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第17期総会が開催されました。
5月26日（日）、文京学院大学

サロン・ド・ブンキョ

ウで、総会が、開催されました。三重県、滋賀県など遠
くからの会員も、ご出席くださいました。総会において
は、2018年度の事業報告、決算報告等の承認が行われま
した。また、2019年度の事業計画、予算について、質疑
が行われ、承認を得ることができました。
本総会および第2回理事会に於いて、本協会の解散
（2021年3月31日の予定）までの最後の第9期の役員が次
の通り決定いたしました（敬称略、五十音順）。
顧問：赤松良子・元文部大臣、Kedar・Bhakta・Mathema 元駐日ネパール大使、島田燁子・文京学園長、
西田敦子・元全国退職女性校長会長、野口昇・前日本ユネスコ協会連盟理事長。
参与：磯公美子、木村晴也、島本純雄、中田美子、水野育成。
理事長：山下泰子。
理事：新井場貞子（副理事長）、岩谷榮子（事務局長）、伊藤恒子、今村美知子、上杉紀夫、上田説子、甲斐
田万智子、小林洋子、佐伯律子、白柳彰子、袖山正彦、深田洋子、福島進、松波勝弘、矢野可穂理、吉田英子。
監事：古宇田亮順、宮坂洋子。
事務局員：山下威士。
総会では、本協会の活動を終了する2020年度に向けての総括を目指していますが、最後までご助力賜りた
いとのお願いをいたしました。卒業生の現状や、ネパールの教師事情などについてのご質問に、理事長など
からお返事いたしました。詳細は、議事録にてご確認ください。
懇親会では、現在実施中のJICA草の根技術協力事業の―Kapilvastu、Dhading－での実施状況、卒業生の
赴任地訪問、2018年度のフォローアップ研修の様子を、パワーポイントで紹介しました。
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Mt.Everst

JICA 草の根技術協力事業報告
Kapilvastu 郡 Jana Chetana Basic School におけるプログラム
理事

今村美知子、理事

吉田英子

2016年2月、初めてJana Chetana Basic Schoolを訪れた
日のことを思い出します。先生方は、何の目的もなく、た
だ「何か教えてください。」という感じでした。そこで、
「教
育目標をまず考えること」、そして、「教科を決めてやって
いきましょう。」と、こちらからお話しましたが、とても
不安でした。すぐに職員会議を開き、5つの目標（1.みん
な仲良く、2.教育レベルの向上、3.教師の資質向上、4.教
材の作成、5.地域の人との連携）を決め、ネパールの教科
にはない体育を通して、研修していきたいと、具体化して
きました。（写真中央:校長先生）
2016年10月に、ボールを持って、再訪しました。まずは、簡単なボールゲー
ムから。1年生から5年生。ボールに触ったことがある児童が、たったの5人。メディ
シンボールをやってみました。予想以上に、生徒たちは、喜んでゲームを行い
ました。その他にも3つくらいの簡単なゲームを教え、2017年2月までに練習を
しておくように伝えました。でもこの時は、生徒たちも単発の指導と思ったのか、
また、先生たちの反応もはっきりせず、少し心配でした。時々 Sujataさんにメー
ルして、練習するように伝えましたが、はっきりした返事もなかったと思います。
（2016年12月発行、ニュースレター No.22に掲載）
2017年2月から、本格的に研修を行いました。学校がお休みの土曜日の一日研修。先生方は、全員が集ま
りました。ボールゲームの実技にも、夢中で取り組みました。ジェンダーフリー教育の必要性や、体育の目
的についての講義もしました。準備体操の練習にも、取り組みました。でも、私たちが生徒たちに授業をす
ると、先生たちは、空き時間と思ったのか、職員室でお茶を飲んでいるようなことが続きました。「授業研
究発表の日には、Jana Chetana Basic Schoolのあなたたちが、授業をするのですよ。」と話し、それから
は見に来るようになりました。
チームの目印になるように、頭につけるはちまきのようなゴムバンドを作り、ボールを転がして、的に当
てるリレーゲームや、正確に相手がとりやすいようなボールを投げるゲームなど、指導しました。（2017年6
月発行、ニュースレター No.23に掲載）
2018年2月に訪問したときは、Jana Chetana Basic Schoolの先生たちに授業をしてもらうことにしました。
でもまだ準備体操もうろ覚えだったし、授業としての時間の使い方も、まだまだ不十分でした。ボールも1
個しか使わないで、授業をしたり、せっかく先生が二人体制になっているのに、一緒に同じことをしてたり
と、直さなければいけないことがいっぱいあり、後半は、今村･吉田が授業をして、見せるようにしました。
指導案の書き方なども、研修しました。生徒たちは、どんどんボールの扱いが上手になり、ボールゲームの
時間を楽しみにしているようでした。（2018年8月発行、ニュースレター No.25に掲載）
2018年10月、翌年2019年2月2日の授業研究発表会のための確認などのために、訪問しました。研究冊子に
載せる指導案の書き方や、授業1時間の流れ、そして、大事なチーム作りについての研修をして、それぞれ
3

の学年の授業を見せていただき、suggestしました。先生方は、意識がかなり変わっていました。生徒たち
のやる気に押されて、変わらざるを得なかったという感じでした。連日の研修会でも、ただ聞いていただけ
の先生方も、意見を言うようになりました。先生同士も、仲良くなってきている感じがしました。
2018年12月、研究冊子に載せる先生方の指導案が届きました。Krishnaさんに翻訳していただきました。
少し手直ししましたが、ほとんどが原文のまま載せてあります。一生懸命考えて書いている様子がよくわか
りました。（2019年1月発行、ニュースレター No.26に掲載）

2019年2月、発表会
2019年1月27日

Kapilvastuに到着。

28日；午前中は、いつも通りの授業をします。私たちが学校に行ったとき、学校中の雰囲気が、2月2日の
研究授業発表会に向かって努力しているとひしひしと伝わりました。生徒たちも、張り切っています。ボー
ルゲームが楽しくてしょうがないという様子がわかりました。先生たちも､それぞれの学年で工夫している
ところがあり、すばらしいと思いました。ある先生に､「ボールゲームは、どうですか?」と尋ねたら、
「私が、
楽しいです。」と言っていました。先生が楽しいのだから、生徒たちも楽しいに決まっていると思いました。
私たちも、嬉しくなりました。
2日の発表会のための予備練習でもあります。すでに指導案を書き終えた先生方が、指導案に従って授業
をします。各学年の授業を見せていただきました。どの先生も、指導案を頭に入れて、しっかり授業をして
います。生徒たちも、みんな上手になっていて、びっくりしました。授業の細かいところの注意や、よくなっ
ているところの確認をして、先生方にも、自信を持っていただけるよう配慮しました。
2年生の授業でした。転がしドッチボールというゲームです。そのクラスには、知的障害の生徒がひとり
在籍しています。担任から、「みんながこの子を狙っちゃうから、見学にさせたい。」という話があり、私の
方で生徒たちに、話しをしました。生徒たちに、「ボール運動には、得意な人、不得意な人がいます。不得
意な子も一緒にやるにはどうしたらいい?」と問いかけましたら、ある生徒が、「手をつなげば?」と発言。
そこで私が話そうと
思った瞬間に、別の生
徒でボール運動を得意
としている子から、
「僕
が 手 を つ な ぐ。」 と、
立候補。もう一人も、
すぐに立候補。その後、
はその子がしっかり手
をつなぎ、見事に逃げるようになってきました。いつも狙われて
当たってばかりだった子が、逃げる喜びを知り、満面の笑みで、
参加することができました。この件については、研究協議会で、
担任の方から「ハンディキャップの子のことも、考えなければと
思った。私が、学べた。子どもたちにも、感謝したい。」との発
言がありました。
2月2日に向けて、研
究協議会の部屋の掃
除を提案しました。5年生にお願いしました。全員分のぞうきん
と、ほうきとバケツを用意して、教室のゴミについて、掃除の必
要性についての勉強をして、掃除を始めました。みんな一生懸命
です。お猿さんのようによじ登って、上の方まで拭いています。
30分で、とってもきれいになりました。
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さらに、校庭の石拾いの提案もしました。4年生にお願いしました。範囲を決めて、石を拾います。誰か
がバケツを持って来て、みんなが拾った石を運び始めました。また誰かが、校庭の隅から砂を運んで、穴を
埋めています。もう疲れたなと思って、集合させたら、まだやりたいとのこと。本当によく働きます。大き
な石たちはみんななくなりました（小さな石は取り切れません）。
2月1日；いよいよ前日となりました。コートのロープ張りの点検をしました。JICAの須崎さんと加藤さんが、
丁寧に点検をしてくださいました。そして午後、生徒たち全員を集めて、3年間の感想と、明日の授業について
の話をしました。
「沢山お客様が来るけれど、みんなのボールゲー
ムを見に来るのだから、お客さんが気になるけど、ボールゲームを
一生懸命にやろうね。
」と、話しました。多分、お客様の前で授業
するのは、みんな初体験だと思います。低学年が特に心配でした。
2月2日；研究授業発表会の日です。10;00 ～ 13:00

