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第 6期卒業生の巣立ち

5月 30日 、第6回 目の卒業式が行われます。10名 の卒業生はそれぞれの故郷へ帰って村の小学校で教師にな

ります。今までカニャキャンパスや 「さくら寮」で学んだことを活かして精いらぱい頑張ろうと張り切つて

います。卒業式には、日本から山下泰子理事長と新井場貞子副理事長が出席します。

修学旅行 :5月 22日 ～ 25日 (首都カ トマンズ 。JICA・ 世界遺産寺院等の見学)

卒業式  :5月 30日 (木)午前11時から「さくら寮」にて
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第 6期卒業生に贈る言葉

山下 泰子 認定 NPO法人日本ネパール女性教育協会理事長

1年 10人、10年間で 100人 の 「おなご先生」を養成するポカラ・プロジェク トも、

いよいよ後半に入 りました。第 6期生の皆さんは、「さくら寮」から巣立った 51～ 60

番目の 「おなご先生」です。

」NFEAの 日本の教育里親さんたちが、皆さんが 「さくら寮」に住み、カニヤ 。キャ

ンパス・ポカラの教育コースで学ぶ 2年間の学費・生活費・旅費等すべてをサポー トし、

その後、故郷の村の小学校に勤める最初の 3年間の給料を支援しています。

このポカラ・プロジェク トのモデルは、日本の女字師範学校です。私たちは、このす

ばらしいシステムをネパール全土に広めたいと思い、昨年秋には、ネパール教育界の方々

をお招きして、スタディ・セミナーを開催 して、これまでの成果を発表しました。

皆さんは、「さくら寮」で学んだ誇 りを胸に、ふるさとの村の少女たちのロールモデルになるような立派

な先生になつてください。それが、私たちJNFEAの期待です。

Surendra B.Bharijoo(ス レン ドラ B。 バリジュー)KCP学長 /さ くら寮運営委員会委員長

「さくら寮」プロジェク トは、カニャ 。キヤンパス・ポカラと日本ネパール女性教育

協会が一緒になって行つている女性の力を高めるプロジェクトで、今年で 7年 目になり

ました。

極西部ネパールの、進学のチャンスがなく、経済的に貧しい家庭の子で、フィダーホス

テルに滞在 して、高校を卒業し、SLCに合格 した少女たち 70人がこれまで 「さくら寮」

で勉強しました。2年間の 「さくら寮」滞在中は、教育コースで学びながら、社会問題

を乗 り越えるような様々な教育も受けました。彼女たちは、教育の大切さや小学校のモ

デル先生の価値も理解 しています。そして将来の夢がはっきりしており、田舎へ帰つて

何をやるべきかも、わかつています。彼女たちが現地へ帰つてから送ってくれる報告でも分かるとおり、そ

れぞれ一生懸命現地で努力 しています。彼女たちの努力のお陰で、村の教育事情や社会事情もいい方向にチェ

ンジしています。現地では、大勢の人々から評価されています。ですからJNFEAの皆さま、暖かい支援は

無駄になつていないのでご安心ください。

この寮の第 1期卒業生ラミラ・ブダが 1回 日、第 2期卒業生ラルマヤ・・ ブダが 2回 目の交換留学生として

文京学院大学で様々な勉強をして帰国しました:これは彼女らにとつても、私たちにとつても素晴らしいチャ

ンスです。彼女たち 2人が日本で学んできたことを、「さくら寮」の生徒や村の子どもにも教えてほしいと

思います。 3年 目の交換留学生は第 3期生のアンビカが選ばれています。彼女も日本で頑張つて、ネパール

に帰つても頑張つてくれることを願っております。

今後、あと30人の生徒たちがこのプロジェク トで勉強します。成功するために、皆が一緒になつて努力

しなければなりません。最後になりますが、このプロジェク トにご支援いただいている日本の皆様に心から

お礼を申し上げます。皆様の応援でこのプロジェクトが継続することを期待しております。

Keshab Sharan Paraluli(ケ シヤブ シヤラン パラジュリ)/KCP教育学部長 /さ くら寮運営委員会委員

学校へ行きたくても行けない女の子たちを、学校に行かせるようにするために活躍 し

ている」NFEAと KCPの 「さくら寮」第 6期卒業生の皆さん、おめでとうございます。

この目的で田舎の出身の女の子たちが、「さくら寮」で 2年間勉強して現地へ戻 ります。

KCPで 2年間頑張つて勉強して得た知識や、教わった知恵を村に持って帰り、役に立

つことを期待 しています。教育は、命を輝やかせる力を持つています。

これからも、もつと学んで立派な先生になつてください。一生懸命頑張つて、すでに

卒業して現地で努力している先輩の皆さんにも負けないモデル先生になつてくれること

を、期待 しています。最後になりますが、新年 2070お めでとうございます。
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Durga Rai Regmi

