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第 6期卒業生が巣立 ちま した。   |

5月 30日 、卒業式が挙行 されました。山下理事長、KCP理事長ゴシャリ氏、同学長バ リジュー氏、さくら

寮の運営に力を貸 してくださつているSr.川 岡俊子さんはじめ多くの教職員、また、ネパール在住の画家白

井有紀さんも出席くださり、なごやかに卒業式が執 り行われました。現在卒業生は故郷の村の教員として元

気に働いています。

①



②Hira Mistra

Kumarl Bohora

◎ Kabita Upadhyaya

③Jayanti chand
Thakuri

⑦Tirsana Nepali

第 8期生の紹介 (家族や村のことなど)

質問①家族構成 ②収入 ③村の事情 ④卒業学校

名、学校数と人数 ⑤学校へ行ってない子は何人く

らい ⑥ポカラヘの行程 ⑦これからの希望

①Sriiallla Kumari Bohora(Baitadi)1997/10/23

①父母、姉 (大 学 2年 )、 弟 2人、 6人 家族。②

職業は農業で、収入は lヶ 月3000ル ピー。両親は

良く考えて判断 し、喜んで行かせてくれた。③

kotpatera村 、人口は3000人、村人は農業。④学校

数 3、 Latinath小学校、生徒数204人。⑤20人 くらい。

⑥バス停まで 1時間歩き、Gokuleshwarか ら何回

もバスを乗 り継いで来ま、した。

②Hira Mistra(Darchula)1997/6/19

①父母、兄、弟の5人家族。職業は農業。② lヶ 月

②

第 8期生出身地

○の中の数字は8期生を

含めた人数

OAmrita Rokaya

④Anita Kumari
�lalla

延)Soniya
Rana �lagar

」NFEA現地事業所在地
さくら寮、KCP所在地

この地図はKATHMANDU以 西を表示

⑥ Sabina crurung

500ル ピー。PKRへ行くことは家族は立派な人にな

れると賛成してくれた。③Dobata村、村には道路

はあるが発展はない。月ヽさなお寺が 2つ ある。④

Bhairabnath小学校、生徒数200人。⑤村の子ども

はみんな学校へ行く。⑥ 3時間歩き、そこからバス

で2日 間走ってDangadhiに 着き、乗 り換えてPKR
に着いた。⑦PKRで学んで良い先生になりたい。

CAmrita Ro螺ゝ (Mugu)1996/09/22

①父母、姉 (学校へ行つていない)、 弟妹の 9人家

族。農家で牛、羊、ヤギを売って経済を支えてい

る。② lヶ 月5000ル ピー。③Bhurma村 、人 口は

600人。村民の職業は農業、先生、ビジネス、酪農

など。Mahendra湖 があり、周 りはジャングルで動

物や鳥がいて野原もある。④Bhurma校 で生徒数は

ヽ

C)Karuna Pal



510人。⑤村人は子どもをみな学校へ通わせている。

食料が足りないこともあり、経済問題で、借金をす

る必要もある。⑥朝 3時から夜 8時まで 3日 間歩き、

Kohalpur町 についてバスに乗 り朝 9時にPKRに着

いた。⑦将来はいい先生になつて村に帰ります。

bmita Kumai Mdla(Kalikot)1996/4/30
①父母、兄、妹、弟 2人、8人家族。職業は農業

② lヶ 月1000ル ピー。③村は貧しく、村民はみな農

民。人口は300人。④学校数 1、 Kalika高校、生徒

数350人。⑤学校へ行かない子どもは20人 ほど。

⑥村から歩いてManmaで一泊、徒歩でKhidkttyula

まで行きそこから夜行バスで翌日午後 1時にPKR
に着きました。⑦ 「さくら寮」でちゃんと勉強して

村に帰り、先生になります。

⑤Son■ Rana Magar caiark001996/10/27

①父母、兄、姉2人 の 6人家族。農業と小さい店を

経営。② lヶ 月1000ル ピー。PKRへ行って勉強し

