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JICA 草の根技術協力事業報告
Ⅰ．第11回フォローアップセミナー 2018
①全体報告

理事

岩谷榮子

2018年度フォローアップ研修会を、10月30日から11月2日の4日間、例年通りポカラのさくら寮
で開催。
指導者：JNFEA現地マネージャー・Manju Dhoju、助手・Sujata Acharya、理事・岩谷榮子、
深田洋子、矢野可穂理、今村美知子、新井場貞子、会員・今村務、和田良一・和田啓子夫妻
協力者⁚山下さくら（元JOCV）
、JOCV関係・加藤泰紀、山本晶子、庄司有理沙、須崎将弘、石原賢治、
鈴木このみ、中島尚子、中村寛子、平山俊夫、田村直人
受講者：卒業生39名、Patleの教師2名、 Kapilvastuの教師2人

第一日目
研修１

10月30日 （司会進行

3期生 Kalika Khatri、3期生 Ambika Malla）

10時半、音楽指導 （和田啓子）

明日の授業に備えて、予備の学習を特別時間設定で実施、リズ
ムに合わせた踊りを練習。
研修２

11時～、卒業生近況報告

受講者全員が、現状の報告を行う。概要は、以下の通り。
①さくら寮での学びが、大きな力になっている。②同僚から高
い評価を得ている。③3年後の継続雇用について、同僚が、校長
に要請している。④地域や学校から給料を加算されている。なか
には２万２千Rsの給料を得ている者もいる。⑤貧しい地域でコ
ミュニティーの採用のため、１年間給料支給なし、村の募金が集
まってから支給される予定。⑥多くの者が、国の教師採用試験を
受験した（結果待ち）。⑦学校や同僚の理解がないところもある。
ボールゲームが禁止された。発言に対し強い反発があった。⑧多
くのさくら寮卒業生教師の授業は、子どもたちに評判が良く、ク
ラスへの参加を希望する子が多い。⑨特別活動を取り入れ始めた
学校もある（奉仕活動・スポーツ活動）。⑩成績の低い子に特別
指導。⑪保護者への指導（相談に乗る）。⑫学校長よりの期待が
大きい（子どもたちのよりよい成績を上げるよう指導）。
研修３

13時半～、Patle のモデル校での実践報告（10期生 Nirmala Gairipile）

JICAプロジェクトの目標「女性教師の資質向上」をめざして、授業研修を実施。互いに授業評価をし、
授業力が、レベルアップ出来た。そんななかで、SEE（政府の中等学校終了試験）を全員合格することが
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出来た。教育委員会より表彰され、50万Rsの賞金を得ることが
出来た。
研修４

14時～、算数の授業（山下さくら）

目標：折り紙を折って、分数を実感する。折り紙でデザインした
形を分数で表す。
授業内容；①分数の確認・単分数を、図を使って確認。②折り紙
を使って、自分の好きなデザインを作る。③デザインした形を分
数で表して、グループの仲間に説明をする。④グループから 1 人
出てきて、前で説明をする。⑤単分数の形を足すと「１」になる
ことを確認する。
事前に何人かに、分数の概念、計算について問題を出したが、
解けなかったため、計算を今回は重視しなかった。折り紙を使っ
て、自分で作業ができることが楽しいようで、とても意欲的に学
んでいた。分数について理解している人は、色々な形を作り、折
り紙を折る＝分数ということに気づいていた。とくに、４期生の
Parbatiと10期生のPujaさんの理解、説明が素晴らしかった。
「１」
「1/2」「1/3」の概念がきちんとわかっていないと感じた。
研修５

15時～、音楽の授業（今村務）

「レッサンフィリリ」、わらべ歌「くまさんくまさん」「なかなか
ほい」を、みんなで歌いながら遊ぶ。
「赤い花白い花」の歌を覚える。
受講者たちは、音楽が大好きで、意欲的に取り組んでいた。

第二日目 10月31日（司会進行、6 期生 Kamala Dangi、
4期生 Parbati Magar）
研修６

11時～、音楽の授業（和田啓子）

幼児対象の手遊びや、魚釣りのゲーム、絵本の読み聞かせ等などの具体的な指導教材を紹介しながら、教
師としての心がまえを随所に取り入れて、大変情熱的に指導を行った。他の国で8年間指導していた経験の
深さを感じる多彩な指導法を提供していた。
研修７

12時半～、言葉の指導方法（深田洋子）

言葉の指導方法では、先ず聞くこと、次に話すこと、さらに読むことが、大事である。聞く活動を 50％、
まねて話すことが 30％、読むというのは 20％の割合の指導が好ましい。書くというのは、小学校段階では、
聞いてわかるので、聞かせるということが主体となることを考慮した指導法がよい。
研修８

14時～、体育の授業（加藤泰紀）

講師が、大学で学んだ専門性を活かし、1分体操「NHK英語であそぼ教材」の指導。ほとんどの卒業生が
持っているスマホから、音楽、映像を上手に活用できる手立てを指導した。
研修９

15時～、体育―ボールゲーム（ 今村美知子）
子どもの権利条約、男女平等教育の必要性、体育の目的を十分に説明した後、準備
体操、整理体操、メディシンボールの指導を実施。
研修10 16時～、音楽の授業（今村務）
前日の復習の後、トーキング（遊びの教育的な意義）について説明。「蚊が飛んでき
た（ハンガリーの歌）」をネパール語で指導。ネパールのわらべ歌2曲；新曲と「エナー
ニ」（ネパールのわらべ歌）を歌いながら遊ぶ。質問をすることによって、考えること
が出来るという話（先ず先生から質問をして、子どもたちに見本を示す、どうしてと
いうことを考える子どもに育ててほしい）。
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第三日目

11月1日 （司会進行

8期生 Jayanti Thakuri、10期生 Puja Karki）

研修11 11時～、算数の授業（岩谷栄子・山下さくら・中島尚子・中村寛子）
掛け算九九指導方法について；九九計算尺を使っての指導を、JOCVのみなさんが、楽しく学習させるに
は、どう指導したら良いかを相談し、ロールモデルを活用して、楽しく意欲関心を高める指導方法を展開し
た。たんに暗記教育に終わらず、その仕組みを重視するように、授業を
展開することの重要性を意識して授業をした。子どもたちは、九九計算
尺に大いに関心を示した。
研修12 12時30分～、虫の観察日記の紹介（岩谷栄子）
日本の小学生の作品（顧問・西田敦子さんの提供）を紹介し、身近な
虫を観察しながら、その特徴について学習する方法を紹介。動物への慈
しみの心を育成するとともに、物ごとを詳細に観察する力を身につけ、
それを表現する方法を育成する。受講生に作品を回覧し、質問を受けながら、その意義について理解を求めた。
研修13 13時30分～、水の性質を体感する。水に浮く形を考える。（山下さくら）
①水の性質に聞いて尋ねる。
・飲み水・お風呂・服を洗う・料理する・水力発電など。②ビニール袋に入っ
た水を持って、水の重さを体感する。再度、水の性質について尋ねる。
・冷たい・重い・色、形、味がない・
水は動く・水の中に物が浮く。③粘土を実際に使って、水に浮く・沈む形を見つける。・浮く形（船、お皿、
モモ（餃子））・沈む形（ボール、板状）。④ビニール袋に手を入れて、水圧を感じる。・水の上と下と水圧が
違うことを実感する。⑤浮力と水圧の関係について説明をする。
受講生の反応：水を実際に持つ前は、生活に根ざした回答が多かったが、実感後は、水の性質について発表する
人が出た。沈む形は、すぐに見つけることができた。浮く形は、それぞれが試行錯誤しながら、作っていた。自然に
モモ（餃子）形を作っていたことが、興味深かった。その形が浮くことに、とても喜んでいた。短い時間に、するこ
とが多かったので、指導内容を選ぶ必要があると思った。浮力に関して、どこまで説明をするべきかが難しかった。
研修14 14時～、防災教育；昨年度の「HAPPY TOPY」の方法を実施（8期生 Jayanti Thakuri）
8、9、10期生が生徒となり、Jayantiさんが先生という設定で、地震が起きた時の避難を、昨年のフォロー
アップセミナーでJOCVの指導があった「HAPPY TOPY」にもとづいて実践。集合の点呼が緊張感に少々
かけていたが、良い体験であった。また、今村美知子理事の指導訪問での体験も生かされていた。
研修15 14時30分～、教師採用試験合格体験 （1期生 Sita、3期生 Kaushila、4期生 Padama）
Sita；① JNFEA、KCP で学んだことを活かす。②絶対に教師になりたいという希望を強
くする。自信を持ち続ける。自分でルールを作り守る。小・中・高の全部を受けよ
うとしない。1 つに絞る。文字は汚くても、内容を充実することが重要。内容はい
ろいろあるけれども、教科書をしっかり勉強することが重要。健康管理も、とても
重要。友だちとの情報交換も重要。
Sita

Padama；教育法規も勉強する。グループを作って勉強すると効果的。
Kaushila；教師採用試験の時期が分かってからの勉強ではなく、いつでも、
準備しておきたい。JNFEA の励ましなどがあるから、絶対合
格しなければと思った。勉強の教材をたくさん買うのではな
く、内容の良いものを選んで集中してやる。自分が一番大切
にしたことは、教師になること、勉強したいと希望を持ち続
けること。競争が激しいので、かなりの覚悟をして勉強して

Padama

Kaushila

欲しい。
研修16 15時～、音楽の授業（ 今村務）
「赤い花白い花」を気持ちを込めて歌おう。30日、31日に学んだ歌を復習する。新曲フランスの歌「どうか
どうか愛してくれ」、ネパールのわらべ歌3曲の復習、ゲーム「震源地」と「だるまさんが転んだ」で、遊ぶ
（記憶力・鋭敏性育成）。
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第四日目

11月2日（司会進行

9期生 Parbati Magar 、3期生 Kaushila Budhathoki）

研修17 10時30分～、クリーンアプとボールゲーム（ 今村美知子）
教室をきれいにしよう！ 健康のためにも、とても重要であることを、分かり易く説明。卒業生で、清掃
活動を取り入れている学校は、参加者の6割程であった。ボールゲーム4種目（ボールパスリレー・トンネル
ボールリレー・転がしドッチボール・転がしベースボール）。
研修18 12時～、（KCP 学長 Manandar）
昨年同様パワーポイントを使用して、人生を充実させるためには

ポジティブな精神が必要であることを、

情熱的に講演。さまざまな体験を重ねている受講生たちにとっては、改めて考えさせ
るお話しで大変集中して受講できた。
研修19 13時～、音楽の授業（今村務）
「レッサンフィリリ」、
「赤い花白い花」2曲とも、2声のカノンの導入と練習、さらに
３声に挑戦。ゲーム；
「どこが変わった？」（観察力・記憶力）、「ハンカチ落とし」（鋭
敏性、反射神経）、「私は誰でしょう？」（論理的思考）など、指導者としての理論的
な根拠を大事にすることを意識づけた。
総括

13時30分～、（Keshab 先生、日本人スタッフ）

Keshab先生からは、すべてにおいてポジティブに考えるようにしよう、今年はJNFEAのマネージメント
から自立して自分たちで運営する1年目として、良く協力して出来ていた、受講者の体験談の中には、各人
が良く頑張っている報告が多く嬉しく思った、サラリーも追加して貰っている例も多くなっていることは、
好ましい、仕事を求めている人もいるがあきらめないで勉強し続けてほしいとの励ましがあった。
日本人スタッフは、先ず研究会に大勢の参加があったこと、子どもが小さいながらも参加して勉強したい
という思いを実現したことへの感動を伝え、これからは自分たちで来年からフォローアップをマネージメン
トできるよう努力して欲しいと伝えた。次回は、ぜひ4ブロックに分かれ、集まり易い集団で、出来るよう、
グループ分けも出来、リーダーも決定したので、成功出来るよう努力してほしいと伝えた。