に感謝をいたします。

になりますように。

(ド ルガ ラジユ レグミ)/KCP教育学部教授

山や大きな川や美 しい自然のあるさまざまな村から、ここまでやつてきて勉強し卒業

する皆さんはよく頑張つたと思います。村から出て来たものには批判的な社会もありま

すが、皆さんは誰にも負けないで勉強熱心だった。少しは都会の影響を受けてしまつた

でしょう。私たちも思つた通 りに、うまく教えられなかったかもしれませんが、しかし、

皆さんは自信をもつて、自分の成長を誇 りにしてください。現地に帰ったら、教わつた

ことをもつと勉強して、JNFEAの期待に応えてください。子どもたちを愛して優 しい

先生になってくれることを期待します。

立派なプロジェク トを考えてここまでやつてきた山下さんをはじめ、素晴らしい方々

立派なプロジェク トのお陰で、西ネパールに沢山のさくらの花が咲いてみんなが幸せ

Sr。 川岡 俊子 ジョテイケンドラ幼児園園長 /さ くら寮運営委員会委員

「おそれないで」

2年前にポカラに来たときのことを思い出しましょう。希望にあふれた気持ちと少 し

不安もあつたでしょう。おそれもあつたでしょう。

しかし、2年間で変わりました。今 自信を持ってポカラを飛び立っていこうとしてい

ます。 どうか、子どもたちの心と身体をあなたの笑顔で愛 してください。

新 しい場所で困難に出会い、2年前と同じように不安やおそれにおそわれることがあ

るかもしれません。でも、おそれないで下さい。沢山のことを学び、キャンパスの先生

方から、また、」NFEAの 山下先生をはじめ、日本の方々から、寮母のマンジュさんか

ら支えられてきたあなた方には、乗 り越える力もいただいているはずです。飛び立っていきましょう。元気

よく。あなたを待っている子どもたちのところへ。

Krishna Khatiwada(ク リシュナ カティワダ)JNFEA現地代理人 /さ くら寮運営委員会委員

「走れ、皆さん」

今回卒業する皆さんも、ここに来る時は、家族 と友人の愛 と夢を持つて入 りました。

その夢はポカラでつぼみに変わり、美しい花になって咲きました。それが田んぼのもみ

のように実 りました。そして皆さんの新しい人生に、朝の東の明るさのように道が開き

ました。この明るい光を現地へもつて帰って撒いてください。村を変えてください。教

育と知識の幅は広くて大きいので、もつと勉強してください。子どもはつぼみです。そ

のつぼみを花にして咲かせるように努力しましょう。自分の目標に向かつてもつともつ

と頑張つてください。みなさんの成功をお祈 りします。

Maniu Dhoiu(マ ンジュ ドージュ)さ くら寮寮母 /さ くら寮運営委員会委員

2年前に不安な気持ちで入寮 した皆さんの、この 2年間の成長を見ることを誇 りに思

います。ここでのルールを守って、様々な教育を受け、立派に勉強して卒業した皆さん

が、地方に帰つてもまじめに頑張つてくれることを期待 します。この 2年間で成長でき

たから、現地でも負けずに前を向いて行けるように応援 します。どんな困難なことがあつ

ても負けないで、自分の目的を果たせるように、そして」NFEAの期待に答えることが

できますように。
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A� ana Kumari Sarki

ネパール西部地図

○の中の数字は 2013年度

現在までの卒業生数

Dipa Kumari
Bista

Bipana Kumari BK

」anaki Singh Pun �lagar

Kamala Dangi

Bam Kumarl
Budha �lagar

Kamala BK

ツ
nillla Kumarl

Sita Gurung

6期生赴任校

名前 生年月 日 出身地 赴任校名

Attana Kumari Sarki 14/10/1995 Baiura Shree Pashupati Higher Secondally School,

Bam Kumari Budha 1/1agar 24/11/1990 Rolpa Shree Himalaya Secondary School,� lirul

Bipana Kumari B K 22/01/1996 Btthang Shree Dolichaur Secondary School,

Dipa Kumari Bista 20/01/1995 Achham Shree �langala Prillnary School,01igaun

」anaki Singh 05/05/1993 Doti Shree Bhavanisthan Secondary School,Saingaun

Kamala B k 30/12/1992 Dolpa Shree CTyanodaya Prillllary School,

Kamala Dangi 25/01/1995 Rolpa Shree Ballnandir Prilnary School,JankOt

Khillla Kumari Pun �lagar 21/09/1995 Doti Shree Kedarmandau Prillnary School,Paatal

Sriiana Budha 22/02/1996 Dolpa Shree Ballnandir Prilnary School,

Sita Gurung 18/01/1996 Gorkha Shree Buddhha Secondary School,Phililrn
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(     卒業生の抱負ごくぶ頸≧ρ
Aniana Kuman Sarki(ア ンジャナ クマリ サルキ)[Bajura]

命は分からない旅です。私は運が良くて、バジュラ郡から「さくら寮」に入れました。こ

こで教育を受けるチャンスを与えてくださつた」NFEAの皆さんに感謝をいたします。さく

ら寮での2年間に色々学べました。良い先生になるために教育を受けました。ただの先生に

なることは簡単ですが、立派な先生になるのは簡単ではありません。ちゃんと教えられる先

生になれる人は少ないです。子どもにどのように教えるべきなのか、ここで教わりました。

最後になりますが、カニヤキャンパスの学長先生を含めて皆さん、寮母さん、10年間も協力してくださつ

ている皆さん、山下先生にも感謝いたします。自分の村に帰って」NEFAの期待に応えるように努力します。

目標に向かつて頑張 ります。

Bam Kumatt Budha Magar(バ ン クマリ ブダ マガール)[Rolpa]

娘を教育しても意味がないし、教育しても何も出来るはずはないと思われる地域ロルパ郡

:に生まれた私は、ポカラに勉強に来られてよかつたです。」NFEAか らの支援をもらつて 2
1年

前にポカラに始めてきました。その2年前から自分の人生の新 しい道を歩み始めたような

気がしました。
「さくら寮」の2年間に、KCPの バ リジュー先生、JNFEAの理事長山下先生、寮母のマンジュさんや先輩

や後輩の皆さんにお世話になつたこと、一生忘れません。KCPの先生方々はもちろん、定期的に 「さくら寮 J

に来ていただき、音楽、絵画、数学、健康などの課 目にに力を入れて指導してくださつた先生方にもお礼を

申し上げます。村に帰ってから皆さんの期待に応えて、先生として頑張ります。教育の光を照らします。

Bipana Kumari BK (ビ パナ クマリ BK)[Btthang]
「あきらめないで村で何かをや りたい。「さくら寮Jはこれからもうまく行つてほしい。」

私たちは、教育してもらって、幸せな社会を作ることができます。「さくら寮Jでたくさ

んのことを経験 し、学びました。郷里に帰ってこれを利用して教育を受けてない子どもを教

育して、JNFEAの期待に応えたいと思っています。最後に」NFEAの理事長山下先生をはじ

め支援者の皆さんに心より感謝をいたします。

Dipa Kuma� Bista (デ ィパ クマリ ビスタ)[Achham]