たら将来の道が開けると思って家族は行かせてくれ

た。③村名はRima。 人 口は4～ 500人 で村人は大体

自給自足できる。村には有名な洞窟がある。④学校

数 2で公立と私立。Bageshawari中 学校、生徒数

350人。⑤学校へ行けない子どもは20人 ぐらい。⑥

村から3時間歩いてバスに乗 り、 3日 間かかつて

PKRについた。⑦たくさん勉強して立派な人にな

り、いい先生になつて村で教えたい。

③Sabina Gurung(Gorkha)1995/10/8

①父母、姉、妹 2人、弟の 7人家族。農業とヤギ、

羊を飼っている。② lヶ 月25000ル ピー。家族は反

対したが、自分はどうしても学びたいと思つたの

で来た。③Philim村、人 口は1200人。村の収入は

ほぼ農業。Budhigandakiり ||が あり村は美しい。④

Budha高 校 生徒数600人。⑤学校へ行かない子ど

もは100人 ほど。⑥家から2日 間歩き5時間バスに

乗ってGorkhaに 着き、そこから6時間バスに乗つ

2013年 8月 26日 (月 )、 9時 より11時 まで、さく

ら寮において、表記理事会が開催されました。

出席者 Mr.sushil K.Goshall理 事長、Mr.surendra

B.Bhar巧oo運 営 委 員 会 委 員 長、Ms.Jagadamba

Thapa教 授、Mr.Madan Sharma教 授、 山 下 泰

子 JNFEA理 事長、 山下威 士理事、吉 田俊吾理

事、シスター川岡俊子運営委員会委員。オブザー

バー :現地マネージャー Mr.nishna Khatiwada、

てPKRに来ました。

⑦Tirsana Nepali(Pyuthall)1996/4/16

①父母、妹 2人の 5人家族。鶏を飼っている。② lヶ

月6000ル ピー。勉強して人生を変えていく必要があ

ると行かせてくれた。③Spadanda村、人口は400人。

農業や出稼ぎなどで収入。美しい森の下に村があり

wargadwariと いう有名なお寺がある。村の事情は

とても良くコミュニティーのネットワークがとても

良い。④学校は2校。

嘔】rayanti chahd Thaku�  (Bardlya)1997/12/3

①祖父、父母、兄2人 (10年生合格)の 6人家族。

職業は農業と大工 ② lか月6000ル ピー。③村の人

口は180人、村にはBadhaiya湖がある。村の人の職

業は農業とインドヘの出稼ぎ。④高校 1、 中学校 1、

私立の学校 1、 AmattyOti高校 生徒数1000人 ⑤お

よそ4,50人の子どもが学校へ行かない。⑥徒歩と

夜行バスで来た。⑦ 「さくら寮Jで勉強して良い先

生になれると思います。

◎Ⅸhbita upadhyaya(Kailali)1997/10/2

①父母、妹、弟の 6人家族。父の職業はビジネス。

② lヶ 月5000ル ピー。③Durgauli村、人口2000人、

ほとんどの人が農業を営んでいる。④学校数 3、

Sraswati高 校 生徒数1300人。⑤学校へ行かない

子はいない。⑥バスで来た。⑦良い教育を受けられ

ことを期待しています。

⑩Karuna Pal(Kanchanpur)1997/5/17

①叔父、叔母、兄、弟、 5人家族。② lヶ 月12000

ルピー。皆でPKRへ行くのをサポー トしてくれた

③人口は約5oo人。道路が舗装されていないので少

し不便。下水の問題もある。Shibadahamと 吊り橋

が有名。④Shantiniketan高校、生徒数は500人 ほど。

⑥Shinbamandirま で歩きそこから、PKRま で 1台

しかないバスに乗つてきた。

理事 。山下威士

寮 母 Ms.Maniyu Dhau、 会 計 係 Mr.�ishna

Tamarakar

(1)2012年度会計事務所報告 Audit Reportに も

とづいて、Bhar巧 00学長より、会計報告がなされ

ました。 (後記の通 り)

