修では、模擬授業、グループワーク、教育理論、と色々な研修が行われてお
り、教育に関して色々な角度からの視点、アドバイスが組み込まれていたように
思います。学校の問題点や課題点が発表された後に、教員同士で問題点や課題点

を解決していくような時間があれば主体的に考えることができ、また、研修の始

と、これからも役に立つ。実際にやらせてみる授業が大切と分かった。サファラ

めに問題点をあげれば、少しでも早く悩みを共有し意見交換をする時間が自然と

先生の授業で実際に見学に行きレポートをまとめたこと。③

できるのかな、と思いました。教員として、実践経験と理論の双方を身につける

読み聞かせ、など楽しかった。自校でも子どもにやらせたい。④ 楽しいゲーム

ことが重要ですが、経験も浅い彼女達は即戦力になる実践方法を知りたいように

や算数の指導方法を自校でもできればいいと思った。見学に連れていくことで、

感じます。実践を中心にプログラムを組み、模擬授業など実践を行った後に KCP

たくさんのことが学べると気づいた。⑤ 絵で学ばせると子どもたちはよく覚え

の先生がアドバイスをすると教育理論もすっと入るのではないかと感じました。

る。活動させて学ばせると効果的と分かった。⑥ 見学に行くと、いろいろ実際

JICA ボランティアとしてもこのような機会は本当にありがたく、貴重な経験

に観察し調査できる。交流もできる。⑦ どこかに見学に行きレポートを書くこ

スポーツ、数学、

です。協力隊が前に立つ時間も頂き、私たちも日々実践して感じた事を伝える時

と。グループでよく話し合い結論を出す勉強。絵を利用して算数を教えること。

間を頂けてとても有り難かったです。教員としても岩谷さん、深田さんとご一緒

⑧

させて頂きとても勉強になりました。ありがとうございました。

いいと思います。⑨ 実際に見学に行くと、調査や交流などいろいろできるよう

スポーツを利用して教える方法を、数学やそのほかの授業にも利用できれば

になる。⑩ ゲームを利用して数学を教えること、良かった。読み聞かせもよか
った、学校で生かしたい。

参加の女性教師の感想

Question 3 セミナーで難しかったこと、改善してほしいこと。
① 毎日の運営・報告・評価の担当者を決めたほうが良い。参加研修生に宿題
を出す。研修の間にもっと楽しくする。食事関係とマネージメントをもっと良く

ダーディン郡からの参加教師

したらよい。②

先生の言葉の問題がある。もっと楽しい授業があるとよい。

JNFEA の皆さんありがとう。③ すべて良かった。④ スポーツの授業では、初
Question 1 このセミナーはいかがでしたか？

めに詳しい説明が必要。先生の言葉はわかりやすいほうが良い。その他のことは

①良かった。②効果的だった。皆で仲良く仕事をしている。清潔な建物、やさ

すべてよかった。JNFEA の皆さん本当にありがとうございました。⑤ プログラ

しい卒業生、皆良かった。 ③ とても楽しくて良いセミナーでした。④皆仲良

ムの間にもっと楽しいことがあるとよい。⑥ スポーツの授業はもっと小さいグ

く暮らしていた寮で、良かった。⑤ このようなセミナーがもっとあってほしい。

ループにしたほうが良い。講義の間に歌や物語などがあるとよい。特にマンジュ

色々な先生に出会えて良かった ⑥色々役立つ事を学べた。⑦効果的でした。
（3

さん、スジャータさん、日本の皆さんありがとうございました。⑦ ネパール語

人）⑧とても良かった。

がよくできる日本人から、あるいは通訳を使ってプログラムを進めたほうが良か
った。もっと効果的になったと思う。山下さくらさん、広瀬瞳さん、日本の皆さ

Question 2

セミナーで学んだことのうち、どのようなことを自校で実践でき

ますか？

ん本当にありがとうございました。⑧ スポーツを利用して教える方法を、算数
やそのほかの授業にも、学校で利用できたら良いと思う。全部よかった。⑨

先

算数の分数の教え方、楽しくて面白いゲーム、理科の授業、絵日記の指導、リ

生の話とグループ分けの時、もっと小さなグループにしたほうが良い。途中でも

ーダーシップ、トレーニング、絵本の読み聞かせ。② 絵を利用して教わったこ

っと歌や面白い話があるとよい。⑩このセミナー良かったです。私を含めて他の
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メンバーも参加できて、本当に嬉しかった。さくら寮に宿泊できてよかった。マ
ンジュさん、スジャータさん、日本の皆さんありがとうございました。

サファラ先生の講義

カピルバスツーから参加教師
Question 1
①

効果的で楽しい。役に立つ。②

さくら寮の研修会は効果的で役に立つと

思った。
Question 2 ① 絵日記、防災訓練、ゲーム、子どもの歌。② 絵日記、読み
聞かせ、算数の授業のしかた。利用できるとよい。
Question 3
①考えさせる算数だけでなく、英語、理科そのほかもこのようなトレーニング
あるとよい。算数で学んだことは私たちがやっている方法と合わなかった。そこ
だけ分かりにくかった。 ②日本とネパールは大きく異なる国なので、日本で良
いこともこちらでは使えないこともある。だから、こちらでも使えるようなこと
を選んで学びたい。

ダーディンベシ郡からの参加教師
Question 1 このセミナーはいかがでしたか？
①良かった。②効果的だった。皆で仲良く仕事をしている。清潔な建物、やさ
しい卒業生、皆良かった。 ③ とても楽しくて良いセミナーでした。④皆仲良
く暮らしていた寮で、良かった。⑤ このようなセミナーがもっとあってほしい。
色々な先生に出会えて良かった ⑥色々役立つ事を学べた。⑦効果的でした。⑧
とても良かった。