西ネパールの大変な村に生まれた私は「さくら寮」で勉強することができて、自分の人

生をいい方向に変えることが出来ました。ポカラに来ていなければ、私の人生は迷子になつ

ていたに違いなかったと思います。ここで学んだ良い教育を村に持って帰つて、広めたいと

思います。」NFEA、 KCPと その他のお世話になった皆さん、本当にありがとうございました。

Janatt Singh(ジ ャナキ シン)[Dot]

地方から明るい教育への道を探しているうちに、ポカラの 「さくら寮Jに入ることができ、

思いがけず良い教育を受けるチャンスが得 られました。こんなチャンスを頂いて、」NFEA
の山下泰子先生やKCPの先生に感謝 しています。ここにいる間は、日本からも色々な先生

方に来ていただき、貴重な指導をしてもらいました。素晴らしいチャンスを頂いたとつく

づく思つています。数学、音楽、絵画、歌など教わ りました。現地に帰っても使える方法を学びました。

KCPの先生方、寮母さんと先輩や周 りの人々にも色々教わりました。ここで学んだこのような方法を持っ

て帰って村に広めて、立派な先生になることを約束します。村の人々や子どもの頭にある古い考えをなくし

たいです。皆さま本当にありがとうございました。

=

■
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Kamala BK(カマラ BK)[Dolpa]
私は、教育の遅れている村の貧 しい家族に生まれました。素晴らしいチャンスを頂いて、

1美 しい町ポカラの 「さくら寮Jに入つて良い教育を受けました。ここでは音楽、絵画、裁縫、

掃除など楽しく学びました。このように自分が学んだことを他の人にも教えたいです。これ

から村に帰って学校へ行けない子どもを学校へ来させて、親にも教育の大切さを教えたいと

思います。ここで学んだことは一生忘れません。お世話になった」NFEA、 KCPと 周りの皆さん、本当にあ

りがとうございました。

Kamala Dangi(カ マラ ダンギ)[Rolpa]

ポカラの 「さくら寮」に入る前、私は、どのように何を勉強していいのか何も知 りませ

んでした。ここの2年間の良い教育のお陰で、自分の道を開けたと思います。本当にこの2

年間に現実的な勉強をすることができました。」NFEAやそのほかの色々な先生から、様々

なことを、子ども達へ楽 しく教えることが出来るような教育方法を指導 してもらいました。

皆さんのお陰で、私はラッキーだと思つています。村では、たくさんの人が、教育のチャンスを失っていま

す。ここで学んだ事を活用 して田舎に帰って、子ども達を学校に来させたいです。マンジュさんからは、母

のように大切にして頂き、寮生の皆さんからもいろいろ学びました。皆さんの親切な指導でここまで成長で

きたと思います。学長先生からもたくさん教えてもらいました。学んだことを村へ持って行って広めて、良

い先生になることを考えています。関係者の皆さん、」NFEAの皆さん、マンジュさんと寮生の皆さんに心

から感謝申し上げます。

:ざⅧ儘 描 陽 礁 蝉
これから田舎に帰って、教育がなくて、暗くなっている村を、教育の力で照らします。学校

に行かず、労働ばかりやつている子どもに教育を与えて、JNFEAの期待に応えます。

最後になりますが、KCP学長をはじめ、先生方、JNFEAの皆さん、寮母さんと先輩後輩と同級生の皆さ

んに感謝いたします。

Sirialla Budha(ス リジャナ ブダ)[Dolpa]

1 教育の事情が遅れているドルパ郡に生まれた私は、この 「さくら寮」に2年間滞在 して良

:い教育を受けるチャンスをいただくことができ、JNFEAと KCPの皆さんにお礼を申し上げ
「

ます。素晴らしい先生方からここで学んだことは、田舎に帰ってから自分で教える予定の

学校で是非活かせるようにすることを約束 します。最後になりますが、JNFEAの皆 さん、

KCPの学長を含めて周 りの皆さん、本当にありがとうございました。

Sita Gurung(シ タ グルン)[Gorkha]

人生は限られていても、行き先はいろいろあるといわれます。その行き先を探 している

うちに、ゴルカ郡の北の地方に生まれた私は、美 しい町ポカラの 「さくら寮」にたどり着

きました。これは私のような大変なところに生まれた女性には、素晴らしいチャンスです。

ここの2年間の間にいろいろ学べたし、特に遠い日本から度々来ていただいて、課外教育に

力をいれて指導してくださつた皆さんにはお礼を申し上げたいです。これは一生忘れません。これを村に持っ

て帰って活かしたいと思つています。良い先生になって村で努力することを約束します。

最後になりますが、どんな時でも私にやさしくして色々協力 してくださる寮母さんを含めて、JNFEAの

プロジェク トを支える皆さん、KCPの先生方と「さくら寮」の先輩や後輩や同級生にも感動れ たヽします。
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卒業生の赴任地への訪問
今村美知子