(2)寮 生選抜委員会委員長の Bhar巧 00学長より、

今年の 7月 8日 に行われた第 8期生の選考状況の報

告があり、その結果、これで極西部と中西部のすベ

2013年度ポカラ・プロジェクト現地理事会報告

③



ての Districtか ら寮生を得ることができたことが

報告 されました。 (3)山 下理事より、2013年度の

さくら寮の予算案の概要の説明をしました。今年の

予算の最大の眼目は、卒業生教員の給与 A1lowance

の引き上げです。ガー ドマンの給与については、最

低賃金法が、また改正され、引き上げが求められて

いますが (4年連続です )、 KCP理事会において審

議中であり、その決定に歩調を合わせるようにと求

められました。なお、KCPの ガー ドマンの給与が

引き上げられた場合、それに連動 して、昨年同額と

据え置かれているKCPの授業料も引き上げられる

可能性があります。 したがつて、この給与と授業料

の部分は、ペンデイングとなりました。

(4)山 下 理 事 長 よ り、 第 2回 交 換 留 学 生 の

Lalmaya Budhaさ んの、 日本における勉学状況

についての報告 と、第 3回交換留学生 Ambika

Mallaさ んの紹介が行われました。なお、文京学院

大学とKCPと の交換留学生協定については、本年

度で期間 (3年間)が切れますが、Bhar巧 00先 生

より、強く存続が要望されました。

(5)山 下理事長より、さくら寮の運営について感謝

のことばと、将来についての発言がなされました。

今回のネパール訪間に際して、MOE(教育省)の

次官補や教育局長などの要人と会見し、①さくら寮

の卒業生の就職を支援 してほしいこと、②全国の

フィーダーホステルを、さくら寮モデルにしたがつ

て、教員養成機関として位置づけてほしいことなど

を要望 したことが報告 されました。また、2017年

6月 第 10期の寮生の卒業後、あるいは、2020年 6月

の本プロジェクト終了後のさくら寮の将来構想につい

て、各方面で意見交換している旨の報告がされました。

(6)KCP理事長 Goshall氏 より、締めくくりのス

ピーチがありました。

2012年度さくら寮決算 (RS)-l RS≒ 1円

Follow up Selllinar 2013

今年で 6回 日となるセミナーに、37人の卒業生が

参加 した。

1期生 0人  2期生 6人、 3期生 3人、4期生 9

人、 5期生10人、 6期生9人、と集ま り、活発な勉

強会が行われた。JNFEAか らは、岩谷栄子、深田

洋子の 2人が準備 とそれぞれ数学、英語の指導法に

ついて実践した。

10月 20日  開会式、バ リジュー学長による挨拶。前

④

回からの各人の取り組み課題についての報告会。「社

団法人アジア協会アジア友の会」の熱田典子氏によ

る「栄養学とヨー ド欠乏症」についての講演。

21日  教員養成教師サファラ先生による身近な教材

を使つての授業の進め方の指導。前回に引き続き、

チャウパディの撲滅への各人の取 り組みの報告。

22日  ネットワークづくり。数学、英語の指導法に

ついての講義。

I KCP関連 549,996

( 1 )KCP納 入金 401,600

(2)英語、数学の補習授業料 71,000

(3)学生募集費用 77,396

Ⅱ 学生関連 1,067,466

(1)奨学金 337,500

(2)食費 360,000

(3)学生の制服 7,000

(4)学生の旅費 232,672

(5)医療傷害保険 17,000

(6)卒業式関連費用 113,294

Ⅲ さくら寮関連 250,029

(1)光熱水料 78,691

(2)寮メインテナンス費用を含む雑費 161,728

(3)建物保険 9.610

Ⅳ 雇員の賃金関連 456,407

(1)寮母給与 156,000

(2)ガー ドマン給与 257,907

(3)会計係手当て 32,500

(4)会計事務所費用 10,000

V 卒業生教員の手当iて 関連 2,067,000

(1)5期 生教員 650,000

(2)4期 生教員 689,000

(3)3期 生教員 728,000

合 計 4,390,898



23日  深田さんによる児童の理解についての講義。

KCPの先生たちによる総括と助言。

24日  ドルパのラルマヤ、パンファ、ラクシミが9

日間飛行機を待ち続け、ようやく乗れた飛行機でネ

パールガンジヘ行き、夜行バスに乗 り継ぎ、早朝さ

くら寮着 というハプニングがあり、急きょラルマ

ヤによる日本留学報告。石原詩子さん (元渋谷区立

花園小学校校長)の作成 した『ゲーム本』を紹介し、

堂々と卒業生の発表。 5期生のシヤム ドラリは最後までさくら寮を

離れるのがつらいと泣いていた

実演 した。また、大阪のNGO「 ラルパテの会」大

仲ゆか りさんが来訪、布ナプキンの使用についての

調査を実施 した。

大勢の卒業生が集まり、活発な授業、講義が実施さ

れた。今年の5月 で、JNFEAか らの給与の支給が終わっ

たのは3期生までであり、これまでに教師として継続し

ているのは以下の通 り。 1期生 (2011年 終了)4人、2

期生 (2012年終了)7人、3期生 (2013年 終了)4人。

全員集合、赤ちゃんをつれての参加も

教師はまず自身の英語カアップを……

深田さんによる英語の指導

卒業生の赴任地訪問

*7月 11日 ～ 19日  第 8期生の選考委員会を終えて、岩谷理事は同行の石井さんとバジャンとドーティ

郡に住む卒業生を訪ねてきました。

1期生  3人 、 2、 4、 5、 6期生各 1人づつ、 8人 もの卒業生 と会い、近況を問いた りしてきました。

*10月 18～ 19日  同じく岩谷理事は、フォローアップセ ミナーの前に 5期生カ

マラ・グルンが勤務するゴルカの学校を訪問しました。彼女は、KCP教育学部の最

優秀成績賞を得た生徒でした。この学校でも優秀な先生として評価されているとのこ

とです。現在大学に通つている。受け持ちは、 1～ 7年生までの英語。将来は寮を併

設する予定であり、できたら彼女に任せたいとの校長の言葉でした。

⑤

岩谷さんによる「折 り紙で学ぶ数学」
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さくら寮での授業
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本から講師を派遣する出張授業と地元教師による授業があります。

トボール等球技の指導。・ネパールの教師サファラさんによる授業の実技指導 。日本への留学生の支援。   ※
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若い学生たちがさくら寮を訪問 しました。東京大学に在学中の学生―女性 2人、男性 3人そ して
現地参加の女性 2人です。彼 らはネパールの教育に関心を持ち、大学の支援を得てツアーを計画 し、
」ICANGOデスクからの紹介でさくら寮を訪問することになったものです。以下はみなさんの感想をま
とめてくださったものです。

さくら寮訪問
東京大学教養学部 4年 稲垣瑠璃香

9月 16日 、東京大学の学生 5名 と青年海外協力隊隊員の若林麻衣子さん、 トリブバン大学に留学中の石川
彩華さんの 7名 でさくら寮を訪問しました。

この日は着いたのが夕方だったため、お互いに軽く自己紹介 した後は自由時間となりました。初めはこち
らも寮生も緊張気味でしたが、一緒にネパールの踊 りを踊つたりして打ち解けることができました。夕食の
時間になると、さくら寮に宿泊できない男子学生 3名 はホテルに帰 り、寮に泊めていただく女性たちは、寮
生たちが作ってくれたダルバー トをいただきました。少 し辛かったですがとても美味しく、おかわりをする
人もいました。

17日 は、まず朝食後の時間にアルプスー万尺と「花いちもんめ」のゲームをしました。「アルプスー万尺Jは、
だんだんスピー ドアップしていき、誰が最後までミスせずに残るかを競ったところ、一番 うまい子は日本人
顔負けのスピー ドでした。「花いちもんめ」はネパール語訳があつたので、みんなで歌いながら行いました。

