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第５期卒業生の巣立ち

５月27日（日）卒業式がさくら寮で挙行されました。Bharijoo KCP学長、Goshali KCP理事長、山下

JNFEA理事長、そしてKCPの先生方、ポカラ在住のシスター川岡、カトマンズ在住の画家白井有紀さん、

会員の小野寺幸子さん、矢野可穂里さん、市岡優加さんなど多くの参列者がありました。ストライキで延び

延びになった修学旅行は、29日から6月1日にかけて実施しました。

卒業式記念撮影　「さくら寮」ホールにて 修学旅行で立ち寄った
ホテル・サンセット・ビューの庭にて
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第７期生の紹介（家族や村のことなど）

1．Arati Poudel　(Banke)
西部地域に位置し、気候は暑く、過ごしにく

いところなので、病気にかかる人が多い。貧し

いので医療を受けられずに死んで行く人も多

い。私の住んでいるKohal PUR-VDC3番は美

しい良い村ですが、発展がなく貧しいので子ど

もを学校に行かせたくても行かせられず、読み

書きのできない人、仕事のない人が多い。学校

も少ない。女子教育が遅れていて、女の子は男

子に比べ読み書きのできない人が多い。家族は

父、母、姉（結婚）弟の５人。貧しいので家を

借りて住んでいます。母は小さな店を持ってい

ます。貧しいので姉は学校へ行かせてもらえず

お嫁に行きました。

2．Asmita Bohora　（Dolpa） 
私の住む郡は、リモートエリアなので生活が

大変です。役所のある町まで行くのに２、３日

はかかります。自動車もなく移動は徒歩で８、

９日かかるところもあります。たとえお金が

あっても病院がないので医療をうけられませ

ん。交通手段がないのは大きな問題です。病

院へ行っても薬がないといわれ、死ぬ人も多

い。良い先生や仕事もないし、指導できる人が

いません。近くに学校があっても貧しくて学校

へ行ける子が少ないし、制服や石鹸も買えませ

ん。ですから私はPKRの「さくら寮」で学ん

で、村に帰り村を良くするために頑張りたいで

す。家族は兄２人、姉４人は結婚し、母と２人

で暮らしていました。村の小学校で５年生まで、

Kalika高校(中学校レベル)で８年生まで勉強し

ました。母はもう仕事ができず、家が貧しかっ

たので姉夫婦の援助をうけ、Sarawati高校で

10年生まで勉強しました。

3．Belaspura Nepali（Kalikot）
私の村はSarkibadaで、家は31軒です。教育

の面では昔より良くなりつつあるが、経済の面

はよくない。宗教はヒンズーで、昔のままの習

慣が残っています。学校の周りにリンゴと果物

の木がたくさんあり、果物を売ったお金で、毎

金曜日に課外教育を行います。学校にはガード

マンもいます。カルチャープログラムも行い、

学校にPCも入っています。雪が降って寒いの

で学校に行くのがむずかしい。女の子はもらえ
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るはずの奨学金がもらえません。父は亡くなり、

母と兄夫婦、私、弟２人、妹１人、姪２人の９

人家族です。姉は結婚しました。母と兄は農業

で我が家はそんなに貧しくはありません。

4．Bipana Nepali　（Pyuthan） 
私の住む郡は、特に問題はなく厳しい状況で

もありません。有名なお寺Swargadwariやた

くさんのお寺や川がある。遠いところの人は役

所まで行くのに５、６時間歩きます。経済面で

は貧しい人も多い。山火事があり、煙のせいで

環境問題も起こっています。私の村はBijagar
でとてもきれいな所で、各家にトイレもありま

す。カーストの差別はありますが、昔ほどでは

ない。家の近くに大きな学校があり１～ 10年

生まで教えています。学校にはトイレもありま

す。学校に行かない子もいるし、先生も学校を

さぼるのでいつも１～２時間ほどクラスが空き

ます。父は出稼ぎに行っているが、１ヶ月5000

ルピーでは生活はぎりぎりです。姉はお嫁にい

きました。畑は少ないので自分の畑でできた食

料では３ヶ月もちません。

5．Chhaya Kumari Saud　（Dailekh）　
私の郡はお寺もたくさんあってきれいで

す。しかし経済面では貧しい。村はRakamの

Kundandaです。学校、病院、ポストオフィス、

交番、バザール、森も近くにあります。若者は

お酒が好きです。今は教育を受けた人が、増え

てきました。家族は父母、２人の兄夫婦で、２

人の姉はお嫁にいきました。家族11人で、家は

農家です。家の経済はそんなに良いわけではな

く、学校は近くにあっても、姉２人は学校へ行

けませんでした。長兄は５年生まで、次兄は９

年生で学校をやめました。やっと私だけはSLC
を受かることができました。

6．Laxmi Dhami　(Darchula)
私の郡は飲み水、トイレ、道、電気が

なく排水の整備もありません。私の村は、

HunainathVDC‐2Airichhanaです。郡の中心

の町からは遠く、村には50軒の家があり、人口

は200人です。8軒の店があります。ネパールは

世界で水の量は２番目の国なのに、村は発展し

ていません。でも村の気候はいいです。近く

に学校やお寺があります。学校の名前はKhan

中学校です。学校の先生は２人の女の先生を入

れて12人居ます。父母、２人の兄夫婦、弟４人、

妹１人に私の12人家族です。弟は学校へ行って

います。畑は少なく、父母は年寄りになり、兄と

弟は道路を広げる仕事をしていますが、家の経

済は厳しく苦しい。

7．Laxmi Pujara  (Bajhang)
極西部地域の美しい郡です。私の出身地は

Surma村で、有名なSurma寺院があります。雨

季には雨で道路が壊れてしまいます。ついこの

前、水力発電所ができた。ひえ、麦、そばがで

きます。水事情が悪く水田はありません。村の

経済状態は悪く、教育のシステムはありません。

先生はちゃんと教えることができません。病気に

かかって死ぬ人も多い。病院も遠い。勉強した

人でも仕事がないので困っています。Bajhang
には学校のない村もあり教育を受けられない子

どももいます。父は心臓病でなくなり、母　姉２

人 弟の５人家族です。母はバザールで小さな店

を持っています。１人の姉は結婚しましたが、１

人の姉は12年生、弟は８年生です。小さな店の

商売ではぎりぎりの生活で、学校がそばにあっ

ても経済面で通学するのは難しかったです。

8．Radha Abasthi  (Dadeldhura)
お寺や山も多く、涼しくて風が美味しい自然

の美しいところです。観光資源もあり、見ると

ころがたくさんあります。水、電気もあり交通

の便もいい。教育は遅れていて、特に男性に比

べて女性の教育レベルは低い。私の村には20軒

の家があります。村にはヘルスポストもあり、

簡単な医療はできます。村の子どもはほとんど

学校へ行っています。村の学校では５年生まで

英語で教育します。これで教育のクオリティー

が上がります。教育は人の財産であるというこ

とを人々はわかるようになってきました。家族

は父母、兄夫婦、妹の６人家族です。兄は、農

業とホテルのビジネスをやっています。自分の

畑で採れた物で食べるのに足り、普通の生活に

は困りません。

9．Sumitra Rana 　(Gorkha)
ゴルカの町から私の村までは３日間歩きま

す。20軒の家がある小さく清潔な村です、道路

は、母グループで掃除をします。村人は農業が

中心ですが、男性は出稼ぎに外国へ行く人もい
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ポカラ・プロジェクト現地理事会報告