2013年 1月 18～ 19日

今回は、カピルバス トゥ方面に出かけました。吉

田さん、中野さん、クリシュナさん、今村2人の計5

人です。カピルバス トゥには、1期生のシタさん、3

期生のサリミラさん、4期生のスジャータさん、5期

生のシャムさんの4人がいます。全員の所を訪問し

たかったのです

が、シタさんの

所は、車で片道

3時 間かかると

問き、時間的な

関係で、今回は

行くことができ

ませんでした。

まず、シャムさんの学校に行きました。静かな落

ち着いた村にその学校はありました。満面の笑みで、

シャムさんは私達を迎えてくれました。小さな学校

ですが、校庭もあり、教室には机も椅子も黒板もあ

りました。シャムさんの4年生の国語の授業を参観

させていただきました。童話の読解の授業でした。

生徒達はとても集中して授業を受けているので、日

頃のシャムさんの努力が実っていると感 じました。

この学校は、外

で給食を作つて

いました。大き

なナベにたくさ

んのジャガイモ

などがボイルさ

れていま した。

給食のある学校ははじめてでした。

次に、スジャータさんの学校に向かいました。ハ

イウェー沿いにある学校でした。やはり4年生の国

語の授業を参観 させていただきました。隣の教室の

声や音が響き渡るため、スジャータさんは、とても

大きな声で授業をしなければならないようでした。

彼女は、自分は教科書を手に持つてはいますが、そ

の 日の授業の内容が頭に入つているので しょう。生

徒達の顔を見ながら授業を進めているのには、感心

しま した。一人一人に 目を向けていま した。その

後、ゲームをし

たのですが、日

頃の彼女の成果

でしょう、初め

てのゲームなの

に、 み ん な が

ルールをしつか

り理解 して、スムーズに仲良くゲームができて、す

ばらしいと思いました。

最後に、サリミラさんの学校に向かいました。こ

の学校はたまたまその 日はお休みでした。サ リミ

ラさんの学校に

は、以前も行っ

て い ま した の

で、懐かしい感

じが しま した。

トイレが新設さ

れていま した。

校長先生がわざわざ会いに来てくださいました。校

長先生が代わつたとのことで、今後のことをお願い

するためにも、訪問してよかつたと思いました

3人 とも元気に活躍 していて、頼もしい限りでし

た。スジャータさんと、サ リミラさんには、5月 に

行われる `教員採用試験'のために、しつかりやる

ようにと励まして、ヽ帰途につきました。

Facebookに見る卒業生教員の近況

卒業生たちは、facebOokを 通 して近況を知 らせ

あっています。1期生のマヤ 。ロカヤはバジュラの

大きな学校で頑張つています。

「さくら寮」訪問授業

ら寮」で実施 しました。

アで数学、絵画、折 り紙、教材の作成につい

)

2012年 11月 ～ 2013年 3月 の期間に以下のような授業を「さく

①12月 28～ 29日  JICA青年海外協力隊OB3人がボランティ

ての授業を実施して下さいました。
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②l月 5～ 6日   ネパール在住の画家白井有紀さんによるネ

パールの教科書に沿つた絵画の指導。

③l月 9～ 16日  音楽の授業一今村務さん

保健一体の仕組みと性教育に関する授業一今村美知子さん

④3月 8～ 9日  絵画授業一子どもの絵の発達過程に関する講

義く実技の指導 ピアニカの演奏法の指導―「金斗鉱氏とネ

パール児童絵画教育プロジェクト」グループ

③と④のプログラムは、「公益財団法人東芝国際交流財団」

による助成金で実施しました。

亀≦舞褒ζフも 公益財団法人 東芝国際交流財団助成金による「訪問授業」

1回 目は、2012年 10月 から11月 にかけてのフォローアップ研修会で実施 した「卒業生教員に対する、パネ

ルシアターの制作と実演の指導」 (古宇田亮順氏指導)です。28名 の卒業生教員が、パネルシアターを自分

たちの授業に役立てているとい う報告があり、今回も熱心に取り組みました。

2回 目は、2013年 1月 に実施 した「音楽」と、「性の教育」の授業です。

今回は、「音楽Jも 「性の教育」も、ネパール語のテキス トを作つて行きました。やはり授業の内容が書い

てあるので、復習や確認等ができるから、理解も深まったと思います。

「音楽Jでは、例年より高い水準まで到達することができました(今村務さん談)。

「性の教育」では、`自 分を知ろう'と い うテーマのもと、詳 しく勉強を進めることができました。特に 「性

の教育」では、チャウバティ (生理時の隔離)慣習や、売春、性犯罪についても考えることができたのが、よかつ

たと思っています (今村美知子さん談)。

(1月 、今年はことのほか寒く、暖房設備のないネパール、「さくら寮」の前庭が格好の教室となりました。)

3回 日は、3月 8～ 9日 に実施 した金斗鉱先生の 「ネパール児童絵画教育プロジェク ト」グループによる絵

画教育とピアニカ演奏法指導です。「色」の学習、互いの顔を描く、模写、ひつかき絵、ネパールの土を使つ

て絵の具を作る、風車などの工作、子どもの発達段階における絵の理解などの講義、盛 りだくさんの授業が

実施されました。また、日本の皆さんから贈られたピアニカの演奏法について、中尾順子先生が現地の歌な

どを吹けるように指導してくさいました (写真参照)。

保健の授業をする今村美知子さん 音楽の授業をする今村務さん
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公益財団法人 埼玉県国際交流協会の助成金

2012年度の留学生にかかわる経費の一部を助成していただきました。第1回 目の留学生ラミラについ

ては、帰国後、郷里の小学校で日本の小学校での実習で身に着けた、教育方法やアイディアを、伝え実

践しています。また、4月 3日 に急きょ帰国したラルマヤについては、実習のための国内旅費等を支援し

ていただき、多くの知識と経験を得るためのお力添えをいただきました。

(む
こヌじ(ジbネパール在住日本人画家白井有紀先生による絵画教室はじまるごく)SKbρ

ネパールに20年近く住んでおられる画家の自井さんが、2012年 8月 に引き続き授業を実施 してくださいま

した。今回から、年3回ネパールの小学校の教科書を使った授業を実施 します。第1回 目は1月 5～ 6日 でした。

絵画の教科書は、社会科や生活科などの教科書におさめられていますが、学校で絵画自体を生徒達に教える

ことはまれなようです。情操教育が大事と考えるJNFEAで は、ネパール語で現地の事情を熟知している白

井先生に授業していただくことは、願つてもないことです。また、生徒たちの間にも絵画に対する関心が強

いので、2013年度は、東芝国際交流財団からの助成金をあてて、この授業を継続 していくこととします。
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交換留学生 ラルマヤ・ ブダが帰国 しま した。