日中は、寮生は大学に行きます。そこで、私たちはポカラ・カニヤ 。

キャンパスを見学させていただき、また学長先生とお会いしてお話を
伺いました。

寮生が帰ってきた後は、「かぐや姫Jの人形劇を使って算数の授業を
しました。ペーパークラフ トの人形劇で、かぐや姫のス トー リーに算
数の問題を入れ込み、寮生たちに解いてもらうというものです。例えば、
「おじいさんの親指は 5cmで、かぐや姫の身長はその親指 3本分でした。
かぐや姫の身長は何cm?」 といったように出題 します。ナレーション

は若林さんにお願いしましたが、それ以外の配役は全て東京大学の学生がつたないネパール語で行いました。
ネパールの女の子たちにとって 「かぐや姫Jのス トーリーは新鮮だったらしく、とても楽しんでくれたよ

うです。算数の問題の方は、整数の掛け算割 り算や分数の足し算までは良かったのですが、分数の掛け算に
なると苦戦しているようでした。そこで寮生の中に入っていって個別に教えたり、劇が終わったあとも練習
問題を出したりしました。解き方を覚えるのでなく、苦労した末にちゃ々と理屈をわかってくれたときはと
ても嬉しかったです。                      '｀
その後は、ネパールの歌や踊りを教わりました。ネパールに伝統的に伝わるものらしく、みんなとても上

手でした。私たちは見よう見まねでしたが、それでも一緒に踊るのは楽しかったです。前日以上に寮生たち
と親 しくなれた気が しま した。

18日 朝、また 「花いちもんめ」をした後、寮生がお別れ会を開いて

くれました。そこで私たちは前もつて用意 していた寄せ書きを渡 しま
した。まさかその場で読み上げられるとは思わなかったので少 し恥ず
か しかったですが、喜んでもらえたようで良かったです。 こうして私
たちはさくら寮をあとにしま した。

その後9月 19日 か ら28日 まで滞在 した ラ リ トプール郡チ ャンダン

プールのカレシュワリ中等学校では、5日 間授業を行ったほか1日 企画として縁 日をしました。幼稚園と1-
3年生は 「背景に文化的学びのある遊び」というテーマのもと、ジャンケンや 「大きな栗の木の下でJの歌
と踊 り、おしくらまんじゅう、相撲、折 り紙などを、4-6年 生は「自分が感 じたことを表現するJと いう
テーマでス トー リーメイキングや家族紹介を、7-8年生は「自分の頭で考えること、それを表現することJ

というテーマで自分の将来について発表 したり理科の実験をしたりしました。
9月 29日 と30日 に滞在 したマクワンプールのバジャラバラヒ村では、NGOの 「ラブグリーンネパール」の

活動地を見学させていただいたのち、村の方の家にホームスティさせてもらいました。植林と循環型農業、
景観保護の活動をされている場所で、とても景色が美 しかったのが印象的でした。
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ネパールの女性教師で私立ラトバンガラ校で、教師の訓練を担当してい

るサファラ 。メイヤ 。ラジュバンダリさんからの寄稿。彼女はさくら寮で

も1年に 1回 はお呼びして講義をしてもらつています。

“私は教師を教 えるのが好 き"サファラ・ メイヤ・ ラジュバンダ リ

教育は人間形成にとつてエンジンに例えられるものです。国民が良い教育を

受けたとき、その国は発展するものです。

ネパールは近年、基礎的教育において目覚ましい発展を遂げています。90%

の子どもが小学校へ入学しています。一方、公教育のレベルは今のとこぅ必要

な水準までは達していません。第 1年次に入つた児童のうち約70%しか初等教

育 (5年)を卒業できていないとみられています。さらに、10年生に至る生徒は3分の1にすぎません。この

ことは、教育の質の改善が必要であることを示 しています。

質の高い教育を実現するためには、教師を訓練して質を高めることが欠かせません。ところが、ネパール

の公立学校のほとんどで、教師としての教育を受けたり資格を有すると認められない教師が授業をしていま

す (そ の割合は60%以上になります )。

教育省は教師の訓練に力を入れていますが、いまだに教師は 「クラスを管理するもの」という意識にとら

われています。

そこで、ラ ト・バンガラ基金は、教師を訓練することによつて質の高い教育を広めようとしています。

私は2003年からラ ト・バンガラ基金で働いています。この基金は、官民協力 して、「教師訓練事業」を、様々

な地方 (例 えば、Daileck,Makawanpur,Myagdi,Lalitpuち Dhading,Gulmiな ど)ではじめています。

そして、教師の学級運営の力や生徒を教える力が、

自由で公正な雰囲気の中で、すばらしく変化するの

を目の当りにしてきました。

私はこの基金を通 じて、「教師訓練事業Jを 多くの

公立学校やその他の場所で実施 してきました。国の定

めるカリキュラムに従って、効果的な訓練方法を考案

しています。各訓練課程には約35名 の教師が参加 しま

す。女性の参加者は、中等教育レベルよりも初等教育

レベルの方が多いです。    、   |
この訓練を通して教師は、よりよい教え方とはどう

い うものかということと、自らの教師としてのスキル

を磨く方法を、身につけます。さらに、保護者とのコミュニケーションを維持するためのスキルと保護者を

学級活動や子どもへの教育へ関与させるスキルを向上させる手伝いをします。

これらの訓練事業は、主にラ ト・バンガラ校の授業料によつて賄われている他、いろいろな団体からの資

金によつて賄われています。

私はこの仕事を愛 しています し、教師を支援することが楽しいです。それは、教師訓練事業を通じて質が

高く、責任感のある教師を生み出す手伝いができ、ひいてはこの国を発展させる良き市民を生み出すことが

できるからです。

第 3回交換留学生の紹介

アンビカ 。マラ (Ambika Malla)が文京学院大学の国際連携コースで学んでいます。

前号で紹介 した通 り、Jumulaの 出身です。 8月 28日 に現地理事会に出席 した山下理事長 と共に来 日し、
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30日 には文京学院大学国際連携コースに入学しました。 12

