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このたびの東日本大震災により被災されました方々に、心よりお見舞い申し上げます。

一日も早い復興をお祈り申し上げます。

さくら寮の学長、寮母マンジュさんそして生徒たちも心配しています。

バリジュウ学長からもお見舞のメールが寄せられました

この度の大地震 と津波による未曾有の災害を心からお見舞い申し上げます。

私は、とりわけ認定 NPO法人 日本ネパール女性教育協会の皆さまのご無事をうかがい、大変 うれ しく

思います。 しか し、日本の損害は、甚大なものと存 じます。この予期せぬ災難に対 し、日本ネパール女

性教育協会の皆さまに心よりご同情を申し上げます。

カニヤ 。キャンパス・ポカラ学長 スレン ドラ B.バ リジュー
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第 4期生の卒業に寄せて

理事長 山下泰子

ご卒業まことにおめでとうございます。私は、「さくら寮」第 4

期生の皆さんに、つぎのことばを贈 ります。

「こころ」はだれにも見えないけれ ど、

「こころづかい」は見える。

「思い」は見えないけれ ど、

「思いや り」はだれにでも見える。 (宮澤章二 )

2011年 3月 11日 午後 2時 46分、日本は、マグニチュー ド9.0と い う大震災とそれに

続く大津波に襲われました。死者・行方不明者あわせて 3万人近くの犠牲者がでました。

津波は町全体を破壊 しつくしましたから、家を失い避難所暮らしをしている人が、一時は

40万人にものぼりました。さらに人知を超えた震災は、原子力発電所の事故を引き起こし、

野菜や水道水にまで、不安が広がっています。

最初の文章は、そのような日本で、テレビが繰 り返えし放映していることばです。この

ことばは、世界中どこでも誰にでも通用する大切な内容を含んでいます。人の 「こころ」

は誰にも見えません。でも、それが、ひとたび 「こころづかい」とい う形で表されれば、

それは見えるのです。「思い」はその人の中にあるかぎり、他の人からは見えません。でも、

それが、「思いや り」という行為になると、誰にでも見えるようになるのです。

今回の大変な災害の中で、日本人が外国のメディアからほめられていることがあります。

それは、パニックが起こつていないことです。物資も少なく寒い避難所でも、われ先に場

所を取 り合つたり、食べ物を奪い合つたりせず、順序よく並び、譲 り合い、乏しきを分か

ち合つて暮らしているとい うのです。これは、日本人が誇つていいことだと思います。私

は、その基本にあるのが、教育の力だと思っています。

皆さんの帰る村は、まだまだ貧しさの中にあることでしょう。毎 日、家の手伝いをしな

ければならず、学校に行けない女の子がいることと思います。村に帰つたら、あなたの村

の女の子が全員毎 日学校に行けるようにしてください。皆さんは、「さくら寮」で受けた

教育をこころの支えにして、どんなときも、他人への 「こころづかい」や 「思いや り」を

もつて、人生を歩んでください。あなたの人生を力強く切 り拓いてください。それが、村

の女の子たちを勇気づけ、村の発展につながるのですから。

私たちJNFEAの メンバーは、皆さんの前途に幸あれと祈っています。
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スレンドラ・バハドール・バリジュー (Srendra Bahadur BhariioO)

ポカラ・カニヤ 。キャンパス学長 /ポカラプロジェク ト理事 /

さくら寮運営委員会委員長

JNFEAと KCPが 一緒になって行なっているこのプロジェク

トはt今年で 3年 目です。今まで、30人は卒業後自分の村で先生に

なって頑張つています。20人は今さくら寮にいます。さくら寮の色々

なTrainingも 受けています。4期生 10人が、それぞれ自分の村に帰つ

て学校で教え始めます。私たちのプロジェクトは 100人 の女子先生

を育てることです。

ここで学んだ子は立派な先生になれるように努力しています。2

年間ここに滞在する間は、我々は皆さんが村に帰って立派な先生になれるように教育して

います。田舎に帰って、先生になつてから3年間は、私たちが色々な方法で協力します。

3年間皆さんが教えている間は、 」NFEAの メンバーやKCPの 先生も見学に行って、

皆さんが思つた以上に頑張つているとの報告を聞いて感動 しています。プロジェク トの期

間は 10年間で、まだまだ長い期間があります。この間には色々な問題も出てくるでしょ

うが、それなりに解決 しながら乗 り越えられると思います。

そのためには私たちの努力が大切です。ネパールの遅れている地方の教育のレベルを上

げるのに、このプロジェク トがモデルプロジェク トになることを期待 しています。教育者

や政策を考える人たちにも参考になると思います。皆の美しい将来、健康、独立をお祈 り

いたします。最後になりますが、さくら寮プロジェク トのために協力してくださる皆様に

お礼と感謝を申し上げます。

ケシャブ シャラン バラジュリ Keshab Sharan Paraluli

教育学部長 /さ くら寮運営委員会委員

人間はコミュニティで生きるものです。コミュニティで生きるも ::華

のなので心の中には人間性が隠れています。お互いに言葉で交流し
::華

ます。意見は言葉で表せます。そのためには教育は大切。人間が立
::肇

派に生きるために教育が場を作ってくれます。内側の力を外に出す
::肇

のに教育が大切です。これは一生継続します。しかし人によります。 ::華

教育はいろいろな方法で受けられます。コミュニティや国を良くす ::肇

るのには教育が必要です。女子教育が遅れているネパールの村で、
ⅢⅢ‐

女の子を教育する計画が 」NFEAと KCPで 一緒になって行われています。さくら寮は

そのために大変役にたつています。今までここを卒業 した子達は、自分の村に帰つてモデ

ル先生になって頑張つていることを聞いて感動 しています。皆さんは」NFEAや KCP

の期待に答えてくれています。先輩が頑張つてくれているように今回の皆さんもきつと努

力 してくれると思います。皆さんの成功をお祈 りします。
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ドルガ ラジュ レグミ Durga Rai Regmi

教育学部助教授

西ネパールのフィダーホステルでSLCを受かった子達をさくら

寮に滞在させ、KCPで勉強できるようなプロジェクトを考えてく

れたことに感謝します。

今までもここで卒業した子達が、今は田合に帰って、それぞれ自

分のところで頑張つてくれているという報告があります。

その中の一人 Ramila Budhaを 日本へ留学生として行くチャンス

を与えてもらつて嬉しく思つております。今回の卒業生も頑張つて

勉強してくれました。

皆さんが自分の田舎に帰つて、いい先生になつてくれる事を祈っています。皆さんは、

自分の田舎で、学校へ行つていない子達を学校に来させるよう努力してくれると思います。

学校へ行 くチャンスは誰にも失ってもらいたくないです。子供たちの問題をよく考え、

学校の環境をよくし、しつかり教えられる先生になることをお祈 りします。

ここにいる間も皆さんが一生懸命に頑張つてくれています。これからはいろいろな問題

に出会 うことがありますが頑張つて乗 り越えて欲 しいです。

最後になりますが、日本で 3月 に起きた地震や津波のことを聞いてびつくりしました。

本当に大変でしたね。これからはこんな災害がないようにお祈 りいたします。ありがとう

ございます。

Maniu Dhoiu  寮母

JNFEAと KCPが 一緒になつて行なっている、奥地の女の子を先

生として育てるこのプロジェク トのもとに 2年間勉強して、故郷に帰る

皆さんは、きつといい先生になれると思います。

2年間まじめにここで頑張つて、学んだ事は先生になって役にたてて

くれるでしょう。皆さんが目的に向かつて歩んでくれると思います。村

の発展のための力になり、 」NFEAの 期待に答えてくれるような先生

になれるようにお祈 りします。
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Oの中の数字は2011年度までの在籍者数