2012年 8月 に来 日し、文京学院大学で学んでいたKCP。 文京

学院大学第2回交換留学生のLalmaya Budhaが 、2013年 4月 3

日にネパールに帰国しました。本来なら4月 ～ 7月 、文京学院

大学人間学部児童発達学科で勉強する予定でしたが、ネパール

政府が、17年ぶ りの 「教員採用試験Jを実施するとい う公告を

したので、急きょ帰国して受験することになりました。本人は

もちろん、JNFEAに とっても非常に残念ですが、やむを得な

いことです。

公告があってから、帰国までの 3か月間、彼女は一生懸命に

日本のことを吸収 していました
01月 は4週間の京橋築地小学校での実習で、校長はじめ諸先生

方の指導や助言を受けながら、積極的に授業に参加 していまし

た。訪問先や実習先では、写真のような手描きの 「紙芝居」で

自分の国や学校、家族のことについて話 し、大変好評でした。
02月  群馬県吾妻郡長野原町での北軽井沢小学校 と応桑小学

校の授業参観にも積極性を発揮 し、生徒たちと一緒に通学し、

生徒たちとの交流を楽しみました。
03月  大学女性協会群馬支部 (前橋)、 カレッジ16(千葉県         

‐・ 慶‐~…

佐倉市)、 大阪堂島ロータリークラブ、国際ソロプチミス ト大阪―いずみ、国際ソロプチミス ト長浜での講
演やお得意のダンスの披露で、支援者の方々へのあいさつを、臆することなくいたしました。数か所のホー
ムステイ先で、日本の家庭生活を体験し、男性の家事参加や、女性の元気なことにびっくりしていました。
3月 23日 には、里親 さんやお近くの方々、京橋築地小学校校長小島敏光先生、国際ソロプチミス ト東京―府
中会長加瀬璃枝様、全国退職女性校長会 (梅の実会)丸山延子様など多くの方々にお集まりいただき、二子
玉川のライズタワースカィラウンジで、お別れ会をしました。ラルマヤさんの日本留学報告に引き続き、若
手バイオリニス ト芹田碧さんの演奏、今村務・美知子ご夫妻によるオカリナ演奏、そしてラルマヤさんのネ
パールダンスとにぎやかなひと時を過ごしました。

8か月の滞在でしたが、文京学院大学の国際連携プログラムからはじまり多くの得難い体験をいたしまし
た。以下は彼女が書いたJNFEAの皆さんへのお礼の言葉です。

2013.4.1

First l came to Japan Onヱ 牡ugust 2012,then l started lny study in Bunkyo Gakuin University TOkyo

with foreign students who were fl・ Om USA,Malaysia and Bulgaria.I studied many kinds Of subjects.

Those were Japanese Business,」 apan and lnternational cOllninunity Japanese TraditiOnal Arts,Social

Development in Japan,Life in」 apan,Japanese Language,｀ Co01｀ Japan and Japanese.All subjects

、vere interesting.The studying language was English,therefore it、 vas hard fOr lrne but l wOrked hard.

I gOt the good chance to improve lrny English as well as underst00d abOut the business,cOnllnunit"arts,

不
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societ"Japanese life and Japanese language.The study was really knowledgeable.During the study

tilne,I went to Tsunanli destroyed LIinallnisanriku to do volunteer work.

During January tO 1/1arch 2013,I visited the Kyobashi Tsukiji Elementary School,Tokyo,

Kitakruizawa and Okuwa Elementary school in Kitakaruizawa,Gunma Prefecture.Having visited the

elementary schools,I got the golden experiences for llny teaching careen l had many chances to stay at

」apanese falnilies,too.I could understand the real Japanese life.It was really joyful.

This golden opportunity to study in Japan made llny confidence,ability wider concept and

responsibility on my dream.

I would like to express heartily thanks to JNFEA.

Lalmaya Buoha

第3回交換留学生の紹介

第3回交換留学生は、Ambika Malla(ア ンビカ マラ、 1991年 4月 29日 生まれ、

」umla郡出身)に決まりました。彼女は第 3期生で、2010年KCPを卒業し、本年5

月まで、故郷」umlaの Kalnali Secondary Schoolで 教職についていました。

2011年 7月 に、岩谷栄子事務局長がアンビカの赴任地を訪問しました。そのとき、

5歳児にパネル布を利用 して上手に英語を教えていたとのことです。

チャウパディ慣習根絶への取 り組み一次のステップヘ

ニュースレター No.14に 「DotittSalada村 でのチャウパディ (生理時の隔離)慣習調査報告Jを掲載

しましたが、2012年 11月 のフォローアップ研修では、卒業生たちが各村での状況を発表し、この慣習の

根絶に向けて取り組むことを再度確認 しました。引き続き」NFEAと しても応援をしていくことになり、

とりあえずは、Salada村 の トイレ設置に協力することにしました。ネパール政府でも トイレのない村

に「トイレを設置することを義務付ける」とい う方針です。これを助成 していくことが、女性が生理期

間中を衛生的に安全に過ごせる一つの方法であると思われます。これからもSalada村 をモデルとして、

チャウパディ慣習根絶に向けて、できるだけの協力をしていこうと思つています。

ネパール教育事情一― -17年ぶ りの教員採用試験

」NFEA現地代理人・クリシュナ カティワダ

ネパールは、長い間政治的に不安定な状況が続きました。1990年の民主化運動のあとも王政がつづき、

1996年から、10年間マオイス トと国との内戦が続き、2008年に王政がなくなって共和政に変わりました。

しかし国を支える柱である教育は、いつも不安定な状態を抱えていました。学校の数が増えて、学校へ入

る子どもの数も少 し増えてきましたが、先生の数を増やすことはしてこなかつたのです。先生の数は、学校

自体の責任で増やすこととされてきましたが、経済的な負担も、学校が持たなければなりませんでした。政

府は17年前に先生を雇 う試験を実施 しましたが、それ以来ありませんで

した。 しかし、余 りにも先生の数が足 りないので、政情は安定していま

せんが、試験を5月 に行 うことになつたのです。「小、中、高校合わせて

約13000人」の先生を雇 うことが、1月 4日 に公告されました。

4月 10日 現在、479,843人 の希望者が申し込んでいます。小学校を目指

す応募者252,251人 、中学校を目指す者 166,558人、高校では61,034人です。

約37倍の競争率ですね。5月 23～ 25日 に行 うこの試験に合格 したら、パー
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マネン ト教師となり、定年まで政府から給与がでます。「さくら寮」の卒業生も、この試験に参加するため