1時限目―1

年生と4年生の授業です。右と左に分かれて、同時進行です。準
備体操から気合いが入っています。大きな声で、
「エク（1）、ドゥ
イ（2）、ティン（3）、チャー（4）」と言いながらやっています。
1年生も心配なし。集中しています。教育委員会関係の方、学校
の理事さんたち、近所の学校の先生たちが、集まってきます。校
長先生が、説明しています。
1年生の転がしドッチボール。夢中で逃げて、夢中で転がして
いました。一つのチームは、
「みんなで手をつないで逃げる。」が
作戦のようです。この方法は、不利だといつか気づくことでしょ
う。せっかくの作戦です。否定はしません。
4年生のボール投げベースボール。思いっきり投げて、迫力満
点です。守りは、全員がボールをつかんだ人を中心にして、手を
つないで、「アウト」と言わなければ、アウトにできません。ど
こまでもボールを追いかけていきます。投げる方も、ずいぶん遠
くまでボールを投げられるようになったものだと、感心してしま
いました。守りの方も、2列になったり、後ろの方を守ったりと、チー
ム毎の作戦が見られました。
2時限は、2年生と3年生です。2年生の転がしドッチボールは、
4方向から転がすことができます。ボールに集中していないと当
てられてしまいます。転がす方も、ずいぶん速いボールを転がせるようになりました。転がすチャンスが少
ない子には、ちゃんと渡して、みんなができるように配慮している姿がありました。
3年生は、転がしベースボールです。守りの間を縫って、ボールを転がします。フェイントをかける子が
出てきました。守りの方も、右へ左へと守る位置を変えています。
3時限目は、5年生のシュートボールです。コートのないポートボールのようなゲームです。ドリブルは無
しです。ボールを取りに行かなければ、ゴールまでボールが運べず、シュートはできません。準備体操後、チー
ム練習があります。自
分たちのチームが勝
つためには、どんな練
習をすべきかをチー
ム毎に相談して、練習
を始めます。6チーム
が、みんな違う練習を
しています。すばらし
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い。時間になり、いよいよゲーム開始。動きが速くなり、攻守のせめぎ合い、見ていても楽しいです。熱が
入りすぎて、少々ファールが多くなってきました。前日に少し、厳しくファールをとるように審判の先生に
お願いしたほどです。初めの頃は、制服の上にセーターを着て、
さらにジャンパーを着てのボールゲームでしたが、みんなセー
ターも脱いで、ワイシャツ一枚で走り回り、汗びっしょりかいて
います。授業の最後には、みんな「ラムロー楽しかったー」と言っ
ていました。
13:00；全学年の授業が終わりました。授業の初めの準備体操
の後には、必ず先生と生徒が、今日の授業についての話し合いを
持ちます。ゲームの後の整理体操の後には、先生と生徒で、反省
会を持てました。1時間の授業の流れができたことになります。ゲームの準備や片付けも、係の児童がする
ようになりました。自信を持って先生たちが、授業をしていました。生徒たちは、きらきらと輝く目で、楽
しそうにボールゲームをしていました。ルールもきちんと守っています。友だちのことも思いやり、
「みんな
仲良く」という目標を、みんなが守っています。とてもすばらしい先生たちと生徒たちだと思いました。
授業研究の見学に来てくださった方々は、Jana Chetana Basic School理事会から6名。区（区長含む）
から4名。市の教育関係者（教育長含む）3名。近隣の小学校の先生（校長含む）17名。さくら寮卒業生7名。
卒業生友人2名。パトレ村より1名。日本より9名、マンジュさん、クリシュナさん。合計すると、51名でした。
とくに、青年海外協力隊員の加藤泰樹さん須崎将弘さんたち、若い人の参
加は心強かったです。
授業を見学しながらに、教育長からは、
「他の学校の先生をこの学校に派
遣して、勉強し、自分の学校でこのボールゲームをやれるようにして広め
ていきたい。
」という発言もありました。是非そうしてほしいと願いました。
13:00 ～ 15:30；研究協議会（右は授業をまとめた冊子）
Jana Chetana Basic School の先生に司会を務めていただき、開会宣言
がなされました。最初に校長先生が、JICAとJNFEAへのお礼を述べられ、
この取り組みの中で子どもたちがどんどん仲良くなってきて、集中力もつ
き勉強のレベルアップにもつながったという話をされました。これで終
わってしまうかと思うと寂しいと、とても残念そうでした。また、AAFに
机と椅子の寄付を頂いたことに対してのお礼も述べられました。
ネパール側の来賓挨拶として教育長が、JNFEAの活動のことは校長先生から聞いていたので、この道を
通る度に学校に立ち寄り様子を見ていた。このプログラムはとてもいいので広めていきたい旨のお話をされ
ました。
次に、JNFEAの今村・吉田より、3年間の研修報告を行いました。（研究冊子p.4~p.8）
そして、先生方全員から今日の授業の反省や感想、今までの取り組みについて話をしてもらいました。皆
の前で話をするということで、緊張気味の方もいらっしゃいましたが、先生方は、子どもたちの成長ぶりや
変化を具体的に語ってくれました。
・最初はボールを見て怖がって逃げていた子どもたちが、楽しくゲームができるようになった。
・ルールを守り、友だち同士で助け合うこともできるようになった。自分より弱い
子どもをサポートして一緒に行動することもできるようになった。
・子どもたちは、どうすればもっと強くなるかを、自分たちで考え、行動すること
ができるようになった。
・間違ったらやり直しをするようになった。
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・ルールを教え、練習する時間を与えれば、子どもたちは、どんどん上達する。
・体力もつき、知恵もついて色々なことで成長した。
・じっとしていた子どもたちが、素早く行動できるようになった。
・学校をさぼっていた子どもたちも、ゲームができる楽しい学校に来るようになった。
また、先生方は、子どもたちの成長ぶりだけでなく、自分たちの学びについても語ってくれました。
・暗記することだけが勉強ではなく、ゲームを通して学べることがたくさんあるということが分かった。
・厳しくするだけでなく、子どもたちを大切にしながら指導することを学んだ。
・一つのボールを使って、色々なゲームができることを学んだ。
・45分間の授業を、どのように分けて指導すればよいかが分かった。
・これから入ってくる子どもたちにも、ゲームを教えていくし、卒業した子どもたちは、次の場所でゲーム
を広めていくだろう。
そして、先生方は、「頑張った子どもたちにお礼を言
いたい」と語ってくれました。先生方が、子どもたち一
人一人を大切にしていることが伝わり、感動を覚えまし
た。
その後、Sujataさんの「3年間ボール運動に取り組ん
で」の感想やさくら寮卒業生たちなど参加者の感想があ
り、子どもたちがみんな、活発に動いていたこと、先生
方の連携・協力のもと子どもたちへの行き届いた指導
がなされていたことなど、お褒めの言葉をいただきま
した。そして、日本側の来賓挨拶として、山下理事長、
JICAの服部さんからお話をいただきました。
最後にJana Chetana Basic Schoolの理事長さんより、
終わりの言葉として「ゲームをすることの意味が分かっ
た。ルールを守り、助け合い、良いことのために競争す
ることは素晴らしい。今までやってきたことを続けてい
きたい、広めていきたい」との話がありました。
先生たちも､生徒たちも、本当にすばらしい授業を見せてくれました。私たちとしても、これで終わるの
はもったいないと感じました。まだまだやることはあるのですから。
4月には、JICAの加藤さんと須崎さんに、進級した学年の指導のヘルプに行ってもらいたいとお願いして
きました。
生徒たちの成長は、目を見張るものがあります。集中力がついたことや、グループ活動の中で、お互い
に仲良くなったこと、リーダーとして成長していること､みんなで相談ができること、思いやる心などなど
……。そして、先生たちも、成長しています。お互いに話し合う機会が増え、みんなで教育をしようという
まとまりができてきたこと。
きっとこの学校は、Kpilvastuのモデル校としての歩みが始まることになると思います。3年間大変でしたが、
先生方が、どんどん一生懸命にやってくれるようになり、私たちも、やりがいを感じました。ネパールの先生
たちも､学びたいのだと思います。チャンスがないのだと思います。3年くらい続けて関わる大切さを感じました。
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当日みえたお客様たち。教育委員会関係、学校理事の方々、周辺の小学校の先生と生徒

JICA ボランティア

青年海外協力隊員の感想

（1）JICA ボランティアとして

（小学校教育）須崎将弘

前回の研修に引き続き､2度目のKapilvastu研修である。
2月2日（土）に研究授業が行われるということで、前回以上に
ネパール教員の意欲の高さが見えた。細かなルールなどは調整が
入ったもの、基本的な授業の流れは出来上がっており、細かな補
助を中心に活動を行った。
今回の研修で感じたことは、まず現地教員の反応（フィード
バック）の早さである。当日教えられたことを次の日には修正を
し､授業に臨む。その状況が個人にとどまらず、教員全体に波及
していることが、1週間の滞在で見ることができた。
これは、JNFEAのアピールによるものと予想できるが、それぞれの教員が自身の担当学年だけに収まら
ず、担当学年以外のアドバイスも積極的に取り入れている姿が印象的だった。これもJNFEAがネパールで
の女性教員養成や、Kapilvastuでの3年間の活動を通して存在意義を浸透させた結果だと考えることができ
る。そして、ネパールでの教育環境を見たとき、提示された問題を解く作業はできるが､自分で考えて問題
を解決する行為が苦手であることが見える。
このことから研究授業という1つの目標を達成した現在、これから先の授業展開が難しいのではないだろ
うか。今回の研究授業の経験と実績を通して得た自信を、次の教育に向けるために、今後、今回の実績が停
滞しないよう、日本人が教えるという環境は、今まで以上に重要であると考えられる。
今回もJNFEAの研修に参加し、ネパール教員の意識の高い姿を見ることができました。この経験とネパー
ルに即した体育授業の展開を自分の活動地でも行いたいと思います。ありがとうございました。
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（2）Kapilvastu の研究授業を終えて

（体育） 加藤泰紀
Jana Chetana Basic Schoolは昨年2月に訪れて以来、丁度1年振
りとなる再訪でした。今回は、本モデル校の3年間の成果発表という
ことで、お手伝いというよりも見学させて頂くためにお邪魔しまし
た。私自身JNFEAの活動や本校での取り組みに関心があったので、
参加させて頂き、大変感謝しております。ありがとうございました。
昨年との比較や現地の先生方の授業、子どもたちの様子を見て
率直に感動しました。私も、これまでネパールの体育分野で活動
してきた身ですが、従来の考え方を見直す機会となりました。

●

子どもの自発性
研究授業について、「子どもの自発性」という点で、非常に優れた授業だと感じました。とくにそれが見

受けられたのが、チーム毎の自由練習時間。チームリーダーを中心にどんな練習をするか考えて行う。です
から練習の数を重ねるうちに、子どもが自由に発想し、内容を変化させて行く。ポイントは、この自由とい
う点。その反対に、授業を進めるためには、規則・制限を設けて子どもを縛り、話を聞かせる。ネパールに
来てから私自身行っている、あるいは目にする授業は、常に後者でした。
理由は、その方が簡単だからです。一方、今回見学させて頂いた授業は、
子どもたちに練習メニューやルールの決定権を任せていました。する
と子どもたちがどんどん発言し、自分たちの決まりを作って行くでは
ありませんか。試合前の挨拶「ケル

スル

ガロン!」を先生が忘れて

いたのですが、子どもたちから「先生、挨拶してない!」と声が上がり、やらされているのではない、自発
的な行動が見受けられました。それだけでありません。運動が得意ではない子どもがいたチームでは、得意
な子どもが、その子の手を取り、助けている様子もありました。これは、先生がそうさせたのではなく、子どもたちの
中から提案があったそう。本来子どもの持つ自由な発想や能力を存分に引き出すために、何から何まで教えるのでは
なく、根底に狙いを据えて、敢えて自由にさせる、といったことをこの授業から勉強させて頂きました。
●