理事　山下威士

８月25日（土）、11時30分～ 13時30分、「さくら

寮」において、山下泰子JNFEA理事長、山下威士、

Mr.Goshali現地理事会理事長、Mr.Surendra Bh-
arijoo (KCP Campus Chief)、宮原巍氏、シスター

川岡氏を含めて合計８名の参加の下に、現地理事

会が開催されました。陪席：会計係Mr.-Krishna 
Tamtakar、 JNFEA現地マネージャー Mr.Krishna 
Kathiwada、寮母Ms.Manju Dhoju.
(1)Mr.Bharijooによる2011年度の会計決算報告

(表のとおり)。
(2)山下理事による2012年度予算案の説明。

(3)Mr.Bharijooによる2012年度の寮生の選抜状況

について報告。

(4)山下理事長による、第１回交換留学生の１年

間の活動と、その評価、今後の展望の報告；

とくに、問題点；（イ）　日本へ来ることによ

る当該学生のキャリアの中断の問題と、（ロ）

JNFEAの財政的見通しの中で、この事業に支

出できるかという問題。

(5)山下理事長によるJNFEAの近況、とくに５周

年記念集会の報告、および、Feeder　Hostel
の将来像と、JNFEAの対応について報告。

(6)Goshali現地理事会理事長によるあいさつ。

８月25日（土）、16時30分～ 18時30分、山下理

事長が、第７期寮生10名全員と、個人面談しまし

た。この面談の終了後に、山下理事長が、「さく

ら寮」生全員を、タカリ・レストランに、夕食に

招待。たまたま、同じ時に、シスター川岡の紹介

で、「さくら寮」の見学に来ていた、山口大学医

学部の国際医療クラブの、若い学生８名（ネパー

ル人男子学生１名を含む）も、この夕食会に参加

して、「さくら寮」生と交歓しました。

26日（日）、９時30分～ 10時、「さくら寮」に

おいて、山下理事長より、寮生に対して以下のよ

うな訓示をしました。①英語と数学の補習を強化

するので、しっかり勉強するように、②基本的な

教科書は、自分で購入し、授業には、教科書を必

ず持参すること、③「カジャ（間食）」は、でき

るだけ「さくら寮」で、全員一律にとれるように

したいと思い、これから試行してみるので、協力

ます。Manasalu国立公園のエリアで、この公

園は森や生き物を大切にすることを教えていま

す。コック、農業や布を縫う訓練も行われ、村

人は新しいことを学ぶチャンスを持ちます。村

では識字教育もやっていて、年寄りも勉強がで

きます。高校までは毎日片道２時間歩きますが、

AAFが寮を作ってくれたので、遠くの子ども

は助かっています。家の近くには小学校があり、

４つの村の子どもたちが、毎日学校へ通い朝10

時から午後３時までちゃんと勉強します。しか

し近所の村では勉強をやめて、外国へ出稼ぎに

行く人もいて、教育、経済のレベルも低く問題

です。KCPで２年間勉強して、村のために努

力しようと思います。母、妹２人の４人家族で

す。父は私たちを置いて出ていってしまいまし

た。妹は６年生と４年生です。母は農業で少し

収入を得て、教材を買ってくれます。農業以外

に稼ぐ方法がなく、勉強を継続していくことが

難しかったので「さくら寮」に入れるチャンス

ができて、とても嬉しいです。

10．Shivalaxmi Malla　（Mugu）
私の郡はネパールの中でもとりわけリモート

で、道路も橋もなく段々畑ばかりで、食料もそ

れほど収穫できないので、食料不足であり、教

育、経済も悪く、問題が多くあります。私の村

はChhatyalbadaです。家の近くにShreenagar
高校があり、学校の運営のために運営委員会を

設立して責任を持たせています。ここの学校は

トイレ、水、運動具がなく困っています。村は

発展せず昔のままの風習が残っていて、カース

ト制や男女の差別もあります。村の近くにヘル

スポストもなく、病院が遠いので、出産ができ

ず多くの妊婦さんが亡くなります。教育が遅れ

ているので、医者よりもおまじないを信じる人

が多い。早い結婚、１人の男が数人の女性と結

婚する、山火事、公衆の財産を大切にしないな

ど、村の悪い問題がたくさんあります。家族は、

兄夫婦、姪３人、弟１人です。父は私たちが小

さいときに亡くなり、2年前に母も亡くなりま

した。兄は小さい農業の仕事なので生活は貧し

いが、兄夫婦が面倒を見てくれたので、私はこ

こまで成長できました。弟は他のNGOのお世

話で学校に行っています。私はSLCに合格し

て、PKRに来ることができました。
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　３　会計係	 32,500

　４　会計事務所費用	 10,000

Ⅵ　教員給与関連	 2,067,000

　１　５期生	 650,000

　２　４期生	 689,000

　３　３期生	 728,000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　合計	 4,331,891

（当初予算表との対比　　＋91,441超過）

してほしい、④寮の勉強時間を決めてほしいとい

う意見があるので、午後４時～７時、午後８時～

10時に設定してみることなどの注意をし、寮生た

ちを励ました。

2011年度決算（RS）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ⅰ　KCP納入金	 388,600