月13日 まで同所で20人のアメリカ、 トルコ、マレーシア、

ブルガリなどの留学生たちと一緒に生活 し、勉強します。

日本語、英語、クールジャパン、社会見学や祭 り体験と日

本文化を自国語でない言語一英語で学んでいます。

9月 7～ 9日  文京学院大学軽井沢寮での研修  20,21

日 根津神社祭礼を見学・体験

10月 4～ 7日  文京学院大学生の自宅でホームステイ体験

19,20日  文京学院大学祭に参加  21日  ジブリ美術館

見学  27日  ネパール・ジャパン・ウィメンズ 。ソサエティに参加

11月 3日  さいたまフェスティバルに参加  4日  JNFEA理事有志による歓迎会

同窓会 「おしゃれBunkyo」 のパーティに招待され、ダンスを披露する。

予定  12月 13日  連携プログラム修了式  14日 ～18日  関西 。広島に見学旅行 (アメリカのメンバーと共に)

2014年 1月 7日  文京学院大学賀詞交歓会に参加  8日 ～ 2月 4日 埼玉県ふじみ野市立さぎの森

小学校で教育実習

3月  群馬県北軽井沢の小学校数校で授業見学

4月 ～ 7月  文京学院大学ふじみ野キャンパスで人間学部で日本人学生と授業を受ける。

チャウパディ慣習根絶への取 り組みのその後

チャウパディ慣習とい うのは、女性が生理時と出産の期間に、家とは別の小屋、時には家畜小屋に隔離さ

れる習慣のことです。ネパールの特に極西部。中西部に残る習慣です。生徒たちの郷里を訪ねた岩谷理事が、

このことを見、聞いた時には大変な驚きでした。

以来、」NFEAは 、卒業生たちの集まるフォローアップセミナーにおいて、この問題を取 り上げ、みんな

で根絶に向けての取 り組みをしていくことになりました。 (ニ ュ‐スレター 14号、15号 )

取 り組みの一つとして、 トイレを家に付随して建てることを協力しようとなりました (15号 )。 今年度、6

月に新井場理事が前年に調査 した村 「サラダ村」に行ってきましたが。韓国のNGOの協力で、村の家全部

に トイレが建設されていました。新 しい便器が据えつけられ、小屋の後ろには便や尿をため、バクテリアで

処理するタンクも作られていました。これまで、便や尿はジャングルで排泄していた村に、新 しい習慣がで

きたわけです。ところが、チャウパディ慣習根絶については、なかなか村人特に女性の同意が得 られません。

今年のフォローアップセミナーでは、極西部の学校に勤める卒業生教員が、生理期間中も学校を休まないの

で、校長に 「あなたの生理はいつですかJと 間かれ、「そんなこと答える必要がないJと 言つたとの発表が

ありました。

習慣だからね…せがれの嫁がチヤウパディ

で過ごしている横で姑は…

21日 文京学院大学
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村では トイレの建設ラッシュ



(σむ2)Topics&News(
飛衛機確饗犠鷲轡剛聞   ラルマヤ・ブダ (2012年 8月 ～ 2013年 3月  文京学院大学留学)

10月 22日 。パンファ、ラクシミ、私の 3人、ドルパの出身。今度の10月 20日 ～ 23日 にさくら寮で開かれるフォ

ローアップセミナーに出席するため、ドルパの空港ジュファルに来て9日 間、毎日空を見上げて過 しました。

1年越 しの空港の進まない整備工事に加え悪天候。飛行機がいつ来てもよいようにみんなで飛行機の発着

するグラン ドを整備 したり、らちの明かない愚痴を空港関係者にグチつたり。乗客は増えるばかり。病気の

子を連れた父親は切符が手に入らず、とうとう子どもをおんぶして、 1週間かかる山道に向かいました。

9日 目、ようやくやつてきた 1機に群がるようにして乗 り、ネパールガンジヘ。それから13時間のバスに

揺 られ、最終 日24日 早朝、さくら寮に

着きました。みんなが待っていてくれ

感激で した。私は日本留学の経験 と、

日本で得た知識をみんなに話すことが

できました。とてもうれしかつたです。

しかし、帰 りが大変、飛行機の切符

が手に入るまで、さくら寮に 1週 間滞

在、さらにネパールガンジの空港で ドルパに飛行機が飛ぶのを待つこと9日 。卒業後、帰郷するのに 2週間

待った人もいます。 日本の北海道の 3分の 2ぐ らいしかない国土なのですが、日本の交通網の発達に比べ、

大きな違いがあります。治療が間に合わなくて、病気やけがで死ぬ人が多いのです。

5月 23日 から25日 、48万人が全国の1,847の 試験会場で試験を受けました。 さくら寮卒業生のうち、 4期

生までの人が受験しました。昨年 日本留学でやってきたラルマヤ 。ブダも受験のため留学期間を短縮 し、急

きょ4月 に郷里に帰 り受験 しました。小学校教員の募集人数7,980人 に対 し、応募者は250,954人。およそ37

倍の競争率でした。結果は当初の予定は9月 後半でしたが、いまだありません。 17年前行われたときの発表

が 8年後といいますから、いつになるのか予沢」がつかない状態です。 (現地代理人クリシュナ・カティワダ)