夢中で取り組む子ども
次に印象的だったのは、子どもたちが、ボールゲームに夢中になって取り組んでいたことです。体全身を

使ってボールを転がしたり、真剣な表情でボールを待っていたりと、授業に対して、一生懸命でした。誰ひ
とりボーっと立っている子どもはいません。それは、この授業がそうさせない、あるいは夢中にさせる工夫
がいっぱい詰まっているからでしょう。3、4年生は、ベースボールの様なゲームに取り組んでいました。攻
撃と守備にわかれ、守備は野球同様にボールをキャッチするのですが、1人がキャッチしてもアウトにはな
らず、守備全員が集まって手を繋ぎ「アウト!」と全員で叫び初めてアウトとなる。これにより、守備は自
分の方にボールが来なくとも、走り寄っていかなければならなく、常に集中している必要がある、誰ひとり
置いてけぼりに出来ないルールになっているのです。そして何よりポイントを競い合い、それに応じて勝敗
があります。子どもたちは、相手チームに勝つために、チーム全員で一致団結して頑張る。何か一つのこと
に夢中になり一生懸命に頑張る、これだけでも体育の意義があるなと感じました。
●

心と体のための体操
授業の前後の「整然とした体操」は、体と気持ちの準備・整理運動になっていたように感じました。それは、

まさにこれから始まるボールゲームに胸を躍らせて、脳と体に「運動するぞ!」と合図を送っているようで
した。毎回初めと終わりに決まった体操をすることでルーティン化し、この習慣により授
業の流れを全員が把握することで、無駄な時間がとられず、中身が充実する。私も、体操
が専門ですが、このようなことは考えたことがありませんでした。むしろルーティン化さ
れた体操を否定し、常に新しいものをと奮闘していました。決まった体操をきちっと毎回
行うことで、教師と子どもたちの約束事のようにすんなり行われていく様子は、見ていて
気持ちいいものでした。自身の活動にもそのまま活きてくる気付きとなりました。
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今回の成果発表では、ネパールの学校の現状や課題に対してどうこうというより、「優れた体育の授業と
は何か」を勉強させて頂きました。残す任期中の活動はもちろん、帰国後の教員人生にも、大変糧となる経
験になりました。どうもありがとうございました。これで本校の研究授業は一区切りとなりますが、今後も
体育（ボールゲーム）が継続され, 心身ともに健やかな子どもたちや、生き生きとした先生方と再会できる
ことを期待しております。また何か力になれることがあれば、喜んで協力したいと思っておりますので、ど
うぞ今後とも宜しくお願い致します。

Kapilvastu での活動に参加して

感動！！
教育里親（全国退職女性校長会会員）永山洋子

１

2019年2月2日に開催された、Kapilvastuの研修会に参加
してきました。JICAの「草の根技術協力事業」として取り
組んできた、女性教師養成制度の構築を目ざすプロジェクト、
「ボールゲームを通じて、楽しく学ぼう」の2年間の成果発表
会でした。ニュースレターや友人からの話で、活動の概要は
つかんでいたつもりでしたが、実際にその活動を目の当たり
にし、かかわってきた皆さんのたゆまぬ情熱と実践力に、た
だただ感動しました。
JNFEAの活動について、創設以来、大きな関心があり、

２

支援を続けてきました。一度ネパールの現地に赴き、活動の
一端を参観したいものと考えていました。2016年10月の、10
周年記念式典に参加する予定でしたが、直前に体調を崩し、
やむなく、取りやめになってしまっていました。今回やっと
実現できたのです。
Kathmanduからは、ネパールJICAの車に乗せていただき、
Jana Chatana Bacic Schoolまで移動することができました。
①少し早めに会場校に到着しましたが、すでに来校し準備
のお手伝いをしている子どもたちが、大歓迎してくれました。

３

②体育の授業がきちんと実施されていない多くの学校があ
るので、およそ2年間にわたって「ボールゲームを通じて楽
しい学校つくり」をテーマに取り組まれてきた成果を、発表
してくださいました。日本の教師から指導を受けた現地の教
員が、一生懸命に指導しておりました。1年生から5年生の、
それぞれの発達段階に応じたボールゲームに、熱中して取り
組んでいました。マナーもしっかり守り、勝敗にもこだわり、
作戦を練り、実に意欲的な展開でした。

４

③その後の研究協議会において、感想を求められたので、
日本での学校経営者としての経験を交えながら、実践の素晴
らしい成果についてお話しさせていただきました。
④Kapilvastuのフィーダーホステル（1970年教員養成制
度として設立された女性寮）を訪問し、生徒たちと交流しま
した。日本からの衣類のお土産は、おしゃれをしたい年頃な
ので、大変喜ばれました。
⑤全国で20か所のフィーダーホステルには、それぞれ20人
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の女性が宿泊して、近くの学校に通学しているとのことです。

５

寮生20人とともに、寮母、そしてJICA職員さん、JNFEAの
スタッフの方々との記念撮影です。
背景の家は、一見きれいに見えますが、中は暗く、机、椅
子は十分になく、壁等かなり老朽化していました。この建物
を会員だった加藤さんの寄付で修理するということです。
⑥Kapilvastuの市庁舎を訪問しました。市長さんはじめ、
教育行政関係者が集合し、JNFEAの新たな事業、さくら寮
で教員養成を行ってきたことをモデルに、Kapilvastuでも、

６

市と共同で行っていくという「覚書」のお話し合いでした。
私は、記録を担当する羽目になりました。
⑦いわゆる公的なお仕事が終了したので、ネパールの数少
ないユネスコ世界遺産のひとつ「Chitwan国立公園」を見学
に行きました。
世界的に希少な一本角のインドサイが生息することで知ら
れています。デリカシーなサイは、なかなか姿を見せてくれ
ません。やっと遠くにみえたときには、興奮してしまいまし

７

た。拡大した写真です。広大なジャングルの中を、象に乗っ
て巡るサファリは、とても刺激的で、ミステリアスでした。
思いのほか、揺れず、ゆったりと高い象の背中での見晴らし
もよかったです。
⑧帰路の車中から、クジャクの乱舞も見られました。大自
然の中での絶景に、思わずカメラを回しました。動画の一部
を切り撮った写真です。これは、現地のガイドさんも驚いて
いました。周辺村のタルー族の暮らしも興味深く、劇場でそ

８

の文化を公開してくれました。踊りあり、歌ありで1時間ほ
ど堪能できました。ホテルに近づ
くにつれ、近くのラプティ川から
は、鮮やかな夕日とヒマラヤの山
並みも遠望できました。楽しい旅を満喫することができまし
た。
JNFEAの活動に感動しながら…

9月の研究発表に向けて

燃えるパトレの先生たち

理事

岩谷栄子、深田洋子

JICA草の根技術協力事業基金をいただいて、2016年から3年間「女性教師養成制度の構築を目指すプロジェ
クト」を、2か所で実施しています。（2016年、ニュースレター№22参照）
1か 所 はKapilvastuで、 本 紙 で お 知 ら せ
したようにこの2月に完了しました。もう1
か所、Dhading 郡における事業は、現在遂
行中です。9月に事業の仕上げを目指して、
私たち2人の担当者が、6月にDhading現地
に出張して、モデル校の先生方と打ち合わ
せをしてきました。
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卒業生赴任地訪問記 :Kalikot 郡 （2019年2月26日～ 3月3日）
訪問者