Ⅱ　学生募集費用	 25,170

Ⅲ　学生関連	 1,004,279

　１　奨学金	 336,750

　２　食費	 360,000

　３　学生制服	 6,900

　４　健康診断	 17,000

　５　医療傷害保険	 15,000

　６　卒業式関連費用	 101,030

Ⅳ　さくら寮関連	 405,642

　１　光熱水料	 73,342

　２　寮メンテナンス費用	 322,689

　３　建物保険	 9,610

Ⅴ　賃金関係	 440,300

　１　寮母	 156,000

　２　ガードマン3人	 241,800
新入生全員 10 人と他のお客さんが乗っている

定員オーバーじゃない！

Study　Seminarの実施報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事　山下威士

11月３日（土）午後に、ポカラのさくら寮で、JNFEA主催の研究集会Study Seminar「さくら寮の卒

業生たち―彼女たちの、ネパールの遠隔地における小学校教員として活動の実績の評価Graduates from 
Sakura Dormitory, their training and the stock-taking of their role as Primary School Teachers in the 
remote areas of Nepal」を開催しました。

＜参加者＞この会合の発案者Mathema氏（JNFEA顧

問、元駐日ネパール大使）ご夫妻、ネパール教育省MOE
教育局幹部、地元Kaski郡の教育長と副教育長、教育学者

Dr.Suman Tuladha、複数のマスコミ関係者にご出席いた

だきました。これに、さくら寮理事会理事、運営委員会委員、

フオローアップ研修会でご指導いただいているKCPの教

員など24名や、さくら寮の卒業生教員28名、さらに、20名

の日本からのサポーターを含めて、総計80名近くが、研究

集会に参加しました。

＜JNFEAの報告＞　松波勝弘JNFEA理事の司会（英語）の下に、第１部では、山下泰子JNFEA理事長から、

この研究集会の趣旨が説明され、ついで、Mr.Surendra　Bharijoo（現地理事・KCPキャンパス・チーフ）

から、さくら寮の運営の方針や寮生の選抜の方針が説明されました。ついで、岩谷栄子JNFEA事務局長より、

さくら寮の６年間の実績が、そこでの教育の実情、とくに、日本から派遣された教員の活動、フォローアッ

プ研修会の実績、さらには、赴任地訪問の実績が報告されました。
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＜卒業生教員の活動報告＞今回は、卒業生教員が、どの

ように活躍しているかを、多くの皆さんに見ていただくこ

とが、大きな目的でしたので、できるだけ、卒業生教員に

参加してもらいました。第１部の終わりでは、卒業生教員

が、さくら寮で勉強し、現在、故郷で用いている新しい教

育方法の実例として、古宇田亮順JNFEA理事の指導によ

る「パネル・シアター」を、３例実演して、参加者に見て

いただきました。

この研究集会のメインは、それぞれの故郷で教員として活躍している卒業生たちによる、第２部の活動報

告でした。第４期生のMs.Bina K.Rokaya（Bajhang）と、第３期生のMs.Ambika Malla（Jumla）とが、

それぞれ自分の学校での教育において、どのように工夫して授業をやっているかを報告しました。第3期生

のMs.Srijana Saud（Achham）は、学校内部での活動に止まらず、学校外での社会活動として、どのよう

な活動をしているか、とくにチャウパデイ（生理小屋）の廃止に向けての活動を中心に報告しました。第１

期生のMs.Ramila Budha（Bajhang）は、文京学院大学とKCPとの留学生交換協定にもとづく第1回派遣留

学生として、2011年９月から2012年８月までに勉強した、日本各地での教育方法の研修の成果、および、現

在、自分たちの置かれている状況について報告しました。さらに第３部の冒頭の時間を使って、第１期生の

Ms.Sita K.Ghimire(Kapilbatsu)も、自分の教育活動について報告しました。（フォローアップ研修の報告参

照）

＜参加者からのコメント＞このような報告について、

参加された多くの方々から、コメントをいただきまし

た。現在教育評論家として、女子教育にも大きな発言力

をお持ちのTuladhar博士「ネパールは教育制度や国の制

度がしっかりしていないので、自助努力でやって行かざ

るを得ない。さくら寮の卒業生たちは学んだことをしっ

かり生かしてもらいたい」。現場の実務最高責任者である

Sharma教育省教育局長「さくら寮のやり方をモデルとし

て考えることはできる。地方の教育長や地方の学校KCPなどともっと交流する必要がある。さくら寮をモ

デルとして一緒に考えていきたい」、最後に、この集会の実質的な企画者であるMathema顧問から、「日本

とネパールの教育の中身の根本的な違いは、仕事に対する情熱です。さくら寮の学生たちはいろいろな生活

上のマナーと同時に音楽、絵画などの教育を受けています。このような教育現場をたくさん増やす必要があ

る。普段はなかなか会えない教育省関係の方々やマスコミの方がいらしています。これからは一緒に手をつ

ないでやっていきましょう」。

いずれの方々も、まことにお忙しい中を、わざわざ私どものために、この集会にご出席いただき、私ども

の活動の一端を知っていただいたことと、教育省や地方の教育当局者との連携が強化されたことは、今後の

活動に、大いに寄与すると思われます。

＜その他＞　研究集会の終了後に、さくら寮において、レセプションを開きました。その冒頭で、島田燁

子JNFEA顧問・文京学院大学理事長よりの祝賀メッセージが紹介されました。配布資料は、英文で作りま

した。報告は、原則として自国語で行い、通訳は、Mr.Krisha Khatiwadaと、Ms.Anuradha Tulachanが、

担当してくれました。

なお、翌日の11月４日には、カトマンドウ駐在の高橋邦夫・日本大使により、Mathemaご夫婦、山下理

事長をはじめ、今回のStudy　Seminar関係者が、夕食に招待されました。その場でも、今回の資料を、大

使にお渡しして、JNFEAの活動への、さらなるご支援をお願いしてきました。

なお、当日、参加されたMs.Ruby　Rauniyarさんが、Nargik　Daily（英文）に、このStudy　Seminar
の記事を掲載してくださいました。
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Follow up Seminar 2012