この地図はカ トマンズを中心に西部エリアです。

Satyュ Kulnan Budha

Phul… S・呻 己

Padama Kum�  Budha

Mana■utnatl Gurung

Slta Kuman Bhul

KbⅢpallla Saud

Name Date of Birth Distrlct School

Bina Kumari Rokaya 1993/3/19 Btthallg Shrce lゞ alnuna Lo、 vcr Secondaw School,

Chainpur                 __

Kalpana lく umari Saud 1994/1/25 Achanl Shrcc lDaspallcpani Sccondary School,

Sokat

NIIεttkumari Gurung 1989/5/20 Gorkha Shrce Buddha Sccondary School.Phililn

Padama Kumarl Budha 1993/2/24 Dolpa Shrec �lalllma Prilnaw School,KuFnli

Pabati Gharti �lagar 1988/4/29 Rolpa Shce Balkalyan Highcr Sccondary School,
Thalibang                    _

Phulmaya Sauwal 1993/2/18 Jumla Shree Kamali SccondaQ√ School,Anamna…

gar

Rttukumari Rawat 1992/8/4 Bttura Sllree �lastcsh、vori Highcr Sccondav

School,Dogadi                ___

Sttya Kulnari Budha 1992/3/2 Julnla Shrcc Annapuma Prilnary School,�〔asta‐

mandu

Sita Kumari Bhul 1991/6/3 Doti Shrce Bhagwati Lo、ver Sccondary Scho01,

�la1losaat

S�ataAcharya 1992/11/25 Kapilbastu Shrce Janachetana Lower Secondary
School,�lotipur
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第 4期卒業生の抱負

Bina Kumari Rokaya  出身地  Bajhang

命は一つの旅だと言われています。考えてみたらこれは確かと

思います。旅の間に私も 2009年 7月 のラッキーな日にこのさく

ら寮に入 りました。

ここに滞在 しながら良い先生はどのような先生なのか、どのよ

うにすればコミュニティを考えてくれる良い人材を育てられるの

か、いろいろ学びました。

この寮に入る前には私は何をすればいいのか全くわかりません

でした。ここに入ることができてから、また、日本からもいろい

ろな方が来てくださりいろいろ教えてもらいました。皆さん一生懸命でした。このような

チャンスにめぐり合ってから、私は先生という意味が分かりました。先生の仕事が尊敬で

きるようになりました。この 2年間はいい思い出でいつぱいです。

最後になりますが」NFEAの 理事長の山下泰子先生をはじめ、メンバーの皆様にお礼

を申し上げます。 JNFEAの 期待に答えるように、自分の目的に向かつて努力し、良い

先生になるように頑張ります。

Kalpana Kumari Saud  出身ltL  Acham

先ず Achamの ような遅れている村に生まれたにもかかわらず、

さくら寮に入れた事を嬉 しく思っております。

私はここに入 らなかったらどうなっていたのか分か りません。

このさくら寮に入つて、 2年間KCPで 勉強できるようにしてく

ださつたJNFEAの 理事長と皆様に心からお礼を申し上げます。

景色の美 しいこのポカラのさくら寮にいてt私は色々考えてい

ます。遠い国日本からここまで足を運び、私たちに教えてくれる

岩谷さん、今村 さんに感謝 しています。子供から大人まで、どの

ように数学や音楽を教えればいいのか教わりました。親代わりの寮母さんや親 しい後輩や

先生方からもいろいろ学びました。村に帰つたら教育のチャンスを失っている人々に教育

の大切さを教えます。 」NFEAの 期待に答えます。

最後ですがこのようなチャンスを与えて下さつているJNFEA、 学長、先生方寮母さ

ん本当にありがとうございました。
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Mankumarl Gurung  日日多詔劇也  Gorkha

命は短いですが、生きるのは難 しいと言われます。チャンスが

あってこの美 しい町―ポカラのさくら寮に入 り、KCPで 学べる

ようになつて本当によかったです。

JNFEAの 皆さんに心からお礼を申し上げます。先生になる

ための教育をしてもらいました。 JNFEAは 私たちのために大

切な時間をくださいました。

数学、スポーツ、音楽、お絵描きも教えてもらいました。先生

として子 どもたちにどのように教えるべきなのか教わりました。

KCPの 先生から教えて頂いた教育で、生き方が変わりました。

さくら寮は本当にいい環境です。寮母さんからも親代わりや友人のように大事にしても

らいました。嬉 しいことだけではなく、悲しいこともあり、そんな時も笑顔で生きるべき

と彼女から学びました。ここで学んだことを田舎に帰って実現して、子どもたちへ暗いと

ころから明るい道へ歩かせたいです。全ての事一生忘れられません。

Padama Kumari Budha 出身地 Dolpa

地理的に遠い、文化的にものすごく遅れているところからこん

なすばらしいところに来て、勉強することができました。

先ず 」NFEAの 皆様に心からお礼を申し上げます。2年間、

ここにいて、いい先生から教育を受け、皆さんに優 しくしてもら

い本当に驚いています。

自分の村に帰つたら、教育のチャンスを失って暗い中にいる小

さい苗のような子どもたちへ、太陽のような光ではなくても、蛍

のような光でも与えてあげられるよう努力 します。

私をいい先生になるために協力 してくださった方々、嬉 しい時も悲 しい時にも優 しくし

てくれたさくら寮の皆さん、本当にありがとうございます。

Parbatl Ghartl Magar 出身地 Rolpa

先ず 」NFEAの 皆様にお礼を申し上げます。 JNFEAの お

かげでこの寮に入つて勉強できるようになりました。以前、私は

何になればいいのか分からなかったと言つてもうそではありませ

ん。

さくら寮に入つていろいろ学び、いい先生になれると自信がわ

いてきました。これからはいい先生になれると思つています。

2年間、もう終わりましたので、今から村に帰って、ここで学

んだ事を村の子 どもに教えて学校に行けない大人にもここで教

わつたことを教えます。

最後に JNFEAの 皆様、良い道を教えてくれた寮母さん、学長をはじめ他の先生方と、

私たちを Trainingし てくださった日本人の皆様本当にありがとうございます。
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Phulmaya Sejuwal  出身地  」umla