Introduction
A Four-day workshop on Primary Teachers Training was held
from 21 Magh to 24 Magh 2074.
at Phyakshye, Dhading . This workshop was organized by
YouCasp and JENEFA and it was facilitated by the trainers Mrs.
Safala Maiya Rajbhandari .assisted by Mrs Sapana Khanal in the
workshop . 21 Primary teachers from 13 schools participated
in the four days Primary teachers training. Similarly, Education
Officer and Resource Person of Nilakantha Municipality and
President of the ward stated their encouraging words to the
trainees . This is a report that consists the objectives of
Phase-One training, brief descriptions of the activities conducted
in each subject area and the learning outcome of this training.
Background
YOUCASP, Nepal works with an aim to enhance quality
education as well as to support schools in Dhading district
providing teachers training and teaching materials . As agreed
with YOUCASP Nepal, Education Concern Center , a
non-governmental organization that works to assist public schools
accomplished this training as a facilitator. Education Concern

Center has committed to assist this organization developing ,
planning and conducting training for their 17 project school
teachers on Educational Philosophy along with other subject
areas- Mathematics, Language , Science and Social Studies . It
has been decided to carry out this training program in two
different phases with approximately six months gaps in between
so that the trainees will get an opportunity to practice what they
learned in the training in their respective schools.
This Phase One training consisted of a Four-days
(Twenty-hours).The main goal of the Program is to improve the
teaching learning process of female teacher in Primary Level
Classroom [Sakura Hostel Model]. In this phase Education
Philosophy covered 5 hours , Language Arts Covered 5hours ,
Math subject covered 3hours , Social studies covered 4 hours and
Science covered 3hours . Apart from these, some assignments are
given to the teachers for implementing the activities learnt in the
Workshop .
Phase-Two will consist of a Four-days training .In this phase Art
and P.E. also will be covered along with above mentioned subject
areas . ECC will also provide support in developing observation
and monitoring tools in order to keep the track of the schools’
progress regarding the implementation of what the teachers
learned in the training and for overall evaluation of the project.
Objectives of the Training
To provide the participants with hands-on experiences of

learner centered activities in different subject
areas( Philosophy ,Language Arts , Math , Science , Social
Studies ) covered in the training
To encourage the participants to take/adapt, what they
learned in the training centre, to their classroom.
Education Philosophy
Classroom management was the main focus in Education
Philosophy sessions. The importance of making rules by children
was discussed in the training. Children feel safe if they are
involved in making rules and also love to follow the rules made by
themselves. Positive reinforcement of the rules is crucial.
Likewise, if we set our expectations clear children become aware
of some does and don’ts. Setting the rules only would not be
sufficient to make them feel responsible so Job responsibility is
also introduced among the participants so that they would transfer
the culture in their respective classrooms .
Moreover, it is a teacher’s responsibility to set a welcoming
atmosphere in the classroom by displaying their work and making
the classroom look attractive and safe for children. Having regular
morning meetings help to build a sense of community among
children. The participants came up with various possible topics
for morning meetings, e.g. talking about weather, festivals, news,
books they read recently and so on.
The participants agreed that the teacher can establish a structure
for the classroom establishing daily schedule, jobs ,routine date
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chart , News sharing chart and by displaying children’s work,
providing good physical atmosphere with comfortable sitting
arrangement and providing sense of belongingness in the
classroom.
They also received idea of managing transitional time very well
using different songs and music and had a lots of group work
which helped them on building effective classroom community .
Topics Covered
a. Writing Teachers Message and it’s importance
b. Warm up activity (Human Bingo )
c. Participants Introduction and Expectation
d. Rules and Consequences and its importance
e. Jobs/Responsibility ( Importance and process)
f. Transition songs ,
g. Basic Needs(Mashlaw’s theory ),Rhymes , Morning
Meeting ( News Sharing ),Physical Exercise ,Classroom
Management ,Human Bingo ), Message and Agendas
h. Importance of writing Journal
Language Arts
Language Arts Class was conducted in both English and Nepali
medium . This class was conducted with the aim of encouraging
the participants to gain the ideas of enhancing four language
skills . listening , speaking , reading and writing .
Trainee teachers received idea of developing their own as well
as their students’ listening , reading skill , speaking and writing

skills by getting involve in various tasks.
Reading aloud to children is the most important way to encourage
them to read books. Teachers have to set aside a time to read to
children. Same book can be read every day and various reading
based activities can be done. They can discuss on different issues
or discuss different questions. Children love to listen to the same
story again and again. During this training, stories were frequently
read aloud to the participants and they were given an opportunity
to read to each other.
Some story-based activities were introduced in the training. For
instance, the participants reviewed a story and expressed their
view on the story. ( On step one ) . More over they made the story
lively writing them in different way like , making story neckless ,
story wheels , Story cloud , Story frames . like wise writing poem
The more children get to read books, the better speaking and
writing competence they acquire. In this regards, Harmer
(2001:251) argues that “what we write often depend upon what we
read” and so do the children as they draw attention to the structure
of written language and “begin to internalize its distinctive
features” (Beard, 1991: 236) when they read or listen to stories.
Considering this Trainee Teachers were given opportunities to
explore more on story based activities so that the they get ideas

on making their children attraction on reading books a lot .
Trainee Teachers received the ideas on making the classroom
Print Rich Through this Students get an opportunity to learn
from the displayed documents and also help them to construct
their knowledge by seeing each others work .
Activities in brief:
a.
b.
c.
d.

Story telling-Read Aloud process
Story – Retelling
Components and the process of story telling
Advantages of story telling and practice story telling to
each other in small groups
e. Book Review
f. Print Rich Environment,
g. Book Based Activities
h. Poem recitation
i. Rhymes
Mathematics
The main purpose of Mathematics training was to discuss the
necessity of understanding the concept before stepping towards
the mathematical process especially in the primary grades .
Trainee Teachers got involved in the following activities during
Math training classes :
1. Math Menu(Salute game , Double war, Tens concentration,
Find Ten , Bingo , star and circle ,Moving steps )
2. Beat the time

3. Story related to math
4. Story writing (related to Math )
5. Creating Multiplication Table
Science
Science in the Primary Level emphasizes on making awareness
of Environment which actually is the lifelong process .
Study of holistic nature of the environment through different
approach help the students to grow the childrens’ various
skills( observation skill, Communication ,Measurement, inference ,
Prediction, categories ,) ,science knowledge and science attitude .
In addition to these ,above mentioned dimension of science
foster the children to become enthusiastic about asking questions
and solving problem .
Considering above mentioned aspects trainee teachers in the
training were given an opportunity to explore in the environment
and made them involved in the following activities :
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1. Environmental Walk
2. Venn diagram ( for teaching similarities and difference in
Science)
3. Science Menu
a. finding out actual weight of the given stone estimating
and measuring the real piece of stone
b. inferring the figure and analysis using magnet and iron
dust