JNFEAの願いを胸に頑張るおなご先生たち

理事　岩　谷　栄　子

また、集まって来てくれました。何時間、何日もかけて彼女たちは、リモートエリアからここポカラにやっ

てきたのです。遠い人は４日もかかります。ともに学んだ仲間に会うために、自分の課題を背負って励まし

てもらうために、そして頑張りを確かめ、自信をつかむために、１年に一回のこの研修会に・・・・。

さくら寮卒業教員の資質向上のために実施しているFollow up Seminar
も５回目を数えます。今年も一段と逞しく成長している卒業生に会うことが

できました。10月31日から４日間開催。その準備のために、28日には１期生

のRamila Budhaはじめ、Parbati Gharti Magar、Sanju Gautamたちが

到着しました。みな、学生時代とは違って､やせています。村での生活の厳

しさを滲ませる一方、一段と大人びた、ひきしまった表情は、様々な戦いを

乗り越えた美しさを感じさせてくれました。

参加者は、１期生の２名を含めて合計28名。講師陣は、昨年同様、KCPの４人の先生方と、日本からパネルシアター

指導の古宇田亮順、降旗伸子、永山千洋の各先生方、茶道の石井幸子さん、算数指導の岩谷栄子の９人でした。

10月31日　課題報告――トイレの掃除、生理中の慣習の是正についての運動の経過

第一日目は、昨年度の課題報告をしてもらいました。「同僚たちと、生徒にトイレをきれいに使用する方法を

話し合った。生理の時に、特別の生理小屋に行かず、自分の家で過ごすように自ら取り組んで説得活動を行った。

家庭訪問をし、自分のサラリーから貧しい子どもたちにお金を与えて、学校にこられるようにした。パネルシア

ターを授業に取り入れた」などの力強い報告がありました。KCPやさくら

寮で、新しい指導方法や児童心理学を学び、様々な教材（トウモロコシ、

新聞記事、携帯電話の音楽等）を活用し、生徒たちに分かり易い授業をし

ようと、学習環境の改善を試みていました。

続いて、Ramila Budhaが、一年間の日本留学経験を報告。「教育の

システムの違いに驚いた。日本人のマナーの良さに驚いた。日本のこと

をもっと知りたい」などの感想を述べた。

11月１日　パネルシアターの講義と制作、実践報告

午後から次の日の午前中は、恒例のパネルシアターの講演と製作、そして発表練習。この内容については、

パネルシアターの創始者・古宇田亮順先生の報告を参照。

続いて、全員が、教育実践報告を力強く語ってくれました。Sabitoriは、「ボーディングスクール（私立）に行

く子が多い。10時半から13時まで学校に来ても、その後、何人かが映画館に行ってしまって、先生もおやつの時

間に家に帰って、学校に戻ってこない。英語の指導をしたり、教室の掲示に力を入れたり、絵の指導をしたりして、

楽しい学校作りに努め、子どもたちが、学校に来るように努力した。その結果、13人がボーディングスクールから

戻ってくるという成果があった」。Shrijanaは、「生理の時に仲間外れにされる。トイレになるべく行かないように

水を飲むのを控えたりしている。親にも話し、先生方と協力して、対策会

議を持つようにした。学校が豚小屋のように汚いので、子どもを４つのグ

ループに分けて、清掃指導をし、少しずつ改善されてきた」。Binaは、生

徒に「先生、なんで棒を持ってこないの？」と聞かれた。「黒板に書くだけ

の授業ではなく、よく考えさせる授業をした。また、子どもの話をよく聞く

ように心がけた。課外授業では、歌や踊りを教えた。教材が無いのが課題

である」などなど。
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卒業生赴任地訪問―Bajhang 

理事　新井場貞子

訪問者：新井場貞子、Manju Dhoju、Krishna 
Kathiwada　訪問日：2012年６月８日～ 11日

８日、KTMから気温44度のDhangadhiに飛び、

４輪駆動車でDade-
ldhura着。 ９ 日、

７ 時 出 発。14時 ご

ろChainpurに 着

いたときにBinaと
Anitaが町の入り口

に待っていた。今回

は、Manjuさんが一緒なので、二人は大喜び、「ミ

ス！」と大きな声を上げていた。 
 1.Bina Rokayaさんの学校の訪問                                           
10日、暑い時期なので学校は６時からスタート。

私たちが学校につい

た時、生徒はすで

に教室に入ってい

た。先生や生徒から

歓迎してもらった。

Binaの授業を見学

した。いつも明るい

顔 のBinaが、 ニ コ

ニコしながら授業し

ました。１、２年生

の英語の授業。アル

ファベットの大文字

と小文字を順番に並べるという作業。ちゃんと順

番に並べていたから驚き。Binaは、私たちが来

るというので、大掃除をしたとか。きれいな教室

でした。「Binaには課外教育に力を入れてもらっ

ている。いつも楽しい授業をやってもらっている

全体的にJNFEAの主旨をしっかりと捉え、①「棒の教育」を改め、褒

める教育の効果を実感し、その大切さを啓発している、②コミュニティー

や校長、教員との連携を大切にしている、③言語などの違いや能力の差な

どへの対応の仕方を工夫してきている、④親・保護者の教育へのモチベー

ションを高めるためのミーティングを実施しだした、⑤自分の得意分野を

課外活動などで活かしているなどの報告を聞き、彼女たちが、今までのさ

くら寮で学んだことを活用し、頑張っている様子が実感できました。また、

各人の発表能力がレベルアップしているのにはびっくりしました。さらに、彼女たちも、女性の人権のことも、教

育のなかで指導していく必要があることに気付いてきていました。

11月２日　チャウパディ（生理小屋）の問題についての継続討議

３日目は、チャウパディ（生理小屋）の現状報告と課題について、４つのグループに分かれて討議をし、代

表が発表しました。現状について、①生理の時は、皆と平等ではなくて仲間外れにさせられる、②水道も皆と

一緒のものを利用できない、③果物、木や野菜を触ってはいけない、④ミルクやヨーグルトを飲んではいけない、

⑤男の兄弟のそばにいられない、精神的な問題が起こる、⑥女の子は学校へ行かない、⑦家の近くを生理中の

女性が歩いたら、そこをお浄めする、⑧６日目からやっとキッチンに入れる、⑨家から離れているところの小屋

なので問題が沢山あり、動物に噛まれる恐れや、レイプされる恐れがあり、死ぬこともあり、着るものや布団な

どがもらえないので、冬など、寒くて凍ってしまうなどの報告がありました。

地域によって多少の違いがあるが、多くの信じがたい事態の報告があげられました。これに対して、以下のよ

うな出席者の感想がありました。極西部や中西部以外に住む人々は、チャウパディー（生理小屋）の経験がなく、

今回の報告を聞いて、悲しいと思った。昔の悪い習慣なので、やめるようにした方がいいと励まし、まず自分か

ら、その悪習慣の打破を試みている方々に声援を送ってくれました。その対策として、まず、自分の家から始め

てみること、教育を通じて啓発していくこと、諦めずに急がずに取り組むこと、教科書に掲載するなどして、学

校教育の中への位置づけをするよう工夫していく必要があることなどを確認し合いました。

参加されていた石井さんが、休憩時間に、お点前をやってくださり、参加者に喜ばれました。私は、子ど

もたちの興味や関心を引く「折り紙を使った分数」の講座を担当しました。
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ので子どもが大喜び。Bina先生は子どもの大好