②「幼児教育のための手法について」

和田啓子・和田良一

前回はパネルシアターの古宇田亮順先生とともに、2016年の9期生・10期生
の指導でさくら寮を訪れた。さくら寮の庭の木にスルスル登り、実を取り、笑
顔で分け合って食べる姿は、スリランカと同じで親近感を覚えた。
さくら寮での指導が、10年を終えたフォローアップセミナーであったが、ス
リランカ（教育期間1年）の初期と同じで、基礎が出来ていない女子は、丸覚
えするしかない状況であった。
私たちは、これまでスリランカの幼児教育者育成支援に携わって来た。スリ
ランカで取組んだのは、私たち
が行かなくても代わりとなるＡさんを指導者に養成すること
であった。３ヵ月の日本留学で基礎から応用に至るまで徹底
的に教育した。帰国後は、研修所に常駐、指導させることで
問題をクリアした。
私たちは、年に2回訪れ、Ａに新しい指導教材・方法を教
えるだけでよくなった。今回のセミナーでは「先生自身が授
業内容を理解し即戦力として使えるもの、底辺の生徒に教え
切れるもの」を持参すべきだと考え、山の学校へ帰った時に
即使えるように内容や教材を準備した。もちろん1時間半でどれだけ身に付くかわからないが、楽器や電源
がなくても、メロディーを生徒たち自身で歌い踊れるように、カスタネットは手で、シンバルはタライで、
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バチはしゃもじで何だって代用できる。その方が楽しい！動物ゲームも、言葉を覚えながら競争心や団結心
を培う。紙芝居は、感動物語を生徒全員で共有できる。保健衛生や世の中のルールも、全員で確認できる。
しかし、今回大変驚いたことは「スマホ」を全員が持っていたことである。これに私の音源を録音していけ
ば授業も捗るぞ！時代は進んでいる。さらに彼らの自立を考えれば、JNFEAに頼るばかりでなく、日本の
奨学金制度のようにある程度の収入を得た場合、返還し相互扶助的に分配する仕組みがあれば、連帯意識も
強まり、自立への意欲に繋がるのではないか？次世代の人に繋げる仕組みを作るのが、私たちの使命だと思う。

③準備、進行について
フォローアップセミナー

2018について
JNFEA 現地マネージャー

Manju Dhoju（原文は英語、訳・深田洋子）

2018年5月から、4期生のSujataさんとともに、2018年度のフォ
ローアップセミナーについて、計画を立てました。今回から、
卒業生が中心になって行うことになったからです。簡単な仕事
ではありませんでした。最初に、卒業生数人に連絡し、理科、
数学、防災訓練の指導について、よりしっかりと指導できるよ
うになるから、出席するよう呼びかけました。
6月になって、フォローアップセミナーの実施日を確定し、
卒業生全員にフェイスブックで知らせ、参加を呼びかけました。
けれども、ほとんど返事がなかったので、次に、全員に電話を
左 Manju Doju、右 Sujata Acharya

して、今年のフォローアップセミナーが、とても重要だという

ことを話しました。Sujataさんも卒業生たちに連絡しました。その後、9月になって、私は、電気・バスルー
ム・キッチンの修理を、KCPにお願いし、さくら寮の清掃を始めました。
10月27日、今村夫妻、4期生Sujata、6期生Kamara Dangiさんたちと私は、ポカラ
に集まり、みんなで寮の部屋や、台所の掃除をしました。私は、食材と野菜の注文をし、
食器や鍋などの借り入れを手配しました。28日に、岩谷さんが、4人のメンバーととも
に到着したので、私たちは、セミナーのスケジュールについて話し合いました。4期生
のParbati Ghartiさんと5期生のLaxmiさんが、この日に到着。29日に、矢野さんと新井
場さん、JICAボランティアの人たちが到着し、私たちと、研修の日程と内容について
再度確認をしました。約35人の卒業生が、到着。みんなが積極的に熱心に研修会に参
加し、プログラムを実施していけると、私たちは感じました。
セミナーの第2日には、Patleの学校の教師2人とKapilvastuのJana Chetana Schoolの教師２人も参加しまし
た。4人の卒業生が、子どもを同伴しました。毎日、研修会の終わりには、今村務さんが音楽のリフレッシュメ
ント授業をやってくれて、とても楽しみました。参加した卒業生たちが、積極的に参加していたことが、今回の
研修会のもっとも大きな成果だと思います。私たちは、毎日、その日の研修の終了後に、打ち合わせをしました。
今回の研修で、卒業生たちは、大いに自信を持ち、それぞれの学校に帰って、ここで学んだことを実践で
きると、私は、思います。今村務さんと和田啓子さんの色々なエンターテイメント性の音楽の授業、山下さ
くらさんの科学と算数の授業、卒業生先輩のTSC（政府採用試験）受験対策のアドバイス、保健の授業、さ
らにKCPの先生方とJNFEAの方々のより良い指導法についての講義は、卒業生教師たちに大きな力になる
と思います。
今後のフォローアップセミナーについて、私たちは、どのようにしたら、より良い効果的な内容にでき
るか、また、4地域で実施できるかを、お互いに話し合い、理解を深めました。Kapilvastu,Jumla,Doti,と
Pokharaの4地域に分かれて、研修するという案です。それぞれの地域でリーダーを2人選び、これからは、
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彼女たちが、研修会をまとめていくことになるでしょう。
私は、今年のフォローアップセミナーは成功裡に実施できたと、誇らしく感じています。

フォローアップセミナー報告

Sujata Acharya（原文は英語、訳・深田洋子）

今年度のフォローアップ研修2018は、10月29日から始まり11
月2日に終わりました。5月に、パトレで、Manjuさんと私は、フォ
ローアップ研修会について話し合いました。その後、10月29日
からのスケジュールについて、JNFEAのメンバーと話し合い
ました。以下のような内容の研修でした。
10/30 （Kalika Khatri とAmbika Malla、2人とも3期生が、
司会進行を担当）
10:30 ～ 11:00

音楽の授業（和田啓子さん）

11:00 ～ 12:00

オリエンテーション（岩谷栄子さん、Manandhar KCP学長）
Break

13:30 ～ 14:00

パトレの学校での実践報告・ボールゲーム（10期生

14:00 ～ 15:00

数学の授業（山下さくらさん）

15:00 ～ 15:30

音楽の授業（今村務さん）

Nirmala Gairpile）

10/31 （Kamala Dangi（6期生）とParbati Gharti Magar（4期生）が司会進行）
11:00 ～ 12:50

音楽の授業（和田啓子さん）

12:50 ～ 13:30

言葉の指導方法（深田洋子さん、山下さくらさん）
Break

14:00 ～ 15:00

体育の授業（矢野可穂理さん）

15:00 ～ 16:00

ボールゲーム（今村美知子さん）

16:00 ～ 17:00

音楽の授業（今村務さん）
その後、翌日のプログラムについて打ち合わせ

11/1 （Jayanti Chand（8期生）とPuja Karki（10期生）が、司会進行）
11:00 ～ 12:00

数学の授業（岩谷さんとJICAボランティア）

12:00 ～ 13:00

絵日記指導（岩谷さん）
Break

13:00 ～ 14:00

理科の授業（山下さん）地震防災についての授業
（Sita, Padma,Kaushila

15:00 ～ 16:00

補助）

保健の授業 （今村美知子さん）、音楽の授業（今村務さん）

11/2 （Parbati Thapa（9期生）とKaushila Budhathoki（３期生）が、司会進行）
10:30 ～ 11:30

清掃活動について（今村美知子さん）

11:30 ～ 12:00

ボールゲーム（今村美知子さん、Sujata）

12:00 ～ 12:30

意欲的な授業について （Manandhar KCP学長）
Break（30分）

13:00 ～ 13:30

音楽の授業 （今村務さん）

13:30 ～ 14:00

良い授業のしかた（Keshab先生）

この4日間、毎日17:00 ～ 17:50に、JNFEAのメンバーと打ち合わせをしました。私たちは皆この研修会を
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楽しみました。食事も、とても美味しかったです。Manjuさんに、感謝します。また、 私は、JNFEAのメ
ンバーとManjuさんが協力してくれて、この研修会が大成功したことに感謝します。有難うございました。

Ⅱ．Kapilvastu 郡 Jana Chetana Secondary School におけるプログラム
理事

今村美知子

期間：10月23日～ 26日
実施者：今村美知子、今村務、Manju Dhoju、Krishna Kathiwada
補

助：JICA青年海外協力隊員：山本晶子、須崎将弘、庄司有理沙、
鈴木このみ、中島尚子、中村寛子

内

容：体育，保健、音楽

１．今回の目標：2019 年 2 月 2 日に、当校で行う研究発表会の準備
のための授業指導。
《スケジュール》
23日

午前 1・2・5 年生の授業 午後 職員会議「チームの作り方」について

24日

午前 3・4・5 年生の授業 午後 職員会議「シュートボール」について
反省会会場探し

25日

午前 1・2・5 年生の授業 午後 市教育委員訪問
職員会議「指導案の書き方」について

26日

午前 3・4・5 年生の授業 午後 職員会議「研究冊子」について
研修会の進め方について

ネパールには、国民的行事である「ダサイン」と「ティファール」というお祭りの間に訪問することにな
りました。10月22日までは、ダサインでした。23日は、先生方も、全員集まらないのでは？と憂慮しました
が、全員集合してくれました。生徒たちは、半分から3分の2ぐらいの出席でした。日に日に出席する児童が
増えたのも、うれしいことでした。
２．体育について
1年生は、初めての転がしドッチボールのルールを覚えるのが精
一杯でした。2年生になると、昨年からやっているので、動きが違
いました。少しルールをレベルアップして、指導することができま
した。
3年生は、初めての転がしベースボールです。でも、ボールには
慣れているので、すぐに、ルールを覚え、取り組めました。4年生も、
大張り切りで取り組むので、「転がし」ではなく、「ボール投げ」に
変え、練習にも熱が入り、ゲームを楽しむことができました。
5年生は、初めてのシュートボールです。JICAの方々が、6人来
てくださっていたので、模範ゲームを見せてくれて、ルールの習得
ができました。5年生は、毎日授業をしました。その中で、平均化
したチームを作ることができたので、グループごとにキャプテンを
決めました。最後の日の授業の中で、グループ練習という時間を、
設けてみました。グループで相談して、それぞれのチームが、工夫
して15分間、練習をするというものです。できるか大変不安でした
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が、生徒たちに提案してみました。そうしたら、やってみるという
反応。各チームで相談して、練習が始まりました。これは、画期的
です。みんなが協力して、相談して、自分たちだけの計画で、とて
もまじめに練習をしています。15分という時間では短すぎるかと思
うほどでした。担任（Sujata4期生）もびっくりしていました。「で
きるんですね。」と言っていました。言われたことしかやっていな
かった生徒たちです。それが、どのグループも、自分たちの力で、話し合って、練習しているのです。その
後、ゲームをして、授業後の感想は、大きな声で、「ラムロー」でした。研究発表会までに、審判もできる
ようになっていたらすごい！と話してきました。担任のSujataさんは、
「やってみます。」と、張り切ってい
ました。
３．職員会議
お祭りで心も躍る時期なのに、先生たちは、毎日学校に残って、
話し合いをしました。一番の難題は、「チーム作り」です。クラス
でなるべく平均化したチームを作って、そのチームで話し合い、チー
ムワークを作ることが、大きな目標です。学校で、グループごとの
話し合いや、協力という経験が、ほとんどないため、指示待ちばか
りなので、どこまでできるかはわかりませんが、5年生ができはじ
めたので、他の学年も、試みてほしいと願っています。
指導案の書き方は、以前にもやっていましたが、今回は、研究冊
子に載せる指導案で、授業を見に来る先生方は、皆さんの指導案を
見ながら、授業を見ると言うことを話しました。このため急に真剣
さが増しました。2人一組で、1枚の指導案を書き上げます。全員に
発表してもらいました。一言ずつsuggestionしましたが、皆さんと
てもよくできていたので、驚きました。このときに、「子どもたち
のことを書く欄が少ないのですが！」とご意見をいただきました。
そうしたら、パソコンのできる方が、「私が作ってもいいですか？」
と言ってくださり、相談もさせていただきましたが、独自の指導案
用紙ができあがるようです。
研究冊子については、とても沢山のご意見をいただきました。題
名を「ボールゲームを通して楽しい学校を！」と、私の方で考えて
いったのですが、「自分たちで相談して決めたい。」ということで、
お願いしてきました。当日の研究協議会についても、沢山の意見が出て、お任せしてきました。
今回は、これまでほとんど発言がなかった女性の先生たちも、いろ
いろ意見を言ってくれたのが、とてもよかったと思っています。
市の教育委員長は、私たちの活動をよく理解していました。これは、
校長先生が、まめに報告に行っていると言うことでした。来年の研究
発表会に向けて、協力していきたいと話してくれました。発表会の会
場も決まり、何とか良い発表会となることを願っています。
４．音楽の授業
今年2月に訪問したときに、4年生の児童の半分の生徒たちに、朝早く登校してもらい、音楽の基礎の授業
を行いました。これは、先生たちに「音楽の指導法」を学んでほしいために行ったのでした。でも、そのと
きに参加できなかった4年生の半分の児童たちも、音楽がしたいということで、今回も、朝の時間に音楽の
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授業を行いました。JICAの方々にも参加していただき、わらべ歌で遊び、その歌から拍・リズム・音の勉
強をしました。

Ⅲ．Dhading 郡 Patle での実践報告
理事
11月3日

矢野可穂理

ポカラでの研修会終了後、Patle のモデル校に打合せに出かけた。

同行者：理事；岩谷榮子・矢野可穂理、YOUCASP 代表 Krishna Khatiwada、元 JOCV の山下さくら、
JOCV の加藤泰紀、石原賢治
11月4日
授業１