－ 26 －

c. experiment to lit the bulb and battery
d. Categorizing seeds different way
e. Predicting and finding out the things which do not shrink
and which things can shrink
Above mentioned activities helped them to realize that the
students should be given more hands on task in stead of using
just text book .
Social Studies
Field Trip was the main activity conducted in Social Studies
session. Field trips are organized in school not only for a change
from a daily classroom routine but also for providing children
with experiential learning. Children get connected to the real
world outside, learn better about the world they live and develop
observation skills. For instance, when the participants visited a
temple situated in Fyakshe village, the participants got to gather
so much information about the temple, The Trip Book the whole
class prepared reflects what they learned about the temple. The
main purpose of field trip was to assist the participants to develop
their communication skills, -social and cooperative skills,
mapping skills, research skills and for developing their
intercultural understanding. Besides Field Trip, which was the
crux of this subject, the following activities were conducted in
Social Studies session:

Needs and Wants (
Making Quilt ( for helping reinforcing the idea of unity and
for developing the participants’ presentation skill)
Field Trip
Besides, in all subjects, it is important to begin a lesson with a
warm up activity, as students need a chance to settle down in the
class and get their mind focused on the lesson ahead. The
participants in the training were encouraged to integrate warm-up
activities in their lessons to avoid boredom and monotonous
atmosphere in the classroom.
Training Outcome
The trainee teachers participated actively throughout the sessions .
They experienced the joy that stories and songs can bring to the
life of their learners. In Maths sessions they learned the
importance of understanding the mathematic concept before they
get into process. In Social Studies sessions the teachers learned
the process of field trips. And some other activities to make
learning interesting and life long learning . In science they
learned the children to make environment friendly . In all the
sessions the participants learned the importance of providing
children with an opportunity to learn by experiencing and by
particularly getting involved in hands-on activities particularly in
primary graders.

From their Response Journal or reflections that we gathered from
the participants ,we came to
know that most of them enjoyed the session . All of them
committed to transfer their knowledge and skills acquired in the
training . Below are few responses collected from the
participants.—
S Dev Kumari Dahal – I have learnt the way of making science
class practical using locally easily available materials so that
the learning would be long lasting . I Knew that childrenlearn
more through illustration
Gita Dhungaa – I knew that using Job chart in the class help
children to get more accountable and responsible . Chlidren
develop question raising skill through message sharing .
harmila –Children learn more effective way if we use teaching
materials in the class . eg. Using cards in Math , using real food in
So.Std .
Urmila- i have learned the proper way of reading story book . I
also like Story retelling process and reviewing process
Ranjeeta Magar – Story telling process learned here was new for
me .
Rejina Dahal – Knew that physical exercise is also essential to
implement in daily classroom activity . I also knew that children
learn math faster and easy way through math games
Bimala Thapa Magar – I knew that we need to perform different
kinds of warm up activities before beginning the class.

Sita Shrestha – Being a teacher one should have knowledge on
Maslaw’s theory in order to full fill their basic needs . then only
we can think of teaching .
Kalika Bhatta –I knew that teaching math can be more interesting
through story . I have experienced that teaching Social studies
through field visit could be more interesting .
Geeta Gurung –I have learned proper method of teaching to the
children .
Som Bdr. – Using Venn Diagram we teach similarity and
differences in different subjects . Mainly i felt managing time is
most essential part in our life .
Nabina shrestha –Performing Group work in the classroom is
effective way of teaching .
Saraswoti Shrestha –Maslow’s theory and game is essential things
that teachers should know about . Giving concept of Mutiplication
(repeatation of addition) various way is new for me .
Urmila Shrestha- I was in tangled in problem for teaching
mathematics in grade one and two . Now problem had been solved
in this class .
Bimala Thapa Magar – Various lesson can be given through songs
and music . Beside getting stick in the traditional lecture based
teaching teachers can apply practical base teaching using locally
avail able materials .
Yashodha Khatiwada – Classes was very interested because of
trainers teaching style which i would like to transfer in my
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teaching learning process .
Sita Gurung- Poem recitation is important to give lesson and to
make class fun . Teaching math operation can be fun
implementing game using dice , cards, beans etc..
Pamfa magar – Performing music in the class like drum is one of
the fun way for drawing students attention
Devaki Awasti – Science can be fun if we teach using the things in
our surroundings . Class room Management is most essential part
for effective teaching learning .
Elina Gurung . – I was untrained . This training opened my eyes to
handle the children proper way . (以下省略)

大学の大学び

絵日記の書き方指導法
指導 深田 洋子
授業者 山下さくら(JICA 海外青年協力隊員）
資料提供 西田敦子・日野第五小学校
対象

さくら寮卒業生 32 名、ネパール小学校女性教師 13 名

授業内容
①

「絵日記とは」を説明する(見本を提示する）
。

②

絵日記の書き方を詳しく話し、実習させる。

ⅰ

自分の生活を振り返って、楽しかったこと、嬉しかったこと、気づいたこ
と、などを思い出す。

ⅱ

KCP 学長

絵にかくー 思うままに、鉛筆・クレヨン・色鉛筆などなんでもよい。
絵は上手・下手は問わない。

マナンダール先生の講義

大学の校舎でパワーポイントを活用して、リーダーとしての重要性

ⅲ

絵を描くことで心に浮かんだことや思いを、文に綴る。

ⅳ

書き終わったら、「題」と「日付」、
「名前」を書く。

③

まとめ

・絵日記指導の教育効果を説明

等熱く語ってくれました。（詳細は省略）

1 考える力がつく。
2 自分の気持ちや体験を表現する力がつく。
3 既習の言葉や文字が身につく。
4 絵によって文が書きやすい。

題が k
大学の

・指導対象年齢は自由。
（日本の小学校では、主に 1，2 年生の学習課題です）

【授業を終えて】
① ネパール語ができる JICA ボランティアによって、授業は効率的に進めら
れた。授業参加者は皆熱心に講義を聞き、実習した。

② ネパールの小学校教育では、絵を描く授業がほとんどなく、教師たちは「絵
の指導に自信がない」様子だった。

害者理解・ スポーツ志向・日本人としての自覚と誇り・ 豊かな国際感覚）の育
成を心がけています。今回、当校では、ネパールの子らへ心を馳せ、さしずめ豊

③ それでも「絵日記」については、新鮮な体験だったようで、1 時間の授業

かな国際感覚の育成につなげてくれたのです。
ネパールでは、図工の学習が十分ではありません。特に情操教育が遅れていま

の中でそれぞれが絵日記を完成させた。
④ 4 日間の研修終了後の感想の中で、多くの研修者が、
「絵日記がよかった。
学校へ帰って指導をしようと思う。
」と書いている。