先ず 」NFEAの 皆様、KCPの 先生方、寮母さん本当にあり

がとうございます。皆さんからいろいろ良い教育をしてもらつた

IIので、先生になれることができます。

li 地方のジュムラからポカラに来て、寮に入つて、KCPで 2年

:::間学び、日本の方からもいろいろと教わりました。

, いい先生になって、地方の遅れている自分の村に帰つて先生に

なります。 」NFEAか らいただいた教育をもつて、責任を感 じ

ながら田舎に帰 ります。

Rajukumari Rawat 出身地 Bajura

美しくてすばらしい町ポカラで勉強をできるようにチャンスを

与えてくださつた」NFEAの 皆さまに心からお礼を申し上げま

す。

まず自分をとてもラッキーだと思います。ここに入る前に自分

はどうすればいいのか全く分かっていませんでした。

さくら寮に滞在しながらKCPで勉強できたおかげで自分の道

が開けました。いい先生になれる道が開けました。

KCPの 先生からは現実的に生かされる教育を教わりました。

」NFEAの 皆様や寮母や先輩や友達と一緒にいたこの期間は一生忘れられない思い出に

なりました。

ここで学んだ大切な教育は現地に帰つてから実行 します。小さい苗のような子 どもたち

に太陽の光のように教育を与えてや りたいです。

」NFEAの 期待に答えるようになりたいです。自分の日目的に向かつて頑張りたいで

す。

Satya Kumari Budha  出身地  Jumla

先ず自分は運が良かつたと思います。ネパールの奥地の県の奥

地の郡で生まれ育ったにも関わらず、いい教育を受けることがで

きました。

こんなすばらしいチャンスを与えてくださつた JNFEAの 皆

様、寮母さんKCPの 先生方にお礼を申し上げたいです。

2009年 7月 にこの美 しい町ポカラにあるさくら寮に入る事が

できて、高度な内容の勉強ができました。ここではいろいろな実

習もできました。

学んだことを実現できるように努力し、村に帰つたら皆に伝えたいです。学校へ行けな

い子どもにもその親にもいろいろと教えたいです。教育の大切さを分からない親にもその

大切さを教えます。学校に行つていない子を学校に行かせたいです。 JNFEA、 寮母さ

ん、KCPの 皆様、有難 うございました。もう一度お礼を申し上げます。
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Sita Kumari Bhul  出身 地 Doti

人間は一生の中に色々な経験をします。嬉 しい事、悲 しい事、

笑い、涙、出会い、別れ、美味しい、まずいなどが命です。

教育の明るさがない、発展もない、極西部の九つの郡の中でも

もつとも遅れている Doti郡で生まれても、こんなすばらしいと

ころで、良い教育を受ける事ができた事は、自分は運が良かった

のだと言えます。さくら寮に入る前には、自分の将来はどうする

べきなのかは全く分かっていませんでした。

さくら寮に入つたときから自分の道を見つけました。私を生ん

でくれた親よりも将来の道を教えてくれた」NFEAの 皆様が凄いと思いました。

」NFEAの 皆様がご自分のことを忘れて、ご自分の時間を私たちのために考えてくだ

さった事に感謝 します。皆様の期待に絶対に答えるようにします。

この 2年間に先生や先輩から教わつたことを活かすようにします。遅れている村の私た

ちをここで教育 してくださった JNFEAの 皆様、学長、先生方と寮母さんに心からお礼

を申し上げます。

Sujata Acharya  と日多孝引也  Kapilvastu

高学年進学の目的で 2009年 7月 にこの寮に入 りました。ここ

ではコミュニティでどのように仲良く暮 らすことができるのかと

か、日上の人や 目下の人とどのように仲良くできるかとか、いろ

いろ学びました。 日本からもいろいろな方が来て音楽、お絵描き、

子どもの歌など教えてもらいました。子どもに楽 しく教える方法

も教えてもらいました。

教科書だけではなく、それ以外にも教えるべきことがたくさん

あるというが分かりました。寮母さんからも沢山学びました。

村に帰つたら、ここで教わったことを活かします。学校に行けていない子どもたちを学

校へ来させます。いい先生になつて頑張りたいです。

最後に、いつでもやさしくしてくださる寮母さん、学長先生、山下泰子様 と」NFEA

の皆様本当にありがとうございました。
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さくら寮を訪問しました !!
02月 20日 ～3月 10日

今村務 。今村美知子、鈴木真読夫妻

♪♪歌の指導一 (今村務)と “レス トラン・ ラム

ロ"のシエフ美知子による料理教室

今村 務 。今村美知子

昨年 2月 に引き続き、15時間の音楽の授業。今

回は、ネパールの童歌から授業をする事ができ、童

歌での遊びから楽譜まで、大変効率よく内容を進め

る事ができました。あとは、 ドリルをする必琴があ

ります。最終日になかなかうまく歌えなかつた曲を、

きちんとした音程で、美 しく歌 うことができました。

今回の大きな成果だと思います。

家庭科として、ダルバー トの栄養素について学習

し、バランスのよい食事の一つである事を知つても

らいました。他にもバランスのよい食事はないだろ

うか。そこで、私から 1メ ニユーの提案をして、調

理実習をしました。ターメリックの炊き込みご飯 と、

ピリ辛ホワイ トシチユーと漬け物。食べられるか大

変心配だつたのですが、大反響。“お母さんに作つ

てあげたい"“作 り方を教えて"等々。また少 しず

つメニユーを広げていきたいと思つています。

☆まず、

次は・・

講義から

実習・・

そして、最後はいつものダルバー トを盛る皿ですが、

今日のメニューはまつたく違 う味 !!

お母さんにも食べさせたい l

鈴木真読さんの「考える授業」

“ダヤルウ モン バエゴ シ~チッカ"

“サクティサリ モン バエゴ シ~チ ッカ"

「ナマステ」「メロ ナーム マヨミ スズキ ホ」

から始まつた 5日 間。

1日 目は、午後 4時半からの 1時間。そ して、2日

目からは、朝食前の 8時から9時までの 1時 FHl。 5

日間、計 5時間が私に与えられた時間。 (実際には、

5日 目の午後 5時からのボール大会と最後の挨拶が

加わつた。)