4人の授業実施
10時30分～

歯磨き指導 （矢野可穂理）

1、2、3年生対象に「紙芝居」による歯磨き指導を実施。フォローアップ研修会に参加した教師Rejina
Dahal先生が、紙芝居で、歯磨きの重要性を説明。学習したことが、上手に活かされ、子どもたちも熱心に
聞いていた。なぜ歯磨きが重要かの話の後、日本から持参したお土産の歯ブラシで、歯磨き粉なしで先ず練
習し、その後、歯磨き粉をつけて、うがいをするまでの実践が出来た。手鏡でひとりの女生徒にその様子を
見せてあげたらはずかしがったが、出来れば、すこし大きい鏡を準備して、鏡を見ながら歯磨きをした方が
効果的である。
授業２

11時30分～

体育；ボールゲーム （石原賢治）

3、4年生対象に、持っていった土産のボールでさまざまなゲームを行った。トンネルボール、転がしボー
ル、挟むゲームなどなど、2チーム、3チームと変化させたが、リーダーが自然に生まれ、作戦を練り、盛り
上がりを見せた。見学の生徒はもちろん、教師も興奮気味で、競技に参加した。すこし水を入れたペットボ
トルのゴールの目印が効果的であった。
授業３

12時30分～

体育；一般体操 （加藤泰紀）

3、4年生対象に、スマホから音楽を取り入れ、主に「NHK英語であそぼ」の体操を指導した。流暢なネパー
ル語での指導で、子どもたちも実に楽しげに全身
運動が出来た。ゲームと違い、一般体操は、競技
性がないが、先生の模範演技をよく観察し、友だ
ち同士で学び合いながら、実に楽しく実践できた。
授業４

13時30分～

社会 （山下さくら）

5年生対象に、「HAPPY TOPY」の防災教育の
第2弾として、ハザードマップ作成を試みた。10数
人の少ない学年であったが、自分たちの周りの地
図を書くという手法には、かなり困難があったが、
熱心に取り組んでいた。時間をかけ、災害から身
を守ることの大切さ、そのための準備行動として、
しっかりと事前学習を重ねることの意義を伝えて
いきたい。

理事長・校長他との協議報告
１

2017・10月～

理事

矢野可穂理

一年間の取り組み

（１）女性教師の資質向上に向けて、授業研修を実施；11、12、1、2、3、6、7月実施報告
（4、5月は試験の為中止、8月は夏休みで中止）
（２）コーデネーター制度導入
4月に、校長がKhem Lal Grungさんに交代。校長は、授業を持っているので、業務多忙である。
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そこで、授業を見合う・見て貰うということが、(1)の実践の中で常態化してきたことが幸いし、
週3回程度、元当校の校長で実績を上げた先生にお願いし、校内を無作為に巡視し、教師の指導力に
ついて、指導助言を行っている。また、生徒下校後の4時10分から5時30分まで、不定期ではあるが、
スタッフ会議を行い。授業について協議会を実施している。
さらに地域の情報収集に努め、保護者会長的な仕事もしており、常に子ども、保護者の情報が早期
に把握でき、問題が生じた際は、募金を集めたりして、困窮している家族を助ける活動等も行っている。
（３）補習授業の実施
生徒数の減少対策、教師の資質向上策として、良い学校を目指して実施している。6年～ 10年生対
象に毎日テストを実施し、他校よりテスト回数が多い。50％未満の生徒の補習授業を、休日の土曜日
6時30分～ 9時まで実施。対応教師は順番に行う。問題は、自作している。教師の都合がつかない場合は、
問題を作成し、他の教師が代行することもある。対象教科は、ネパール語、数学、科学、社会、英語
である。学年末の成績が20％アップした。再テストは3回まで行う。各人がレベルアップしている。
（４）教師同士の学び合いが充実している。
新しい教師、若い教師が指導法について、先輩教師から助言を受けることなどが、実にスムースに
行われている。お互いの学び合いのムードが醸成されている。
（５）課題
新しい教師、若い教師たちの意欲はあるが、指導力がまだ不十分である。年配の教師がたの指導方
法があまり変わらず、旧態依然としている。
1から5年の評価基準をどのようにするかが課題である。6年生以上はテストでの点数が一つの評価
基準となり、成果が分かりやすいが、低学年としてはどのようにするか。
（学校が楽しく、休む生徒が居ない、笑顔・笑い声が溢れている、分かりやすい授業で学び、いじめ
がない、暴力的でない、などなどが必要と助言)
（６）今後の取り組み
JICAプロジェクトの成果発表について
公開授業を実施（2人or全員）
案内者リスト作成
・保護者

・市

2人

・区長

・16校校長

・さくら寮卒業生

10人

・JICA Nepal

・地域の学校の教師

・JICA JAPAN

20人

・JNFEA

PATLE における JICA 事業の継続についての要望
YOUCAPS 代表

Krishna

Khatiwada

Patleの授業に関して、先生方は、本当に良い勉強になったと喜んでいます。
皆さんは、授業は楽しく学べる場所でないといけないということは、理解しつつあり
ます。教育に興味ある人は、この講義は受けたほうがいい。ただし、教材をつくるため
に時間をとって、工夫して考えたものが、実際に授業で生かせるのは、簡単ではないので、学校に帰っ
たら元に戻る可能性がある。
このような研究は、長い期間かけて指導すると身につきます。JNFEA・YOUCASPは、出来るだけ
のことはしますが、限界があります。何もしないよりは、これまでやってきたことで、やる気のある教
師は工夫して進めていくきっかけにはなります。
JICAの支援で実施するこのようなチャンスは、もっと長期継続してくれると、絶対に変わります。
ありがとうございます。
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Ⅳ．JOCV ボランティアの報告と感想
①

加藤泰紀
今年度のJNFEAフォローアップ研修も、大変お世話になりました。
昨年度とは異なり、JICAボランティア総勢10名での参加となり、JNFEAの皆さんには、多方面で大変ご
負担だったと存じます。我々としては、10年以上続く、質の高い教
師研修に参加できたこと、そして、それに応じる熱心な、若い先生
方と出会える機会をいただけたことに、大変感謝致しております。
今年度の研修も、有り余る熱意と、体力を持った先生方の授業は、
非常に刺激になりました。JICAボランティアとのコラボ授業は一
コマのみでしたが、こちらも少ない準備期間で、お互いのアイデア
を出し合い、良い形で実施できたと思います。
個人的には一コマいただき、かねてから希望していた、体操の指

導法をやることが出来ました。1時間の中で体操の楽しさを実感し、さらに教える喜びまで感じてもらいたい、
そう思いながら、NHK教育テレビで使用されている「一分体操」を題材にしました。こちらは、たった一
分間で、歌を歌いながら、全身運動を促すよう創作されているため、初心者でも手軽に取り組みやすく、か
つ体操としても効果的な教材です。
普段から新しい教材研究に熱心なさくら寮の卒業生らは、すぐに良い反応を示し、私のスパルタ指導にも
ついてきてくれました。体操を指導する前に、まずきっちり自分でできるようになるまで、計10回以上は、
繰り返す必要がありますが、今回はそれと同時に、体操の指導を実体験してもらいました。5人一組で、1人
が指導者になり、4人が生徒として動く形式をとり、これを5人全員が回るように繰り返しました。炎天下の
中、休憩もろくに取らず、よく頑張ってくれました。
彼女らが、それぞれの学校に戻り、体操指導をしてくれるように、音源とビデオのシェアも行いました。
あとは実践してくれるかどうかです。
JNFEAによるフォローアップ研修は、来年度で最後と伺いました。その後はKrishnaさんやManjuさん
をはじめ、さくら寮の卒業生らを中心に、継続させていくということで、JICAボランティアの協力体制も
変わってくることと思います。我々としては、教師研修を見学できる、あるいは、講
師として参加する機会をいただけるなど大きなメリットがあります。是非、今後とも
お互いにとって有意義な関係が続くことを、祈っています。
また残念なことに、私は、来年度の研修の頃には、既に任期を終え日本に帰国して
おります。JNFEAの皆さんとの出会いや経験から学んだことを糧に、帰国後は、東京
都で教師採用試験を受験します。さくら寮の卒業生に負けないくらい、良い教師を目
指して頑張りますので、今後ともご鞭撻の方、宜しくお願い申し上げます。
②

山本晶子
自分の任地以外の学校へ行き、生徒、先生方、学校生活（授業態度・お昼休み等）を、見学できたこと、

またJNFEAの方の授業や、授業資料から多くの学ぶことがありました。さらに、JICAの隊員による模擬授
業では、ネパール語を話す日本人という立場から、どのように静かにさせるか、どんな言葉を使っているか、
どのように授業を進めていくかを見ることができたので、勉強になりました。自分の学校以外で学校関係者
に会い、さらに授業風景を見ることが、難しい状況なので、今回の研修は、とても貴重でした。
③

庄司有理沙
ネパールに派遣されて半年程経ち、自分が任地に派遣された意味や、活動の行く先が見えず、先行きに不

安を感じている時に、今回のJNFEAのプログラムがあるということを聞き、何か自分の活動の糸口が見つ
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かるかもしれないと思い、参加させていただきました。
今回はカピルバスツの体育のプログラムとポカラの教師フォローアップ研修に、参加させていただきまし
た。カピルバスツでは実際に、学校の生徒たちを相手に、授業運営の指導をしているところのお手伝いをさ
せていただきました。ネパール国内の、他の学校の様子や取り組み、自分の配属されている学校との違いな
どを知ることができ、とても良い機会となりました。
授業については、事前の打ち合わせ時間があまりとれず、内容を
把握していないまま、その場その場で指示をもらって動くことに
なってしまい、生徒の活動時間をロスしてしまったような気がして
います。そのため、事前に授業内容をしっかり聞いた上で、取り組
むことで、もう少し活動の手助けや活動時間の確保、自分自身で吸
収できることも増えたのではなかったかと思いました。
ポカラでのフォローアップ研修では、青年海外協力隊OGの山下
さくらさんの授業を拝見することができたことが、私自身にとって
一番大きな収穫となりました。任地で活動していくにあたり、授業の進め方や、言語の面などで困難を感じ
ていたこともあり、実際に2年間現地で活動をしてきた先輩隊員の授業を見せていただくことで、子どもた
ちに接する時のネパール語での言い回しや、褒め方、授業展開のテンポ感など、とても参考になりました。
全行程に参加することはできませんでしたが、1年に1度、自分自身の授業をふり返ったり、他の卒業生の学
校や、授業の様子を知ったり、日本の教育者から新たな知恵を吸収できる、大変意義のある研修であると思
いました。
また、カピルバスツでも、ポカラでも、たくさんの先生たちが、意欲的に学ぼうとしている姿に、感動し
ました。ネパールの先生の中にも、真剣に教育に携わろうとしている人が居るということ、私の配属先の学
校にも、意欲があり、他国の教育に興味を持って、一緒に活動してくれる先生が居るかもしれないと希望を
持つこともできました。JNFEAの方々は、長い時間をかけてネパールの教育と向き合い、ここまでのもの
を作りあげていますが、私にはあと1年半という期間しか残されていません。今回の経験を、今後の活動の
ヒントとして、残された活動期間のなかで、私にできることを考え、ネパールの子どもたちのために活かし
ていけたらと思います。
④

須崎将弘
カピルバスツ、ポカラでの研修を通して感じたことは、関わったネパールの教師の意識の高さである。ネ

パールに来て3か月ほどなので、この意識の高さへの思いが「教師の仕事を頑張りたい」「子どものために何
ができるか」など、教師の内面への理解にまで及んでいないが、それでも意識を持って研修に取り組む姿を
見られたことは、この研修の一番の成果のように考える。
今回の研修が始めての参加だが、さくら寮の研修では、これからのフォローアップ研修を、寮生が運営す
るための時間も設けられており、JNFEAがすべてフォローするのではないという、意識を少しでも持たせ
るよう地域別にリーダーを決め、動いている姿もあった。寮生のみの運営になった時に、多くの問題が噴出
するだろうが、自分たちで考え、動く姿を教師が行えることは、教育を行う上でとても良い経験になると考
えられる。ポカラではネパールの教師の自発的に動く姿を見ること
ができ、良い機会になった。
カピルバスツでは、寮生以外の教師も見ることができ、意識の高
い教師も多く、それぞれが頑張っている姿を見ることができた。支
援当初を見ているわけではないので、比較はできないが、ネパール
の教師の、このような姿は、今後の自身が、ネパールの学校で活動
する上での励みになった。
今回JNFEAの研修に参加し、自身の学校とは違う学校の姿や教
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師の姿、ネパール語を用いての授業を見ることができ、今後の活動に向けての良い機会となりました。あり
がとうございました。
⑤