す。絵日記指導を通して、「絵を描くことで心に浮かんだことや思いを、文に綴
る」という研修は大いに意義深く、興味を引く内容でした。

⑤ パトレの学校から参加した女性教師のうち 2 名が、絵日記指導を早速行っ

先生たちは「絵の指導に自信がない様子でしたが、絵日記は、新鮮な体験だっ
たようで、1 時間の授業の中でそれぞれが絵日記を完成させました。多くの受講

た。
付記

者が、
「絵日記の指導方法がよく理解できた。学校へ帰って指導をしようと思う。
」

1 日野第五小学校 2 年生 116 名が「ネパールの子供たちに絵日記を描いて、日

という感想をよせてくれました。そして、早速に子どもたちに指導してくださり、

本の子供の生活や学校の様子を知ってもらいましょう」との指導のもと、喜ん

ネパールの楽器や、鳥、遊びなど描かれた 30 点の作品をお土産に下さいました。

で描いてくれました。それらは、研修生たちの手で、ネパールの各校に届けら

日野第五小学校に届けさせていただきました。

れました。
2 ネパールの子どもたちと教師たちの書いた絵日記を、日野第五小学校へ
お届けしました。

JNFEA のオリパラ教育
絵日記指導を通じて
顧問 西田敦子
日野第五小学校 2 年生の 116 人のお友達が、ネパールの子ども達に絵日記を
書いてくれました。去る 10 月 8 日にポカラのさくら寮で、さくら寮卒業生教員
および JICA プロジェクトのモデル校の先生対象の研修会でその絵が披露され、
日本の学校の様子、子どもたちの遊び、日本の動物等々様々な絵は、立派な国際
交流となるとともに、「絵日記」指導の良い教材となってくれました。
日本では、2020 年東京でオリンピック・パラリンピックが開催されることを
契機に、今各学校ではオリパラ教育が行われています。先生方は、様々な教育活
動を展開しながら、重点的に育成する五つの資質（・ ボランティアマインド・ 障

－ 29 －

－ 30 －
しかし、多くの「数学嫌い」の生徒は、本当は数学を分かりたいと密かに願っ

数学はなぜ勉強するのか
参考資料

ている。
7

学習者の精神年齢にふさわしい題材を選び、以前に学んだ内容をさらに高い

立場から理解を深める形のカリキュラムが求められる。
日本学術会議数学研究連絡委員会附置 数学教育小委員会

1

社会生活をおくる上で必要な最低限の知識を保証
数と図形、四則演算の習得、対称性や立体感覚など図形に関する感覚は豊かな

日常生活を送る上で不可欠なものである。
2

安心して生活をおくるためには今まで以上に高度な数学が要求される

学習指導案を作って
分かり易い楽しい授業を

岩谷栄子

科学技術文明では、多くのものが数値化されて表示される。数量的に的確に把
握する数量感覚が現在は特に必要となっている。電卓・地震や騒音がきちんと分

○さまざまの子どもにそれぞれどのように指導するか、具体的に計画をすること

かるためにはマグニチュードやデシベル理解しておく必要がある。

が大切である。

3

○実際に授業をして、計画した内容をもう一度振り返って、よりよい計画ができ

多くの学問を記述する言語としての重要な役割を果たしている。
「言葉としての数学」に習熟することは、学校で他の教科を理解し、さらに進

るようにすることが大切である。

んで種々の学問を理解するために必要、小学校から大学初年時までの数学の学習

○教える内容を十分に研究し、教師としての質を高めること、子どもの理解の仕

は、こうした「言葉としての数学」を習得するプロセスとしての側面を備えてい

方を深めるために大切なことは何かを探し続けること、子どもたちがどのように

ることは言うまでもない。

他人とかかわり、自分をみがいていくかよくみつめることが大切である。

4

○良い授業をつくるために、いつでも、足りないところはなにか、よかったとこ

「数学が役に立つ」からにとどまるものではない。数知れぬ人々の思索の結

果、数学は深められ、特有の美しさをもっている。

ろはなにかを、ちがった、ところからよくみなおすことが大切である。

5

○新しい試みの指導をして、授業の様子からさらに良い指導の方法や教材を見つ

問題を自ら考え自らの力で解いたときの楽しさを味わう。学ぶ楽しみを数学

教育はもっと重視すべきである。
他者とのコミュニケーションは言葉と論理に基づいているが、その基礎は数学
の学習を通して身につけることができる。本質が何であるかを考察する数学の学
問としてのあり方は、複雑化の一方をたどる現代社会の中で、重要なもの
6

「受験にのみ役立つ数学」は、「数学は公式を暗記してそれに数値を当ては

めて問題を解くこと」という誤解を広め、多くの「数学嫌い」の生徒を生み出し
ている。

けだしていくことが大切である。
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「分数ものさし」で分数指導

す。家にペンキを塗るという身近な例を持ち出して、さくら先生は頑張ってくれ

岩谷栄子

ました。多少理解しにくい受講者もいましたが、留学経験のあるスジャータなど
が「学校でもやりたい」と感想を述べていました。まだまだやらなければならな

永年 JNFEA にかかわっている優秀な 50 代の A さんに、1/3+3/4 はいくら
でしょう？と訊ねたら、
「わからない」と答えたのです。ほんとに驚きました。

