
パトレ研修報告 
難しい授業も楽しく学べる！ 

 

JICA草の根技術協力事業 
2019.8.29 NWEC国立女性教育会館にて 

岩谷栄子、深田洋子 



上位目標（Overall Goal） 
日本の女子師範学校制度を模した
「さくら寮モデル」が、ネパール国の
女性教師養成制度の礎になる。 

プロジェクト目標 
（Project Purpose） 

さくら寮卒業生教師が、さくら寮モデル（日本
型女子師範学校）で身に着けた、豊かな人間
性を育む指導方法を、さくら寮卒業生教師の
赴任地及びパイロット校・地域に公開すること
で、各地域の学校や市の教育関係者等が、さ
くら寮モデルの必要性を理解する。 

1．事業名（対
象国名） 

女性教師養成制度の構築を目ざすプロジェクト（ネパール連邦民主共和国） 

2．事業実施
団体名 

日本ネパール女性教育協会 （Japan-Nepal Female Education Association：
JNFEA） 

3．事業実施
期間 

2016年9月～2019年8月 

JICA草の根技術協力事業 



（１）学校運営  
  ①学校目標が定められている。 
  ②担任が登下校時の児童生徒の観察をする。 
（２）情操教育 
 ①図画工作の授業ができる。 
 ②音楽の授業を取り入れる。 
 ③マナーの指導や美化意識を育むことができる。 
 ④ゲームや教材を活用した創造的な授業ができる。    
（３）表現教育  
 ①パネルシアターを活用し、表現力を育むことができる。 
 ②絵日記指導を通して、表現力を培うことができる。 
（４）防災教育 ①避難訓練を実施し、災害から身を守ることができる。 
（５）保健体育教育  
 ①ボールを使った体育の授業を実施する。 
 ②歯磨き指導を実施する。 
 ③性教育を実施する（人権意識の涵養）。 
 ④栄養指導をする。 

「豊かな人間性を育む指導」の重点 



2015.9.20以降 7州 75郡 753村落 

パトレ 

ネパール連邦民主共和国 





パトレ地域の実態調査 
小学校名   住所   電話  mail  

校長名  年齢  男女 経験年数  専門教科  

先生氏名  年齢  男女 経験年数  専門教科  

先生氏名  年齢  男女 経験年数  専門教科  

先生氏名  年齢  男女 経験年数  専門教科  

課題 教員の資質について、課題はありますか 

  

    

授業内容 音楽の授業は、どんなことをやっていますか     

 図画工作の授業はどんなことをやっていますか     

 保険体育はどんなことをやっていますか。     

         

担任制について        

 登校時出欠をとるクラスは決まっていますか。     

 下校時の指導をするクラスは決まっていますか     

 学級の掲示物は（ありますか）できますか     

 学級の清掃はしますか       

 担当のクラスの保護者と話し合いがありますか     

研修会や職員会議について        

 授業 開始前に打ち合わせがありますか     

 職員会議はありますか       

 研修会はありますか        

 年間計画はありますか       

 学校目標はありますか       

 学級目標はありますか       

         

中途退学者について        

 １年 男子   人 女子   人 理由      

 2年 男子   人 女子   人 理由      

 3年 男子   人 女子   人 理由      

 4年 男子   人 女子   人 理由      

 5年 男子   人 女子   人 理由      

 



2017年11月、2019年8月、2回実施 
○教員数においてはかなり変動が見られた。ｺﾐｭﾆﾃｨが雇っている先生の数は約30%､ﾊﾟｰﾏﾈﾝﾄ先
生は15%､ﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰは55%です 

○教員の資質については、ほとんどの学校が2回とも問題があると答えている。 

○授業内容では、音楽は、教科書に載っている程度は実施している学校が２校あった。
他は行われていない。図画工作は簡単な絵・折り紙が中心で16校中11校は実施され
ている。保健体育は朝礼時に行うという学校がほとんどである。1校はバレーボール・
病気についての授業が行われている。 
○登校時においての出欠は固定した教員が実施しているが下校時は1校のみ固定し
ているだけである。 
○掲示物において1校以外は実施されている。 
○清掃は15校が子どもが行っている。1校は外部の委託である。 
○朝の打ち合わせは1校は定期的に、2校は必要時に、13校は行っていない。 
○職員会議は定期的に2校が実施、11校は必要に応じて実施。研修会は1校のみ、不
定期に実施された。 

○学校目標は、良い学校、負けない子に育てる、モデル校となる。とすべての学校が
掲げている。教育計画は教科書を終わらせることが主流となっている。 

○中途退学者は、引っ越し、経済的な理由、障がいがあるなどの理由が挙げられてい
る。低カースト(ダリット等)の子どもの多いところは、途中退学者が多くなっていることが
わかる。 