福島

進、Krishna Kathiwada。

理事

福島

進

26日、Kathandu空 港 を 出 発 しNepalgunjに 着 い た。
いつもは、この空港（インドに近いネパール南西部の低
地）に着くと、ムッとするような暑さに迎えられるのだ
が、この日は、気温が20度しかなかった。普段は、この
時期でも、日中は30度以上あるのに。これは、どういう
ことだろう。
日本で調べたKalikotの天気は、27日前後に気温が下
がり、最低気温マイナス6度になるとのことであった。
普段の最低気温は5度前後で、東京と変わらない。しかし、
実はネパール全体が、強烈な寒波に襲われていたようだ。
そのため、ここNepalgunjでも気温が平年より10度以上も下がっていたのだ。
当初の計画では、26日中にNepalgunj空港からJumla空港行きの飛行機に乗り、その日のうちにJumlaに
着き、次の日から車をチャーターしてKalikotに向かう予定だった。しかし、Jumla行きの飛行機は、悪天
候のため欠航となっていた。飛行機が何日も飛ばないとなると予定が大幅に遅れ、私が予約している日本に
帰る便に間に合わなくなる恐れも出てくる。しかも、事前の情報では、明日の27日の天気は、もっと悪くな
りそうだ。そこで、私たちは、急遽予定を変更して陸路を車で行くことにした。
27日朝、Nepalgunjでチャーターしたジープに乗ってKalikotに向け出発。3時間ほどは順調に走り、
NepalgunjのあるBanke郡を抜け、Surkhet郡に入ると、だんだん標高が高くなってきた。そして、その先の、
Dailekh郡との境の峠に着くころには、雪が降ってきた。峠にある休憩所での話では、雪がこんな時期に降
ることはないという。ここの標高は、2,200mだそうだ。それでも、雪が降るのを見て、私も含めてなんと
なくみんなうきうきした気分になっていた。
だが、うきうき気分は、峠を越えて下り道に入ると一変した。これまでは南斜面を走ってきたが、峠を越
えると北斜面になり、積雪がすでに10cmを越えていた。これは大変なことになったと思っていると、5分も
進まないうちに、前を走っている車が止まってしまった。
もっと前を見ると、すでに何台もの車が前方に止まって
おり、車を降りた何人かの運転手たちが、さらに前方に
走っていく。どうやら前方の車が雪でスリップして道路
をふさいでいるようだ。15分ほどたつと少しずつ前の車
が走り出し、私たちの車も進みだした。しかし、少し進
んでまた止まってしまった。今度は、前方の様子がよく
見えた。なんと上ってくる大型トラックがスリップして
いて、道路をふさいでいるのだ。この道路は、幹線道路
であるが、幅6m程で車がすれ違うのがやっとという幅
しかない。（ネパールの遠隔地に行くと、幹線道路といえども、そのくらいの幅で広いほうで、舗装されて
いれば、立派なものである。）そのトラックが、何度もハンドルを切り返しながら方向を変え、道の端に車
を寄せて止まった。どうやら運転するのを諦めたようだ。そして、何とか一台車が通れるようになると、さ
らにその後ろにいたバスが、またスリップしながら進んでくる。が、やがてタイヤが空回りして、まったく
進まなくなる。そうこうしているうちに、私たちの車の後ろには、何十台もの車が止まってしまった。これ
では、後ろにも前にも進めない。その状態が30分ほど続き、上ってくる車も下っていく車もまったく動けな
くなった。しかも、雪は、ますます激しく降ってきている。万事休すである。日本でも、どこかの高速道路
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で雪に降られタイヤチェーンのない車が立ち往生し、たくさんの車が雪に閉じ込められ、一晩車の中で過ご
したというのを聞いたことがあるが、まさにそれだと思った。しかも、運転手さんが、この道を何度も通っ
ているけど、雪に降られたのは初めてだというのだから、タイヤチェーンを持っている車など1台もないは
ずだ。ここで一晩過ごすことを覚悟しないといけないなと思ったとき、Krishnaさんが、「福島さんと二人
で赴任地訪問に来ると、必ず命にかかわりそうなことに出逢うね。」と言った。
それから少しすると、前方に動きがあった。スリップするバスから乗客が降りて、全員でバスを押し始め
た。やがて、バスは、空回りしている場所から抜け出す
ことができた。その後は、乗客全員で渋滞している場所
を抜けるまで押して上っていったようだ。
しかし、それで終わったわけではない。その先にも大
型トラックとバスが続いていた。その大型トラックと乗
客の少ないバスは、先のバスがスリップしていた場所を
乗り越えられず、道路の端に何とか移動し、車が1台通
れるようにした。きっとこの車も、この先に進むことを
諦め、一晩ここで過ごすのだろう。でも、とにかく、運
よく、私たちは、前に進むことができそうだ。私たちの
2台前の車が、ようやくスタートした。しかし、道路はこぶだらけのスキー場のような状態で、その車は、
ハンドルを取られながら車体を滑らせ、右に振られたり、左に振られたりして、よたよたと走っていった。
前の車も、同じようによたよたと走っていく。というより、滑り降りているに近いかも。
いよいよ私たちの車も、スタートした。やはりこの車も、走るというよりは、滑り降りるというほうがあっ
ていた。しかし、私たちの運転手さんは、滑るように走りながらも、巧みなハンドルさばきで、うまくこぶ
のようになった雪の上を進んでいった。地方の幹線道路は、舗装されていない道路がたくさんある。雨が降っ
た後は、道路にたくさんの轍の跡や水たまりで、ぬかるみ状態になり、このような道路には慣れているのだ
ろう。
私たちの車は、順調に進んでいった。これで一晩道路で過ごすことはなくなったと安心した。ところが、
10分ほど進むと、また前を走っていた車が、止まってしまった。前方では、今度も同じことが起こっていた。
対向車のバスが、またスリップして道路をふさいでいるのだ。幸い今回は10分ほどで、バスが何とか道路の
端に寄ったので、短い待機時間で通過できた。しかし、道路は相当荒れていて、私たちの前を走っていた車
は、とうとう先に進むのを諦めたようで、道の端に寄って止まってしまった。もっとも、お蔭で私たちの車
は先頭になることができた。その後も数回、対向車がスリップして立ち往生している場面に出逢ったが、ど
のケースも短い時間で通過できるようになり、標高の低いところに降りてくることができた。雪も雨に変わ
り、順調に走ることができ、午後7時半ごろに、Kalikotの中心地Manmaに着くことができた。計画では5時
ごろに着く予定だったが、あの状況で2時間半程度の遅れで済んだのは、運がよかった。
Manmaで泊まったホテルは、五つ星ホテルということで、キ
レイな部屋だった。ただし、エアコンもなく、暖房はまったくない。
しかも、ネパールの建物は、完璧に作ると神様が怒るとでも思っ
ているのか、ドアや窓には、必ず隙間がある。たとえ五つ星でも
ぴったりと閉まるということはないので、シュラフ（寝袋）に入っ
て、その上に布団をかけて寝ないと眠れないような寒さだった。

Amrita Upadhyaya さん（第9期生）訪問
情報によると、ネパール東部でも悪天候のため、環境大臣の乗ったヘリコプターが山に激突し大破、乗客
乗務員7名が全員死亡したという。Kathmanduでも、12年ぶりに雪が降ったそうだ。ネパール全体がすご
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いことになっていたようだ。そして私たちのスケジュールにも、問題が起こった。というのは、環境大臣が
亡くなったため、明日2月28日は、ネパール全体の学校が休校になるということだ。これでは、2人の卒業生
の学校訪問の日程が狂ってしまう。3月2日は、土曜日である。ネパールでは、土曜日は休日である。予定が
2日延びてしまうことになる。そうなると雪の峠を越えて逆コースをきた甲斐がなくなるだけでなく、日本
に帰る便に間に合わなくなる可能性が出てくる。仕方がな
いので、KrishnaさんがAmritaさんに連絡して、急遽明日
の28日に学校に来られる子どもたちに集まってもらい、
Amritaさんに授業をやってもらうことにした。
2月28日;彼女の学校に行くには、幹線道路に車を止め、
標高差1,000m程の山道を下って橋を渡り、さらに標高差
500mくらいの山道を登る。風景は、日本の棚田の風景
に近い。しかし、こちらのほうが、急傾斜だ。私たちは、
1,000m程を1時間で下り、500mを1時間位で登った。
彼女の学校は、12年生までの学校なので、いろんな学
年の子どもたちが30人ほど集まってくれた。学年がバラ

学校は川向うの山の上

バラできっと授業はやりにくかったと思うので、Amritaさんには気の毒だったが、彼女の普段の子どもた
ちとの関係がとてもいいということが、授業中の雰囲気でよくわかった。授業は、
「ネパール語」で、ネパー
ルの有名な詩人の話だった。彼女の問いかけに、子どもたちは元気よく答えていて、楽しそうにしていた。
その後、私が理科の授業をした。内容は『空気に重さがあるのか』。多くの子どもたちは空気に重さはない
と思っていたが、実験後、空気に重さがあることを納得してくれたようだった。理科の教員も、授業を見に
来ていて、日本では、いつも教具を用意して実験して見せたりするのかという質問をした。彼らは、教科書
に書いてあることを説明するだけで、実験をするという
発想はまったくなく、ただ覚えるように指導しているそ
うだ。確かに教材や実験道具を準備することは、ネパー
ルでは大変だが、身の回りにあるものを工夫していけば、
できないことはないと励ましてきた。
Amritaさんは、普段は1年生から5年生の子どもたち
を教えている。教科は、主にネパール語、英語。村の戸
数は、230戸ということだが、歩いてみた感じでは、もっ
と多い気がした。校長さんは、たまたま前日にお兄さん
が急病になり、Jumlaの病院に入院してしまい、付き添っ
ているので不在だった。そして、そのお兄さんが亡くなってしまったため、結局私たちは、校長には会うこ
とができなかった。代わりに会った副校長さんの話では、教員の数が多いため、Amritaさんの採用は厳し
いということだった。
さて帰り道だが、行きと比べて帰りの登りはかなりき
つかった。実は、Amritaさんの学校からの帰りの登り
は標高差1,000m程だが、見上げるような急斜面で、下る
には時間がかからないが、登るには2時間以上かかった。
しかも、途中で両足が、痙攣しそうになってきた。もと
もと、私は、痙攣しやすい体質なのか、手の指は寒いと
すぐに痙攣をおこす。時には足、ごくまれに首筋や背中
の筋肉なども痙攣する。まあ内臓以外は、すべての筋肉
が痙攣をおこした経験がある。ただし、いつも部分的で、
全体的に起こるということはない。山を登っているとき
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も、時々両足が痙攣する。その時は、たいてい10分程度その場に倒れていれば、回復する。そして、不思議
なことに、その時の山行中は、痙攣は2度と起こらない。だから、さっさと痙攣させて、道端に10分ほど倒
れていればいいのだが、この山道は、たくさんの現地の人が行きかっており、もし、外国人が道端で倒れて
いれば、Krishnaさんも困るだろうし、たくさんの人が心配すると思い、痙攣しないように、休み休み登る
ことにした。その結果、何とか痙攣せずに車に戻れた。
その日は、Manmaのホテルに戻り宿泊。やはり、夜は寒かった。昨日と同じように、シュラフに入り布
団をかけたが、最初は寒くて寒くて、両足が痙攣しそうになってきた。帰り道で足を痙攣させないようにし
た努力が、今ベッドの中で足が痙攣しそうになる原因になったようだ。私は、足は一度痙攣させてしまえば、
もう痙攣は起こらないことを知っているので、明日も山道を歩かねばならないから、今ベッドの中で痙攣さ
せることにした。両足を一度に痙攣させるとかなり痛いので、姿勢を工夫して、片足ずつ痙攣させることに
した。最初は左足、それが収まったら右足と。これがうまく成功して、何とか両足を痙攣させることが出来
た。これで明日の山道は、問題なし。しかも、この苦闘でシュラフの中も温まり、ぐっすり寝ることができた。