私が取 り組んだのは、体育 (ボ ールゲーム)2.5

時間と、算数 215時間。

私が選んだボールゲームのルールは、いたつて簡

単。パスをつなぎながら、円内に走り込んだ味方に

シュー トするというもの。チームの人数は 3人から

4人、そして最後の大会は、5人に変化させていつた。

私のねらいは、体育は、単に身体の成長だけではな

く、心の成長にも大きな役割を果たしていることを

感 じとつてもらうこと。

このゲームを通 しての具体的な学習内容は、①

ゲーム後の話 し合いがとても大切である事。②ルー

ルは、児童の能力に応 じ、修正 したり、追加 し、よ

⑩

栄養素とは



り楽しいものにしていくこと。③審判を置く意味。

④安全確保のためのコー トの点検。⑤衛生面での手

洗い 。うがいの習慣化が必要である事。⑥バランス

よい身体の成長のための体操が大切であること、な

どなど。・・

後半 2.5時間の算数は、まず、ゲームのチーム毎

の合計得点を求めることから始めることにした。そ

こから発展させていつた学習内容は、①立式の大切

さ (ネパール語には、「式」に当たる言葉がないこ

とにア然。クリシュナ氏、寮母のマンジュさんに聞

いても、首をかしげるだけだつた。)②十、一、×、

÷を使ってよい場面と使 う事が許 されない場面の理

解。③割 り算の商の意味 (日 本で言 う等分除、包含

除の商の意味のちがいのこと)④筆算の意味 (答 え

が速く、正 しければどのようにしても良いこと)⑤

計浜1の必要性 (普遍単位、メー トルやグラムの導入。

そ して、キロ、センチ、ミリなどの意味。 lgは、

日本の 1円 の重さであり、それを寮生に持たせ体感

もさせた。)な どなど・・・

その間、授業が成立するための重要な要因として、

伸び伸びとした雰囲気、すなわち、間違つた友を笑つ

たり、ばかにしたりせず、その誤りを皆の役に立てる

ようにすることが大切であることを強調していつた。

5日 間、忘れられないたくさんのエピソー ド。

村に帰るのに、バス 2日 間、歩き 3日 。 しかも、

荷物をかかえ、山の道、険しい滝の道、早朝から夜

道まで・・・。話 しかけてくる寮生に、大変、否や

過酷、否や私には言葉が見つからなかつた。

○将来、「赴任地で、このボールゲームをする。」の

寮生の発言に、全員が大拍手。

○カニヤキャンパスの先生から、このボールゲーム

について尋ねられたこと。

などなど、すべてを記すことができないのが残念。

そして、私が用意 していったプレゼント。 日本の

小学校算数の教科書 (1～ 6年全巻)。 ボール 2個、

笛 2個 (現地で買つたもの)。 折 り紙 (知人の義母

が折つてくれたもの)。 一つひとつに拍手で喜びを

表現してくれた。折 り方を聞かれたが、私にその能

力無し。ナサケナイ。

いよいよお男可れ。

“ダヤル ゥ モン バエゴ シーチッカ"(優 し

い心を持つた先生)

“サクティサリ モン バエゴ シーチッカ"(強

い心を持つた先生)

これが、私のしめくくりの言葉。

“ダヤル ゥ モン"“サクティサ リ モン"

この言葉は、ボールゲーム大会の表彰式のメダ

ル (メ ロ スリマティ作のかえるの折 り紙)の表と

裏に、マンジュさんに記 してもらい(マ ンジュさん

から寮生全員に手渡 しました。

“ナマステ" マ ヨミ スズキ

私 (今村 美知子)が、20代の若き教師時代に、

大変お世話になった鈴木員読さんに、今回ネパール

までご同行願い、授業をしていただきました。鈴木

さんの授業は、いつも子ども達に考えさせ、話し合

う形式で行われていました。その「考える授業」をさ

くら寮の学生達に体験させたくて、お願いし、今回実

現いたしました。      i

03月 11日、12日 金さんの絵画教室第 3回

「ネパール子ども絵画教育プロジェク ト」 (代表 金

斗鉱一グラフィックデザイナー)の一行は、絵画教

育とピアニカの演奏の指導を実施 しました。情操教

育について遅れが見られるネパールで、3回 も訪問

○



して学生たちに絵画への関心を掘 り起こしてくだ

さつています。金先生によると、もう少し指導すれ

ば、芽が出る子もいるのだが・・ 。とい う話し。な

んとなく期待 してしまいますね。

卒業生が勤務する学校を訪問

理事 袖山正彦

4月 1日 から15日 までネパールの極西部、中西

部の4つの小学校の卒業生を通訳のクリシュナさん

と尋ねてきました。

4月 3日  ビン ドゥ・チャンドさん (2期生)教師

経験 2年 バイタディ郡

前 日の午後 1時、カ トマン ドゥから飛行機でネ

パールガンジーに行き、翌日ジープを乗 り継ぎ、夜

9時 30分に、イン ドとの国境の街バイタデに到着。

ドライバーが、闇の中に沢山の電灯のついている村

がイン ド、ぽつんぽつんと見えるのがネパールの村

だと説明してくれた。街は標高 1500メ ー トルの山

⑫

の尾根にある山岳都市です。水汲みは女性と子供の

仕事。山坂の多い所では大変な重労働です。

小学校は山の中腹にあり、先生 8人、生徒 H5人の

小さな小学校です。朝礼で私たちが紹介され、私は

3月 に日本で発生した、東北・関東大震災の様子を

5枚の写真のパネルを使って説明しました。海を知

らない生徒でも、津波の写真を見て、その被害の大

きさに驚いていました。ビン ドゥ先生の英語の授業

を見学。先生の指示にしたがって全員で、大きな

声ではつきり答えていました。授業終了後、DVDプ

レーヤで英語の歌を聞かせたら、他のクラスの生徒

も入つてきて食い入るように見ていました。彼女には

2歳のかわいい男の子がいました。

「」NFEAの 皆様お

げんきですか。私も元

気です。今回、 JNF
EAの メンバーに私の

学校を案内し、先生と

生徒を紹介しました。

私は学校で楽しく教え

ています。教えることは本当に楽しいことと感 じて

います。バイタデから生徒がさくら寮に申し込みま

したら、よろしくお願いいたします。」

4月 5日  カリカ・カー トリさん (3期生)教師

経験 1年 スルケット郡

フムラ郡に行 く飛

行機待 ちの時間を利

用 して、急速、カ リ

カ さんの学校を訪ね

る こ とに しま した。

ネパールガンジーか

らバスで 4時 間半、

スルケットの町は標

局 670メ ー トルの大

きな盆地で、北から南に緩やかな坂の街で、オー ト

バイがタクシー替わりです。学校は小学校から大学

までの大規模校です。カリカ先生の担当は英語でし

た。最初小学生に、現在は中学生に英語を教えてい

ました。今回は急な訪間でしたが、小学生の公開授

業をしてくれました。優秀なカリカさんの授業は発音

も綺麗で、生徒をあきさせない工夫をしていました。

生徒を指名 して、 2人で英会話の挨拶の練習や、

Kalpana Kumari SaudRajukumari Rawat

ビンドゥさんのメッセージ

4/1弐本一ネパール②カトマンズ)ネパー

ルガンジ (バス)″誓:螺華③カイラリ④ネ
パールガンt 岬 騨情■ ネパールガン

ジ (フ ムラ行なり飛行機を待つ)⑦ダン③l撃

締 1郵Э:球無餞盤熱整議:謹⑪ルクラ⑫サルヤ

ジ⑬ポカ″⑭矛 �■ンズ⑬日本



英語の歌を皆で大きな声で歌いました。現在、朝、

授業前に自分の学校の大学に学んでいます。大変充

実した毎日であると話していました。

カリカさんのメッセージ       ‐

「山下先生、 JNFEAの 皆様、支援に感謝申し

上げます。いい先生を育てる」NFEAの 日標に応

えるため頑張つています。よい先生になってよい生

徒を育てたいと思つています。教えることがこんな

ことかと分かつてきました。分からない時は他の先

生から助けてもらつています。初め生徒は英語がと

ても弱かつたが、一生懸命教えたら、今は読み書き

も上手になり努力が報われたと思いました。」

4月 9日  コウシラ・ ブッタ トッキさん (3期生 )