きな先生」と校長が語った。学校の建物自体は古

かったが、中は清潔でした。先生方の様子も一生

懸命でした。トイレはあっても、水問題で困って

いた。飲み水はすぐ

下のセティ川へ行っ

て 飲 む。Chainpur
町は水が豊富のよう

に見えても、水不足

ということでした。

川の水は飲料水に適

さないそうです。そ

の後、チャウパディ

の調査をするため、

Binaに村の女性を

集めてもらいまし

た。男性や子どもまで集まって大がかりな調査に

なりました。この調査は、川向こうのBinaの家

の前でも行いました。

2.Anita Budhaさんの学校訪問

　５期生のAnita Budhaが、初めて学校で仕事

する日です。せっかくなので訪問することにし

ました。町から川上へ30分ほど歩いたところに

Satyabadi高等学校がある。暑い中歩いていくと

昔ながらの立派な建物の学校があった。校庭は結

構広々としていた。校長は背が高く貫録のある人

だった。Binaの親戚にあたるとかで、JNFEAの

ことは承知していた。Anitaのような先生を派遣

してくれた事に、校長は喜んでくれた。ここの学

校だけは遠いところからも生徒が来るので、10

時から４時まで教えていた。Anitaの授業を見ま

しょうと教室に入った。初日から授業が、できる

のかなと心配したが、予習したのかどうか、堂々

と授業を始めたのには驚いた。生徒たちは私たち

に関心を示し、近寄ってきて話したがる。女の子

が積極的で、教員室の前にやってきて、英語（しっ

かりした）で話しかけてきた。３人の女の子は９

年生で、ひとりは、数学が好き、一人は理科（生物）、

もう一人は英語が好きと話していました。理系の

女の子がいることにびっくりした次第。副校長に

よると、女生徒の方が積極的であると言っていま

した。

　今回の学校訪問に寮母のManjuさんが参加し

たことは良かったと思う。彼女も参加したことで、

日ごろ生活を共にしている寮生たちの故郷を見る

ことができたことを非常に喜んでいる。彼女は、

何よりも距離の遠い事に驚いたそうです。　

バジャンにおける「チャウパディ」に関する調査

概要＜Binaの学校と彼女の家の前で調査を実施＞

　別棟の小屋はない。女性は、慣習だし、皆がし

てるので従わないとたたりが来るのではないかと

恐れ、男性は生理中は

女性は不潔だから隔離

すると言っていた。若

い人はこの慣習から解

き放たれたい思ってい

る。

Doti郡、Salada村でのチャウパディ慣習調査報告

会員　矢野可穂理

同行者：山下泰子、白井有紀

　2012年５月チャウパ

ディ慣習が今もなお強

く残っているとされる

Doti郡Salada村 へ 行 き

ま し た。Salada村 は、

Kalpana SaudとSrijana 
Saudの地元の村であり、

彼女たちの協力と共に女

性たちにチャウパディ慣

習について話を聞くことができました。Salada
村の各家にチャウパディ・ゴートは併設され、生

理中の女性は必ずそこで生活をすることを強いら

れていました。

　聞き取りをしている中で、「この慣習は誰に教

えてもらうのか」という質問に対して、女性たち

は「村が教えてくれる」と答えました。周りの女

「チャウパディなんて無くなればいい！」と山奥から来た
おばさんが声をあげていた。

写真上は、チャウパディゴート（子どもは連れて
入ってもいい）、下は、調査中の矢野、山下、白
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国際交流 50 回目のパネルシアター研修旅行はさくら寮で

理事　古宇田亮順

10月29日、羽田を発った我々は、香港・ダッカ経由で予定通り、現地時間22時にカトマンズに到着した。

今回は自分の他にパネル研究家降旗伸子さん、永山千洋さん、茶道の石井幸子さん、出版社理事の吉田弘昭

夫妻が同行した。

31日午後、石井さんの茶道教室の後から、パネル３人組で楽しい作品を見せた後、作り方・使い方の基本

的な説明をして、それぞれの作品づくりに専念してもらった。ネパール語に訳しておいた「まんまるさん」「カ

レーライス」「いいものなーに」の3作品に絞ってグループごとに制作することにした。みんなとても真剣で、

糸止めの仕方、糸止めの位置、着色の方法、輪郭の切り方等、積極的に各自が尋ねてくるので、しばらくは

応えるのに、我々もあたふたと汗だくになってしまうほどだった。何回か経験したことのある先輩には、課

題作品の他に、ラミラさん提案による「まんまるさん英語教育法」や、村の学校でも演じたいからと「レッ

サンフィリリ」まで作り出す人がいた。

夕食後、7時半から１時間ほどは、ブラックライトによる黒の舞台を見てもらった。美術学部出身の永山

教諭は、黒の作品では定評ある作品が多く、みんなの心にも深く印象づけられたようで、終了後の質問でも

その関心の深さが表れた。

翌11月１日午前中も作品づくりと発表練習会を行った。特にRamilaさんの妹さんは、張り切って舞台を

独占して使いたがる姿が親しみを感じ、おかしくもあった。４日開催のStudy Seminarでは、みんな上手に

発表できるのかちょっと心残りであったが、それでもパネルとなると、積極的で夢中になってくれたので、

大丈夫だろうと安心して、次の場所に移動することができた。今回は、ダサイン祭り期間中の休校が多かっ

たので、近隣の小学校や養護施設訪問はできなかった。

その日の午後からは、ライトバンに大きな鞄と我々 6人を乗せて現地運転手が、ひたすら、ルンビニまで

の山道を走ってくれた。おかげで本来なら、8時間ぐらいかかるだろう道を、途中休憩を入れても、５時間

半で飛ばしてくれた。到着した現地ホテルも趣きのあるところで、満天の星、蛍の飛び交う庭では、ポカラ

とはまた、異なった牧歌的な土地の楽しさがあった。

翌日、お釈迦様ご生誕の聖地で、各国建立の仏教寺院拝観の後、ルンビニ唯一のシッダルダ小学校をパネ

ル訪問をした。私事ながら、パネルによる国際交流が今回ネパール旅行で50回目の節目となったので、良い

記念でもあった。お釈迦様物語のパネルから始めて、ネパール語によるパネル作品や吉田さんの手品も楽し

んでもらい、自分としては、念願の旅をさせてもらった。（筆者は両国・西光寺の住職）

性の行動を見て自分も真似をして慣習を行い、周

り（女性）の目があるから慣習を止めるわけには

いかないとのことでした。女性たちは、心の中で

この慣習に対して不満を抱いているにも関わら

ず、天罰が当たるのを恐れ、口にすることは今ま

で無かったようです。今回、女性同士で集まり自

分の考えを言ったことにより、「みんな同じよう

に不満に思っていて、この慣習は変化していかな

くてはいけないものなんだ」と女性たちの気付く

きっかけになりました。

　Salada村には、トイレが無いためチャウパディ・

ゴートのような隔離された場所が必要になっている

のかと、現地訪問を通して感じました。トイレを造

るなど環境を快適にすれば、慣習に対する考えも

変わるのではないかと思いました。この慣習を今

すぐ無くすことは難しいけれど、正しい知識を得て

女性の意識が変わり、時間をかけてその土地に合っ

た慣習に変えて行けばいいのではないかと感じま

した。
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さくら寮３か月滞在記　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 理事　新井場貞子