Damana K.Shahi さん（第 10 期生）訪問
3月1日;今日も昨日と同様快晴だった。幸い気温も上
が っ て い た。 朝 食 後 す ぐDamanaさ ん の 学 校 の あ る
Jubithaに向かった。約2時間走ると、Damanaさんの学
校につながる山道の入り口に着いた。実は、赴任地訪問
では、毎回、学校がどこにあるのか正確にはわからない
ので、卒業生に途中まで迎えに来てもらい案内しても
らっている。しかし今回は携帯電話が4日前からつなが
らず、Damanaさんは、迎えに来ることができなかった。
代わりにAmritaさんに付いてきてもらってはいるが、
彼女もDamanaさんの学校に行ったことはない。そこで、
地元の人に聞くと、車で近くまで行けるというので、車
で行くことになった。しかし、いつものことだが、こう
いういい話は、実現したことがない。今回も走って5分
ほどで、問題が起こった。一昨日降った雪と雨のせいで、
道路に落石があり道をふさいでいたのだ。これで車はア
ウト。やはり歩くしかないのだ。でも20分ほど歩くと、
学校が見えてきた。これは楽勝と思い、その学校に行く
と、Damanaさんの学校ではなく、もっと先にあるとい
う。まあこんなもんだ。そうそううまくいくはずはないのだ。しかし、幸いにもあと20分くらい登っていく
と、Damanaさんの学校に着いた。小さな学校で、校庭の端には雪が残っていた。
Damanaさんは、今日我々が来るということは知らなかったので、少し驚いていたが、当初は、昨日訪問
する予定だったので問題はないようだった。携帯電話がつながらなかったのは、5日前に、この地域の携帯
電話をつないでいる基地局のアンテナ塔が、強風で倒れてしまったからだそうだ。日本で携帯電話が不通な
んてことが5日以上も起こったら大騒ぎだが、こちらでは、まあしょうがないという感じだった。
さて、Damanaさんの学校だが、ここは1年生から3年生までの学校で、Damanaさんは、
3年生の担任だ。ここは珍しく担任制になっている。普通ネパールでは、教科制で日本の
小学校のような担任制は少ない。Damanaさんは、ネパール語（国語）の授業を見せて
くれた。教室は明るい雰囲気で、掲示物も工夫されており、子どもたちも、積極的に授
業に反応していた。Damanaさんも、笑顔を絶やさず、子どもたちに活動させる場面を
たくさんつくっていた。その後、私も、理科の授業をした。
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学校の教員は、Damanaさんと校長を含めて3人で、そのうち一人は病気で休んでいるという。校長は、
女性で元気そうな人だった。彼女は、Damanaさんはとてもよくやっており、継続して採用したいと話して
くれた。Damanaさんの家は、学校の近くで、歩いて3分ぐらいのところにあり、地元に住んで活き活きと
教員生活を送っているなと感じた。
なお、この地域はチャウバティ（生理小屋）の風習が残っているということだったが、現状はどうなって
いるのか、Damanaさんに聞くと、「だいぶ叱られたが、今はチャウバティに入ることはなくなった。ただ、
生理中は、台所とお寺に入ることは禁止されている。」と言っていた。だいぶ叱られたというのは、チャウ
バティの風習はおかしいという意見を述べたため、かなり叱られたらしいが、最終的には認められたとい
うことのようだ。そして、彼女は、こういった。「女性でも私たちの母親の世代以上は、神様の怒りをかわ
ないために、チャウバティの風習を続けるべきだと信じているが、私たちの世代は、自然災害などは、神様
とは何の関係もないということを知っている。
」と、とても力強い言葉であった。因みに、Amritaさんの地域
では、チャウバティの風習はかなり前からない。ただ、台所とお寺には入れないというのは、同じだそうだ。
Damanaさんの家の元チャウバティのあった場所は、二つ目のトイレになっていた。
帰りは別の道を下って、40分程で車の走る道路に出た。足はまったく何の問題もなかった。次の日は土
曜日なので、彼女らの学校は休日。私たちは、これから車に乗ってJumlaに行く。彼女たちは、二人とも
Jumlaに行ったことがないというので、Jumlaに一緒に行くことにした。今後Jumlaを中心にして卒業生た
ちのネットワークを作っていくためにも、一度は行っておくことに意味があると思ったからだ。
ただし、KalikotからJumlaまでの道路もまたなかなかすごい。切り立った崖を切り開いて造った道路な
ので、なかなかスリルがある。かつてバスで来たことのあるKrishnaさんの話では、バスとバスがすれ違う
とき崖から落ちそうになるので、そのたびにバスを降りて歩き、すれ違ってからまた乗り込んだという。そ
んな道路を走っていくと、路肩にはいたるところに岩がゴロゴロ落ちていた。落石の跡である。しかも、驚
いたことに、対向車が時々通るこの幹線道路で、私たちの車の行く手をさえぎって、直径60㎝ほどの岩が、
道路の真ん中に転がっていたのだ。これは何を意味するか。少なくとも10分に1台の割合で対向車があるのに、
道路の真ん中に岩があるということは、この岩は、数分
前に落ちてきたばかりだということだ。もし直撃してい
たら、私たちの車は崖の下に落ちていくか、つぶされて
いたかもしれないということだ。ぎょっとしながらも、
私たちは、ここを通過するために岩を道路の端に寄せた。
さらに、そこから30分ほど走ると、今度は1m以上の岩が、
道路の中央付近に落ちていて、対向車の大型トラックが、
4台止まっていた。この岩は、人間の力ではとても動か
すことができない大きさだった。よく見ると大型トラッ
クの運転手たちが、車を降りて、金属の棒のようなもの
で岩を砕いていた。こんな岩に当たったら確実に死ぬなと思った。この岩も落ちてきてからそう時間は経っ
ていないはずだ。なんという道路だと思うが、この辺に住む人々にとって、落ちてきた岩をどかしたり砕い
たりして通過するのが、日常なのかもしれない。幸いなことに待つこと2分位で、私たちの車（ジープ）が
1台通れる幅が確保され、私たちの車を通してくれた。お蔭で何とか明るいうちに Jumla に着くことができ
た。ただ Jumla は、標高が2,350m ということで、一段と寒かった。
3月2日;JumlaのChandannathの市長（女性）に会うことになっていた。本当は二人も連れていきたかっ
たのだが、面会の予定が午後だったので、帰るバスに間に合わなくなるため、彼女たちは、朝食後Jumlaの
街を見て帰ることになった。市長との面会は、2時間にもわたった。JNFEAの活動をとてもよく理解してく
れていた。彼女は、元学校の校長で、校長をしていた時はみんなで一丸となって教育活動に力を入れること
ができたが、市長になったら、足を引っ張る人もいて大変だと言っていた。途中で銀行の職員が来て、加藤
教育基金のお金を振り込むための口座を開設する話になった。しかし、土曜日のせいか1時間ほど口座開設
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の話をしただけで、手続きをせず帰っていった。ネパールでは、口座を開設するのは大変なことらしい。
その後フィーダーホステルの見学に行った。フィーダーホステルは、教員になりたいという意思がある女
性の寄宿舎だった。今は地域によって違っているようだが。見学に行ったら、生徒たちは、誰もいなかった。
学校が始まっているのに、誰も自分の家から帰ってきていないのだ。Krishnaさんは、誰も帰ってきていな
いという情報を事前に知っていて、生徒たちが学校をさぼっているのだと言っていたが、実際に見に来てみ
ると、建物は隙間風が入るうえ、ベッドは鉄製で、部屋には陽が入らず、とても寒くて暮らせないと思った。
とにかくJumlaは、寒いのだ。立派なホテルに私たちは泊まっていたのだが、夕方になると、寒くて寒くて、
一刻も早くシュラフの中に入りたくなった。そのくらい寒いので、あの鉄製のベッドに布団を敷いて寝るな
んて、想像するだけで凍え死にそうになる。生徒たちは、決してさぼっているのではなく、もう少し暖かく
なるのを待っているのだということを、私たちは理解した。そして一刻も早くJNFEAの力でフィーダーホ
ステルの改修を進めてほしいと思った。
3月3日;午前中、また市長室に行って、今度は銀行員と口座の開設の書類を作った。これにも約2時間かかっ
た。日本では、口座を開設するのにこんなに時間がかかることはないのだが。まあとにかくこれで予定して
いたスケジュールは、全部終えることができた。後は帰りの飛行機が飛んできて、無事この寒くて凍えそう
なJumlaの地を離れることができるのを願うばかりだった。
しかし、ことはスムーズには進まない。飛行機が飛んで来ないのだ。普通はお昼ごろまでには飛んでくる
のだが、午後2時になっても飛んで来ない。しかも、空は黒くなり、雨も降ってきた。3時近くになっても
飛んで来ない。仕方がないので、もう1泊することにした。そして、ホテルの人に延泊することを告げよう
とした時、Nepalgunjから飛行機が飛ぶという連絡が入ってきた。そして、45分後、飛行機がやってきた。
運よく乗ることができ、とにかく寒いJumlaから逃れることができた。Nepalgunjは暖かかった。さらに、
Kathmanduの最終便の座席も取れ、その日のうちにKathmandu空港に向かう機上の人になることができた。

第12回フォローアップ・セミナー 2019
理事

深田洋子

毎年、ダサインの休暇後に開催しているセミナーは、寮で開催するのは今年で最後となります。来年
からは、3または4つの地域に分けて、フィーダーホステルなどがある地点で、卒業生が主体となって実
施する予定です。そのために、JumlaやKapilvastu のフィーダーホステルの改修をしています。
今年はその準備段階として、さくら寮に集まる前に、3か所で集合し、1 ～ 2日間、各自のテーマや問題点
などを話し合って、それから、Pokharaに集合し、全体のまとめをするという計画です。日程は、以下のと
おりです。
10月12,13日 ・Jumla ―Jumla（その近辺も含む）
出身の卒業生が、Jumlaのフィーダー
ホステルに集まり、研修する。(助言者；
新井場貞子、Krishna Kathiwada)
14,15日

・Kapilvastu―

Jumlaをのぞく西部

地 域 の 卒 業 生 た ち が、Kapilvastuの
フィーダホステルに集まる。（助言者；
今村美知子、Sujata Acharya）
・Pokhara―Dhading、Gorkha、
Mustang、Manang出身者がさくら寮に集合。
（助言者；深田洋子、岩谷英子、Manju Dhoju）
17 ～ 20日

上記の地域で自主的な会合を持った後。Pokharaのさくら寮に移動し、全体のフォローアッ
プ・セミナーを開催。各地域での活動の報告。問題点の提起と解決などについての研修など。

17

加藤恒久教育基金の動向
理事長

山下泰子

加藤恒久博士から寄金の遺贈を受けて、ネパール遠隔地域の少女のためのフィーダーホステル（以下「FH」
と記す）を女性教師養成所に戻すプロジェクトが進んでいます。ニュースレター No.25、26に既報の通り、
昨年5月、JumlaとKapilvastuで、市長、FHを管轄する高校の校長と筆者との間で、覚書を締結しました。
その骨子は、
①

FHを女性教師養成所とすることを、市の教育法

制に位置付けること、
②

加藤教育基金によりFHのリフォームをし、勉学・

生活環境の改善を図ること、
③

FHの卒業生で教育コースを修了した者は、公立

小学校の非正規教師として採用され、最初の3年間の給
料は、市と加藤教育基金が半額ずつ支払うことです。
JumlaとKapilvastuのFHの リ フ ォ ー ム に つ い て は、
2018年2月、AAFの赤尾建蔵さんが現地に赴き、測量し
て設計図を引いてくださいましたが、なかなか工事に着
手されません。そのため、ネパール日本人会の会長を務