教師経験 1年 サルヤン郡

今回、一番の思い出深い学校訪間で した。まず、

ダン郡からサルヤン郡までバスで 11時間かか りま

す。朝 5時 30分 のバスに乗 らないとその日の内に

村に到着 しません。8日 朝 5時にバス停にいつたら、

ダン郡は交通ス トで 1日 一切の車やバイクは走らな

いとのこと。今 日中につかないと、次のジャジャル

コットまで行けなくなるため、一綾の望みに賭け、

サルヤン行きのバスを求めダン郡の村はずれまで歩

き、もぐりのジープの荷台に乗せてもらうことが出

来た。砂埃と寒さに耐えながら、翌朝の午前 2時に

コウシラ先生のスルケット村に到着、運転手宅に3

時間仮眠 して、学校まで 1時間とのことなので、朝

6時に出発。途中コウシラさんが迎えに来てくれま

した。学校はカ リ川沿いの河岸段丘の岡の上にあ

り、 1年生から6年生まで約 120人 、先生 6人の小

学校でした。今年 7、 8年生の校舎を作る予定で建

材が校庭の隅にありました。コウシラさんの英語の

授業を見学しました。頭文字が 「A」 や 「C」 で始ま

る単語を生徒に質問しながらの授業でした。授業終

了後、校庭で 日本から持つていつたソフ トバ レー

ボールでバ レーボールや ドッチボールをして遊びま

した。 ドッチボール遊びは初めての遊びで、教えた

らすぐに覚えて皆で楽 しみました。教師が生徒と一

緒になつて遊ぶことはないそうです。

コウシラさんのメッセージ

「ナマステー 私は自分の村に帰って先生をやつ

ています。さくら寮でよい教育をしてもらい本当に

自分の村で先生になれたことを嬉 しく思つていま

す。いろいろなNPOや 団体があ りますが、 JNF
EAの よ うな、 よい教育を して、遠 い所の生徒 を

自分の村に帰って先生

になるチャンス与えて

くれる団体は少ないで

す。はじめ、先生になっ

てどう教えたらよいか

不安もありましたが、

生徒と向き合い一つ 1

つ問題を解決 してきました。 3年生でも 1年生の内

容が分からない勉強の弱い子どもがたくさんいまし

た。分からない子どもたちをグループ分けして授業

の始まる前、昼休み、放課後に基本的なことを教え

たら、遅れていた生徒も勉強が楽 しくなり喜んで学

校に来るようになりました。

サビトリ・BC(3期生)教 師経験 1年 ジャジヤ

ルコット郡

コウシラさんの村の前の川を渡

し舟で渡 り、約 2時間でジャジャ

ルコットの街に着きました。ジャ

ジャル コ ッ トの街 は標 高 H00

メー トルの急な狭い尾根の地形を

利用して建てられた町並みで、水

の確保が重要な問題でした。頂上

に旧王官と軍隊の陣営がありました。車の通る道以

外は全部徒歩です。 4日 遅れの新聞が届いていまし

た。ジャジャルコットの小学校の校長先生宅に伺い、

訪間の趣旨を伝え、小学校に案内してもらいました。

生徒数 120人先生 6人です。校舎は古く、傾斜地に

建てられているため、校庭は 5坪ほどでした。中学

から大学までは別の所にありました。サビトリさん

は学校が春休みで、学校から歩いて 2日 間の自宅に

帰つて留守のため、授業を見ることは出来ませんで

した。校長先生の話では担当教科は英語 と算数で、

昨年は病気で 1日 休んだ他は毎日授業を続けたそう

です。現在は毎朝大学に通つてから、小学校で授業

をしています。帰 りのバスでサビトリさんの大学の

同級生に会い、印象を尋ねたところ、とてもまじめな

学生だそうです。翌朝、校長先生にサビトリさんへの

手紙を託し、砂塵の舞うジャジャルコットの街を後に

しました。

今回の日本の地震のニュースはほとんどの人は知

りませんでした。 日本 。」NFEAの 皆様にポカラ

のバ リジュー学長、さくら寮生から災害のお見舞い

と復興の励ましの言葉をいただきました。

⑬



助成金や支援金をいただいた団体のご紹介

20104F握議

※国際ソロプチミス ト大阪―いずみより認証 20周

年を記念 して JNFEAに 支援金 100万 円―-2
月 13日 、理事長山下泰子の最終講義の席上、同団

体の会長 (当 時北村純子 さん)よ り100万 円を、

JNFEAの 活動の支援金 としていただきました。

これは、同団体の認証 20周年を記念 して、国際奉

仕活動「発展途上国への支援」として 3団体に下さつ

たものです。

※第 14回「米百俵賞」

新潟県長岡市では、市制 90周年記念の事業とし

て、平成 8年 「米百俵賞」を制定し、毎年、教育 。

人材育成への貢献のあらた個人、団体を表彰して賞

金 100万 円を贈呈しています。小泉元首相の就任演

説でも紹介され一躍注目されました。

平成 22年度の第 14回 「米百俵賞」は、 JNFE
Aが受賞しました。ネパールでの女性教員養成プロ

ジェク ト活動が評価 されたのです。 6月 15日 に長

岡市のリリックホールで開催された表彰式には市民

700人 あま りが参加 し、 」NFEAか らも 13名 の

会員が出席 しました。

「長岡・米百俵」 とは、明治 3年、戊辰の役で敗

れた長岡藩の窮状を見かね、友藩三根山 (みねやま)

藩から義援米 100俵が届けられました。時の長岡藩

の大参事小林虎二郎は、米を藩士に分配 しても3日

は飢えをしのげても、その先の飢えはしのげないと

考えました。また、この度の戦争で長岡を窮地にお

としめたのは、藩に将来を見据えることの出来る人

材がいなかつたからで、「街が栄え、街が亡ぶのも

すべて人である。人づくりの礎は教育にある」と藩

士を説き伏せ、米を売却 して国漢学校を作る資金に

しました。この教えは長岡の地に米百俵の精神 とし

⑭

て大切に伝えられてきました。

表彰式に先立ち、半藤一利選考委員長は「過去の

受賞者は学校建設に携つた個人、団体であったが、

教育の基本は優秀な教師を育成することが絶対であ

り、僻地の少女を教員にして、育った村で教師とし

てスター トする試みは、米百俵の精神に一致する」

と受賞理由を述べられました。山下泰子理事長の受

賞講演では、ネパールの教育事情、都市と農村部、

男女の教育格差が話されました。また当協会の女性

教員養成プロジェクトの経過を説明し、ネパールに

日本の女子師範学校のような制度の導入 と、映画

「二十四の瞳」の大石先生のような生徒から慕われ

る先生を育成することであると抱負を述べ、会場か

ら暖かい拍手を頂きました。 理事 袖山正彦

※全国退職女性校長会 (梅の実会)か ら支援

一女性教員の育成に一

本会は今年度当初 5,200余名の会員数になりまし

た。

長年にわたつて公立小 。中学校女性校長として学校

経営に当たり、その経験を生かして、退職後もさま

ざまな分野で教育支援に携わつています。本会の活

動の一つに「福祉支援活動」力`あり、「日本ネパー

ル女性教育協会」には、その活動の趣旨に賛同し、

3年前から支援 しています。「梅の実福祉支援金」は、

全会員の会費からと、全国大会開催時の参加者から

の募金を充てています。



今年 7月 には、その支援金が日本に留学する第 1回

卒業生 (教師)の研修費に充てられるようです。

支援の形が実 り始め始めたことを喜んでいます。

(全国退職女性校長会 (梅の実会)本部 大竹久江)

※ (財 )埼玉県国際交流協会助成金は Doti郡のマ

ニサの勤務する学校へ !!