5月13日の気持ちの良い季節、ヒマラヤの峰々が毎日美しく見える季節に

到着し、雨雲に覆い隠された峰を少しでも見えないかと北の空を見つめる

雨季の季節８月８日まで、３か月にわたる日々を、日本以外の国で過ごし

たのは初めてです。さくら寮の日々を体験してみよう、できればヒマラヤ

の一つでも登ってみようと意気込んできたわけですが・・・

振り返ってみますと・・・

５月～６月　　バンダ（ストライキ）、

バンダで振り回され、修学旅行の日程も決まらず、卒業生は手持無沙汰。

Manju、Krishna、矢野、新井場の臨時講師による特別授業を実施。27

日卒業式　29日～ 6月1日修学旅行。　

11年生は、Dolpaの２人を除き帰郷。彼女らとLalmaya、Manju、私と小野寺さんの６人の生活が始まる。

卒業生の去った後の部屋を視察し、乱暴狼藉の部屋があるのを見て愕然とする。建物・備品を大切に扱うよ

う指導することを決める。

８～ 13日　私とManjuさんはKrishnaさんとともに、Bajhangへ卒業

生訪問に行く。

　６月初めは、まだ気候も良く、新緑の季節。対岸の道を散歩し、マチャ

プチャレやアンナプルナの白い峰々を堪能する。吊り橋からの眺めは絶

景。22日に小野寺さん帰国。停電が頻繁にあるので、文句を言いつつ、

仕事をよく手伝ってくれた。すっかりネパールが気に入り、10月のフォロー

アップにぜひ来たいと言っている。

23日　選考委員会

今年は、KCPの先生が今まで生徒の来ていない

郡を訪問して、校長や生徒に会ってきたので、こ

れまでになく応募者が多く、成績もよい生徒が多い。各郡から一人、成

績順に、そして貧しい家庭、カーストの低い子という順序で選んでいった。

月末になり、雨季が始まる。

30日　12年生が日焼けして帰寮。

さくら寮規則を確認。この日、クラブ活動について進言。さっそく「ダ

ンスクラブ」と「英語クラブ」が誕生。絵のクラブについても希望者があっ

折り紙の指導、日本の
教育についての講義

Yadav 先 生 に よ る KCP
追 加 特 別 授 業：Health 
& Education

モ モ（ 餃 子 ） は
皮から作ります
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たが、これはペンディング。

翌日から活動開始。ダンスクラブはLalmaya指導、朝5時～ 6時。　英語ク

ラブは、寮母Manju指導のもと夜8時～ 9時開催。停電のなかで行われた。

　７月

12日に新入生がそろったので、健康診

断に行く。異常なしで10人寮生として受

け入れる。

これで、新入生も確定したが、その後

が大変。KCPの都合で入学が2週間遅れ、

その間彼女たちの気持ちを緊張させるた

めに、Manjuさん、Krishnaさんの３人で

日替わりメニューを考える。Barijoo
氏は、毎朝出勤途中に立ち寄られ、

図書館での調べ物のテーマを黒板に

書いて行かれた。私たちは、英語の

絵本のネパール語訳や絵本の読み聞

かせをさせたり、折り紙を教えたり、

夜はManjuさんの英語教室開催と知

恵を絞って対処。　　

Sr.川岡にも協力をたのみ、男女交

際と性の問題について話をしてもらった。これは皆感動して、こんなこと

母親にも話してもらわなかったと言っていた。16日には横山さんが到着し、

家庭科の授業と称して、雑巾作り、生理帯制作などを実施。はては、プー

ルの泥さらい、ガラス磨き床掃除と体力を使わせる作業をさせる。しぶし

ぶしていた掃除も、先輩たちが手際よくこなしていくのを見習っていた。

これまで共同生活の経験のない16、7歳の少女たちがこうして、寮の共同

生活に慣れていく様子を実際に見ることができて感動したものだ。

17日には、ネパール在住の画家、白井有紀さんがきてくれた。20年もネパールに住み、ネパール人の生活

や考え方も熟知している彼女は、力強い助っ人である。絵のクラブについても、希望があったので彼女が来

てくれたおかげで生徒の希望を叶えることができ、感謝!!。その後、彼女は１年に３回ここに数日滞在して絵

画の指導をしてくれることになった。Manjuさんの英語教室、白井さんによる絵画教室が寮生たちの日常を活

性化してくれるだろう。楽しみである。

シロアリやゴキブリ、ネズミの発生と建物の劣化や衛生面での問題もある。ネパール人、日本人の習慣、考

え方がそれぞれ異なるという事も実感でき、お互いに認め合うことの大切さも学んだ。また、停電が多いネパー

ルでの生活を経験し、日本ではイルミネーションが輝いている、特にクリスマス間近の時期に、真っ暗なポカ

ラの夜を懐かしく思いだす。

停電の合間をぬって、日本から届くメール。JNFEAのメンバーから、「・・・

さんから里親の入金が××円ありました。領収書を出しておきます」との

メールには感動した。サポートしてくださる方々、JNFEAの仲間たちの

ため、さくら寮での事業がつつがなく遂行されるようにと切に思った。７

月28日Mountain Museumにピクニック。私とLalmayaの送別会となった。
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Topics & News