Jumla のフィーダーホステルの寮生たちと

められた菅沼一夫さんにコンサルタントにご就任いただき、事業を進めることにいたしました。
第1弾として、Jumlaには、AAFの支援で、日本の大手文具メーカーの寄贈による机と椅子25セットが到
着しました。はるばる日本からコンテナに積まれて運ばれたものです。いままで40年間、学生寮だというの
に、机も椅子もなく、寮生は、ベッドに腹ばいになって勉強していたのですから、大きな環境の改善です。
菅沼さんが、今年3月、マネージャーのKrishnaさんと現地へ行き、業者を選定してリフォーム工事に着手。
ただいま8割方工事が進んでいるとの報告を受けました。あと2階のベランダにガラスが入れば完成とのこと、
明るいミーティングルームができるのが楽しみです。覚書に沿って、FHを卒業した4人が、小学校の先生に
なりました。給料の半額を加藤教育基金から支出しています。
KapilvastuのFHには、今年2月、菅沼さん、Krishnaさんに、私、岩谷栄子事務局長、JICA東京の服部
将之さんが同行しました。ここは、4年毎に入寮生を募集するというシステムで、2018年11月に、卒業生11
人 が 小 学 校 の 先 生 に な り ま し た。 そ の う ち の2人 が、
JICAプロジェクトのパイロット校・Jana Chetana校に
配属されていました。加藤教育基金によって誕生した2
人の先生に直接会ってうれしくなってしまいました。3
月にも、菅沼さんとKrishnaさんが、訪問し、業者選定、
工事着工が行われました。すでに、トイレの浄化槽の整
備が終わったとのこと、雨期前のリフォーム完了が期待
されます。
実は、もう1か所、さくら寮へ入寮した19人の出身の
加藤教育基金の支援で先生になった 2 人

FHであるDotiも、加藤教育基金の対象にして女性教師

養成所になってほしいと思っています。2018年11月には、新井場貞子副理事長とマネージャーのManjuさん
が、さらに、2019年2月には、菅沼さんと技術者、私、Manjuさんの4人が参りました。ここのFHは、他の2
箇所と比べてももっとも痛み方が酷く、一刻も早いリフォームが必要とされています。今年中には、覚書の
締結を目指しています。
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Kapilvastu のフィーダーホステルがこんなにきれいになりました。
現在、加藤恒久教育基金で老朽化した、2か所のフィーダーホ
ステルの建物をリフォームしています。Kapilvastuを訪問した、
コンサルタントの菅沼一夫さんから、写真が送られてきました。
菅沼さんから2019年6月6日のメール : Kapilvastu FH に立ち寄り
ました。台所の換気扇、物干し場をのぞいて完成しており、既に
使用しています。丁寧に施工されていると思います。Jumla は昨日あたり 2 階ベランダの
ガラスが到着していると思われ、あと1週間程度で完成する予定です。
①はじめてシャワールームが設置されました。これで髪を洗うのが楽になることでしょう。
②ダイニング兼ミーティングルームです。でこぼこだった床を平らにしてリノリュームを貼り、壁を塗装し
て、部屋を明るくしました。床に座ったり、机に腰かけて食事をしている生徒がいますね！次は、さくら寮
のようにみんなでテーブルで朝食を摂る習慣を伝えなければならないかも….。

卒業生からのメール
卒業生（第2期生） Ganga

Pariyar（Mustang）

私 は、Mustang郡 のTasang 村 で 生 ま れ ま し た。 そ し て、 今 は、 そ こ の
Rastriya Buddi Bikasa小学校で、正規の教師として働いています。今年、
私は、政府の採用試験に受かりました。
私の子ども時代は、とても貧しい環境でした。父と母は、私たち4人の女
の子を、おばあさんのもとに置いて家出してしまいました。おばあさんは、
貧しく、とても厳しい人でした。私たちは、朝3時に起こされ、酒を造らされ、
売りに行かされ、家の掃除をさせられました。そのうえ、私たちは、金持ち
の家の手伝いをして、日々の食べ物をもらわなければなりませんでした。
8年生まで村の学校で学びました。そして幸いにもBaglungのフィーダーホ
ステルに入ることができ、9,10年生までそこで学びました。
SLCの試験に受かって、さくら寮に入れたことが、私の人生の転機でした。
そこで、JNFEAの支援を受けることができました。私は、JNFEAの先生やKCP
の先生たちから、いろんなことを学び、小学校教員になる訓練を受け、村の女の子たちを教育するというこ
とを学びました。
2年後、私は、村に帰り、この学校で子どもたちを教えました。JNFEAで学んだいろいろな手法を使って授
業しました。教え始めた最初のうちは、子どもたちは、通学するのに熱心ではありませんでした。教材が十
分に得られませんでした。しかし、今は、多くの支援者のお蔭で、教材も得られるようになり、子どもたち
を学校に来させることができます。そして、この地方でのモデル校となることができました。
JNFEAのお蔭で、卒業後3年間をこの学校で過ごすことができました。しかし、その後、学校は私の給料を
払うことができないので、Mustangの奥地の学校に転校しなければなりませんでした。生徒数は少ないし、
とても寒い地方でした。そこで、私は、2年間働きました。その後、JNFEAのある支援者のお蔭で、この村の
学校で再び働くことができるようになりました。3年間、彼女は、サラリーを援助してくれました。私は、
一生懸命勉強しました。皆さんのお蔭で幸いにも政府の教員採用試験に受かり、今、この学校で正規の教員
として働いています。JNFEAで習った教授法を使って教えていきます。また、私生活では、結婚して娘が一
人います。これからも自立した女性として働いていくつもりです
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―

おなご先生100人誕生プロジェクトに共鳴して
全国退職女性校長会（梅の実会）

―
会長

福田勅子

JNFEA日本ネパール女性教育協会とのご縁は、全国
退職女性校長会（梅の実会）の創立50周年（2009年）の
記念事業として、「梅の実福祉支援活動」がスタートし
たことから始まりました。本会の活動の視点である、
「子
ども・女性・教育に関して」活動する国内・国外の各1
法人に支援することとなりました。
女性の地位向上の研究をされる、JNFEAの理事長・
山下泰子先生ご夫妻の高き信念
たちに教育を−

―ネパール山村の少女

おなご先生100人を養成するプロジエク

トに深く共感・共鳴いたしました。梅の実会納入会費の1%と、全国大会参加者からの募金を合わせて原資
とし、国内の法人と2等分しての些少な金額ですが支援が決まりました。
教育を生涯の職業とした退職者の団体である私たちは、子どもたちの幸せのために教師を育成するお手伝
いを是非したいと考えました。
2017年5月、最後の第10期生が卒業され、100人のおなご先生が巣立たれました。初期の目的を達成されま
したこと、誠におめでとうございます。
文京学院大学の交換留学生として卒業生たちの招聘、大学での専門科目の履修と共に、指導法はじめ教育
実習、日本文化の体験など、加えてさくら寮での研修講座、出前授業、卒業生のフォローアップセミナー、
赴任地訪問等々の綿密なカリキュラム、それに様々な分野の方々が強力な援助・支援をされ、着実な成果を
挙げられての実践に敬意を表して参りました。
前カニヤ・キャンパス・ポカラ学長スレンドラ・B・バリジューさんが、わざわざ本会の事務所を表敬訪
問下さったことには感激しました。また、本会の全国大会地へ、理事長山下先生・事務局長岩谷先生と共に
おいでくださった第1期生のラミラ・ブッダさん、第2期生のラルマヤ・ブッダさん、第4期生のスジャタ・
アチヤリアさんたち、第3期生のアンビカ・マラさんはパネルに参加、事務所を訪ねてくださった第5期生の
カマラ・グルンさんや、第6期生のカマラ・ダンギさんたちにお会いし、その学ぶ姿勢と目をキラキラさせ
ながら教師への夢を、「公立の学校で貧しい子どもたちのための先生になりたい」と語る姿には、感銘しま
した。
ポカラプロジエクトの終了に伴い、さくら寮の成果にもとづき、第2の目的である「ネパールの女性教師
養成システムの構築」が、JICA草の根技術協力事業プロジエクト（2016年10月から2019年9月までの3年間）
に採択され、2つのモデル校を中心に、さくら寮教育の普及に活動を進められています。赴任地で、さくら
寮の学びと自らの工夫を重ね頑張るおなご先生の姿や、体育、音楽、保健・健康の指導が十分でないネパー
ルの教育に、出前授業と指導法の研修を、JAICAの海外青年協力隊員と共に実施されている報告を、ニュー
スレター 25号・26号で拝読しました。
研修を受ける真剣な眼差しのおなご先生と現地の教師の姿に、日本の教育指導が、ネパールの初等教育に
取り入れられ、子どもたちの人間形成に寄与できることは、グローバル社会の共生社会をめざす意義ある取
り組みです。この壮大なプログラムに梅の実会員全員が、少しでもお手伝いできましたことは、視野を世界
へと広げる契機となり、梅の実会としましても、意義のある活動ができましたことに感謝しております。あ
りがとうございました。
間もなく目的を達成し、このプロジエクトも終わると伺っております。2016年に、ネパールの義務教育制
が整備されて、山奥にも教育が普及定着していくことでしょう。行政のリーダーシップと併せて、おなご先
生が活躍、ネパール山村の少女にも教育が行き渡り、女性の意識を変え、ゆくゆくは女性の地位向上に活躍
できるリーダーが育つことを願ってやみません。
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2019年3月

全国退職女性校長会「梅の実会」の紹介
理事

岩谷栄子

私が、東京都の中学校を2001年に定年退職し、梅の実会の会員になってから、19年目を迎えました。本会
には、日本全国の小中学校で校長を務められた女性の方が、2018年3月31日現在で5,739人、会員として登録
されています。
2009年の設立50周年の時に、会の綱領が、次のように明言されました。①より良い教育環境に努める。②
生涯学習を通して充実した生き方を実現する。③親睦と相互扶助に努める。④男女共同参画社会の進展に努
める。⑤福祉増進に寄与する。JNFEAとの関わりは、福祉増進に寄与することの実現から始まりました。
詳しくは、福田勅子会長の寄稿文をご覧ください。
以来、JNFEAへは、寄付金のほか、次のような協力および交流をしてきました。
・さくら寮卒業生の日本留学時の教育実習先の紹介および交流。
・石原詩子会員がやさしい「体育活動事例集」を図入りで制作。ネパール語に翻訳し、さくら寮生たちが
指導書として活用。
・梅の実会員たちのさくら寮訪問。第1回のさくら寮開設記念式典からはじまって、
数回にわたり、さくら寮を訪問。日本の優れた教育について、寮生たちに指導。
・卒業生の赴任地を訪問し、さくら寮卒業生を激励。
・ネパール大地震の際の募金活動。
・会員、里親として、日常的な運営・活動の支援。
これらの寄付金には、福祉基金のほか、1年に一回の全国大会に参加の会員からの任意のご寄付があてら
れています。