鈴木このみ

＜カピルバスツ

授業に関して＞

・『転がしドッヂボール』と『転がしベースボール』はとても参考になった。また、小・中・高学年と、そ
れぞれ２学年ごとに競技が同じでも、ルールを少しずつ成長により変えることができる、柔軟な競技であ
ることも、魅力的であった。ただし、任地で参考にするためには、ボールを手に入れる必要があるので、
そこは難しいと感じた。
・今村美知子さんがメインで行った。日本の授業展開に、ネパールの生徒たちは戸惑うことと予想していた
が、３年目ということもあって、生徒たちは大きな戸惑いを見せることなく、授業を受けていた。継続す
ることで、お互いの文化に歩み寄ることができるのだと、実感できた。
＜環境（学校・教師・生徒）に関して＞
・先生方の協力姿勢が、とても良かった。自分の任地でも、Sujata さんのように、日本人とネパール人を
つなぐ人材が必要だと感じた。
・朝の清掃から始まっていることに感心した。生徒たちが、自ら清掃を行っているので、校内を汚す生徒は
見受けられなかった。
・生徒たちが、カジャの時間にお弁当を持ってきていることに驚いた。家庭で作ったものを食べることによっ
て、健康に育つので、とても良い習慣だと感じた。また、生徒たちが、整列を崩さず、行動していること
にも驚いた。教師たちの熱心な指導が、根付いた結果だと思う。
＜ JNFEA の対応に関して＞
・JICA ボランティアに、とても良くしていただいた。打ち合わせをもう少し持ち、前日に、翌日の授業で
具体的に何ができるのかを把握できれば、JICA ボランティアの動きも、もう少し迅速にできたかなと思
う。
＜ポカラさくら寮のカリキュラムに関して＞
・『フォローアップ研修』ということだったので、さくら寮で育っ
た教師たちが、どのように授業を展開しているかを発表し合い、
それについて助言を行う形式を、想定していたが、日本人の授業
アイディアを提供することが、主であった。どちらも必要だと思
うが、バランスはどうなのだろう？と少し疑問に感じた。
＜授業に関して＞
・山下さくらさんが提供する授業に、準備の段階から、かかわれることは貴重であった。どのようなことに
躓くのかを一緒に考えることができ、今後自分が授業準備するときの参考になった。
＜全体を通して＞
今回は、JNFEA の事業に参加させていただき、ありがとうございました。JNFEA については、インター
ネットで拝見していました。直接かかわり、皆さんとともに、教育について少しでも考えられたことは、
とても光栄に思います。とくに、今村美知子さん、今村務さんには、とてもお世話になりました。お二人
のように、どこの国でも、柔軟で魅力的な教師を目指して、精進したいと感じました。ありがとうござい
ました。
⑥フォローアップ研修に参加して

元 JOC

V 山下さくら

去年に引き続き、フォローアップセミナーに、参加させていただき、ありがとうございました。ネパール
での授業実践に加えて、現地の教師の話も聞くことができて、私自身にとっても、とても勉強になりました。
ありがとうございました。
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教師の基礎学力
「算数」の分数の授業を実践する前に、日本に留学した卒業生３名に、プレ授
業を行ったところ「1/2+1/2」「1/2+1/4+1/4」の計算ができず、また図をかいても
分数の理解が難しく、分数の概念や、理解が難しい教師が、子どもに教えてい
るという実態が、垣間見えた。小学校教師としては、児童理解に励むと同時に、
幅広く基本的な知識を持ち合わせることも、大切である。基礎学力の定着も、教
師養成の段階で、大事であるということを痛感した。
「理科」に関しては、遊びながらということがメインであったが、準備不足と短時間でたくさんのことを
盛り込みすぎたと、反省している。いつかリベンジを！
これからの研修に関して
自分たちの力で、研修をすすめていくために、４つの会場で研修の試みは、楽しみである。しかし、ネパー
ルの生活をみると、なかなか難しい面もあるので、工夫が必要になってくると感じた。現地には、現地の時
間の使い方や、物の感じ方がある。日本人の感じ方とのギャップを埋めるためにも、Manjuさんの存在は欠
かせない。また、日本人の感覚を持ちながらも、現地で生活をされ、ネパールの感覚を身につけた、協力隊
の方々の意見も参考になると、私は思う。
全体を通して
卒業生が１年に１度集まり、お互いの近況を報告したり、学生時代に戻ったように楽しそうに過ごしたり
…これが卒業生のモチベーションに繋がり、この研修の意義があるのではないかと思います。自分自身の教
師生活を振り返ってみても、「共感してくれる仲間」の存在と、「楽しみ」があるから仕事をがんばることが
できたように思います。教師の質の向上に加え、この部分もこの研修の醍醐味ではないかと、実感しました。
これからも、この研修が続いていくことを願っています。ありがとうございました。
（今村美知子さんのハツラツさと今村務さんの歌声には、ついうっとりしてしまいました♫）

Bina Rokaya（４期生）さんの日常
現在、学校では先生として、幼稚園か
ら９年生まで教えています。また、図書
館の管理もしています。放課後４時から
はFMのアナウンサー、家に帰ると、小さ
な美容院を経営しています。毎日朝早く
から夜まで忙しくしています。子どももいるし、家事もあります。月
給は普通のサラリーマンよりは少ないけど、何とかやっています。夫
は、何でも売っている雑貨屋を経営しています。今の希望は、幼稚園
の子どもたちに小さい机やいすがほしいと思っています。今は、床に
座って授業しています。また、壁に明るいきれいな絵などがあればい
いなアと思っています。私は、先生という仕事が大好きです。
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卒業生赴任地訪問記；Dolpa 郡、Dhading 郡

（2018年9月26日～ 10月5日）

訪問者：袖山正彦、Krishna Khatiwada
理事

袖山

正彦

卒業生の赴任地訪問も、あと数校を残すのみとなりました。今回訪問したDolpa郡は、ネパールで一番大
きな郡で、ほとんどが山岳地帯で、平地は少ない。村は、大きな川沿いの道から200 ～ 300ｍ上の日当たり
のよい斜面を利用して、わずかな畑を耕して、自給自足の暮らをしていた。Dolpa郡の交通インフラは、一
部自動車の通る道路はあるが、隣郡から郡都のDunaiまで車の通る道路
はなく、現在建設中。道路は固い岩盤を削り、所々砂礫の軟弱なところ
を車の通れる幅の道路作ることは、難事業である。また、道路が完成し
ても、車が渡れる橋がないため、吊り橋のところで乗り換えをしなけれ
ばならない。ネパールガンジーから飛行場のジュパイルまで、飛行機で
約50分、ジープだと、約2日かかる。小型飛行機では、冬季間3,000m以
上の山を越えるため、天候に左右され、欠航が多い。今回、Dolpa郡2校、
Dhading郡１校の学校訪問に行ってきました。
9月24日

立派な Juphalno 飛行場

夕方6時、ネパールガンジーに到着。ネパールガンジーは、とても暑く、気温37度、湿度90％以上、

少し歩いただけで汗が噴き出る熱帯夜で、熱すぎて蚊も飛べない。明日のフライトの確認を入れたら、7 日
間欠航が続いているので、明日25日のフライトはだめで、26日朝１番の７時の便を予約できた。
9月26日

Dolpa 郡、Samjhana（10期生）さん訪問

朝5時、ネパールガンジー空港に到着。6時30分、搭乗連絡があり、小型飛行機は、乗客が乗ると、定刻前
にフライトした。すぐに雲の中に突入し、機体を揺らして飛ぶこと45分、雲間をすりぬけると、標高2,470
ｍのジュパイルの飛行場に到着。前回訪問した通訳のKrishnaさんは、滑走路がコンクリート舗装されて立
派になり、飛行場の下まで道路が開通して車が登ってきていたのに、驚いていた。以前は、滑走路が未舗装
だったので、雨や雪が降ると、何日も滑走路が使えず、欠航になっていた。車の通れる道が開通したことで、
大きな荷物を持って、約300ｍ下の道まで降りなくてすみ、便利になった。午前8時、１時間30分かけて、
Samjhanaさんが、道案内を兼ねて迎えに来てくれた。
飛行場からSamjhanaさんの村は、約5㎞、現地の人は、約1時間30分（日本人3時間）で歩く。インターネッ
トは、Jajarukotに着くまで７日間通じなかった。携帯電話も、電波も届かず、使えない地域もあった。荷
物を運ぶポーターを頼んでいたら、15歳くらいの小柄な少女を連れてき
た。少女は、荷物を持たない私たちより早く歩いていた。村は、標高2,600
ｍと高いところにあり、70軒ほどの集落であった。若者は、学校を卒業
すると仕事を求め、都会に出ていくため、少ない。家は、斜面を利用し
て、1階が玄関兼牛やニワトリなど飼育小屋、裏側が2階か屋上になって
いた。家畜と同居しているため、集落内はハエや汚物がめだち、衛生環
境面で、問題が多い。気候は、暖かく、野菜やリンゴ、くるみなどが実っ
ていた。道の脇の木になっていたリンゴを採って丸かじりした。甘さは

Samjhana さんの村

それほどではないが、新鮮でおいしかった。野菜や果物が採れても、市場がないので、現金収入にならない。
村人のなかには、シーズンになると、3 ヶ月くらい漢方薬の「冬虫夏草」を採りに山に入って、生活を支え
るそうです。宿は、Samjhanaさんの家でなく、別の先生宅でホームスティーさせていただいた。
9月27日

Samjhana さんの学校訪問

Samjhanaさんの学校は、幼稚園から5年制までの小学校で、先生7人、生徒数135人。学校では、校内の
インフラ整備と教育の質を上げることに力を入れていた。英語教育の影響で、母国語のネパール語の読み書
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きが十分できない生徒が出てきているので、低学年では、ネパール語の授業に力をいれている。
2年生の算数の授業を参観、Samjhanaさんは、授業を効率的
に進めるためにポスターを作ってきた。授業の始めにみんなで大
きな声で「兎の唄」を歌ってから、1から30までの数字の読み書
きを教えていた。生徒を指名して数字を読ませて、みんなで復唱
していた。
歯磨きの紙芝居と実技指導を、4年生と5年生を対象に、行なっ
た。紙芝居を指さし、生徒一人ひとりの顔を見ながら、上手に行
なった。磨き方指導には、校長とKrishnaさんも参加して、充実
した歯磨き指導になった。絵本の読み聞かせは、Krishnaさんが、日本の童話作家；さかいみのるさんの絵
本を、ネパール語に翻訳した「Motcha」の絵本を読むと、生徒は、目を輝かして聴いていた。校長先生は、
積極的に学校の運営にあたっていた。Samjhanaさんの再雇用にも、前向きの回答を得られ期待したい。
“Samjhama B.K さんのビデオレター”
ナマステー。私は、10期生のサムジャナです。ドルパのマハデブ小学校で、先生をしています。ポカラ
のさくら寮で2年間勉強して、帰ってきました。この学校に来て1年が経ちました。最初は、自分の卒業した
小学校で自分を教えてくれた先生方と仕事をするのは、大変でしたが、今は慣れてきて、協力してもらって
大変やりやすくなりました。学校では、子どもたちの清潔が大きな問題でした。とくにダリット民族の子ど
もたちは、汚れた服装のままで学校に来るので、綺麗にすることが大変でした。両親にも協力してもらい、
前よりだいぶ良くなりました。子どもたちには、保健の授業で清潔問題を教えて、理解してもらいました。とっ
ても、仕事がやりやすくなりました。また、私は、さくら寮で学んだことを教えようとしています。初め教
室の数や学校のインフラが足りず、大変でしたが、頑張ってやってきたら、周りの人たちが、認めてくれる
ようになりました。これからの2年間は、もっとさくら寮で学んだことを活かそうと思っています。地域で
開催される研修会やトレーニングにも参加させてもらうようになりました。生徒たちと友だちのようになり、
慣れてきましたので、今はとても楽しく教えています。
9月27日

Jiuni から Tripurakot へ

村は、新しい車の通る道路を建設中で、村の入り口まで出来ていた。自動車道路が出来たおかげで、歩く
には都合がよかった。住民たちは、普段利用している急峻な道を、ショートカットしながら歩いた。2,300
ｍ付近で山肌を削った道路断面に、昔流れていたと思われる河の痕跡がみられ、何千年前は、今の400ｍ下
に河が流れていたであろうと思う。村の多くの家は、内階段が無い
ため、2階や屋上に上がる時は、外にある丸太棒を削った棒梯子を
利用する。家人たちは、簡単に登り降りしていた。実際Tripurakot
の宿で棒梯子を利用してみたが、簡単ではなかった。明るいうち
は何とか両手を使って登り降りできたが、夜、トイレに行く時は、
大変であった。宿の主人は、窓から放水してもよいと言ったが、
JNFEAの 名 誉 の た め に、
そんなことはできない。夜
棒梯子のある風景

中、その場面がきた。電気

や月明かりもない闇のなかで、両手を使うため、首から懐中電灯を
提げ、半身になって、棒梯子に挑戦したが、足元が分からず、汗びっ
しょりになって、用をたした。下着が汗で濡れたのか、漏らしたの
か、ベッドに戻っても、興奮して寝付けず、翌朝、別の所に宿替え
をした。
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9月29日