KCP-文京学院大学交換留学生　第１回留学生 Ramila Budha　ネパールへ帰国

2011年８月来日し、文京学院大学で学んでいたRamila Budhaは、８月所期の目的を立派に果たしてネパー

ルに帰国しました。日本留学で学んだ成果を、これから母国で大いに活用してもらうことになります。彼女

の熱い胸の内は「日本留学レポート」最終章（原文英語）から読み取ることができます。年齢が若いのでや

や気負い過ぎの感がありますが、流暢な英語で「ネパールで一番のオナゴ先生になる」と決意の程を披瀝し

ています。（下段に抜粋）

〇Ramila Budhaの熱い思い　（「日本留学レポート」から）

１年間の留学生生活はきつかったけれど、私は、日本式教育の実態、異なる言語、文化社会、最新技術を

いままで漠然と知っていた以上にしっかりと学ぶことができました。

21世紀社会に勝ち残るために、私は、ネパール社会における指導的な教育者になるよう日本での経験を活

かします。そして社会の一員として独立、共助を力強く押し進めます。異な

る環境のもとで、自分の信念の強さと新しい才能を見いだし、問題点の普遍

的な解決にチャレンジすることを学びました。

日本は、私を新しい世界へ誘ってくれました。それは未来への確信という

贈りものです。日本の種々のホームステイ先で、いろいろな場所で出会った

人々から、世の中の大事なことをたくさん学び,自分の人生をポジティブな

ものに変えたほどです。多くの人々との出会いがそうさせました。私がこのように受けとめた自分の胸の内

の革新的な意識の変化、さまざまな経験、また教育、文化、社会について学んだ多くのことは、わたしの教

員としての資質を高めてくれました。ネパールの遅れた地域に知識の種を蒔くのに役立ちます。貴重な意義

ある日本留学に暖かいご支援をいただいたJNFEA ほか皆さまに、改めて厚くお礼申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和訳と文責・理事　松波勝弘　

KCP－文京学院大学交換留学生　第２回留学生　Lalmaya Budha　来日

第２回目の留学生として８月９日に来日したLalmaya Budhaは、現在文京学院大学の国際連携コースで

学んでいます。以下は、彼女の日本体験録です。

〇私は、ネパールの遠隔地ドルパから来ました。文京学院大学で日本の政治、経済、社会、伝統、生活など 
いろいろのことを学んでいます。すべてが目新しく興味のある課題です。現在、アメリカ、マレーシア、ブ

ルガリアなどの留学生たちと一緒に住んでいます。私の目的は、いい教師になることです。この１年間の日

本留学は、その目的を成就するためにまたとないいい機会です。JNFEAの皆さんに、心より感謝申し上げ

ます。

日本に来て早4か月たちますが、東京のほか自然のきれいな軽井沢や東北の南三陸

町に行きました。昨年の津波に襲われた南三陸町では、ボランティアとして家跡の土

を掘ったり、子供たちを元気づけたりして働きました。土の下から茶碗や鍋が出てく

ると、人々の生活があったのだと切ない思いがしました。　　

＜これからのLalmaya Budhaの予定＞

 2013年１～３月：東京都京橋小学校や軽井沢の小学校で実習の予定。　４月：文

京学院大学ドームふじみの寮に入寮。人間学部児童発達学科の授業を受講予定（埼玉

県ふじみの市）。

留学生のための奨学金へのご協力ありがとうございます。文京学院大学、（財）埼玉県国際交流協会、全国

退職女性校長会（梅の実会）、大阪堂島ロータリークラブ（城ヶ辻保様）、植原映子様、小黒宏聡様、竹田智

恵子様、橋本ヒロ子様、松本由紀子様からご協力いただきました。まことにありがとうございます。

南三陸町でヘルメット
をかぶってボランティ
ア活動
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保健教育と体育の指導

８月22日から26日まで斉藤利之さん（東京農業大学講師）がさくら寮で

保健教育（女性の身体の仕組みと生理について）の講義をしました。また、

バスケットボールの実技も指導しました。

卒業生赴任地訪問

11月15日、袖山正彦さんが、卒業生赴任地訪問のため日本を発ちました。

カトマンズでKrishnaさんと合流し、ネパールガンジへ飛び、それからい

つもの４輪駆動車で、19日Bajura(バジュラ)郡に向かいました。そこには、

Raju K Rawat （４期生）とSushila K Rawat（５期生）がいます。Rajuは、

妊娠中だそうです。Kailali郡の５期生Kamalaの学校にも立ち寄り、24日、

カトマンズに帰ってきました。

Lalmaya Budha　十文字学園女子大学にて講義　　　　　11月15日

山下理事長とLalmaya Budhaが十文字学園女子大学を訪問しました。橋本ヒロ子先生のクラスで、最初

に５周年のDVD放映、つぎに、山下理事長の話、Lalmayaの紙芝居とダンス、最後に質疑応答という順序

で100分間の講義をしました。学生からは質問も出ましたし、Lalmayaのダンスで盛り上がりました。最後に、

橋本先生より５万円のご寄付をいただきました。

留学生 Lalmaya Budhaさんを囲んでの懇親会を開きます。日時：2013 年 3月23日（土）11：30～14：00

場所：二子玉川（予定）　会費：2,000 円　　ご参加くださる方は、佐伯までご連絡ください。場所等の

詳細をお知らせします。佐伯律子　Fax 03-6320-1075　e-mail: mycatjan@hotmail.co.jp　

全国退職女性校長会(梅の実会)から支援―女性教員の養成

全国退職女性校長会（梅の会）本部役員　大竹久江

本会は、現在会員数5500名を超え、様々の分野で教育支援を行っています。その一つに「福祉支援活動」

があります。

「日本ネパール女性教育協会」の活動の趣旨に賛同し、支援を始めて５年になりました。「梅の実支援金」

といって、梅の実会員の会費からと、全国大会開催時の参加者からの募金を充てています。

贈呈式は毎年大会開催時に行います。昨年はさくら寮を卒業して教員として働き、日本に交換留学生とし

て来日していた第１期生、今年度は第２期生が出席しました。この支援金は彼女らの日本における研修費に

あてられています。

今年の10月、秋田全国大会には第２期生Lalmaya Budhaさんが出席し、来日して３ヶ月弱にもかかわらず、

730名を前に日本語で立派に挨拶し、大きな声援をもらいました。支援が実を結んでいることを喜んでいます。

2013年　JNFEA チャリティ－ツア－　お知らせ

2012年度のツアーは成功裡に終わりました。参加者の楽しそうな様子を特集でご覧ください。2013年も、

ヒマラヤ満月を楽しみ、ポカラのさくら寮を訪問するツアーを企画します。多くの皆様に最高のネパールを

Rajuの授業
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ご案内したいと思います。満員になり次第締め切りますので、是非、お早めに山下までお声をおかけくださ