いことが多いとわが身を叱咤激励して次回への夢を膨らませています。
参照：web より

十進法が十分に定着されていないネパールでは、少数・分数の計算がとても苦手
なのです。
JICA ネパールで、シニアボランティア担当の古川さんが「そうなんです。家
を建てるときに、必要な煉瓦の数を計算できなくて、過不足がいつも出るんです
よ。
」と。
。
。因みに、ネパールの家は煉瓦が多く使われているのです。その話を
伺って、私ははたと得心がいったことがありました。そういえば、ネパールでは、
階段の段差が違ってよくけがをしそうになったことを・・・これもそこに起因し
ているのでは・・・と。
やっぱり、しっかりと教育の中で、少数、分数の指導を避けてはいけない、と
意を強くしました。
先ず先生が指導できないといけません。フォローアップ研修会 2017 で，かね
てから考えていた「分数指導方法」について実践することにしました。様々に教
材を研究している時、この「分数ものさし」に巡り合いました。小学校 5 年生の
山本賢一朗君が、級友に何とかわかるように説明したいと考えて発明したという
小学生目線の優れものです。今や教育界で大きな注目を受けています。
指導案を作成し、板目で教具 10 組、白板 10 枚を準備してネパールに乗り込
みました。今回は JICA VULUNTEER のメンバーに取り組んでもらおうと考
えて、事前に、彼らを生徒にして、私が講義をし、指導方法を理解してもらいま
した。最小公倍数で通分して・・とテクニカルな指導で終わってしまっているこ
との多いのが現況です。なぜ最小公倍数なのか？という意味付けを教育の中では、
重視し、考える力、おもしろさ等を身につけていきたいといつも考えています。
彼らもその意図をよく理解してくれて、代表で教師経験のある山下さくらさんが
翌日、受講生の前に立ちました。
教え込み教育に慣らされている彼女たちは、考えるという作業がとても苦手で

－ 33 －

2018年度 Follw- Up Seminarの Plan

2
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チャンディカ、サムジャナ（10 期生）プレマ、ギタ（9 期生）
（4）算数 3 人
プジャ、サムジャナ（10 期生）スジャータ（4 期生）
（5）理科 5 人
ゴマ、ギタ、メヌカ（10 期生）アスミタ（7 期生）ラクシュミ（5 期生）
（6）ネパール語 5 人

スジャータを中心に、卒業生たちが、次年度［2018 年度］の FUS

プレムカラ、ギタ（10 期生）プレマ、アンビカ、ギタ（9 期生）

の計画の概要を立案してくれました。いよいよ自立の第一歩です。

研修（案）
1、2017 年度に学んだ授業内容での実践報告をする
（1）1 年間の活動報告と課題発表（KCP 教員助言依頼）
→全体発表かグループ発表で行う。
課題の解決策をグループで話し合い、全体で共有する。
（2）指導案作成、模擬授業
→グループで指導案を作成し、グループで 1 人授業実践。全体で授業検討会。
（3）クリシュナさん、マナンダールさんの教育についての講義
（4）体験的活動の共有

吉積さんが流暢なネパール
語で防災教育の講話

今回のフォローアップセミナのリーダ
ーとして頑張ってくれたスジャータ

→モデル校で JNFEA が行った授業を実践。

→経験が多い教員がゲーム、歌、折り紙などの技術 を共有

2、授業実践報告担当
（1）防災教育 7 人
プレムカラ、ダマナ、ラリータ、メヌカ（10 期生）ニサ（9 期生）アスミタ（7
期生）スリジャナ（6 期生）
（2）絵日記 6 人
プジャ、ギタ、ゴマ（10 期生）アンビカ（9 期生）カルーナ（8 期生）ラクシュ
ミ（5 期生）
（3）体育；ボールゲーム 4 人

JICA 東京の服部さんがパトレに同行してくださいました。

サンカデリパトレ SCHOOL

パトレ学校訪問

職員氏名
1
2
3
4

10 月 14 日（土）
Followup seminar で研修を受けた サンカデビ

5

セカンダリースクールの

Kalpana Gurung 先生が（31 歳,14 年経験)が授業を実践した。11 人の授業参観
の教員には、別紙「良い先生の評価 29 項目」の評価カードを配布し、評価をし
てもらった。その後、研究協議会をもち、授業者の自評の後、グループ協議を中

6
7
8
9
10
11
12

心にして、参観者の評価をまとめ発表した。

13

性別・年齢経験年数

Shiva Khatiwada
Khemlal Gurung
Jayamangal Raya
Kalpana Dawadi
Udhdab hungana
Eka Bdr Shrestha
Deepak Magar
Yadu kumar urung
Tek Bdr Gurung
Kumari Gurung
Kalpana Gurung
Nirmala GP
Rejina Dahal

M/30
M/28
M/35
F/32
M/54
M/52
M/22
M/27
M/23
F/28
F/31
F/19
F/20

指導教科

学歴

Nepali
Math/Account
同上
Eng
２０年 Nepali
Social
Eng
１年
Eng
３年
Eng
同上
Eng
同上
Computer
14年
Nepali
４ヶ月 Nepali
同上
Eng
５年間

雇用形態

大学院 コミュニティー
大学 コミュニティー
大学院 コミュニティー
政府

SLC
SLC
SLC
10+2
10+2
10+2
10+2
10+2
10+2

政府
政府
コミュニティー
コミュニティー
コミュニティー
コミュニティー
政府
JNFEA
コミュニティー

1 10 時から 10 時 45 分
サンカデリパトレの学校を訪問し、5 年生他 22 人を対象に、日本の絵本（ク
リシュナ・カテワダ翻訳）の読み聞かせの授業を実施。修学旅行へ出かけるため
に早めに集合した、9・10 年生も一緒に参加。
2 11 時から 11 時 30 分
避難訓練「happy topy」の授業、JICA ボランティア創作の map に基づいて、
説明したのち、緊急避難の合図の下、校庭に避難。点呼。

子どもの数

クラス 幼稚園
女
8
男
8
16
合計

1
15
16
31

2
13
12
25

3
7
7
14

4
9
12
21

5
7
8
15

6
7
9
16

7
18
9
27

8
16
11
27

引き続いて、ボール送りの体育の授業を実践、5 年生を二組に分け、ルールを
指導してから、模範演技を実施し,競技に入った。次第に白熱し、徐々に作戦も
10 月 15 日（日）