Menuka さん（10期生）の村へ Tripurakot から Tribeni へ出発

この訪問で一番のトレッキングになった。約30Kｍを、現地の人は、5 ～ 6時間（日本人７時間30分）、こ
こも道路建設中だったので、車やバイクの往来はなく、快適に歩けるはずだった。ニュースレター No.18掲
載の福島さんの報告を守り、朝食とヨーグルトを十分食べて、万全の態勢を整えたが、ポーターが来ず、8
時に出発した。快調に歩いて2時間。炭酸飲料のコーラを飲んだら、朝食で食べたヨーグルトが胃の中で再
発酵して、
「げっぷ」が出始めた。にわかに怪調に変わり、つわりの妊婦が「ゲロ」して歩いている状態であっ
た。昼食休憩を１時間とってもらって、「つわり」も治まり、今日の宿泊地Tribeniに向かって出発した。
9月30日

Menuka さん（10期生）の Bhotgaun 村へ

Tribeniの宿を午前8時に出発し、約2時間の予定が、4時間かかって到着。Bhotgaun村は、
Dolpa郡のはずれ、
Lukum郡との郡境にある風光明美な集落である。人口約350人、電気、水道、トイレなどのインフラは、十
分ではない。村は、Samjhanaさんの村に似ていた。標高も2,200mの高いところにあり、リンゴは採れない
が、カリフラワーなど多くの種類の野菜を栽培していたが、主食の米、麦の耕作はなく、稗を栽培していた。
また、各家庭では、家畜を飼っていているため、衛生面で、問題が多い。
村には、幼稚園から10年制までの学校１校、幼稚園から5年制までの小学校1校、私立学校１校、全部で3
校ある。Menukaさんの学校は、幼稚園から、5年制で、先生6人、生徒数93人。
低学年の英語教育の影響で、母国語のネパール語の読み書きが十分出来ない生徒がいるので、ネパール語
の授業に力をいれていた。
Menukaさんの授業は、ネパール語で「通信機能の進化」でした。内容は、「昔は、手紙を一通送るのも、
日数がかり、大変でしたが、今は、電話やインターネットが導入されて、その日のうちに自分の気持ちを伝
えることが出来、大変便利になった。」手紙と電話の特徴を比較し
ながら、生徒に質問していた。3 ～ 5年生を対象にして、歯磨きの
紙芝居と、実技指導を実施。他の先生方も、一緒に参加した。絵本
の読み聞かせ授業に、生徒たちは、目を輝かして聴いていた。村に
は、学校が3校もあり、先生数、生徒数が分散して、効率が悪い。
Menukaさんの再雇用には、良い返事は得られなかった。また、交通、
生活インフラが厳しい地域で、生活は、大変とは思うが、先生を続
けて貰いたい。
“Menuka Budha さんのビデオレター”
ナマステー。私は、メヌカです。ポカラで2年間勉強して、今、ドルパの村に帰って、スルヨダヤ小学校
で教えています。学校では、他の先生方から協力してもらっていますので、問題がありません。皆さんも、
私の村に来て下さい。
10月5日 Dhading 郡 Kumpur 村へ、Chandika Regmi さん（10期生）
村は、JNFEAのマネージャー Krishnaさんの出身地で、カトマンドゥからポカラまでの街道の途中で、
カトマンドゥから約3時間のところにある。人口は、約1,000人。
2015年4月の地震で、学校・住宅に大きな被害がでた。今年3月に訪
問した時は、まだ避難生活状態でしたが、今回は建設ラッシュで、
村に活気があった。村は、地震で傷んだ校舎を一部壊して、校庭に
新しい校舎を建設するための建設委員会を立ち上げていた。
学校は、幼稚園から12年生までの学校で、小学校は先生8人、生
徒180人。私立学校に影響を受けないよう、教育の質を上るため努
力をしていた。幼稚園を、年少、年中、年長の３クラスに分け担任
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制を行っている。
学校は、試験中で、授業は参観できなかったが、試験中の様子を見ることができた。日本のように答
案用紙に回答するのではなく、自分の解いた回答や解らない問題を、先生に質問しながら記入していた。
Chandikaさんは、幼稚園の年中組の担任。この地域は教育に対して非常に熱心で、女性の高等教育率が高
い地域。試験は、日本と比べ緩やかなテスト風景でした。Krishnaさんが理事長をやっているので、再雇用
は大丈夫と言っていた。
ネパールを紹介する本によると、ネパールは、多民族国家で約36民族があるといわれる。ネパール語を母
国語としない民族は、学校に行くまで、それぞれの民族語を話し、学校で初めてネパール語と英語を習う。
授業は、英語以外はネパール語で行われるため、子どもたちは、英語とネパール語の二つの外国語を勉強し
なければならず、他教科のネパール語の授業を理解するのに、3年くらいかかる。今回訪れた村は、それぞ
れの民族ごとに、小さな集落を営んでいるので、外部から着任した先生は、言葉がわからず、生徒とのコミュ
ニケーションが取れない。その意味で、卒業生が自分の村に帰って先生を行うという本協会のプロジェクト
は、大変重要な制度だと再確認した。
“Chandika さんのビデオレター”
ナマステー。私は、10期生のチャンディカです。ポカラで2年間勉強して、いま故郷のダーディン郡のサティ
ワダ学校で教えて2年になります。最初、学校で教科を教えるのは、問題ありませんでしたが、生徒との親し
い接し方が、難しかったです。先輩の先生に相談し、支援を受けて対応してきました。今は、慣れて問題あ
りません。学校で1年が過ぎ、難しいと感じていた教科も、自分で勉強をして、今は問題ありません。授業の
内容を生徒に良く理解させるために、授業中に時々、遊びや教材を使って教えたら、生徒たちも理解してく
れるようになりました。私にいろいろ教えてくださった先輩の先生方、JNFEAの皆様に感謝申し上げます。

2018年度現地理事会報告
A

＜事前打ち合わせ＞

事務局

山下威士

2018 年 8 月 10 日（金）14 時～ 15 時、KCP キャンパス・チーフ（学長）室で、

Manandhar 学長と、山下理事長、山下事務局員、Manju・JNFEA マネージャー、Krishna 通訳とが会談。
＜ KCP への寄付金贈呈＞

１

まず、昨年の取り決めに基づいて、KCP への寄付金の贈呈を、山下理事長

より行なう。（１）寄付金（ガードマン給与分）、135,200Rs,(2) 寄付金（JNFEA 事務室借料分）、60,000Rs。
これを受け取った Manandhar 学長は、実に鮮やかな手つきで、札束を数えられ、満場の注目を浴び、「銀
行員のよう」という賞賛の声に、いささか得意げに、同封の領収書にサインされた。
会計事務所2017年度決算報告書 Audit

２

（１）＜銀行口座 の 変 更 ＞

Report について協議。

ネ パ ー ル 政 府 の 銀 行 に 対 す る 方 針 に 対 応 す る た め に、 取 り 扱 い 銀行を、

Himalayan Bank か ら、Om Development Bank に， 口 座 を 移 し た こ と が、 報 告 さ れ た。 署 名 人 は、
Manandhar 学長と Pradhan 理事長という。
（２）＜未払いの卒業生手当ての確認＞

とくに卒業生教師への手当ての未払い分の確認を行なう。結果的

には、次の（D）の Nisha の52,000Rs のみ支払いが必要と判明。
（A） 勤務途中で、政府採用教師になり、JNFEA からの支払いが不要になった者
① Asmita Bohara（7期生）
② Sumitra Rana（7期生）
③ Dipa Bista(6期生 )
（B） 3年目に、教師として勤務せず、契約違反のために、手当てを支給しない者
① Anita

Budha(5期生 )

（C） 虚偽の申請を行ったために、手当てを支給しない者（罰金の可能性）
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① Laximi Pujara(7期生 )
② Srijana Bohora（8期生）
（D） 支払いを行なうべきだが、支給する方法がなく、Phokhara に来るのを待つ者
① Nisha Gurung（8期生）
（３）＜政府の教師採用試験対策費＞

今年度の教師政府採用試験対策費が、まったく未払いだが、今年の

採用試験が、9月にあるために、7，8月に、ほぼ全額（30万 Rs）の支給が予想されること。
（４）＜現在の銀行残高＞

したがって、今年度の銀行残高は、見かけ上は、「1,521,287Rs」だが、△

300,000Rs( 試験対策費 ) ＋256,000RS（手当て未払い不要分）＝1,477,287RS 残高。
（＊参考；2018年度さくら寮必要額

2,065,000RS）。
7 月 1 日に、Gandaki Province（第４州）Government の Minister

３

＜さくら寮モデルの継続可能性＞

of

Education、Ms.Naradevi Pun が、KCP を訪問され、Province 内の教師養成のために、さくら寮モデ

ルを継続することも考えたいと発言された（Manandhar 学長発言）。
４

文京学院大学と KCP との学生交流協定を再延長させための行動を開始した（Manandhar 学長発言）。

５

JNFEA の赴任地訪問について、現地の事情を知るためにも、KCP からも同行者を出したいが、宜し

いかと、Manandhar 学長より提案され、喜んで受け入れると回答 (JNFEA 理事と同じ待遇で）。
B

＜さくら寮現地理事会＞

8月11日（土）、現地理事会を、11時～ 12時10分。さくら寮ホールにおいて開

催。司会は、Manandhar 学長。（＊

議事録あり。）

出席者；①山下 JNFEA 理事長、②山下・事務局職員・現地理事会理事、③ Yogendra Pradhan さくら寮
理事会理事長・KCP 理事長、④ Sures Manandhar

KCP 学長・さくら寮運営委員会委員長、⑤ Prem

Budhathoki 現地理事。
陪席；① JNFEA マネージャー Manju, ②通訳 Krishna, ③ KCP 会計係 Krishna Tamrakar。
１

Manandhar 学長より、「2017年度 Audit

Report」に基づいて、その内容を報告。

２

今年度の資金について、前年度残額の使用を承認。

３

山下事務局員より、配布資料「Budget」に基づいて、2018 年 7 月～ 2019 年 6 月の「さくら寮予算」（①

卒業生教師の手当て、②教師採用試験の対策費、③会計事務所費用のみ）について、説明。
（１）政府採用試験対策費について、30名以上の受験者があった場合の予算超過の場合の扱い方について質
問があり、「実額で、超過して支払ってもらって結構」と回答。
（２）山下事務局員より、銀行口座を変えたこともあり、また定額であることからも、手当てや試験対策費
を、できるだけすみやかに、当該教師に送金してやっていただきたいとお願いした。
４

山下 JNFEA 理事長よりあいさつ。

（１）さくら寮プロジェクトの発足からの経過を説明。
（２）卒業生を送り出すことはできたが、このプロジェクトは、2020年6月まで、つづくので、いましばら
くのご協力をいただきたい。
（３）今年も、赴任地訪問やフォローアップ研修会を行うので、宜しくお願いする。
５

Pradhan さくら寮理事会理事長のあいさつ。

（１）最近は、
Nepalでも、教育の重要性は、みんなが考えはじめた。しかし、
それも、いわば都会部だけで、田舎や奥地の村では、なおそうでも
ない考え方が残っている。
（２）先日、Gandaki Province GovernmentのMinister of

Educationが、

KCPを訪問され、このさくら寮モデルの継続の可能性を発言された。
Pokhara市や、Kaski郡,あるいは、Gandaki州による予算化により、
Gandaki州内の遠隔地教師養成センターになる可能性があるとも。
（３）そのために、UBC（大学卒業生サポートセンター）とも、相談を開始している。
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６

山下 JNFEA 理事長よりの追加の発言。

（１）新憲法により教育が地方分権事項となったことでもあり、地方政府と協力して、KCPが、頑張って、
女性教師養成センターになって欲しいこと。
（２）文京学院大学は、交換留学生に、学費、寮費など、多くの優遇を与えているし、2020年度には、文京
学院大学の学生が、Nepalを訪問する予定なので、ぜひ、文京学院大学との学生交流協定の延長を促
進していただきたいということ。

2017年度さくら寮決算報告

事務局員

山下威士

(Rs=ルピー )