準備中です。1期生から4期生の卒業生たちが参力日できます。資格は12年生までの教育を受け、教育コースを

卒業した者で、Teaching License(教 員免許)を持っている人が、小中学校の先生に応募することができ

ます。持っていない人は、この試験に参加できません。Teaching License試験は、定期的に行われています。

(写真は、願書提出に殺到する受付入ロー新聞報道より)

試験 日 ;2013年 5月 23日 一高校,24日 ―中学校、25日 ―小学校。

募集定員 ;募集人数13,000人 のうち、55%は一般的な定員、45%は女性教員、低カース トの出身者、障害者

などに割 り振られています。

「さくら寮J卒業生も、今年は大きなチャンスです。 しかし、競争が激 しいので、必ずしも全ての人が合

格できる可能性はないような気がします。応募者の中には教師として長い経験のある人や大学院まで勉強し

ても仕事がないから、小中高の先生にでも、と応募する人が多いため、競争がなお激 しくなります。皆の成

功を祈 りましょう。

や Topics&News

第5期生快調 !!

KCP創立22周 年を記念 して、成績優秀者に表彰

状 と賞金が授与され、昨年の卒業生の うち、2人 の

さくら寮生が表彰されました。

Kamala Gurung(カ マ ラ グル ン Gorkha出

身)は、教育 コース科成績最優秀賞、Laxmi

Devkota(ラ クシミ デブコタ Dolpa出 身)は、教

育コース英語最優秀賞にえらばれ、賞状 とともに、

それぞれ12,000ル ピー、1,oooル ピーの副賞が授与

されました。既に、故郷の村へ帰って先生をしてい

る彼女たちに代つて、寮母のマンジュさんが授与式

に出席 し、「うれ しいです」と笑顔でバ リジュー学

長から表彰を受けました。

カマラ グルン ラクシュミデブコタ  マンジュさん

1月 のネパール

今村美知子 (1月 10～ 16日 さくら寮訪問)

1月 にネパールを訪れたのは、今回が初めてでし

た。気候などクリシュナさんに問い合わせたところ、

⑫

「寒いですよ。だいたい3～ 5度 くらいです」と、間

いてはいました。でも私達は、激寒の地 「北軽井沢J

という、ほぼ毎日マイナスになる地に住んでおりま

すので、「軽い軽い !!Jと 、思つて出かけました。

ポカラに到着しました。昼過ぎに到着したので太

陽もあり、それほどの寒さを感 じず、ホテルに向か

いました。 しかし、部屋に入ると、「寒っ !J。 「ど

うして ?」 。よく見ると、暖房がないんです。これ

には驚きました。「さくら寮Jに 向かいました。「さ

くら寮」も底冷えがする感 じです。厚手のジャンパー

が脱げませんでした。夕食にいつものレス トランヘ。

ドアはないし、アウトサイ ドでの食事です。とんで

もない寒さですぎ暖かいお料理もすぐに冷めてしま

います。太陽の恵みがないとき、ないところでは、

コー トにスカーフに、たくさんの物を着て、ひたす

ら我慢する日々でした。

次の日から授業が始まります。マンジュさんから

「外でや りますか?Jと 、間かれ、これまたビックリ

です。 日本の小学校でしたら、外で授業をしようも

のなら、集中力がなくなり、授業にならないのです。

でも確かに太陽の下は暖かいので、承諾することに

しました。学生達もみんな外で、新間を読んだりし

ています。町の人たちも、外でひなたばっこをして

います。 日本と違って、太陽が当たるところは、本当

に暖かいのです。階段に座つて授業が始まりました。

学生達は外での授業に慣れているのですね。一生懸

命、集中して授業を受けてくれました。時間が経つ

と、太陽が当たらなくなってしまいます。すると、

マンジュさん



みんな迷 うことなく

した。「なるほど。」

太陽の当たるところへ移動しま

と、感心した次第です。

月3日 、理事長、副理事長、事務局長 3人が川崎市

官前区のピカピカのパビリオンをお訪ねしました。

白い静かなビルの中には、すばらしい絵画が飾って

あり、美を追求する化粧品会社にふさわしい清楚な

感 じがしました。JNFEAの説明をしたところ、間

をおかず振込先は ?と の問いに3人 ともびつくり、

あわてました。その日のうちに大塚会長様からご寄

附の振込があり、またびっくりした次第。ほんとう

にありがたいことです。

静かなビルの中で、美容担当の方々がなごやかに

美顔の技術を磨いておられ、3人 とも「どうしたら

あんなにきれいに・・Jと うらやましく思いました。

水かけ祭り ``Holyr

3月 26日 (ネ パール歴2069年 12月 13日 )は Holyと

いうお祭 りで、色のついた水を掛け合ってお祝いし

ます。学校はお休みです。「さくら寮」には貯水槽

があって、水には事欠かない|!

ネパールの

新年一ネパー

ル歴で2070年

1月 1日 は、 日

本 の4月 14日

に あ た りま

す。

教育実習をしました

12年生、今年の卒業生たちは、KCPの付属の小

学校で、1月 ～ 2月 にかけて2週間の教育実習を体験

しました。途中、マンジュさんが参観に行き、彼女

たちは緊張してはいるが、なかなかよくやっている

と、毎月の報告書に書いてきました。

ピアノでネパール

瀬尾真 喜子 さん

は、当協会の里親 さ

んでプロのピアニス

ト。2012年 のチャリ

ティーツアーに参加

して、ネパールのと

りこになつた一人で

す。昨年の末、三軒茶屋のホールで トークコンサー

トを開きました。ネパールでミニコンサー トを開い

たときの様子を話 してくれました。「ネパールでは

クラシックは理解 しないと聞いていたけど、「戦場

のピアニス ト」やショパンの 「ノクターン」、「レッ

サンフィリリ」もアレンジして トークを交えて弾い

たが、子どもたちは理解 していた。子どもたちは新

しい音楽や リズムを受け入れていくだろう」、など

と時にユーモアを交えながら語つていました。ネ

パールには何年も通っていますが、ネパールのにぎ

やかな民族歌曲しか聞いたことのない私には、新鮮

な話でした。彼女からは、「さくら寮」に電子ピア

ノの寄贈があり、「さくら寮」の音楽指導も活発化

するでしょう。 (新井場貞子記 )