9月 7日 から10日 まで、ヒンズー教の女性の祭 リー Tea ティー

ジ 祭 りです。学校 も休みです。この日には女性は着飾って祝い

ます。結婚 している女性は配偶者の健康 と家庭の幸福を祈 り、未

婚の女性は、良き配偶者にめぐまれるよう祈 ります。

さくら寮でも、マンジュさんを中心に盛大に祝いました。 7日 は、

おいしい食事の日で、マンジュさんは生徒たちを 5人ずつの 4グ

ループに分け、それぞれに料理を教え、みんなで作 り、おいしく

食べました。次の日は、「素敵な ドレスの日」です。みんなで素敵

な ドレスを着て歌い踊 りました。 (マ ンジュ寮母からの通信 )

3年 目 (最後の年)に入つた同財団からの助成金による訪問授業は、9月 10、 11日 にネパール在住の画家

白井有紀さんのアー トの指導がありました。2014年 2月 に10日 間ほど今村務さんの音楽、今村美知子さんの

「保健衛生および学級運営について」の授業を予定しています。 3月 14、 15日 に金先生の主催する絵画とピ

アニカの授業があります。

吉田理事が8月 18日 から9月 11日 までポカラに滞在 し、さくら寮に保管されている、卒業生の卒業後の記

録を整理 し、まとめてくれました。
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寮生は卒業後 3年間の教員 として働 く期間、JNFEAか ら4か月ごとに手当て

が支払われています。それには4か月間の勤務実績が各校長からKCPに送 られ

てくることが条件です。その勤務報告を吉田さんは一人ずつ調べ記録 してくれま

した。KCPの授業を見学 した り、寮生たちと話 し合った りして、現地の実情を

観察 してきました。体調をくず して入院 した りと大変な1か月の滞在でしたが、

これからの」NFEAの記録の編纂に貢献すること大です。

JNFEA会員の植月満 さんが理事長の代わりに出席、ご寄付の目録を頂戴

し、授業のため出席できなかったアンビカ。マラさんの手紙を代読しました。

アンビカさんの手紙の内容を以下に省略して記 します。

私が今、こうして 日本で勉強ができるなんて想像もしていなかったこと

が実現できたことは、ひとえに、」NFEAの皆さま、梅の実会の皆さまのおかげと深 く感謝申し上げます。

皆さまの期待にこたえるために1年 間、日本に滞在 していろいろな経験と技術を身につけ、ネパールの他の

友人に伝えること、そして勉強を続け、一生教員として生活することをお約束します。私は貧しい家庭に育ち、

村には水や電気など基本的な設備 さえなく、娘は嫁に行くのだから教育は必要ないという社会で育ち、毎日

何を食べるのか食事の心配をするだけの日々をすごしていました。そんな私が日本に来て日本の文化習慣を

知 り、高層ビルやゴミひとつ落ちていない設備の整った環境を見て本当に感動しました。ネパールの女性に

とってこのような良い環境で皆さまの愛情や支援を受けて勉強ができることは、めったにあることではあり

ません。 このようなチャンスをいただき心より感謝申し上げます。 アンビカ 。マラ

全国退職女性校長会 本部役員 平井迦葉子

日本ネパール女性教育協会の趣旨に賛同し、福祉募金6年 目を迎えました。

今年の会場は岡山でしたが、1000人余 りの方々が参集 し、今年の留学生アンビカ・マラさんの感謝のお手

紙をお聞きし、私たちの募金の活用の状況がよくわかり、嬉 しく思いました。

会員 5千名以上の会費の 1%を福祉募金として予算計上し、国内と海外の活動を支援 しております。さら

に、大会参加者の方々が大会会場で寄付をして下さり、次年度にその分を加算して、ご寄付させていただい

ております。私たちの願いが、さくら寮生たちの心に届き、ネパールの女子教育推進のためにご尽力できま

すことを祈念 してお ります。                   ‐

JNFEAのブースを設け写真などを展示。寒い中、多くの方が興味を示

し熱心に説明を聞いてくださいました。 3日 にはアンビカさんがネパール

の踊 りを披露しました。

11月 21日 (金 )、 文京学院大学のサロン 。ド・ブンキョウで、開催されました。アンビカさんが招待され、

岩谷理事と出席 しました。彼女はダンスがお得意、ネパールダンスを披露して喜ばれました。 1月 7日 の文

京学院大学の賀詞交歓会にも招待されています。

 ヽ  団体か らの助成金・ 寄附金の記録

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 東京パイロットクラブ かながわゾン

タクラブ 大阪堂島ロータリークラブ 大学女性協会群馬支部 全国退職女性校長会 (梅の実会)

JNFEAネパールチャリティーツアー 2013参加者
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JNFEAチャリティーツアー 2013
『最高のネパールをあなたとともに』に行ってきました !