集 計 結 果 



Shankha Devi Sec. School の授業研究 

① 算数の指導 2017.12.6(水)  授業者 Jenish Gurung 
○授業（算数：さくらんぼの計算 ）を終えて 

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るか心配していたか
らです。・合図を、笛ではなく、音楽にすると楽しくなる。 

② 理科の授業 2018年1月12日(金)  授業者 Tek Bahadur Gurung 

○授業（よくもえる条件 ）を終えて  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。先輩の先生方の前で授業をすることは初めてでしたか
ら。・教具はすべて授業者が手作りした。・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。 

③ 地理の授業 2018年2月18日 授業者 Yadu Kumar Gurung 
○授業（緯度と経度の学習）を終えて 

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。 

授業内容の説明のために、地球儀と天体などを使いました。理解するために子ど
もたちにもっと多くの時間をとる必要があった。 
 



④ 保健体育 2018.03.13 （火） 授業者Rejina Dahal 
○授業（ボールゲーム）を終えて 
子どもたちが喜んで授業に入ってくれるかどうか心配でした。 

・チームワークの大事さ、協力することの大切さを体験できた。勝者にご褒美があ
るとよかったのではないか（注：ネパールらしい） 
  
 

  
⑤ 英語の授業 2018年6月25日（月）授業者 Sharmila Gurung   
○授業（月を英語で言えるようにする）を終えて 

授業をするのは楽しみだったし、良いチャンスだと思ったが、先輩の先生方の
前で授業するのは初めてだったので緊張した。ネパール語と英語で書いたカー
ドを準備してゲームを行うことにした。ゲームを効果的で、楽しくするために、
種々の教材を使用していた。 

☆ 校長より（全体を通じて） 

・授業研究は子どもたち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っ
ただろうと思う。 
・先生が笑顔て授業をすると子どもたち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。これからも
女性の先生の資質向上も含めて、頑張っていきたい。 

・協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か
なければならない。 



② 理科の授業 2018年1月12日(金)  授業者 Tek Bahadur Gurung 







カルパナ先生の読み聞かせの授業 



日本からの専門家・さくら寮卒業生教員による研修会 

授業「児童の発達段階」 2016.10.17    指導者 深田洋子 

 
    
      

音楽 リズム遊び  2017.7.27  指導者 山下真里奈 

算数 （三角形の面積の求め方）2017.7、27 指導者 小林洋子 



 体育 ボールゲーム 2018.10.28（JOCV 石原賢治） 



体育 一般体操 2018.10.28（JOCV 加藤泰紀） 

パトレ2019.9.21レポート/パトレ写真集合/201805Patle写真/加藤動画/00058.MTS




授業「さくら寮卒業生教員によるパネルシアター」              
2017.5.29    指導者 ニルマラ 



授業「さくら寮卒業生教員によるパネルシアター」              
2017.5.29    指導者 チャンディカ 



授業「「正多面多」作成と指導法」 2017.5.29    指導者 岩谷栄子 



授業「指導案作成のワークショップ」 2017.5.29   指導者 深田洋子 



図画工作科  2017.7、27   指導者 山下真里奈 



体育（的当てゲーム）2017.7  指導者 矢野可穂理 





体育（ベーシック・ドッチボール）2017.10. 9 スジャータ・アチャーリヤ 





算数（同分母の真分数（異分母の加法）2017.10. 17  指導者 岩谷栄子 



 防災訓練 2018.10.8  指導者 JOCV(※) 吉積 勇人他 



 防災訓練   避難 



 防災訓練  点呼 



「絵日記のかき方実習と指導法」2017.10.11 指導者 深田 洋子 



 授業 パネルシアター  2017.5.23～25  指導者 古宇田亮順 

古宇田パネル始まり.MTS


 授業 パネルシアター  2017.5.23～25  指導者 降旗伸子 

00036.MTS


 授業 パネルシアター  2017.5.23～25  受講生実演 



 授業 パネルシアター  2017.5.23～25  受講生実演 



 歯磨き指導 2018.11.3 指導者 矢野可穂理 Rejina Dahal  





手遊び；①糸遊びに動物探し②手遊び「グーパー」③手遊び「トントンスリスリ」④
屋外ゲームナンバーコール⑤屋外ゲーム  2017.5.28   （指導者中島 宏） 

パトレ2019.9.21レポート/パトレ写真集合/201805Patle写真/中島ゲーム/中島指遊びネパール語.MTS


  授業参観   Prakash  Sec School,Nilakantha-1 Preksha Tamang 



研 究 協 議 





サファラ先生（現地教員） 絵本の読み聞かせの実践 



JOCVのみなさんの活躍 



NEPALJICAのティミルシナさん 

日本 JICAの服部さん    
NEPA LJICAのティミルシナ祐加さん 

 