Topics & News
ホテル・エヴェレストビューでピアノコンサート
世界でもっともエヴェレストに近いホテルに、日本からピア
ノが運ばれます。金沢に住む音楽家で音楽療法士の和田啓子
さんが、突拍子もないことを考え付きました。彼女は、さくら
寮の生徒たちに、音楽を通して教育することの楽しさを教授し
てきました。2年前、さくら寮からの帰途、エヴェレストの見え
るホテル・エヴェレストビューに、夫の良一さんと行きました。
そこで、白銀に輝くヒマラヤの峰、それを目指して歩くトレッ
カー、自身は高山病に苦しめられながら、こう考えました。
「この白
く輝く峰々に、ピアノが響いたら、どんなに素敵だろう！」
金沢に帰った彼女は、さっそく行動を開始しました。ホ
テル・エヴェレストビューの伝説的創始者・宮原巍さんと
相談し、自身のピアノ1台をエヴェレストに送ることを決
めたのです。
かくして、2年間倉庫で出発を待っていたピアノが、5月20日
に、船で日本を出発しました。約１か月の航海の後、インドの
カルカッタから、陸路ネパールに運ばれます。ネパールの首都
Kathmanduまたはそのほかの地点から、ヘリコプターでホテルに運ばれることになるでしょう。壮大な計画です。
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エヴェレスト街道を行く人たちが、ちょっと立ち寄って、ピアノを弾く。白銀の峰に響くピアノの音。ま
るで駅ピアノのように気軽に弾き、そして立ち去る。なんて素敵なシーンでしょう！
そこで、11月10日ごろ、エヴェレストを前景にして、ピアノコンサートが催されます。演奏は、金沢在住
のピアニスト、山田ゆかりさんです。和田啓子さんの透き通るような美しい声も聞かれることでしょう。
JICA 本部を訪問
3月25日、山下理事長、新井場副理事長、岩谷事務局長、深田理事が、
JICA本部（千代田区二番町）を訪問しました。先だってまでネパー
ル事務所長だった佐久間潤氏が、人間開発部部長として着任してお
られるというので、ネパールでのお礼を兼ねて、現在のJICA草の
根技術協力事業、およびJNFEAの現況をお知らせするために伺い
ました。JNFEAの事業については、とくに女性教師育成のための
案件については、深いご理解と示唆をいただきました。
さくら寮生の絵画体験が本になりました。
金斗鉉さん主催の「ネパール児童絵画プロジェクト」グループは、2008年～ 2017年の9年間、ポカラを拠
点として、8,172ｍのダウラギリ山のふもとにある小さな村―ナウリコットの小学校で、絵画・工作などの
指導をしてきました。そして、ポカラのさくら寮の生徒たちのために、9回にわたり、絵画とピアニカ演奏
の指導をしてくださいました。このほど、この9年間の体験を1冊の本にまとめられました。240ページにわ
たるカラー版の立派な本です。その中には、さくら寮の生徒たちを指導してくださったページがあります。
ネパールの小学校の授業には、絵画や工作などの授業はありません。情操教育の大切さをネパールの皆さん
に知ってもらう活動として、これからも規模を小さくして続けられるとのことです。本の注文先；金斗鉉様
千葉県市川市欠真間2―7―12メゾン新浜216

TEL047-358-5769

FAX047-358-5782

ノーモア子どもの失明プロジェクト
ある日本の大手宅配業者の福祉事業で、ネパールの白内障の子どもたちを、失明から救おうという事業が
あります。ネパールの山村では、医療が行き届かず、眼病を患ってもなかなか病院に行けないのが実情です。
実際に、さくら寮で学んだ生徒の中にも、小さいとき、「目が痛い」と訴えても、聞き届けてもらえず、結
局は片目を義眼にせざるを得なかった人がいます。このような惨事を救おうと、この福祉事業が立ち上げら
れました。長い間ネパールで日本のODA事業に携わってこられ、JNFEAの加藤教育基金のコンサルタント
をお願いしている菅沼一夫さんが中心となって事業を実行しています。さくら寮卒業生教師が地方に多く居住し
ているので、とくに情報が得られるやすいということで、多くの卒業生たちが、この事業に協力しています。
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日本から机と椅子のプレゼント
竹中工務店に勤務する人たちが中心でつくられた、AAF－Asian Architecture
Friendship（途上国の学校関係の建築について助成、協力する趣旨を掲げたNPO）
が、さくら寮卒業生の勤務するKapilvastuの Jana Chetana Basic SchoolやJumla
のフィーダーホステルに、新しい机と椅子をご寄付くださいました。この団体は、
1999年からマナスル麓の村、フィリムに、学校や寄宿舎を建て、ヒマラヤ山中の教
育の普及に尽力されています。右の本は、代表の赤尾健三さんが書かれた本です。
さくら寮の建物もAAFの支援で建築されました。
AAFが家具・文具の大手メーカーから寄贈を受けた机と椅子（右写真にある）が、
コンテナ3台に積み込まれ、船便でインドへ、そこからトラックでネパールへと運ばれました。
パソコンを使って授業を
パソコンPCを使って授業をするというのは、日本の小学校では普通になっていますが、ネパールでも、
これをおし進めようという機運が広まっています。とくに極西部、西部地区の学校に、PCを使って授業
をしようと、推進しているNGOがあります。OLE Nepal（Open Learning Exchange)というグループで、
WFP（World Food Programme―国連食糧計画―）の応援のもとに、発展途
上国でPCを使った教育を推し進めています。
これまでに、西部地域では、DotiやDarchula などの小学校で、ラップトッ
プ型PCを持ち込み、太陽光発電システムを取り付けて、PCが作動するように
して、生徒や先生たちに講義しています。
このほど、Gorkha のブッダスクールでも実行したとのこと。ホームペー
ジに載っています。この写真に写る2人の女性は、さくら寮卒業生第7期生の
Sumitraさん（手前)と第10期生Gomaさんですね。このOLEグループには、
Manjuさんの弟、Becram Dhojuさんが働いていま
す。私も、2018年11月のネパール滞在中に、レイク
サイドで行われた、校長先生たちのための、講座を
見学しました。教科書が画面に出てきて、質問に答
えたら、説明が出てくるという具合で、音声もあり、
興味深いと思いました。さくら寮生の学校にも行く
かもしれませんね。（新井場）

2018年4月より2019年４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。（敬称略）
阿部和代 荒井寿美 新井敏子 井上恵司 井部光子 上杉敦子 大野清子 織田真理子 加藤糸子
片倉す寿子 神谷光子 刈谷もと子 菊池健介 古宇田亮順 児玉元晴 小泉久子・小平子育て女性相談室
古賀衛 国際交流ボランティアみなとグループ 国際ソロプチミスト大阪−いずみ 国際ソロプチミスト大阪−なにわ
国際ソロプチミスト東京−小金井 国際ソロプチミストー長浜 国際ソロプチミストー新潟 佐久間彬弘
塩田有子 城宏輔 鷲見八重子 鈴木美香子 全国退職女性校長会（梅の実会） 高山卓夫 田中綾子
田中雅博・悦子 竹田智恵子 高瀬純子 中山慶恵子 西田鏡子 根森健・桂子 馬場桂子 古澤恵子
深田洋子 福井直矩・郁代 増渕民子 松波勝弘 宮坂洋子 山田邦子 山下威士 山下泰子 横山賀壽子
ラムロ募金 若井悦子 和田啓子
＊助成金：独立行政法人 国際協力機構（JICA）
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1991/4/16 Jumla

1986/10/1 Jumla

1990/7/11 Jajarkot

1991/1/26 Humla

1991/11/28 Humla

Kalika
Khatri

Sabitri R. C.

Puspa
Lama

Sushila
Tamang

22

23

24

25

現住所

Ambika
Malla

生年月日

21

写真

氏名

No.

さくら寮卒業生の追跡調査

韓国の幼児教育
機関 Good Neigh
bor International
既婚（1人）
Nepalの支援業務
員・非正規雇用、
給料 Rs 30,000

小さな食料雑貨店
経営

既婚（1人） 主婦

既婚（1人）

現職

小学校教師・非正
規雇用

既婚（0人） 主婦

既婚（1人）

結婚
（子どもの数）

おなご先生の努力と成果
現在の関心事、そ
女子の出席状況や親への
さくら寮の教育の活用と
のほか
働きかけ
成果
・出席状況：家事労働のため、・活用：パネルシアターを授
少 女 た ち の 登 校 は 不 規 則 だ っ 業に使った。
・成果：生徒たちは、授業に
た。
・働きかけ：他の教師たちとと よく参加し、より学ぶ意欲を 正 規 雇 用 の 職 を 得
ること。
もに家庭訪問し、教育の重要性 見せた。
・課題：他の教師たちにとっ
を理解させるよう努力した。
・結果：3 年間で約 18 人の少女 て、私の頑張りはうれしいこ
とではなく、嫉妬した。
を入学させることができた。
・出席状況：家事労働のため、・活用：パネルシアターと折
登校できない少女たちがいた。 り紙を実施。
・働きかけ：親たちと話した。・成果：クラスの生徒は、こ
経済的問題のため、娘は弟妹の れらの方法に大きな興味を持 教 員 採 用 試 験 に 合
面倒を見なければならないとの ち、この授業のときにはいつ 格すること。
もよりクリエイティブだった。
こと。
・結果：5 人の少女を登校させ ・課題：これらの方法を使う
のは、難しくなかった。
ることができた。
・活用：童謡やパネルシアター
を教えた。
・成果：生徒たちは、パネル 教 員 採 用 試 験 に 合
・出席状況：子どもたちは全員、
シアターという新しい教材を 格 す る こ と。 さ ら
登校している。
に勉強を続けたい。
見て喜んだ。
・課題：これらの方法を使う
のは、難しくなかった。
・出席状況と働きかけ：低カー
スト層の子どもの大半は 12 ～ ・活用：いくつかの算数の手
「10+2」に合格して
13 歳で結婚するが、私は、彼 法を使用。
女たちも教育を受けられるよう ・課題：Humla には教材がな 教 員 免 許 を 取 る こ
い た め、 他 の 方 法 は 使 え な と。
努力した。
・結果：3 年間で 5 人の少女を かった。
入学させた。
・活用：これらの手法は使え
・出席状況と働きかけ：低カー
なかった。
スト層の子どもの大半は 12 ～
・課題：教職に就いている間、
13 歳で結婚するが、私は彼女
Humla へ こ れ ら の 手 法 の 材
幼児教育の仕事。
たちも教育を受けられるよう努
料を持っていくことができな
力した。
かったので、地域で入手可能
･ 結果：3 年間で 5 人の少女を
な材料だけを使うことができ
入学させた。
た。

卒業生の追跡調査報告（その２）（第 3 期生、第 4 期生）
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1992/10/28 Doti

1992/6/22 Rupandehi

1991/8/25 Pokhara

Tikeshwori
Madai

Sharmila
B. K.