「この秋、エベレス トの麓で満月を見たいと思っています」 (井上靖

『星と祭』)のイントロに誘われて、「JNFEAチャリティーツアー 2013」

は、さらに『最高のネパールをあなたとともに』をモットーに、充実し

たツアーを楽しんでまいりました。

まず、第 1回 (5月 15日 )文京学院大学で顔合わせ、第 2回 (7月 7

/8日 )青木村での氷河 。南極講演会・十観山ハイキングに希望者参加、

第 3回 (9月 29/30日 )青木村子檀岳ハイキング・無言館訪問、第4回 (10

月16日 )三浦キャンプで4000mの 高度体験をして、お互いに知 り合いになって、ツアーに出発 しました。

今年のメンバーは、 日本か ら男性 5人、女性13人の18人 と、ネパールからの 4人が加わ りました。ネパー

ル組は、マテマ元駐 日ネパール大使夫妻、国連にお勤めの女性とそのお

友だちのアメリカ女性でした。アメリカ女性は、ニューヨークからドバ

イ経由で、 2日 がかりでやってきました。マテマ大使ご夫妻は、はじめ

てのヒマラヤに興奮しきりでした。もつともつとネパールの方たちにヒ

マラヤを楽しんでいただきたいものです。

今年の特徴は、馬を多用したことです。圧巻は、タンボチェ僧院のマ

ニリン ドゥ見物に20頭の馬を連ねて出かけたことでした。近郷近在の馬

を借 り上げてしまいましたので、中には大分年寄 りの馬がいたりして、乗 り手の方がハラハラでした。一方、

子どものときから乗馬をしていたアメリカ女性は、つ り橋も馬で渡 り、馬子さんが汗びっしょりになって追

いかけるという一幕もありました。

連 日の晴天は、昨年以上。ホテル・エベレス ト・ビュー滞在の3日 間、雲ひとつかからないエベレス トが

惜しげもなく姿を現 し続けました。私たちは、ホテルの屋上に出て、朝な夕なにシャッターを切 りました。

アマダブラムの肩から満月は、昇つたのですが、H月 の満月は、白い山々と一緒にカメラに収めることが

できませんでした。代わって、真夜中、中天の満月は、違々と白銀の山々を照らし、静まりかえったヒマラ

ヤの谷は、永劫を思わせる静寂に満ちていました。

ポカラでは、さくら寮生に、ブーケと自井有紀さんご指導の招待状で

迎えられました。みんなで歌ったり、踊つたり、楽しく時が過ぎて行き

ました。ヒマラヤ桜咲くサランコットの丘では、宮原魏さんのホテル・

アンナプルナ・ビューが骨格を現 していました。筏でペワ湖の対岸へ、

フイツシユテイル・ロッジで優雅にツアーの最後を締めくくりました。

チャリティーツアーご参加の皆さん、いらっしゃれなかった鈴木さん

ご夫妻、山下紗衣さん、さくら寮へのご支援ありがとうございました。

このツアー、もう一度、来年も実施 します。まだ、ご参加でない方、来年こそ、どうぞ !! ご希望の方は、

山下まで (TEL03 3922 0476)。 (山 下泰子記、写真提供 :横山賀寿子)



クリシュナ日記 ネパールの識字教育

ネパールでは、人 口の約 1割にあたる人々 315万人が読み書きができないと言われています (ネパール教育省の調査)。 第
8期生の家族、彼女たちの親、特に母親の世代は読み書きができません。教育省は識字教育をすすめ、各郡でそれぞれのプ
ログラムが実施 されています。Kaski郡 では「2015年度までにみんなが読み書きができるようにJと いうプロジェク トのも
とに、40か所で教室が開かれました。

60歳のハ リマヤさんは、「小さい時は山羊の世話で学校に行けなかったが、今は読み書きができる」とうれ しさを歌にし
て歌い、59歳 のムラリ。ティリシナさんも (女性)自 分の喜びを歌にして書きました。このInformal Educationは 3か月コー
スで、数学、ネパール語、英語を教えます。カスキ郡のほかに13郡でもこの教室が開かれています。今年は、165万 人に識
字教育を実施すると教育省は言つています。

。22日

・23日

。25日

。26日

。27日

・ 28日

4月
。4日

さくら寮通信

(マ ンスリー報告 2013年 3月 -7月 の抜粋 )

3月
。8-9日 金先生―行訪間、2日 間ピアニカと絵画の指導。
。18日  悪天候で落雷あり、電話と電気が故障。給水タンク

が壊れた。 (電気は21日 に復旧)

カマラBK 皮膚の炎症で受診。

クリシュナ氏の案内で日本人 5人が来訪。

KCPで 12年生の送別行事が開催 され、寮生参加。

ホーリー祭の日。11年生、12年生のグループで楽しむ。
ピタンパル氏の案内で日本人 3人来訪。

KCPの試験が始まった。

第 2期交換留学生、ラルマヤが日本から帰国。

(17年ぶ りに実施 される教員採用試験受験のため)

翌 日、KCP学長に帰国報告 し、寮生とスタッフ全員

に、日本での経験を映像を示 しながら報告 した。 14

日り吊狙5。

・14日  ネパール新年の日。 (ビクラム暦の 1月 1日 )