第 2回 目になる助成金は、10月 のフォッローアッ

プ研修に集まる卒業生先生の旅費 と、学校設備の

支援に充てられました。今回の机 と椅子は、第 2

期生 Manishaの勤務する学校 」anardan secondary

schoolに 贈ることになり、現地代理人クリシュナ

さんと今村夫妻が確認のために訪ねました。

今村美知子さんによる報告

昨年 10月 のフォロニアップ研修の時にマニサに

聞いた話に私はとても驚きました。それは、「村は

とても貧乏で、まだ電気も来ていないし、学校は青

空学級もあるし、雨漏 りもたくさんあるから、雨が

降ったらお休みなんです。机 と椅子もありません。」

その学校に、机と椅子のプレゼン ト。本当にうれ し

く思いました。

まず、カ トマン ドゥからダンガディまで飛行機で

行き、チャーター したジープに乗 り、約 6時間で、

ディパールという小さな町に到着しました。次の日

の朝、そのジープでマニサの学校に向かお うと思つ

ていましたら、そのジープでは行けないだろうと教

えてくれました。もつとタイヤの大きな地元の乗 り

合いジープでも行けるかどうか !??と のこと。そ

れでも事情を話 して、地元の ドライバーにお願いし

ましたら、不安そ うでなかなか OKが 出なかったの

ですが、机と椅子を寄付 してくださった日本の方々

とい う事で、やっと行つてくれる事になりました。

ものすごい悪路で、車の中で体が踊つてしまいま

す。3時間くらいでジープの終点まで行き、本来な

らここでジープは帰るのですが、更に奥へ 1時間進

みます。さらなる悪路、仕方なく、そこからは徒歩

で向かいました。到着時間が大幅に遅れてしまいま

した。

2時間ほど遅れて、最終地点に到着。そこから山

の中腹に見える学校まで、登 りました。何でこんな

所に学校を !! 危険じゃないですか ! と思 うよ

うな急坂、しかも一人しか通れない細い道です。一

歩踏み外 したら、落下間違いなし。「骨折」こんな

言葉が頭に浮かんできます。汗をかきかき、やつと

学校に着きました。今 日は、学校がお休みの日でし

た。それでも集まってくれた子ども達がいたようで

したが、私達の到着が遅れたため、みんな帰ってし

まつていました。

まず、机・椅子は? どこにあるのかしら? 日

本だったら、新品の机・椅子が搬入されていて、す

ぐにわかるはずです。鉄でできた足と、本の板がた

くさん搬入されていました。これから組み立てるの

だそ うです。これ らは、町からトラクターで運び、

人力で急斜面を登つて、この学校まで運んだそうで

す。重いし、大変だつただろうと思いますが、寄付

していただいたものですから、子ども達のために張

り切つて運んでくれた事でしょう。それにしても、
「もつときれいにカンナをかけて !」 と、言いたい

ところでしたが、校長先生は、「こんなしつか りし

た鉄骨 と、こんなに厚い板ですから、50年 は使え

るでしょう。」と、満面の笑顔を見せてくださいま

した。地元の職人さん達が、組み合わせ作業をして

机・椅子にしてくれるそうです。

学校の隣には、宿舎がありました。遠くて学校に
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通えない子ども達の宿舎です。ただ板が敷いてある

だけの部屋に、何人の子ども達が生活 しているので

しょうか? この宿舎に入れるのは、男の子だけだ

そうです。同じ地域に住む女の子は、学校に行く事

もできずにいるのだと思いました。

みんなで写真を撮って、帰途につきました。帰 り

にその学校から村を見下ろすと、景色のなんと美 し

い事。畑が広がり、真つ赤なシャクナゲが咲き、うつ

とり見とれてしまいました。こんな景色の中で生活

できたら、貧乏は大変だけど、きつとみんな穏やか

に仲良く生きていつているんだろうな、そんな気が

しました。

20114「層菱

※公益財団法人 東芝国際交流財団から助成金 100

万円

使用目的は、「日本の優れた教育文化の紹介・普及」

です。ネパールの教育特に公立の学校では情操教育

の面において遅れがみられます。情操教育は人間形

成にとても重要な役割を持っています。そこで、教

員養成を目的とする当協会では、音楽、絵画、パネ

ルシアターの課目を、日本から講師を派遣 して、さ

くら寮の生徒たち、卒業生の教員たち、KCPの先生

たちを対象に指導・教授 します。この助成金はこの

プログラムの実施に充てられます。

ク リシ ュナ 日記

現地代理人 クリシュナ・カディワダ

3月 4日 :今村夫妻と一緒に第 2期生マニサの住む

Dotiへ。埼玉県国際交流協会からの助成金でマニ

サの働 く学校へ机と椅子をプレゼン トしたので、そ

の確認のため。村の学校の手前に橋を作るのに石を

運んでいる女の人たちが大勢いました。 しばらく田

舎にお米が入つていなくてやつと入つてきた米や化

学肥料を運びに店の近くにたくさん集まつていまし

た。びっくりするほどの人数でした。椅子がなくて

床に子どもたちを座らせて教える先生方は、」NF
EAと 埼玉国際交流協会からの支援で机 と椅子を

購入できたこと事を本当に喜んでいました。Tika

Datta校長は、この机 と椅子を大切に使いたいと話

していました。昨年は米が うまく取れなかつたその

村は今年も不作のようでした。村の人たちはまたイ

ンドに出稼ぎに行かないとどうにもなりません。村

によつては男の人たちがだれも残らないでインドヘ

⑩

行っているところもありました。

最近はインドから帰ってくる人たちがエイズの病

気を運んできて村全体がエイズにかかつているとこ

ろも少なくありません。当然のことですが教育の遅

れている村がこのような問題が多いです。

4月 1日 ～ 15日 :袖 山さんと一緒に極西部へ。

2日 一第 2期生の住むバイタデヘ。ここは、インド

に近く、イン ドに出稼ぎに行つている人が多い。公

立学校には女の子が多く、男の子は私立に行かせる

らしい。

5日 一スルケットヘ。今回もフムラとドルパヘは行

けなかつた。一機 しかない飛行機に乗るため、 2,

3週間も待っている人たちがいて、とても乗れない

ので、スルケットの第 2期生カリカの学校へ行く。

彼女はなかなか優秀な先生だ。

8日 ―サルヤンヘ。昨年卒業した 3期生コウシラの

働く学校へ。乗 り物がス トライキで。闇ルー トのバ

スで行つた。女子の数が圧倒的に多い。ここも男は

出稼ぎに行き、女が働いている。机 。椅子が足りな

くて床に座っている子がいた。水汲みに女が 1～ 2

時間かけて行つている。電気がない村である。

10日 一ジャジヤルコットヘ。 3期生のサビトリが

働く学校へ。なんだか先生たちにやる気がない。生

徒が私立の学校へ行く率が高い。

①

卒業生の村をまわる袖山さん (左端)と ク

ナさん (右端 )