考えだし、運動量も増えていった。
協議では、ベテランの先生だけに、ゼスチャーを交えながらの良い授業であっ

1 研修会受講者 ゴウリサンカベーシックスクールの Dipika Giri(20, 1)の授

た、教室環境があまりよくないため、絵本を机間巡視しながら、見せてあげるこ

業参観。5 年生 19 人が対象で実施、最初は男女別にチームを組んで、ボール送

とができなかったこと、こどもの感想を十分に聞く時間、また、待つ時間など、

りのゲームであった。準備体操もしっかり行い、ルールの説明、模範演技実施後、

熱心な協議がなされたが、

競争させた。他の 6 人の教員が実に協力的で、チームワーク良く、若い先生のフ

課題も明確になった。

ォローを良くしてくれていた。二つ目のゲームドッチボールの競技では、2 組の
男女混合チームがどんどん白熱し、勝つための作戦を凝らし、ボールも上手に皆
にまわしながら、かなり良い運動量になっていった。

－ 35 －

－ 36 －
JICA ボランティア山下さくらさんの補助が効果的であった。

イトルは「ひげじいさん」で、緊張しながらも、ポカラでの研修を生かしながら、

研究協議では、2 人ペアで、話し合い、女性教員は体操などあまりやりたがら

表情豊かな楽しい授業展開であった。研究協議会では、こどもたちに、その後の

ないが、デイピカ先生は、準備体操など、勇気をもってやってくれた。また、こ

ことを想像させたり、感想を言わせたりできるとより良い授業となったので

どもの活動を増やしていくことの重要性を、他の支援団体の研修会でも学んでい

は・・など積極的な意見交換ができた。最後にポカラで研修した歌「ビンゴの歌」

て、その積み重ねができたことが良かった。

を私たちのために合唱してくれた。

地震後で崩壊したので、新築 3 か月後の新しい学校で、まだ十分に環境整備が

学校目標は「どこへ行っても、誰にもまけない子どもになろう」ということで

されていないとのことであったが、教室内の掲示物など、工夫がうかがえた。先

あった。体育、音楽の授業は実施できていなかった。すでに授業で実践した、ポ

生方が非常に協力的であった。音楽・体育の授業は実施されていなかった。学校

カラで研修した「絵日記」の作品を差し出しながら、絵の指導ができる先生がい

目標もまだ定められていなかった。

ないので、大変困っているとのことであった。

カニヤデリベーシックスクール
職員氏名

1 Hari Prd Dhungana
2 Bishnu Rokka
3 Mira Reshami
4 Sharada Dhungana
5 Dipika Giri
6 Prabina Awasthi

職員氏名

性別・年齢経験年数

M/38
M
F
F
f
f

指導教科

学歴

雇用形態

10+2 政府Ｔ
10+2 コミュニティー
政府 T
SLC
SLC
政府Ｔ
10+2 コミュニティー
10+2 コミュニティー

13 Social
3 Math
20 Nepali
9 All Subject
2 Eng/Math
1

子ども数

クラス 幼稚園
9
女
12
男
21

1
7
9
16

2
8
1
9

3
5
7
12

4
9
9
18

5
12
7
19

1 Sita Bhatta
2 Usha Gurung
3 Dev Kumari Dahal
4 Renuka Gurung
5 Bhim Bdr Gurung
6 Sita Gurung

クラス 幼稚園
女
10
男
8
18

性別・年齢経験年数

F/30
F/28
F/35
F/28
m/59
F/28

６年
１年
１０年
１年
１４年
６年

1
2
3
5

指導教科

学歴

Ｎｅｐ
Ｅｎｇ
理科
数学
社会

2
6
3
9

大学
10+2
大学
10+2
SLC
10+2

3
2
5
7

雇用形態

政府 Ｔ
政府 Ｔ
政府 Ｔ
コミュニティー
コミュニティー
コミュニティー

4
7
2
9

5
4
6
10

3 ガウリシャンカル の学校訪問
4 時をまわっていたので、下校中の生徒たちに出会いながら、悪路を進んだ。
男性の先生 5 人が待っていてくれた。授業参観はできなかったが、学校の様子な

2 研修会受講者 カニヤデリベーシックスクールの Sita Bhatta(25,？ )先生の

どうかがうことができた。女性教員 3 人はすでに帰宅しているとのこと。音楽の

授業を参観した。女性教員 4 名、全校児童数 48 名の小規模校である。図書室で

授業はイベントの時を利用しているが、体育や美術の授業は実施されていない。

「読み聞かせ」の授業が実施された。3・4 年生 20 名が対象であった。本のタ

学校目標は特に決めていないということであった。

るか心配していたからです。
職員氏名

1

性別・年齢経験年数

Bishnu Kmr
Shrestha

指導教科

M

１３年 computer

2 Hem bdr Dhakal

M

１３年 Eng

3 Kumar Prasad Rijal
4 Sukmita Gurung
5 Binda Bdr Gurung
6 Siroj Gurung
7 Bimala Bhatta
8 Gita Gurung
9 Eline

M
F
M
M
F
F
F

１２年
１年
６年
１年
１年
２年
２年

学歴

(2)難しかったことは？

雇用形態

「算数」という教科を教えることが難しかったので、今回のゲームを考えま

I COm 政府Ｐ

した。授業中はきちんと並ばせることが難しかったです。

IA/IE
政府Ｐ
D
BEd 政府Ｔ
SLC 政府Ｔ
IED コミュニティー
IED コミュニティー
コミュニティー
ISC
SLC コミュニティー
IED

Social
Nep
Math
Science
Nep
Nep

(3)工夫したことは？
ルールを絵で描いて教えた。チームをわかりやすくするために、同じ色のビ
ブスを着せ、リーダーにはバンドをつけさせた事、ボトルを置く所に印を貼
って、子ども達が自分でボトルを置けるようにしたことです。

2．参観者より※アンケート、グループ協議より
（1）評価

子ども数

クラス 幼稚園
8
女
9
男
17

1
4
4
8

2
2
4
6

3
2
7
9

4
6
9
15

5
4
8
12

6
14
17
31

7
20
11
31

8
8
17
25

(1)アンケート

30 点満点(3 点×10 人)