Rajani
Gurung

28

29

30

Salyan

1991/8/8

Kaushila
Budhathoki

27

Achham

1992/2/7

Shrijana
Saud

26

・活用：サファラ先生に教わっ
補助看護師資格取
た授業の管理のしかたやパネ
得、地震被災女性
ルシアター、折り紙を利用。
のためのリハビリ
テ ー シ ョ ン セ ン ・出席状況：女子も男子も全員、・成果：クラスの生徒は、こ
子育てと家族。
既婚（2人）
れらの方法に大きな興味を持
ター勤務の後、小 登校している。
ち、よく授業に出てきた。
学校教師・非正
・ 課 題： 同 僚 は 皆 協 力 的 で、
規雇用、給料 Rs
困難はなかった。
29,500

未婚

・活用：授業でパネルシアター
やいくつかのゲームを実施。
小学校教師・非正 ・出席状況：子どもたちは全員、・成果：生徒たちにとっては、 教 員 採 用 試 験 に 合
本当に楽しい授業であった。 格すること。
規雇用
登校している。
・課題：これらの方法を使う
のは、難しくなかった。

・活用：体育とパネルシアター
を実施。
教員採用試験に合
小学校教師・非正
・出席状況：子どもたちは全員、・成果：生徒たちは、新しい
格すること。
既婚（3人） 規雇用
ことを覚えて喜んだ。
登校している。
（2019 年、合格）
給料、Rs 18,730
・課題：これらの方法を使う
のは、難しくなかった。

・活用：生理パッドを使うこ
とを教えたり、算数のゲーム
や体育を試みた。
教員採用試験に合
私立小学校教師・ ・出席状況：子どもたちは全員、
・成果：生徒たちは、新しい
既婚（1人）
格すること。
非正規雇用
登校している。
ことを覚えて喜んだ。
・課題：これらの方法を使う
のは、難しくなかった。
・出席状況：家事労働のため、・活用：授業でパネルシアター
といくつかのゲームを実施。
子どもたちは不規則登校。
・中学校レベルの教
・働きかけ：親たちと話したが、・成果：生徒たちにとっては、
員採用試験に合格
小学校教師・正規
同意は得られなかった。子ども 本当に楽しい授業であった。
すること。
既婚（0人） 雇用（2013年採用
たちの大半は、弟妹の世話をし ・課題：学校の上司や親たち
・良い授業をするこ
試験合格）
にこのような活動が重要であ
なければならないため。
と。
・結果：私は、この問題を変え る こ と を 理 解 し て も ら う の
は、とても難しい。
ることはできなかった。
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1988/4/29 Rolpa

1992/11/25 Kapilvastu

1994/3/18 Bajhang

1994/1/25 Achham

1989/5/20 Gorkha

Parbati
Gharti
Magar

Sujata
Acharya

Bina
Kumari
Rokaya

Kalpana
Kumari
Saud

Mana
Kumari
Gurung

31

32

33

34

35

小学校教師・非正
規雇用

・出席状況：少女たちは全員入 ・活用：パネルシアターや折
学するが、何人かは未成年結婚 り紙、歌を実施。
のため年の半ばで中途退学する。・成果：生徒たちは、喜んで
家族の世話。
・働きかけと結果：親を訪ね、3 もっと学びたがった。また、
年間の勤務期間に 10 人の少女 他の先生たちも支援してくれ
た。
を入学させることができた。

・活用：絵と折り紙を実施。
・成果：生徒たちは、この授
公立児童センター
・出席状況：少年少女とも全員 業に非常に興味をもち、毎日
子育てと家族。
既婚（1人） 勤 務 （ 5 年 間 、 教
出席するようになった。
が、登校している。
師の後）
・課題：これらの方法を使う
のは、難しくなかった。

既婚（1人） 主婦

小学校教師・非正
既婚（1人） 規 雇 用 、 給 料 R s
7,500

小学校教師・非正
既婚（0人） 規 雇 用 、 給 料 R s
5,000

未婚

・活用：教材が入手できない
・出席状況：家事労働のため、毎
ため、泥を使った図工とピア
日登校できない少女たちがいた。
ニカを使った音楽の授業しか
正規雇用の教師に
・働きかけ：親たちと話しをし、
できなかった。音楽の授業で
な る た め、 教 員 採
毎日登校させるようにした。私
は、年少の子どもたちに童謡
用試験に合格する
は、栄養学専門家になるトレー
を教えた。
こと。今一生懸命、
ニングもしたので、この方面の
・成果：とても効果的で、生
勉強中。
相談も受けている。
徒たち、は私に親しみを覚え、
・結果：よい影響を与えており、
私の授業にもとても興味を
日々改善が見られる。
持った。
・活用：パネルシアターや算
・出席状況：多数ではないが、
数の授業法、音楽の授業、い
登校していない子どもが何人か
くつかのゲームを実施。
いる。
・ 成 果： 生 徒 や 先 生 た ち が、
・働きかけ：親たちと話をした。
私のことを多才な教師と思っ 一 生、 教 職 を 続 け
学校に興味を持てない少女がい
ること。
てくれた。
たので、私は彼女たちと話し、
・課題：生徒たちが始終、遊
教育の大切さを理解させた。
んだり歌ったりしたがること。
・結果：今、彼女たちは学校に
ただし、今はこれらの活動も
来ている。
コントロールできている。
・活用：折り紙とパネルシア
ターを試みた。また、パネル
シアターを使ってアルファ
ベット ABCD を教えた。生徒
・出席状況と働きかけ：5 ～ 6
の注意が散漫になると童謡を
現在の授業。
人の生徒の欠席があったが、登
歌った。
校するよう促した。
・成果：生徒たちの覚えが早
かった。授業のあと、生徒た
ちと打ち解けた。
・課題：村に教材がない。
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1992/12/26 Dolpa

Padama
Kumari
Budha

Phulmaya
Sejuwal

38

39

40

1993/2/8

1991/5/16 Kailali

Sita
Kumari
Bhul

37

Jumla

Kathmandu

1993/4/1

Satya
Kumari
Budha

36

Bajura

1992/8/4

Raju
Kumari
Rawat

教員採用試験に受
・出席状況：全員が登校してい ・活用：歌やピアニカの授業
かって教師になる
る。
を実施。
こと。

・出席状況：家事労働のため、・活用：パネルシアターを実
親たちは娘を学校へ登校させな 施。
・成果：生徒たちは、とても
かった。
家族。
・働きかけと結果：親と話をし、 興味を持ち、学習のモチベー
3 年間で 8 人の少女を学校へ連 ションが上がった。
・課題：困難は、感じなかった。
れてくることができた。

・活用：生理パッドの作り方
を女性徒に教えた。また、パ
ネルシアターも上演した。
私立小学校教師・ ・出席状況：子どもたちは全員、・成果：他の同僚たちも、こ 教 員 採 用 試 験 に 合
既婚（0人）
のやり方をまねした。生徒は、 格すること。
非正規雇用
登校してる。
これらの授業にとても興味を
持ち、喜んで勉強した。
・課題：困難は、なかった。

・出席状況：5％の生徒が中途
小学校教師・正規
・活用：音楽を実施。
退学することもある。
雇用（2013年採用
・働きかけ：登校しない生徒 5 ・成果：生徒たちは、授業に
既婚（3人）
試験合格）、給料
人の家に行って説得し、3 人の 集中した。
Rs 35,000
生徒が登校した。

既婚（1人） 主婦

既婚（1人） 主婦

既婚（1人） 主婦

・活用：KIM グループに教え
てもらった泥の絵を教えた。
・出席状況：全員が、登校して
・成果：村の子どもにとって 現在、求職中。
いる。
は新鮮だった。
・課題；困難は、なかった。

JNFEA活動報告
12 月
・7 日
JICA 業務報告
・9 日
JICA 第 2 四半期業務報告作成
大泉資料室
2019 年 1 月
・8 日
JICA12 月業務報告
・17 日 JICA1，2 月派遣計画提出
・19 日 活動推進会議
大泉資料室
・30 ～ 2/7 Patle における研究授業（岩谷）
ネパール
・30 ～ 2/14 Doti、Kapilvastu 訪問 （山下（泰）
）ネパール
・26 ～ 2/7 Kapilvastu での授業（今村、吉田） ネパール
・29 日 JICA 業務報告
2月
・10 日 HP 編集会議
コンパートメント東京中央

・16
JICA3 月派遣計画提出
・17 日 第 16 期第 5 回理事会
コンパートメント東京中央
・25 ～ 3/ ７ 赴任地訪問（Kalikot）（福島）
ネパール
3月
・4 日
HP 編集会議
コンパートメント東京中央
・15 ～ 16 フォローアップ、JICA 関係会議
北軽井沢
・25
JICA 本部訪問
山下（泰）、新井場、岩谷、深田
4月
・28
活動推進会議
大泉資料室
5月
・19 日 第 17 期第 1 回理事会
コンパートメント東京中央
・26 日 第 17 期総会・懇親会・第 2 回理事会 文京学院大学

編集後記
・先が見えてきました。あと 2 年、体力、気力を持たせてかから
ねばなりません。大泉学園の理事長宅に併設の資料室、中央区
八丁堀の岩谷さん宅のマンションの集会室、本部をおかせてい
ただいている本郷の文京学院大学の部室、軽井沢の民宿「ラム
ロ」と、国内でもあちこちと移動しながら会議をしています。
そのあとの付き合いもあるし。まるで、ネパールの赴任地訪問
なみです。（3月15日、軽井沢ラムロにて）新井場貞子
・ニュースレターの編集に限らず、フォローアップ研修や、赴任
地訪問、ＨＰ作成など、それぞれみなさんの、熱心な取り組みと大変なご苦労、日本ネパール女性教育協
会のプロジェクトに対する熱い思いは、とてもとても深いです。あと 2 年、ご支援のみなさまと共に、健
康で活動できますように。佐伯律子
会費・里親基金払い込み及び寄付金受付口座
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/

佐伯律子

岩谷栄子

白柳彰子

さし絵；山下紗衣