この決算は、L.K.Sharma会計事務所の2017年度の報告
（2017年7月17日～ 2018年7月16日）によるものであり、8

Ⅰ

学生授業料関係

0

月11日のネパール現地のさくら寮理事会、および、9月15

Ⅱ

学生関係

0

日の本協会理事会の承認を得たものです。

Ⅲ

さくら寮維持費関係

0

Ⅳ

賃金、その他関係

10,000

(1) 会計事務所監査費

10,000

単位は、Rs（ネパール・ルピー）、2018年8月1日現在、
1Rs＝1.03円

Ⅴ
（１）2016年度の支出は、さくら寮在寮生が居なくなりま

2,445,000

（1）卒業生教師給与

2,445,000

(2) 教員採用試験対策費

したので、卒業生教師給与+会計事務所監査費の合
計2,455,000Rsのみでした。

卒業生教師給与関係

合計

0
2,455,000

（２）本来支出する予定でした教師採用試験対策費（Ⅴ－
（２）については、試験が。2018年10月に予定されているために、上記会計期間中に執行できず、翌
年送りになりました。予算額の30万Rsを支出する予定です。
備考；上記のさくら寮理事会所管の費用以外に、さくら寮関係では、本協会理事が直接に持参する形で、
以下の支出をしました。
（１）さくら寮の2階に、本協会の事務室を、KCPより借用しており、この借料として月5,000Rs、年額
60,000Rsを（寄付金として）支払いました。
（２）本協会マネジャーとして、上記事務室に勤務するManjuさんに、手当てとして、月5,000Rs、年額
65,000Rsを,また、同事務室の必要経費として、月5,000RS,年額60,000Rsを、支払いました。
（３）上記の経理等を処理するために、KCPの会計係のKrishna Tamarkarさんの協力を得ており、その手
当てとして、月3,875Rs、年額50,375Rsを支払いました。
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加藤恒久教育基金の進捗状況

理事長

山下泰子

故加藤恒久氏の奥様・加藤糸子様より、2017年度の1,500万円のご寄付に加えて、2018年度にも2,000万円
のご寄付を頂戴しました。これは、「ネパール遠隔地女性教師養成」への指定寄付金です。この3,500万円を
基金として、さくら寮生の出身寮である３つのフィーダーホステルのリフォームとそれらのフィーダーホス
テル卒業生が教職に就く最初の3年間の給料の補助をいたします（ニュースレター 25号に既報、26頁参照）。
◆◆ジュムラ ･ フィーダーホステル◆◆
・2018 年 5 月、山下泰子 JNFEA 理事長が、ジュムラを訪問し、ジュムラ市市長、カルナリ高等学校長との
間で覚書を交わしました。
・机 ･ 椅子のないジュムラ・フィーダーホステルに、NPO 法人 AAF（理事長：赤尾健蔵氏）から机・椅子25セッ
トの寄贈を受けました。日本からコンテナに積み込まれた机・椅子は、船便でインドのコルカタ（= カルカッ
タ）で荷揚げされ、陸路ネパールに運ばれました。いま、ダーディンに置かれており、ジュムラへ運ばれる
のを待っています。
・リフォームの着工は、2019年の予定です。
◆◆カピルバストゥ・フィーダーホステル◆◆
・2018年5月、山下 JNFEA 理事長とバンガンガ市長、バンガンガ高等学校長の間で覚書を交わしました。
・2018年度のフィーダーホステル卒業生 12 人が教職に就きました。いよいよ最初の 3 年間の給料の半額（一
人5,000ルピー / 月）を加藤教育基金から支出します。
・2019年2月、業者を決め、フィーダーホステルのリフォームに着工します。
◆◆ドーティ・フィーダーホステル◆◆
・2018年11月、新井場貞子 JNFEA 副理事長と Manju Dhoju マネージャーが、ドーティを訪問し、3期生の
Srijana Saud と Tikeswori K. Madai さんの案内で、ドーティ・フィーダーホステルと Dipayal Silgadhi
Minicipality Ofﬁce ( 市役所 ) を訪問し、加藤教育基金による「ネパール遠隔地女性教師養成」プランの説
明をしました。市長の Manju Malase さんも、フィーダーホステル寮母兼高校校長の Gita Joshi さんも、
女性で、こちらの提案に賛同されました。
・2019年2月、山下 JNFEA 理事長と Manju マネージャーが、再度、ドーティを訪問して、覚書交換の準備
をする予定です。
◆◆ポカラ・さくら寮◆◆
・ポカラ・さくら寮をガンダギ州の Pun 教育大臣（女性）が訪問され、JNFEA が取り組んできた「遠隔
地女性教師養成」の継続を期待する発言をされたとの報告を、カニヤ・キャンパス・ポカラの Mananndar
学長からお聞きしました。この件について、2019年2月、山下 JNFEA 理事長が、再度ポカラを訪問し、市長、
学長と話し合ってまいります。さくら寮の継続は、私たち皆の最大の関心事ですから。
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“ネパールの紹介”
小川正史・前ネパール大使のご好意で、2018年12月2日のネパール・ジャパン・ウィメンズ・ソサエティで
のご講演の際のパワーポイントの一部をここに転載させていただきます。ネパールの基礎的なデータがあり
がたいですね。山下泰子

私が見てきたネパール（大使としての4年半）
2018年12月2日
前ネパール大使

小川正史

1, ネパールの地形
◆面積14.7万平方キロ（日本の40％、北海道の1.8倍）、東西南辺をインド、北辺を中国（チベット）に接す
る内陸国。
◆国土 83％が山岳地帯。北はエベレストなど海抜 8,000 ｍ以上の高山８座を有するヒマラヤ山脈、南はイン
ド国境に沿った海抜約50ｍのタライ平原。
◆ネパールは、8,000ｍに及ぶ標高差が南北250km に凝縮された「坂の国」。
・変化にとんだ美しい自然 : 豊富な観光資源
・海港がない : 海上輸送貨物は、コルカタ港→鉄道にてビルガンジ→トラックでカトマンズ
・平地が少ない : 山岳部の平地は、カトマンズ、ポカラ、スルケットのみ
・交通インフラが脆弱 : 国際空港は、カトマンズのみ。鉄道なし、道路は不整備

2, 社会、民族
◆人口約2,649万人（日本の約20%、2011年人口調査）。
◆80以上の異なった民族が共存。同一民族中にも多数のカースト集団がある。支配民族のカサリア（ゴルカ
族）の高位カーストであるバフン（300万）、チェトリ（400万）、少数民族のムガル族（200万）、タルー族
（150万）、タマン族（150万）、ネワール族（130万人）など。
なお、タライ地方に居住するマデシ（150 万）は、単一民族ではなく、カサリアよりも遅れてインドから
移住してきたアーリア系の人々。
◆ヒンドゥー教が支配的（人口の81%）。仏教徒（9%）、イスラム教徒、キリスト教徒も存在。
◆インドの歴史的、文化的、経済的な影響が強い。
◆最近では、カーストを越えた婚姻等もあるが、ネパール社会の根底には、依然としてカースト制を含むヒ
ンドゥーの社会規範が根強く存在。
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3, 内政
（1）内戦から王制廃止へ
◆1996年から10年間にわたり、王制打倒を目指すマオイストが武力闘争。政府軍と
の戦闘で双方の兵士と一般市民約13,000人が犠牲となり、約3,000人が行方不明。
◆2006年11月、政府とマオイストとの間で包括的和平合意成立。

マオイストの女
性兵士（内戦当時）

◆2008年4月、新憲法制定のための第1回制憲議会選挙。
マオイストが勝利。5月、王制廃止。
◆その後、3 大政党のネパール・コングレス（NC）、統一共産党 UML（UML）、マ
オイストが対立し、憲法制定作業は6年にわたって停滞。
（2）大地震と新憲法制定
◆2013年11月、第2回制憲議会選挙。NC、UML が勝利するが、憲法制定作業は停滞。
◆ 2015 年 4 月、大地震発生。復興のために挙国一致体制を作る機運が高まり、憲法

ギャネンドラ前国王陛下と

制定作業が加速。
◆同年9月20日、新憲法の公布、施行
（3）憲法制定後の動き
◆人口の約 20% を占めるマデシは、新憲法にマデシの権利が保障されていない
などとして、南部のタライ地域で激しい反対運動。治安当局とデモ隊の双方に、
延べ40名以上の死者。
◆マデシを支持するインドは、マデシの反対運動に呼応し、憲法公布直後から4ケ
月半に及ぶ事実上の貿易制限を実施。このため、ネ

マデシの抗議運動

マデシの政治リーダー

パール全土で深刻なガソリン、LP ガス不足が発生。
◆2016年2月、ネパールは新憲法を修正。インドは貿
易制限を解除。
◆2016年7月、第一次オリ内閣崩壊。後を継いだマオ
イストのダハル党首はインドとの関係改善に努力。

マハンタ・タクール

ウペンドラ・ヤナブ

ラシェンドラ・マハト

◆2017年、新憲法に基づき、地方政府、州議会、連邦下院の三選挙実施。同年6月、
NC のデウバ党首が首相就任。
三選挙全てに UML とマオイストの左翼連合が勝利。
◆2018年2月、第2次 KP オリ内閣発足。5月、
UML とマオイストが統合し、
「ネパール共産党」結成。与党として、
連邦上下院で3分の2議席を有するに至る。

4, 経済
◆昨年度（2016/17 年）の一人当たり GDP は、約 1,002 米
ドル（日本の約40分の1）。初めて1,000米ドルを超えたが、
依然として南アジア8ケ国の中で最貧。
◆昨年度の経済成長率は、5.9%（2016/17年）。大地震とイ
ンドによる輸出制限の影響を克服した模様（2015/16 年
の経済成長率は、0.6%）。
◆現状では観光、農業以外に目立った産業は無い。就労人口の 70% 以上が農業に
従事するが、農業の GDP 貢献率は、約30%。
◆大幅、恒常的な貿易赤字（毎年、輸入総額が輸出総額の約 10 倍）。ネパール経済
を支えているのは、300万人以上の海外出稼ぎ労働者の送金（GDP の約30% に相当）。
◆電力、交通、上下水道、学校、医療設備など、社会インフラの不足が顕著。カトマンズなどの大都市には
富裕層が集中している一方で、辺境地域では、1日の収入が1米ドルに満たない農民が多数存在。
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Chaupadi in Doti
JNFEA 現地マネージャー Manju Dhoju
（原文は英語、訳・深田洋子）
チャウパディは、ネパールの西部地域の一部地域にある伝統的慣習で
す。ヒンズー教の女性や少女は、月経時には、普通の家庭生活から疎外
されます。血は、不浄と考えられているためです。女性たちは、家の外
に出され、牛小屋や掘立小屋で過ごします。思春期の少女が初めて体験
するこの期間は、10日から11日間です。その後は、毎月4~7日間です。出
産後も、10~11日間、隔離されます。その期間、女性たちは、男性に触れ
ることや、自分の家の庭に入ることさえ禁じられます。ミルク、ヨーグ
ルト、バター、肉、その他栄養のある食物を禁じられます。女性たちは、
ドライフードと塩と米だけで耐えなければなりません。温かい毛布を使
うこともできず、小さな敷物、普通は麻製のものだけです。また、通学すること、入浴するなど、日常の生
活も禁止されます。社会生活から隔離されているにもかかわらず、女性たちは、月経時も、農作業などをし
ます。チャウパディをしている時、女性たちは、健康と安全に大きな危険に晒されているのです。
チャウパディは、2005年に廃止されましたが、その習慣がなくなるには、時間がかかりそうです。2017年、
ネパール政府は、月経期間中の女性にチャウパディを強制した者を罰する法律を制定しました。最高3か月
の収監刑または3,000ネパールルピーの罰金を課すと決めています。
2018年11月、新井場さんと私は、Dotiを訪問しましたが、そこでチャウパディが行われているのを目撃し、
ショックを受けました。法律違反であることを知っている人は居ませんでした。最近結婚したばかりの18歳
の女性に会いました。彼女は、高校を卒業したばかりで、大学へ進学する予定ですが、月経の期間は、家の
外に居なければならないのです。彼女は、とても賢く意欲的な意思を持った教育のある女性のように見受け
ましたが、年長の女性たちの頑固な気性の下で、彼女は、依然として何の助けも得られないのです。
また、私たちは、50歳位の女性に会う機会もありました。なぜ、家に住めなくて、同じ食べ物を食べられ
ないのかと尋ねると、彼女は、自信たっぷりに答えました。「この期間は、自分たちは不潔なので、家に入ると、
神様が怒る」のだと。
私も、ヒンズー教徒ですが、一度も家畜小屋には入らないし、家族と同じ食事をしています、それでも神
様は怒ったことはないと、私は話しました。そして、月経は、女性の身体の自然な活動なのだと説明しました。
しかし、その女性は、教育を受けた経験がなく、
自分の信心を強く持っているので、彼女の考え
を変えることは難しいことでした。
私たちは、Dotiの市長さんと校長先生に面会し
ました。お二人とも女性で、チャウパディのあ
る場所は、市役所から2キロ、徒歩10分ほどのと
ころでした。にもかかわらず、彼女たちは、何
の努力もしていないように、私は感じました。
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エベレストに会いに行って
理事

深田

洋子

2018年11月2日、 乗 客 ５ 人 を 乗 せ た ヘ リ コ プ タ ー は、
2,840mのルクラを飛び立ち、ドゥードコシ沿いをナムチェ
へと辿り、クーンプの谷へ旋回。その瞬間、エベレストが
目に飛び込んできました。ああ、あれが世界の屋根と呼ば
れる8,848mのエべレスト山！