バスの屋根の上にまで乗客を乗せて

①

②

リシュ



Topics & News

在ネパール水野大使 と

院大学を訪問

2月 18日 、 在 ネ

パール大使水野氏とネ

パール の有名 な雑誌

「Republica」 の 編 集

長 Ameet Dhakal 氏 が

JNFEAが 本部 としてい

る文京学院大学を訪問

Republica編 集長が文京学

しました。島田学長が応対 してくださいました。 J
NFEAか らは、山下理事長、伊藤、新井場の 3人

が同席 し、文京学院大学と」NFEAの コラボレイ

ションによつて、ネパールでの女性教員養成活動が

成 り立っていることを説明しました。

衣料のご寄贈

国際ソロプチ ミス ト大阪一いずみ  から多量の

衣料のご寄付がありまし

た。ネパール の女性 た

ち、特に山村に住む女性

たちに不足しているもの

です。昨年 10月 に寮母

マンジュさんが訪 日した

時に、同会をお訪ねし、ネパールの女性の現状につ

いてお話 しする機会がありました。山村の女性たち

の、下着や生理用品の不足についてお話 ししました

ところ、「女性の健康の問題こそ私たちの活動の目

的と一致する」というご見解をいただきました。そ

して今回は 2度 日の下着のご寄贈でした。

留学生がやってきます。

8月  ラ ミラ 。ブ [

ダ (第 1期 生 )が
日本 に来 ます。 文

京学院大学 とカニ

ヤ 。キ ャ ンパ ス・

ポカ ラ との 「交換

留学協定」に基づ

き、同大学に 1年間留学します。極西部バジャーン

出身、22歳

With Youさ いたまフェステイバル

2月 5日 土曜 日、午後 12時～ 2時、さいたま副

都心にある埼玉県男女共同参画推進センター 「With

Youさ いたま」で開かれた、“第 9回 With You さ

い た ま フ ェス

ラ・ィバル '' に2参力日

し、ワークショッ

プ を開催 しま し

た。

今回は、昨年、

埼玉県国際交流協

会からいただいた 「彩の国さいたま国際協力基金助

成金」で、30人の卒業生を集めての “研修会"開催、

および設備の充分でない山村の小学校への机・椅子

の支援という大きな事業を実行することが出来まし

たので、その報告を中心に、実施 しました。20人

のこじんまりした会合でしたが、参加者は熱心に聞

いてくださいました。

来日中のネパール人のクリシュナさんも出席し、現

在のネパールの様子をお聞きすることが出来ました。

パソコンプレゼント

2009年 4月 新潟大学より、10台 のパソコンをお

贈 りいただきました。早速、その年の 10月 、フォロー

アップ研修会で、 IBMの 職員上田雅士さんが現地

に赴き、基本的な操作を指導して下さいました。そ

の様子はホームページ

http://w]v¬v.jnfea.net/sakuraryoudayori12.html

に紹介させていただきました。ご覧ください。ほと

んどの卒業生が、メール送信に挑戦していました。

引き続き 2010年 12月 に、西南学院大学の古賀衛

先生より4台のパソコンをいただきました。古賀先

生は、2010年 10月 、フォローアップ研修会に参加

してくださいました。様々な御土産の中にデジカメ

があり、それをもらつたラルマヤが 「これどうやつ

て使 うの ?Jと 不思議そうでした。その様子を心に

止めて下さつた古賀先生は、メールで次の様なメッ

セージを送ってくださいました。

「パソコンをあげようと思つたきつかけが、デジ

カメを貰つてもパソコンがなくて写真を見られない

卒業生がいたからです。今後さくら寮で寮生の教育

に役立てていただけばと考えています。ネパールで

は、農村部までインターネット環境が届いてないの

でしょうが、いずれ時代が進むでしょうから、さく



ら寮でパソコンを使 うことに慣れていれば、役に立

つ日も来るでしよう」と。

ネパールでは急速に IT環境が進展 してお りま

す。鉄道のないネパール人のコミュニケーション

は、モバイルが大きな役割を果たしております。イ

ンターネットの普及が鉄道よりも先になるだろうと

多くの人々が予想 してお ります。 とても時宜を得た

プレゼン トでした。本当にありがとうございました。

(文責 岩谷栄子 )

お知らせ

・ さくら寮 5周年記念イヴェン ト

ニュースレター No.10で予告いたしましたが、この

秋には記念イヴェン トを実施 します。

1.記念誌『 さくら寮 5年間のあゆみ』発行

2.シンポジウムと懇親会の開催

3.さ くら寮 5年間のあゆみDVD制 作 。上映

期 日 :10月 2日 (日 )

場所 :文京学院大学

懇親会には、さくら寮で音楽の指導をしている今村

務さんによるオカリナ演奏や、パネルシアターの創

始者古宇田亮順さんによるパネルシアター上演、ア

ナウンサー宮崎洵子さんの朗読などを予定していま

す。また、別途ご案内いたしますので、ご期待ください。

・ 卒業式は 5月 30日 。 出席者は KCPの 先生たち、

卒業生、マテマ元駐 日大使夫妻、3回 も絵画指導を

してくださつている金先生たち、そして在ネパール

の日本人。協会からは次のメンバーが出席 します。

山下泰子理事長 (統括)新 井場貞子理事 (さ くら

寮担当 修学旅行 卒業式運営)今 村美知子理事

(卒業式運営 調理指導)今 村務 (音楽指導)渡
邊いくよ (絵画および生理パッド製作指導 )

訂正とお詫び

2010年 11月 30日 発行の No.10

の 15ペー ジ下か ら 6行 日、仙 田

理芳様 (能楽師、重要無形文化財

総合指定保持者)と 訂正 します。

2004年 に能楽で初の女性総合指

定者 とな られ ま したが、2010年

3月 に亡 くなられま した。理事長

の都立大泉高校のクラスメー トで、 JNFEAの 教

育里親 としてご支援いただきました。ご冥福をお祈

りします。写真は仙田理芳様の能舞台姿です。

(マ ンスリー報告 2010年 10月 ～2011年 2月 の抜粋)