①声の聞き取りやすさ

26

②表情

27

③子どもが楽しそうに学んでいるか

23

④子どもが質問の意味を理解しているか

21

⑤先生が子どもに考える時間を与えているか

18

⑥先生がわかりやすく説明をしているか

24

⑦理解できていない子どもに個別指導を行って 22

12 月研究授業結果報告（報告者：山下さくら）

いるか

日時

2018 年 12 月 6 日(金)

(2)授業者の良かったところ

於

パトレの学校

・笑顔

授業者 Deepe Msger （経験年数 1 年）

・聞き取りやすい声
・ルールを大きく絵で描いて準備をしていたところ

1．授業者より

・ボトルゲームを考えたところ

(1)授業をおえて
授業は、楽しかったし良かったと思いますが、授業が始まる前は私だけと
てもドキドキしていたように思います。なぜなら、子ども達が楽しんでくれ

－ 37 －

(3)工夫していたところ

－ 38 －
・文字が読めない子どものためにルールを絵で描いていた。

4．校長より

・チームカラーと投げるリングの色を一緒にしていた。

・何も知らない幼稚園児に教えることの難しさ。

・ゲームが面白くなるように考えられていた。

・研究授業は子どもにとってもいつもと違う環境での授業だったので、難しか

・ゲーム開始がわかるように、笛を鳴らしていた。
・子ども達が自分でボトルを元に戻せるように印がつけられていた。

っただろう。
・先生が笑って授業をすると子どももとても楽しそうだった。
・ネパールでは講義型の授業が多い。JNFEA、JICA の支援で私達は道具を使

(4)授業の良かった点

ったり、体験的な活動に力を入れたりしながらの授業展開を学び始めた。こ

・一人一人順番にゲームに参加させていたこと。

れからも女性の先生の資質向上も含めて、頑張っていこう。

・算数の「数を数える」
「足し算」のために考えられたゲームだった。

・討議会のメンバー構成も、男性、女性の教員が意見を言えるように考えてい

・子ども一人一人に声をかけていたので、子どもは嬉しそうだった。モチベー

かなければならない。

ションもあがっただろう。
(5)改善点
・思考を巡らせる時間があると良い。

5．全体のまとめ
(1)6 月までの授業者の決定

・子ども達の意欲のために、ボトルの代わりに食べ物を置き、当たったら景品

1 月 テク先生

にすると良い。

2 月 サルミラ先生(女)

・
「大きな数」を知るために、ボトルの数を増やして行うと良い。

3 月 レジナ先生 (女)

・ゲームの説明をプロジェクターで見せる。

4 月 ウッダ先生 (男)

・最初だけでは無く、授業の中でもルールの説明をすると良い。

5 月 クマリ先生 (女)

・笛では無く、合図を音楽にすると楽しくなる。

6 月 エドクマル先生(男)

・静かに待つことが出来ない子どもがいたので、普段から練習すると良い。
・線を超えて投げようとしていた子どもがいたので、ルールをしっかり教える
と良い。

(男、理科)

(2)小学校の教員の研究授業が終われば、上の学年でも実施していきたい。
★所感、（山下 さくら 補足）
お昼休み終了後 2 時 30 分～3 時 00 分研究授業。
3 時 15 分～4 時研究協議会。
アンケートは前回と同様のシートを使用。前回訪問時、ダディンベシ訪問時に

3．JICA ボランティア(山下さくら)より

もゲームの打ち合わせを行い、当日までに何回か練習をしておく話であったが、

・色々な研修に自主的に参加している先生がいること

できていなかった。ゲームの内容や準備物は用意されていたが、計画を立ててと

・研修で知ったことや色々な事を工夫して、今回の授業を作ったことが良かっ

いうのは難しいのだと感じた。研究授業は校内の教員が子ども達、教員の授業の

た

仕方を見ることができる良い機会であるが、1 回きりの授業になる事が懸念され

・混乱をさけるために、小さなことまで気を配る事が大事。

る。先生方が「工夫した点」として挙げるのは、大方 JOCV が助言した点であ

・幼稚園は「宿題」より「遊びながら学ぶ」事が大事。

る。工夫した点について気づくことは大変重要であるが、研修を受け知ったこと

を開けてあり、

も含め違う観点の人が一緒に授業を作る方がより実りがあるように感じた。
協議会は前回と同様、
「1、授業者より」
「2、グループディスカッション」
「3、

次のは口のみ開けて、3 本目の瓶は口も底も閉じてあるものです。そして点火

JOCV より」
「4、校長より」という流れで行った。次回から JOCV が参加でき

したロウソクを 3 本使いました。

ないため、今回から算数・理科のクリシュナ先生に司会をしてもらった。事前に
打ち合わせをしていた事もあったが、打ち合わせ通りに堂々と進めてくださり、

2 グループでの協議・評価の結果

クリシュナ先生の能力の高さを改めて感じた。グループ編成については、今回の

（1）評価
（30 点満点、10 人による各 3 点）

様子を見て男女混ぜることを提案しようと考えていたが、校長から先に提案があ
ったことは大変うれしかった。学校として「女性教員の資質向上」を念頭に置き

(1) 聞き易さ (27)

ながらも全体の資質向上に力を入れたい事が感じられ、授業者に関しても彼らが

(2) 表現

できるだけ交互になるように決めていた。校長先生の助言が回数を重ねるごとに

(3) 子どもが楽しく学んでいたか

深みを増していて、教育の根幹を探っているように感じた。

(4)

(24)

質問に対する生徒の理解度

(24)
(24)

(5) 子どもに考える時間を十分に与えていたか

(23)

(6) 教師の説明は分かりやすかったか (25)

1 月研究授業報告（報告者：Shive Khathiwada）

(7) 理解できない生徒に対して適切に指導していたか (25)

日時

2018 年 1 月 12 日(金)