化粧品「シーボン」の会長様からご寄付をいただき

ました。

3月 25日 に山下理事長がラルマヤと一緒に大堂島

ロータリークラブに招かれて行ったとき、「シーボ

ン」の大塚雅大会長にお 目にかかりました。「何か

できることがあつたら・・・」とい うお言葉に、4



ネパールのマスコミでJNFEAの活動を報道 :紙芝居の宅配

山下泰子理事長が、ネパールでテ レビのインタ

ビューを受けました。2012年 8月 22日 、ホテル・サ

ンセッ ト・ ビューでインタビューを受け、ネパー

ルで も有名 なカ ンテ ィプールテ レビの 「Life is

beautiful」 に出演 しました。ネパールに関心を持

つようになつた動機、さくら寮プロジェク トの目的、

ネパールの女子師範学校構想を熱く語 りました。

ま た、「Study Seminar」 や 「フ ォ ロー ア ッ

プセ ミナ ー」 につ い て、『Nargik Daily』 や

『Republica』 各紙が、取 り上げ、「さくら寮」卒業

生の活躍が詳しく報じられました。

魔の街道

右写真は、

ジュムラ街

道と名付け

られたスル

ケットから

生徒の村の

ジュムラヘ

の 道 路 で

す。ジュムラヘ行くにはネパールガンジから飛行機、

またはスルケットまでバスで行き、そこから徒歩で

1週間はかかります。そのスルケットからジュムラ

ヘ山肌を削っての道路ができたと言 うことです。魔

の街道とよばれているとのこと。写真を見ればわか

りますね。

4月 3日 、澤田けいこさんとひさしさんグループ (神

奈川県在住)に よる紙芝居が 「さくら寮」で上演さ

れました。「紙芝居けいちゃんJと い う名で親 しま

れているグループです。カ トマンズの小学校 (EPS

校)と も交流がある方で、そこの生徒たちが作つた

「チェブウ物語」とい うカ トマンズ盆地誕生の紙芝

居も上演され、寮生に親近感を持たれたとのことで

す。澤田さんたちは、2年前にも「さくら寮」を訪

問されています。1

」NFEA活動報告
12月
。14ラ ルマヤ 。ブダ文京学院大学国際連携プログラム修了式

文京学院大学
,19 二三―スレターN014発送        大泉資料室
。28～ 29 数学訪問指導 (前田、上野、東氏)  さくら寮
1月

。9～ 16 音楽・保健訪問指導 (今村務、今村美知子他 )

さくら寮
・8 ラルマヤ・ブダ中央立区京橋築地小学校教育実習開始
。15 活動推進会議 (組織 。会計システム)  大泉資料室
。21 HP編集会議    ` コンパー トメント東京中央
2月
。4 ラルマヤ・ブダ中央立区京橋築地小学校教育実習終了
。11 活動推進会議 (2013年度検討事項 ) 大泉資料室
。13 理事長、ラルマヤ・ブダ東京パイロットクラブで講演
。16 第10期第 5回理事会 文京学院大学
・26～ 27 ラルマヤ・ブダ 群馬県吾妻郡応桑小学校教育実習
3月

・5～6 ラルマヤ・ブダ群馬県吾妻郡北軽井沢小学校教育実習
。8～9 絵画・ピアニカ指導 (金斗鉱氏他 ) さくら寮
。13 理事長、ラルマヤ・ブダ佐倉市カレッジ16で講演
。16 理事長、ラルマヤ・ブダ大学女性協会群馬支部で講演
。21 活動推進会議 (職務分担)

。23 ラルマヤ 。ブダ送別会
大泉資料室

二子玉川
・25～ 27 理事長、ラルマヤ 。ブダ 大阪堂島ロータリーク

ラブ、国際ソロプチミス ト大阪一いずみ、国際ソロプチミ
ス ト長浜を訪問 。講演

・28 HP編集会議      コンパー トメン ト東京中央
4月

・3 ラルマヤ・ブダ帰国
。5 活動推進会議 (総会に向けての準備)  大泉資料室
。13 第11期第1回理事会         文京学院大学
・15 ニュースレター編集会議         二子玉川
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・30 埼玉県国際交流協会に報告書提出

さくら寮通信 (2012年 9月 ～ 2013年 2月 )

9月

・9 第5期生の卒業試験結果発表、全員が合格。
・17～ 20 テージ祭 り (ネパール女性の祭 り)の 日。
10月
。11 職員へ給料 とダサイン手当を支給。寮生に帰省旅費を