ぬけるような青空の中に輝

く純白の山頂！
間もなくヘリは、ホテルエベレストビューの庭先へ着陸。
約7分のフライトでした。ここは、世界遺産サガルマータ国
立公園内のシャンボジェの丘に飛行場を擁し、標高3,380m
の場所に建設された雲上のホテルで、「世界でもっともエベレストに近いホテル」だそうです。
降り立つと、ここはぐるりと360度そヽり立つ山々に囲まれています。山々は静かに、そして神聖なと言った、
まさに圧倒的な存在感で、そこにありました。言葉にならない感激で、私は、思わず涙ぐんでしまいました。
高度に慣らすため、昨日はカトマンズの空港から2,840mのルクラに降り立ち、ロッジに一泊してのここ
への訪れですが、この高度では、さすがに息苦しい。ホテルの正面玄関まで100mほどの距離を、精一杯大
きく息を吐きながら、ゆっくりと歩を進めました。
優しい日本語を話すホテルマンに迎えられ、まず案内されたのは、山々を正面に望むテラスでした。手の
届きそうな間近に聳える美しい山、あれは、アマ・ダブラム、ネパール語で「母の首飾り」の意だと、後で
宮原氏の著書『還暦のネパール』で知りました。その先に、ヌプツェ、ローツェ、そしてその奥に頂きを見
せているあれがエベレスト！

やっと来た。ヒマラヤの山々を、こんなに近くに眺めている！

ウエルカム

ドリンクを手に、苦しい呼吸を整えつつ、寒さも忘れ、私は、しばし山々と向き合いました。
そのうちテラスには、大きなリュックを背負って立ち寄り、温かい飲み物を手に、山を眺めてしばし休憩
し、再びテラスを離れて歩み出すハイカーの姿が多くなりました。10月から11月は、トレッキングのハイシー
ズンで、西欧からの旅行客が、多いようでした。
しばらく部屋でくつろいだ後、
「薪ストーブに火が入りましたから、どうぞ」と声を掛けられ、レストランへ。
ここからも、夕暮れの山々が一望。暮れていく山々を飽かず眺めました。そのうち霧か雲が這ってきて、山々
は夕陽に映える姿を隠してしまいましたが、至福の時を過ごしました。
夕食は、白飯、みそ汁、天麩羅、漬物と、完璧な日本の味が並びました。薪のはじける音と匂いを楽しみ
ながら、旅の友との会話に花を咲かせ、ゆっくりと流れる時間を過ごしました。
暖房の効いた広い部屋に戻り、温かいシャワーを浴び、温かい寝具で、熟睡できました。
今回の私の旅は、偶然に恵まれた機会によって実現しました。仲間があるからと誘われたのでした。ネパー
ルの奥地の女性教師育成を支援する「日本ネパール女性教育協会」の活動に参加して約八年間、毎年一回ネ
パールを訪れてきた私ですが、エベレストを間近に見ることは、夢でした。
ネパール第２の都市、ポカラで現職女性教師のための研修会に、今回も担当者として赴きました。準備を含
めて５日間の前半のみをこなした後、残りの日程を他のスタッフに任せて、任務を離れさせてもらったのでした。
幸い今年は応援のスタッフがかなりあり、JICA(国際協力機構）のボランティアとして現地に滞在している青年男
女の協力もあったので、甘えさせていただきました。関係者の皆さんに心から感謝いたします。
写真は、同行した音楽教師の和田啓子、良一夫妻です。ごきげんそうなお二人ですが、この後、啓子さんは、高山
病にかかり、寝込んでしまわれました。ここまで来れてよかったですね、啓子さん！（奥の白い山の左側がエヴェレスト）
＊深田さんは、平成30年秋の叙勲で、教育功労者（元公立中学校長）として、瑞宝双光章を受章されました。
まことにおめでとうございます。これからもますますお元気で、ご活躍ください。山下泰子
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ランスをなくすようにと考えています。
[Kantipur毎日新聞2018年8月25日]

政府採用教師の国家試験
みなとグループ 40 周年記念コンサートに参
会員 : 磯公美子
加して

2013年にこの試験が実施されてから5年たちます。
久しぶりに2018年9月に実施されました。
今回は、全国で募集は12,752人、応募者は226,900
人です。競争率18倍というところでしょうか。今ま
でに政府採用となっているさくら寮卒業生は、8人
です。
試験は9月27日「高校」
、28日「中学校」
、29日「小
学校」でした。今回、さくら寮卒業生31人が、受験
しました。JNFEAでは、各人に10,000ルピーの奨励

2018年10月29日、みなとグループのコンサートに

金を支給しました。多くの卒業生は、Kathmandu

山下理事長、松波、宮坂、磯の4名が出席しました。

で勉強したようです。発表はまだです。と書いた

このグループからは、この10年間、毎年コンサート

ところへ、Manjuさんから電話があり、1つ発表が

の収益金からご寄附をいただいています。みなとグ

あったとのことです。小学校の臨時教師を正規教

ループから支援を受けている、ユネスコ、ハイチの

師に雇うという試験結果が出て、Doti郡のTikesori

会セスラ、セネガルバオバブの会、アジアの女性と

Madai(3期 生)、Mustang郡 のGanga Pariyar（2期

子どもネットワーク、そして当方の5団体が感謝状

生 ）、Rolpa郡 のRajukumara Roka Magar(5期生)

を会長の田中さんへ贈ることになり、当日壇上で、

さんが、1次試験に受かったとのことです。2次は、

山下理事長が、代表して感謝状を朗読しました。40

面接です。何とか受かってほしいものです。

周年を迎えたみなとグループですが、残念なことに
今年で活動を終了することになったそうです。田中

法律はできたけど

会長のお話ですと“このコンサートで年1回会える

・男女とも20歳以上にならないと結婚してはいけな

事を楽しみにしている”と言う方々が多く、終わり
にするには惜しいと話されました。それを耳にした
私もその1人です。

い。
・チャオパディ慣習（女性が生理の期間や、出産し
た後、1週間から1か月間、別に作られた、小さな
小屋で過ごすこと）に違反した人には、3000ルピー

ネパールの教師数事情
JICA現地マネージャー Krishna Katiwada
KapilvastuのBanganga市には、25人の子どもに
先生が1人います。同じ郡のBijayapur地域には126

の罰金、または 3 か月の禁固刑を課すという法律
ができました。しかし、極西部地方では依然と
してこれらの慣習は改められていないようです。
（Manju さんによる Chaupady の記事を参照）

人の子どもに先生が1人です。Manang郡は6人の子
どものために先生が1人です。Kalokot郡は68人の

卒業生のそれぞれの生き方

子どもに先生1人です。Salyan郡は子ども116人に

さくら寮を卒業した人たちが、全員教師になって

先生1人、Parvat郡は子ども25人に先生1人。Jhapa

いるとは限りません。卒業後3年間はJNFEAとの約

郡は29人の子どもに先生1人、Sarlahiでは、子ども

束で先生として働きますが、給与補助の切れる3年

76人に先生1人です。

目以降は、各個人の努力で先生の職を続けていくか、

このように全国の生徒先生の倍率が、バラバラで

ほかに転職するかは、自由なのです。ほとんどの人

す。ネパール政府は、全国75郡のこのようなアンバ

が、継続して教職を続けたいようですが、それぞれ
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学校の事情、個人の事情があって、正規、臨時の教

んです。Surijanaさんは、専業

師職を得ている人は、3~4割ぐらいでしょうか。結

主 婦 で す が、Tikesoriさ ん は、

婚しても教師の職を得ることを目指している人もい

地元の小学校で働いています。

る反面、ほかに転職する人もいます。ネパールでは、

その彼女が、日本の学校でいう

結婚すると夫の家庭の1員として、大家族の世話を

「文化祭」みたいな催事の写真

することになり、そのなかで教師としての試験の勉

を見せてくれました。歌あり、

強は難しいようです。そんな中で、1期生のAmrita

踊りあり、作品展、そして

Sharmaさんは、国家公務員となり、同じく1期生

折り紙が展示されていたの

で日本にも留学したことのあるRamila Budhaさん

です。感激でした。さくら

は、今年国家公務員の試験に合格して、公務員になっ

寮から折り紙を持って帰っ

ています。これまでに政府採用の教師試験に合格し

て生徒に教えたのだそうで

たのは11人。臨時ではあるけど、その力を認められ

す。見てください!

て正規の先生と同等の待遇で雇われている人たちも
居ます。教師職以外に、アナウンサーやダンスの道
で活躍している人もいます。日本やマレーシヤに働
きに出た人たちもいます。工場や仕事のないネパー

Manju さんの誕生日
Happy Birthday Miss Manju
10月29日、マンジュさんは??才

フォローアップ

ルでは、教師という仕事は、現金の入る貴重な仕事

に集まった卒業生たちが、彼女の誕生日を祝ってく

です。

れました。
び っくりした 彼 女、

ここに日本の折り紙が !

でも嬉しそうです。ミ

極西部のDoti郡には卒業生がたくさんいます。先

ス、ミスと親しまれて

日、新井場とManjuは、Dotiフィーダーホステルを

きたマンジュさん。う

訪問する機会があり、2人の卒業生と会ってきまし

れしいですね‼

た。3期 生 のSrijana Saudさ ん とTikesori Madaiさ

・15 日

JNFEA活動報告
6月
・8 日
・11 日
・12 日
・16 日
・30 日
7月
・15 日
・30 日
8月
・11 日
9月
・1 日
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ニュースレター編集会議
JICA プロジェクト相談
ニュースレター編集会議
HP 編集会議
活動推進会議
ニュースレター№ 25 発送作業
第 16 期第 2 回理事会
東京 JICA 相談
現地理事会
国立女性教育会館フォーラム

大泉資料室
横浜
大泉資料室
八丁堀
大泉資料室
八丁堀会議室

ポカラ
国立女性教育会館

定款改正のため臨時総会
第 16 期 3 回理事会
サロン・ド・文京
・9/22-10/7 日 赴任地訪問
ドルパ・ダーディン
10 月
・10/23-26 日 カピルバスツでの授業 Jena Chetana School
・10/27-11/5 日
フォローアップ研修会
ポカラさくら寮
11 月
・4 ～ 5 日 パトレ訪問
ダーディン
・11/12-11/16 日 フィーダーホステル訪問
ドーティ
・23 日 HP 編集会議
八丁堀会議室
・30 日 活動推進会議
大泉資料室
ニュースレター編集会議
12 月
・9 日
第 4 回理事会
八丁堀会議室
・14 日 ニュースレター編集会議
二子玉川

写真で見るフォローアップセミナー 2018
10月30日から11月3日まで、さくら寮は生き返りました。卒業生やJOCVの若者、JNFEAの会員たちが、
60人以上集まり、かってのにぎやかな空気が満ちました。無人の建物ではあっても、ガードマンが毎日世話
をしてくださっていて、建物の周りのブーゲンビリアや黄色い花が、2年前と同じように咲き誇り、1週間だ
け、さくら寮が息を吹き返しました。

まずは、マナンダール学長のおはなし

29

算数―道具を使って分数を理解
する。難しかった…
理科―水、液体とは？触ってみ
よう…
音楽―身の回りにあるものー洗
面器を使って音を出す。
ダンスー仲間と踊ろう
ゲームークラス全員と遊ぼう
今村務先生の授業はいつも人気
体操―NHK 体操のお兄さん？

30

かって、同じ釜の飯を食べた仲間です。寮に来たら、だれということなく、食事や掃除の順番が決まり、
手際よく食事が作られ、配膳、後片付け、掃除と、なんとスムーズに進むことでしょう。
寮には10室あり、ベッドは20個。布団も20組です。40人の元生徒たちが、トラブルもなくちゃんと20室に
収まるのです。ある部屋からは、5つの頭が飛び出し、ビックリしたこともあります。
帰るときも、布団は1室に運び込むのですが、これも滞りなく行われます。寮母Manjuさんの指導のお蔭
です。卒業して7、8年たっていても、平等に仕事をこなすのには、びっくりします。(新井場貞子記)
31
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1989/11/24

1989/1/27 Palpa

1986/6/24 Bajhang

Sunita
Gyawali

Samghana
Saru

Sarala
Majhi

02

03

04

Kaski
Pokhara

Kailali
Dhangadhi

1988/5/1

現住所

Amrita
Sharma

生年月日

01

写真

氏名

No.