2010年 10月

。大型圧力鍋、DVDプ レイヤー、携帯電話 (ス タシフ用)を

購入。

・ 4日  寮生に奨学金と帰省交通費を支給。

・ 5日  寮生に宿題 (休暇中の)を確認―作文と赴任校の机

と椅子の数、設備の調査。

・ 6日  寮生はダサイン休暇で帰省。

・ 19日  岩谷理事 と深田理事がさくら寮に到着 しフォロー

アップ研修会の準備を始める。

・ 21日 ～23日  フオローアップ研修会開催 卒業生22人が参

加 し熱心に学んだ (講師はKCP学長以下教員 4人、山下理

事長、今村夫妻とその友人2人 、マティマ元駐 日大使、岩

谷理事、深田理事)23日 夕にはフェアウェルパーティー

を開催 した (寮裏庭でバーベキューを囲んで)。

。23日  フォローアップ研修会に参加の卒業生に給料と交通

費を支給。

・26日  マンジュ寮母 日本訪間に出発。

11月

。12日  マンジュ寮母 日本訪間を終え帰寮、寮生たちが休

暇を終え寮に戻つた。

・ 15日  寮生たちは今 日からKCPへ登校。

。17日  運営委員会開催。

。18日  奨学金の支給。

・20日  土曜 日で休 日 裏庭の畑作業。

・22日  卒業生7人 (研修会に参加できなかつた人)へ給料

送金。

。23日  図書を購入。

・30日  KCPで英語 とコンピューターの指導の先生を決め、

時間害1を 相談。

12月

・照明器具数ヶ所修繕。

・ R子が発熱、その後尿路感染症を発症、受診、投薬を受け

た。

・K子 とS子が頭痛、受診 し投薬を受けた。

・ 7日 ～ 8日  KCPで 20周 年記念行事、寮生は唄とダンスで

参加。

・23日 ～28日  学生たちは試験。

・30日  寮生は休 日、国立山岳博物館見学。

1月

・ 3日  照明を数ヶ所修繕。交換留学生矢野可穂理さん受け

入れに備えて部屋の設備修繕 (ソ ーラーライ ト設置、イ

ンターネット接続)。

。4日  寮近くヘピクニック、野外料理とダンスを楽しんだ。

。7日  高等教育委員会へ行き卒業生たちの成績証明書を受

領。
。10日  卒業生のラジャニが書類を受け取りに来寮。

。11日  交換留学生矢野さん到着、皆で歓迎会を開催。

・ 14日  Maghe Sankrantiの 日特別料理で祝つた。
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。15日  矢野さんKCP学長と面接、今後 3ヶ 月間11年生として

KCPで学ぶことに意欲を示した。

・ 18日  休 日、11年生と留学生矢野さん遠足 (マヘン ドラ洞

窟へ)。

・20日  12年生の成績発表あり、 8人が合格 (パ ドマがクラ

スで 1番 、スジャータが2番 で良い結果だつた 2人が不

合格で再試験となる。

。22 休 日、野菜を植えポテ トを収穫 した。

2月

。3日  寮生たちはHSEB試験の最終試験の受験用写真を撮 り

に行つた。

・ 4日  浄水器の修繕、給水タンクの清掃をした。

。5日  カルパナは英語のテス トを受験。

・ 6日  卒業生からの報告書を受け取つた。

。7日  KCPへ行きスリジャナとプスパの受験票を用意した。

・ 8日 教育の神 Saraswati Pujaの 日、学生たちはKCPで

特別なプログラムに参加。

。11日  裏庭でジャガイモの収穫をした。バ リジユー氏がさ

くら寮の建物の状況をチェック。

。13日  奨学金 と給料支払い。

。19日  休 日、寮生たちは映画を楽 しんだ後、マンジュさん

から英語の指導を受けた。

t20日  運営委員会開催 全委員出席。バ リジュー氏が建物

の塗装を提案 した。

・21日  今村夫妻と鈴木夫妻が来訪、寮生への授業の計画を

相談。

・22日 ～27日  今村夫妻 と鈴木夫妻による音楽、ゲーム、数

学の授業を午前、午後に実施 した。

・27日  学生の奨学金を支給。

JNFEA活 動報告

2010年 11月

。10日  寮母マンジュ 帰国

・20日  第 8期第 5回理事会 文京学院大学

12月

。14日  長岡市立和島小学校訪問 (山下 (泰 )

岩谷、袖山、深田)

2011年 1月

・ 15日  活動推進会議

。25日  活動推進会議

2月

・ 5日

。14日

。19日

3月

・ 6日

。22日

・ 27日

・ 31日

4月

。2日

With Youさ いたまフェスティバル参カロ (山 下夫妻、

新井場、渡邊夫妻、磯、クリシュナ)With You

さいたま

活動推進会議          大泉資料室

第 8期第 6回理事会      文京学院大学

活動推進会議          大泉資料室

さくら寮支援物資発送 (208kg) 大泉資料室

活動推進会議          大泉資料室

活動推進会議          大泉資料室

活動推進会議 文教学院大学

、伊藤 (恒 )

大泉資料室

八丁堀会議室

3.

4.2.

さくら寮の歌

作詞 :ク リシュナ・カティワダ

ポカラに花が咲いている

すくすく育つよ山の下

輝 く ダウラギリ マチャプチャレ

桜の下には セティ川が

私の心に桜咲く

その花の香 りに誘われて

さくら寮で育って帰 ります

さくらの心を広めます

百本の桜を百か所に

その木を咲かせよ ネパールに

」NFEAの 夢は 庭いつぱい

いろんな花を咲かせたい

心に力と責任を

愛をもらって帰 ります

JNFEAの 皆さんありがとう

たくさんの皆さんありがとう

未来を咲かせてくれま

皆さん本当にありがと

たし

　

つヽ

⑩



編集後記

このニュースレターの準備を始めて間もなく、あの大惨事が起こりました。 しばらく手

がつかない状態で した。計画停電なる語が使われるようになってから、「ああ、ネパール

ではこれを loadsheddingと 言ったな、そんなこと当たり前の国、だからネパール人から

見たら 2、 3時間の停電で右往左往 している私たちはおかしいだろうな」と思つたりしま

した。因みに現在-4月 、ポカラでは 18時間停電とか。

4回 目の卒業生が巣立ちます。電気も通 じていない村に帰つて先生になります。都会の

便利な生活を 2年間経験 した女性たちですが、やはり自分の生まれ故郷が一番 と思つてい

ます。 (S.Y記 )

会費・里親基金払い込み及び寄付金受付口座         )
口座名 :NPO法人 日本ネパール女性教育協会 口座番号 :001304370983(郵便振替口座

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 (共 に年会費)

里親基金 :月 額5,000円、年間60,000円、 5年間合計300,000円 但 し月額1,000円 も可

認定 NPO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 Dormitoじ Kanya Campus Pokhara,Nadipur Pokhara‐ 3 Kaski Nepal

RO Box 192  Tel:977‐ 61‐535342,977‐ 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 Fax03‐ 6222・ 3824

編集委員 :新井場貞子 吉田俊吾 佐伯律子

E‐mail:iwatani@m7.郎″ao.ne.ip URL:http:〃 www.jnfea.net/

長い髪はネパール女性の命

⑩