支給。
。13 ダサイン休暇で寮生全員が帰省。マンジュ寮母、休暇。
・31～ 11月 3日  第5回 フォローアップセ ミナーを開催。卒業

生教員28名 が参加。
11月
。3 JNFEA主催の研究集会Study Seminarを 開催。

JNFEA顧間のマテマ氏をはじめネパール教育局長他教

育関係者、マスコミ関係者、KCP教員、 日本か らの

チャリティーツアーー行、フォローアップセミナーに

参加の卒業生教員たち、総勢計80名近くが参加。

寮生たちが休暇を終えて寮に戻つてきた。
KCPの授業が始まり、寮生は通常の生活に戻つた。

KCPの 22周年記念 日でイベン ト開催。

卒業生の2人が表彰された。

。17 ソーラー発電不調のためバッテリー交換。この頃は停

電の時間が増えている。
・21 運営委員会開催。
。28～ 29 JICAの 日本人ボランティア (前田さん他 2人 )が

算数の指導法の授業をした。
・31 12年生の教育実習のオリエンテーションが始まり、11

年生も参加。
1月

・5～6 自井有紀さん、絵画と折紙の授業実施。
・8～ 19 今村務 さん、今村美知子さんが、音楽、保健、裁

縫の授業実施。
・19 今村夫妻の友人の吉田さん、中野さんが来訪 し、エイ

ズについての授業、エアロビクスの指導をした。
・24 12年生のディパが 「胆石」を発病 し、手術が必要と診

断された。家族の希望で、カ トマンドゥの病院へ。
・30 今 日から寮生の数学特別授業を、朝8:30～9:30に実

施。
2月
。9 ディパが治療を終えて寮に戻つた。
・14 12年 生の教育実習が終わった。
・17 マンジュ寮母とクリシュナ氏が12年生にコンピュータ

の指導。
・22 運営委員会開催。

北浦和

・21

・ 22

12月
。7

2012年 4月 よ り 2013年 3月 末 まで、 ご寄附、 ご寄贈いただいた方 々のお名前 を掲載 させ ていただきます。 こ

こではご寄附、 ご寄贈 に限 らせ ていただきま したが、そのほか皆 さまか ら、い ろい ろな形での ご支援、 ご協力 に

心か ら感謝 申 し上げます。 これか らもどうぞ よろ しくお願い 申 し上げます。

阿部可子 青木睦子 赤井文爾 秋山紘子 浅倉むつ子 浅倉義信 綾部弘子 新井敏子 新井場貞子 飯嶋モ ト子 庵康雄

石川奈々子 石川信幸 石橋芳子 市木保光 (故市木健一郎)伊 藤幸子 伊藤新一郎 伊藤明子 猪爪範子 丼原喜美子

今村美知子 岩崎光太郎 岩谷満佐男 岩谷栄子 上杉紀夫 植月満 植原映子 牛江ゆき子 江口憲人 江口千豆子

OASC代表田中和子 大阪堂島ロータリークラブ 大澤恵理子 大塚早苗 大塚真寿美 大野清子 岡野絢子 小川益司

奥野亨子 奥山秋生 小黒宏聡 小黒知也 小野英樹 小野寺幸子 織田真理子 片桐奈保美 加藤恒久 加藤怜子

かながわゾンタクラブ (出 口京子)嘉 村和子 嘉村孝 刈谷もと子 り1瀬洋子 北川靖子 北村晃子 北脇八千代 栗原都

古賀衛 国際ソロプチミス ト大阪―いずみ 国際ソロプチミス ト東京一けやき 国際ソロプチミス ト東京―府中 国際ソロプ

チミス ト長浜 国際ソロプチミス ト新潟 国際交流ボランティアみなとグループ 小島光代 小林弘 小林栄子 今野義宏

斎藤俊子 佐伯律子 坂根阿喜子 佐久間彬弘 佐子昭子 佐々木喜蔵 実松院 佐野重子 澤田順子 嶋崎健太郎

嶋崎早苗 島田倖子 島田教子 清水純子 清水弘子 城ヶ辻保 白井有紀 神道基子 鈴木靖国 鈴木哲子 瀬尾真喜子

芹田清子 全国退職女性校長会 (梅の実会)袖 山正彦 高木登紀子 高瀬純子 田上和子 高宮稔 高良栄子 竹田智恵子

田中千恵子 田中綾子 田中雅博 田中悦子 谷池教子 辻村祥子 手塚正宏 寺井早苗 中尾哲子 中澤映子 中島二三子

永谷京平 中山慶恵子 永山洋子 西立野園子 根森健 根森桂子 野口雅樹 野口幸恵 橋本ヒロ子 畑尻剛 初山京子

浜中康二 早川久恵 林よしえ 板佳奈子 平山博子 深田洋子 藤田武司 藤森秀美 古川脩子 古橋源六郎 H N
星野喜久三 前橋汀子 牧野恵美子 増渕民子 松居佐代子 松井喜久枝 松波勝弘 松本由紀子 丸山和郎 丸山節子

三浦員知子 三嶋洋 三嶋蓉子 水田加代子 三谷量子 官坂洋子 武藤友子 本谷勇治 森田正明 門田峻徳 山下紗衣

山下威士 山下嗣夫 山下泰子 山田好秋 山田悦子 山本俺子 横田洋三 横浜国際婦人協会 横山賀寿子 吉崎 トミ子

吉田俊吾 吉田英子 吉田弘明 吉田美紗子 吉村芳江 脇田多見子 渡邊嘉子 渡邊紀久次 渡辺豊子 (敬称略)

公益財団法人 東芝国際交流財団 。公益財団法人 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

*助成金
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「さくら寮」スタッフの紹介
「さくら寮」のスタッフには、寮母のマンジュ・ ドージュさん、現地代理人のカティワダ・クリシュ

ナさんのほかにガー ドマンが3人います。24時間体制で、不審者が入つてこないか見張つています。また、

寮のイベントの時には手伝つてくれます。寮生たちは、普段は寮の外に出ることを禁じられているので、

寮生たちの買い物などの手伝いもします。

Purna Bahadur Thakuri(47才 )Gopal Poudel(58才 ) Pashupari Rona(47才 )

編集後記

また、卒業の季節がやってきました。卒業していく生徒の年令はいつも同じだが、JNFEAメ ンバー

は毎年歳をとつていく。卒業生たちは結婚し、子どもが生まれ、」NFEAの メンバーにとつてはひ孫に

該当するのかもしれない 。・ 。と考えながら、ネパールからのニュースを楽しみに待っている。

休 日には近 くの河原ヘ ピク

ニック。寮母マンジュさん

は、寮 生 た ちを時 々 ピク

ニ ックに連れ出し、エネル

ギーを発散 させている。

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 00130-4-370983 (口座名)NPO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、 5年間合計300,000円 (但 し、月額1,000円 より可)

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 Dormitory Kanya Campus Pokhara,Nadipur,Pokhara,Nepal

PO 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

E‐ mai■ iwataniOr3.ucom.ne.ip URL:http:〃 wwwinfea.net/

編集委員 :新井場貞子 岩谷栄子 佐伯律子 吉田俊吾
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