い。詳細は、決まり次第、ご連絡いただいた方にお送りします。

おおよその日程　　2013年10月31日（木）羽田発、11月10日（日）成田着（３日が満月です）－11日間　

うち　11月２・３・４日はホテル・エベレスト・ビュー（3,880m）泊、この間１日、希望者はマニリンドウ

祭り（タンボチェ僧院にて）を見物。後半、ポカラのさくら寮を訪問。費用は、未定（2012年は388,000円+

チャリティ代金10,000円）。旅行代理店：ヒマラヤ観光開発（株）

（連絡先：山下泰子	Tel＆Fax:03-3922-9476	e-mail:yyyasuko@nifty.com）

団体からの助成金・寄附金の記録

文京学院大学、公益財団法人東芝国際交流財団、財団法人埼玉県国際交流協会、公益信託法人今井記念海外協

力基金、国際ソロプチミスト東京－府中、全国退職女性校長会（梅の実会）、横浜国際婦人協会、国際交流ボラ

ンティア「みなと」グループ、かながわゾンタクラブ、JNFEAネパールチャリティーツアー 2012参加者。

クリシュナ日記　　　Tij 祭り（９月 17 日―20 日）

いつものように、今年もさくら寮生が、Tijお祭りを行いました。Tijは、女性中心に行われるお祭り

です。昔々、シバ神様と結婚したいパルバティ女神様が、一日断食

をして、祈ったら、好きなシバ神様と結婚できました。その話に因

んで、未婚の女性は、好きな男性との結婚を願って、断食やお祈り

し、結婚している女性は、夫の長生きと幸せを祈り断食します。も

う一つのいわれは、昔は、非常に幼い時の早婚で、女性はもっと苦

しんでいました。このため、一年間苦労したことを、実家に帰って、

女同士集まって話し合い、助け合う交流の場であったと言われてい

ます。この時に歌われる歌もあります。お祭りの期間は、４日間。最初の日は、真夜中にご馳走を食べ、

２日目は、断食しながら、お祈り、歌い、踊ります。次の日は、朝起きて、太陽にヨーグルトを備えて、

食事をし、大勢でシバ神様をお祈りして終わります。自分の人生で苦労した事を、親戚や友人と話し合

う「場」「時」として行われてきた祭りだと思います。寮生も、おしゃれをして祝います。

さくら寮通信　（2012年１月～８月）

１月
・31日　運営委員会開催
３月
・9､10日出前授業　絵画　金斗鉉氏一行　
　健康相談　樽戸健次郎医師
・18日～25日　学生は試験
４月
・30日　運営委員会開催
５月
・15日　新井場理事（８月８日まで）、会員の小野寺さん、

矢野さん　さくら寮滞在
・26日　山下泰子理事長ネパール訪問
・27日　第5期生卒業式挙行
・29日～６月１日　第５期生修学旅行
・29日～６月１日　Doti郡訪問　チャウパティ調査
　　　　　　　　　山下理事長他３名
６月
・８日～13日　Bajhang郡訪問　チャウパティ調査
　新井場理事、Krishna、寮母Manju
・23日　運営委員会　選考委員会
・25日　第７期生10人選考決定　発表
７月

・12日　第７期生10人「さくら寮」へ入寮
・12日　健康診断　マニパル病院にて
・17日　絵画指導　画家白井有紀さん
８月
・８日　第2回交換留学生Lalmaya　新井場理事とともに日
本へ出発

・22日～26日　斉藤利之氏　保健教育の講義と実技
・24日～27　山下理事長　ネパール訪問
・25日　現地理事会開催　運営委員会開催
　山下理事長　指導講話と個人面談



16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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：00130-4-370983(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） （交換留学生への奨学金は、その旨お書き下さい）

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
 
 

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 Dormitory, Kanya Campus Pokhara, , , Nadipur Pokhara-3  Kaski  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  Fax03-6222-3824  

編集委員：新井場貞子 吉田俊吾 佐伯律子 岩谷栄子 

E-mail: iwatani@r3.ucom.ne.jp   URL:http://www.jnfea.net/ 

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円より可

編集後記　　５月15日から８月８日まで３か月さくら寮に滞在しました。言葉は通じなくても笑顔であい

さつし合う友人もできました。停電は頻繁に起こりますが、奥地の山の上にも電気がついているのを見て

感動しました。今号は盛りだくさんです。全部読んでくださいね。

JNFEA活動報告

2012年４月
・１・２・23日　会計整理 大泉資料室
・14日　第10期第１回理事会 文京学院大学
・16日　ニュースレター編集会議 二子玉川
・20日　チャウパティ調査打ち合わせ 文京学院大学
５月
・10日　総会資料準備 大泉資料室
・14日　ネパールへ　新井場・小野寺・矢野　
・20日　第10期総会 文京学院大学
　22・24日　東芝国際交流財団助成事業報告書作成
  大泉資料室
・26日　理事長第５期卒業式参加のためネパールへ
・27日　第５期卒業式 ポカラ
・29－６月１日　卒業生修学旅行 カトマンズ
・29－６月１日　チャウパティ調査 Doti郡
・30日　東芝国際交流財団助成事業報告書提出
・31日　さいたま国際協力基金助成金申請会議
　　　　総会議事録送付 大泉資料室
６月
・８－10日　チャウパティ調査 Bajhang郡
・18日　活動推進会議（総会準備） 大泉資料室
・21日　さいたま国際協力基金助成金申請提出
・26日　チャウパティ調査まとめ 大泉資料室
・26日　会計処理 大泉資料室
７月
・１日　第10期第２回理事会 文京学院大学
・12･24日　HP編集会議 コンパートメント東京中央会議室
・31日　会計整理 大泉資料室

７月
・１日　第10期第２回理事会 文京学院大学
８月
・６日　Ⅰ期交換留学生Ramila送別会 山下宅
・８日　Ⅰ期交換留学生Ramila帰国
・９日　ソロプチミスト東京－府中　
　　　　JNFEA活動説明 大國魂神社
・９日　新井場帰国　２期留学生ラLalmaya同行
・14日　活動推進会議（さくら寮予算） 大泉資料室
・16－29日　現地理事会のため理事長ネパールへ
・18－22日　チャウパティ調査 Doti郡
・23日　会計整理 大泉資料室
・24日　HP編集会議 コンパートメント東京中央会議室
・25日　現地理事会 ポカラ
・30日　Lalmaya　文京学院大学国際交流会館入寮
・31日　Lalmaya　文京学院大学国際連携プログラム開講式
９月
・11日　活動推進会議(現地理事会報告) 大泉資料室
・17日　第10期第3回理事会 文京学院大学
10月
・17日　国際ソロプチミスト東京－府中
　　　　20周年式典に理事長出席 大國魂神社
・19日　ニュースレター編集会議 二子玉川
・23日　活動推進会議（業務内容と職務分担） 大泉資料室
11月
・12日　活動推進会議（理事会議題） 大泉資料室
・16・21日　ニュースレター編集会議 二子玉川
・18日　第10期第4回理事会 文京学院大学
・21日　HP編集会議 コンパートメント東京中央会議室