於

パトレの学校

（2）授業者の良い点

授業者 Tek Bahadur （経験年数 3 年）

* 笑顔
* 聞きやすい声量
* 大きな絵を使っての授業展開

1 研究授業について
(1) 本日の授業について

* 燃焼の際の酸素の役割を示す実験を考えたこと

授業者より

* 実験を効果的に楽しいものにするためいろいろな教具を使った

授業は楽しくうまくやれましたが、最初はかなり緊張しました。年長の先生の

（3）工夫したこと

前で授業をすることは初めてでしたから。
(2) 難しかった点

* 指導のながれを絵で描いて示した

主題を言葉で説明することは難しかったです。初めての経験になりました。そ

* 教師は子どもの学力に応じてグループわけをした

れに教具がそろっていなかったので、一つ一つやってみることは難しかったで

* 教具はすべて授業者が手作りした

す。
(3)工夫したこと

（4）良かった点

授業の流れ全体を黒板に大きな絵で描きました。それは燃焼の際の酸素の役割

* 用具がグループごとに分けられていた

を示ものです。そこで同サイズの瓶を 3 本用意しました。一本は口と底の両方

* 燃焼での科学を、子どもたちが学んだ実験だった

－ 39 －

－ 40 －
* 教師が子どもたち一人一人に話しかけていて、子どもたちは嬉しそ
うだった。学習意欲が高まったと思われる

授業の主題を言葉で説明することが難しかったです。ですからこの経験をし

（5）改善点

っかり考えたいと思います。また、年上の先生方の前で精いっぱい頑張って

* 子どもたちが考える時間が、もっと多くあったほうが良い
* 学習の流れをプロジェクターで示したら、より効果的だっただろう
* 実験を一人一人にさせたら、より効果的だっただろう
4 校長先生の評価

授業することが難しかったです。
（3）工夫した点
授業内容全体を用紙に大きな絵を描いたチャートを用意しました。緯度と経
度を生徒たちに説明する地理の授業で、授業内容の説明のために、地球と天

* 知識のない幼稚園生に説明することの難しさ。
*

（2）指導上の困難点について

体などを使いました。

研究授業（参観授業）は非日常の環境での学習であり、子どもたち

２．グループでの協議・評価の結果
（1）評価

にとっては難しいです。
* 教師が笑顔で指導すれば、子供たちは楽しいのです。
* ネパールでは講義式の授業が多いです。本校では JNFEA と JICA の

（30 点満点、10 人による各 3 点）
声量 （27）

支援で教具を使用していますが、私は体験的な活動を重点にした授 業が、

表現 （25）

教育を向上させることを理解し始めました。また私は、女性教師の力量

生徒が楽しく学んでいたか （24）

の向上に加わっていきます。

質問に対する生徒の理解度 （25）

* 授業研究会を構築していくメンバーは、男性教師と女性教師がお互いに

生徒に考える時間を十分与えていたか （23）
教師の説明は分かりやすかったか （26）

協議することを、考えていくべきですね。

理解できない生徒に対して適切に指導していたか （23）

2 月研究授業報告（報告者：Shive Khathiwada）
日時
於

2018 年 2 月 18 日
パトレの学校

授業者 Yadu Kumar Gurung（経験年数 3 年）

(2) 授業者の良い点
* 笑顔
* 聞きやすい声量
* 絵を使っての授業
* 地理の授業で緯度と経度を指導

1 研究授業について 授業者より
本日の授業について
授業は楽しくうまくやれました。けれど、授業開始前には少し緊張しまし
た。年上 の先生方の前で研究授業をするのは、私にとって初めてだったか
らです。

* 効果的で分かりやすく楽しい授業にする為色々な教具を使った
(3) 工夫のポイント
* 授業は大きな絵で描かれたチャートを使った
* 教師は授業を説明するために地球儀を用意した
(4) 良かった点

* 教師は説明するのに色々な教具を使った。
* 緯度と経度を説明することを考慮する授業だった。

固めていただければと思います。
カウンターパート NGO である YOUCASP の協力を仰ぎつつ、事業開始 1 年となる本
年 9 月末までを目安に、選定完了を目指していただきたいと思います。

(5) 改善点
* 学習内容を理解するために生徒たちにもっと多くの時間を。
* プロジェクターを使って説明すれば、より効果的だっただろう。
4 校長先生の評価
* 知識のない幼稚園生に説明することの難しさ。
* 研究授業（参観授業）は非日常の環境での学習であり、子どもたち
にとっては難しいです。
* 教師が笑顔で指導すれば、子供たちは楽しいのです。
* ネパールでは講義式の授業が多いです。本校では JNFEA と JICA の
支援で教具を使い授業をしています。私は経験的な活動を強調した
授業の発展を理解し始めました。また私は、女性教師の力量の向上
に加わっていきます。
*

授業研究会を構築していくメンバーは男性教師と女性教師がお互
いに協議することを考えていくべきですね。

服部さんのコメント～JICA 東京～
・事業開始から半年間の中で、多岐に亘る活動に取り組まれたことがうかがえま
した。特筆すべきは昨年 10 月の 10 周年記念式典を開催されたことです。大統領
祝辞をはじめ、同国政府要人の方々の祝辞・出席があったことに加え、JNFEA の
取り組みと新たな事業の内容を出席者へ周知するだけでなく、参加者及び報道各
社を通じてネパール国民の方々へ日本のプレゼンスを伝える大きな機会となっ
たことは想像に難くなく、今後の事業を円滑に進める上での強みになったと思い
ます。
・さくら寮で行われる指導は、寮生の皆さんが仰る通り、彼らにとって斬新でわ
くわくする内容です。今までその成果は、卒業生の皆さんが故郷の学校の教壇に
立ち、各々が一教師として指導する「点」の形で村落部を中心としたネパール国
編集後記に代えて
内の社会へ還元され、卒業生同士の横のつながりによる情報共有を行い、互いに
技術を研鑚していたものとお察しします。このつながりを持ちつつ、本事業で目
パトレの先生方は、研究授業を毎月１回ずつ続けています。
指すところは【さくら寮⇒パイロット校⇒地域の学校】という形でさくら寮モデ
校長先生のリーダーシップの強さと、先生方の意欲と向上心にうれしく
ルの指導法を縦の「線」で広げていくことです。ゆくゆくは対象となる地域の学
校同士が横のつながりを持ち、「面」の広がりになるように働きかけることを期
岩谷栄子・深田洋子
思います。
待していますので、まずは基盤づくりに取り組み、ネパール国内での実施体制を
－ 41 －