さくら寮卒業生の追跡調査

既婚
（1 人）

既婚
（1 人）

既婚
（1 人）

既婚
（1 人）

結婚
（子どもの数）

主婦

・出席状況：娘を登校させない
親が何人かいた。
・働きかけ：娘に教育を与える
責任があることを話した。
・結果：4 人が入学。

・活用：身体を使ったゲーム
を行なったり、リフレッシュ
教師採用試験に合
のためピアニカを演奏したり
格すること。
した。
・課題：困難はなし。

“ 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
・活用：自分のクラスでいろ
いろな方法を活用。特に算数。
子ども福祉省の会 ・出席状況：子どもたちは全員
・成果：覚えがよく、効果的 今 従 事 し て い る 仕
登校している。
計係
事をうまくやるこ
な学習ができた。
・幼稚園担当時、私立学校から
正規雇用
・課題：教え方自体は難しく と。
の転入生多数あり。
給料 Rs 17,730
ないが、ときに教材の入手が
困難。
・出席状況：低カースト層の中
・活用：算数の教え方、村で
に、教科書を買えないため娘を
手に入る紙でつくる折り紙を
登校させることができない親が
活用。
いた。
・成果：生徒たちが授業に惹
教師採用試験に合
・働きかけ：さくら寮でもらっ
かれ、授業に定期的に出てく
私立中学校の図書係
格すること。
た教材を提供し、また、奨学金
るようになった。
を支給してもらえるよう学校の
・課題：限られた時間内で授
経営陣に話をした。
業するため、時間の管理が難
・結果：私の努力により、2 人
しかった。
の女子生徒が入学した。
・出席状況：全員入学。が、大
・活用：サファラ先生の教え
半の親は建設作業員のため、年
方を活用。地域で入手できる
長の子は年下の兄弟姉妹の世話
小学校教師
教材を使い、その場に応じた
2013国家試験合格 のため、毎日登校できない。
正規職を続けたい。
歌を作った。
・働きかけと結果：親へのカウ
正規雇用
・成果：生徒たちの学習意欲
ンセリングの結果、3 年間で 8
給料 Rs 23,000
が増進。また他の先生方も協
人の生徒が定期的に登校するよ
力的。
うになった。
現職

フォローアップ研修時の調査等を加えて、なるべく最新の情報をお伝えいたします。

彼女たちの様子を、5回にわたってお伝えします。2016年以来、寮母・JNFEA現地マネージャーのManju Dhojuさんが電話により調査したものを基礎に、

JNFEAが給料を支援してきました。2017年には10期生が卒業し、2019年の今日までに、100人の卒業生が誕生したことになります。さくら寮卒業後の

た。以来、毎年10人ずつ、ついに極西部･中西部のすべてのDistrictからさくら寮に入寮し、ふるさとの村で教師生活をしています。最初の３年間は、

さくら寮を開設した2006年に遠い遠隔地の村から第1期生が入寮し、Kanya Campus Pokharaの教育コースで2年間学び、2008年に卒業しまし

卒業生の追跡調査報告（その１）
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1984/9/30 Gorkha

1989/4/13 Kathmandu

1990/5/7

1986/8/12

1998/3/22 Kapilvastu

Purdhani
Ghale

Ramila
Budha

Maya
Rokaya

Rinku
Ghale

Sita
Ghimire

06

07

08

09

10

Kaski
Pokhara

Bajura

1990/1/15 Syangja

Shanta
Khanal

05

既婚
（1 人）

既婚
（1 人）

既婚
（1 人）

既婚
（2 人）

既婚
（2 人）

―

―
・活用：ピアニカを使って子
・出席状況：早婚が大きな問題。
ども用の歌を歌い、授業を楽
試験に合格しないような生徒の
しくした。
多くは、14-15 歳で結婚する。
小学校教師
・成果：授業の後は、生徒た 完 璧 で 理 想 的 な 教
2013国家試験合格 ・働きかけと結果：このような
ちは私と良い関係になった。 師となること。
生徒と話し、結婚後も学校に来
正規雇用
・課題：他の教師たちは、こ
るようにした。何人かの少女に
のような活動に協力的でな
は奨学金も与えた。
かった。

調査不能

・活用：さくら寮で使ってい
た作業表や習った歌を活用。
・成果：生徒にとっては楽し 生 徒 た ち が 毎 日 学
高校教師
・出席状況：全生徒が登校して
校に来るようにす
く気分転換ができた。
2013国家試験合格
いる。
・課題：実施上たいした困難 ること。
正規雇用
はなかったが、時に教材の入
手がむずかしかった。
・出席状況：何年か前まで、毎
日登校しない少女が何人かい
・教材がないため、それらの
た。
小学校教師
正規雇用の教師と
・働きかけと結果：彼女たちと 方法を使うことができなかっ
非正規雇用
なること。
話し、私が一緒に登校すること た。
給料 Rs 18,800
により、今では毎日授業に出て
いる。
・出席状況：下層カーストの少女
は、経済的理由により学校に来る ・活用：ピアニカや身体を動
ことができなかった。問題は、教 かすゲームを実施。
育は少女たちのためにあるもので ・成果：他の先生も同じこと
を試みた。授業後、生徒たち 修 士 に 合 格 す る こ
はないという考え方にある。
国家公務員
と。2011 ～ 12 日
・働きかけ：女性のコミュニティ がより活発になった。
2018公務員試合格
があったので、教師全員で女性 ・課題：生徒全員にピアニカ 本留学
たちを集め、社会における教育 を与えられなかった。全クラ
スで授業するには十分な教材
の重要性を理解させた。
・結果：3 年間に約 50 名の少女 が入手できない。
を学校に連れてくることができた。
・活用：歌とパネルシアター
を少人数クラスで実施。また、
算数のクラスでカードを使
・出席状況：娘を登校させない
用。
親がいる。
・成果：カードは学びやすく、
・働きかけ：親たちと何回も会
小学校教師
かつ覚えやすかった。生徒た 英 語 に 集 中 す る こ
2013国家試験合格 合を持ち、教育を受けた少女た
ちは喜んで私の授業には毎日 と。
ちの例を出して教育の重要性を
正規雇用
出席した。
理解させた。
・課題：教材を自分たちで買わ
・結果：5 人の少女を入学させた。
なければならなかった。また、
この遠隔地の村では、教材を
見つけるのは困難だった。

34

1989/5/7

Kamchanpur
既婚
1990/7/24 Mahendrana
（0 人）
gar

1988/5/20

1990/1/9

Bindu
Chand

Anjali
Singh

Urmila
Gurung

Himani
Budha

14

15

16
Humla

Malaysia

Dang

既婚
（2 人）

既婚
（1 人）

―

既婚
（1 人）

13

Kailali
Dhangadhi

1992/4/22

Manisha
Upadhyaya

既婚
（0 人）

12

1990/7/10 Kathmandu

Sashikala
Neupane

11

調査不能

・出席状況：問題はない。親た
ちは皆、子どもの教育を心配し
ており、子どもたちは全員、登
校していた。

調査不能

・出席状況：女子を登校させな
い親がいた。
・働きかけと結果：親と話した
ら経済的に苦しいとのことだっ
たので、篤志家に話をして奨学
金 を 得 た。3 年 間 で 20 人 の 少
女を入学させることができた。

―

―

―

・活用：パネルシアターとゲー
ムをいくつか授業で使用。
・成果：生徒たちにとっては 教 師 採 用 試 験 に 合
格すること。
本当に楽しい授業だった。
・課題：村にはゲームの材料
がなかった。

―

・活用：低学年にフラッシュ
カードを使った。また、気分
転換のため音楽も試みた。パ
ネルシアターもよかった。
修士に合格するこ
・ 成 果： 村 の 子 ど も た ち は、
と。
パネルシアターのカラフルな
場面を見て興奮した。
・課題：授業にこれらの方法
を使うのは難しくなかった。
・活用：いくつかの方法を試
みたが、パネルシアター、編
み物、絵画は教材がなかった
ためできなかった。
・成果：身体を使ったゲーム
理想的な教師にな
は、生徒たちにとって楽しく、
ること。
好評。私は、女子に歌を歌わ
せたり、学外活動に参加させた
りした初めての教師だった。
・課題：これらの方法を使う
のに困難はなかった。

・出席状況：経済的に苦しく、
・活用：習った方法を低学年
登校できない低カースト層の少
の子どもたちに使用。
女がいた。
小学校教師
・成果：生徒たちにとってと 理 想 的 な 教 師 と な
2013国家試験合格 ・働きかけ：教科書のコピーや
ること。
ても楽しい授業になった。
他の教材を配った。
正規雇用
・課題：これらの方法を使う
・結果：3 年間で 5 人の少女を
のは難しくなかった。
入学させることができた。

海外で就労（マレー
シア）

主婦

―

教師
正規雇用

主婦、大学院生

・出席状況：村には女子教育を
行う多くの NGO があるにもか
かわらず、女子が教育を受けれ
ば自立できることを理解させた
り、自分の娘を毎日学校へ行か
せることは難しい。
・働きかけと結果：熱心な働き
かけで、女子 10 名程度を登校
させることができた。
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1989/2/20 Mustang

Ganga
Pariyar

Ritu Budha

19

20

1989/8/18 Humla

1990/7/30 Kathmandu

Lalmaya
Budha

18

Dolpa

1990/5/7

Pampha
Kathayat

17

小学校教師
非正規雇用
給料 Rs 30,000

主婦

既婚
（2 人）

主婦

主婦

既婚
（1 人）

既婚
（0 人）

既婚
（1 人）

・活用：図画と体育を生徒た
ちにやらせた。
・成果：授業のあと生徒たち 高 校 の 正 規 雇 用 教
師になること
は元気になった。
・課題：これらの方法を使う
のは難しくなかった。

・出席状況：家事労働や親がい ・活用：パネルシアターを使
ないため、毎日通学できない少 い、 現 地 の 歌 の パ ネ ル シ ア
ターを作った。低学年の授業
女がいた。
・働きかけ：親たちと会い、女 の開始時に歌を歌った。1 分
現在、カトマンズで
性が教育により、いかに自立で 間の算数ゲームも好評。
きるかを理解させ、娘を毎日通 ・成果：生徒たちがリフレッ 教職を探している。
学させるよう説得した。親のい シュした。他の教師が、私の 2012 ～ 2013 日 本
ない子のため奨学金が得るよう やっていることにヒントを得 留学
て、今でもいくつかの活動を
頼んだ。
・結果：熱心な取り組みの結果、 続けている。
5 人の少女が通学できるように ・課題：教材を入手するのが
難しい。
なった。
・活用：図画を実施。生徒た
ちは全員、KIM グループ（絵
画指導）のトレーニングも受
・出席状況：貧困のため、教材
けたので、彼らに教えるのは
や制服を買えない少女がひとり
容易だった。また、童謡をた
教師採用試験に合
いた。
くさん教え、演奏した。
格すること。
・働きかけと結果：彼女に制服
・成果：非常によい効果があ
を与えたら、毎日通学するよう
り、生徒たちは私により親近
になった。よい思い出です。
感を覚えた。
・課題：これらの方法を使う
のは難しくなかった。
・出席状況：早婚が大きな問題 ・活用：授業でパネルシアター
で、親は、女子が男子と同じ教 を使用。ときにはピアニカを
育を受けるべきという認識がな 演奏して童謡を歌った。
・ 成 果： 楽 し い 授 業 が で き、 正 規 雇 用 の 職 を 得
い。
・働きかけと結果：このような そのあとでは生徒たちは私と ること。
考えの生徒の親たちと話し、3 良い関係になった。先生たち
年間で約 20 人の少女を入学さ は、 こ れ ら の 活 動 に 協 力 的
だった。
せた。

・出席状況：登校できない低カー
スト層の少女がいた。
・働きかけ：親たちと会い、教
育の力について話した。
・結果：3 年間で３人程度の少
女を入学させることができた。

編集後記
・今年もにぎやかなフォローアップセミナーでした。私にとっては、2 年ぶりの 10 期生たちでした。台所や
食堂で懐かしそうに集っている彼女たちを見ていると、2年間一緒に生活したさくら寮が、彼女たちにとっ
て貴重な時間だったのだと、つくづく思います。
今回は、和田啓子、良一夫妻と友人の田村直人さま、深田さんのいとこ平山俊雄さま、と日本からの参加
者がたくさんありました。和田さんご夫妻は、2 回目のご参加で、早くから音楽、ダンス、工作等の準備
をしていただきました。田村さんにはたくさんの写真を撮っていただき、フォローアップやニュースレター
に役立たせていただきました。また、平山さんには、プログラム相談や設営にご協力いただきました。ま
た、現地で活躍しておられる、JOCV の若者たち、日本から参加の元 JOCV の山下さくらさんたちが、フォ
ローアップを盛り上げてくださいました。皆様ありがとうございました。（新井場貞子）
・記事を読むごとに、この 10 年で、さくら寮の学生さんたちの成長の様子がうかがわれ、とてもうれしく、
若い人たちの吸収力に驚かされます。そして何より、これまで支えていただいている、多くの方々のお力
によるものだと、そのご支援の大きさに感動しています。
今、政府採用教師試験に3名の1次合格者が出たとの報を聞いて、期待に胸、膨らませています。( 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