祭 りが行われているレークサイ ドヘ皆で出かけた。
・17日  12年生は試験勉強。

11年生は トウモロコシと野菜の収穫。
。19日  ディーパ マニパル病院で受診。
。30日  12年生の統一試験が始まった。

5月
。12日  12年生の試験が終わって休み。ガラス拭き。
。18-19日  サファラ先生の授業を受講。
・22-25日  12年生、カ トマンズヘ修学旅行。
・30日  第6期卒業式挙行。日本からの参列者、KCP学長および関

係者、多数の招待客のご臨席を得て盛大に行われた。

6月

・ 1日  6期生故郷へ帰郷。
・15日  KCPは 今 日からlヶ 月間の夏休みで寮生帰郷。

帰媚βしないアスミタは、川岡シスターのところでボ

ランティア活動。
。25日  第 3期交換留学生アンビカが到着。

この後、3ヶ 月間の日本語学校に通う手続きをした。

7月

・ 2-4日 マンジュ寮母、卒業生30人への 4ヶ 月間の給料

を送金手続き。
・8日  第 8期選考会議実施。合格者決定。新間に公示。

(バ リジュー学長、岩谷、クリシュナ、マンジュ、

石井出席 )

。11日 -19日  ドーティー、バジャン方面へ赴任地訪問。

(岩谷、石井、クリシュナ)

。13日  第 8期生入寮。
・15日  寮生の部屋割 り、それぞれの部屋の掃除をした。

。16日  12年生のKCPの授業が始まつた。
・20日  バリジュー学長が新入生に「JNFEA」 と「さくら寮J

について講話。寮母から「寮生活のきまり」手帳を

配布、説明。新入寮生の歓迎会実施。 (岩谷、石井

がケーキを手作 り)

・21日  新入寮生、病院で健康診断を受け、全員問題なし。

寮生の数人も検査を受けた。
・23日  新入生歓迎会
。23-26日  寮生への授業。

・折 り紙 とはがき (岩谷、石井)・ 数学のテス

ト実施 と個別指導 (岩谷)。 作文 「私の家族 J

を英語で書かせチェック (マ ンジュ寮母 )

。28日  11年生のKCPの授業開始。

」NFEA活動報告
2013年 4月

。13日  第11期第 1回理事会
。17日  ニュースレター編集会議
。19日  彩の国さいたま国際交流基金及び

チャウパディー調査について
。30日  活動推進会議、総会資料確認

5月

。13日  総会資料準備 今井基金報告書まとめ 大泉資料室
。19日  第11期総会、第11期 第 2回理事会 文京学院大学
・23日  官公庁資料提出       法務局、本郷税務署
・22-25日  第 6期生修学旅行

(新井場、小野寺、出席)       カ トマンズ

・30日  第 6期生卒業式 .
(山 下理事長、新井場、小野寺、出席)  さくら寮

・30日  総会資料発送作業          大泉資料室

6月
。1日  国際ソロプチミス ト東京―府中、第 6回クラブユー

スフォーフム出席 府中市立教育センター
。10日  履歴事項全部証明書受取、提出   法務局、都庁
・12日  東京パイロットクラブ寄付金贈呈式出席南青山会館
。13日  彩の国さいたま国際交流基金2013について

コンパー トメン ト東京中央
。3-6日  チャウパディ調査 (新井場、クリシュナ)ア ッチャム
。14日  彩の国さいたま国際協力基金助成金書提出申請

埼玉県国際交流協会

チャリティーツアー第 1回準備会  文京学院大学日
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活動推進会議

会計処理

文京学院大学

二子玉川

大泉資料室

大泉資料室

大泉資料室

大泉資料室

NPO法人 「いきいきフォーラム草の根支援J理事長

宇野真人氏と会談   コンパー トメン ト東京中央
・ 5日  OKバジ (垣見一雅氏)と 会談      千葉幕張
・ 7日  第8期生選考委員会のため訪ネ (岩谷、石井)ポカラ

⑩



・8日  第8期生選考委員会     ポカラ 「さくら寮」
。11日  第5期生Shita・ BK赴任地訪問    Alghkhanchi
。 13--16日   Anurita、  Sarala、  Ramila、  Bipana、  Anjyari、

訪問               Bajang
。20-22日  算数テス ト実施、絵手紙、算数指導 さくら寮
。28日  第11期第 3回理事会        文京学院大学
。31日  会計処理              大泉資料室

8月

・ 1日  HP編集委員会     コンパー トメン ト東京中央
。8日  「かめのり賞」応募検討会      大泉資料室

。9日  現地理事会 (オーデットリポート)検討  大泉資料室

。18-9月 11日  現地事務整理のため滞在 (吉田)さ くら寮

。26日  埼玉国際フェアー準備、会計処理   大泉資料室

。27日  Ambika Mallaふ じみ野市教育委員会訪間

ふじみ野市教育委員会
。27日  HP編集委員会     東京コンパー トメン ト中央

10月

。 7 日  Followup SeminarlTイ トオ)tl

東京コンパー トメン ト中央

・ 9日  HP編集委員会     東京コンパー トメン ト中央

・15日 -26日  Follolvllp Seminar開催 (岩谷、深田) さくら寮

・28日  助成金応募打合せ          大泉資料室

・31日  月末会計処理            大泉資料室

11月

・ 2-3日 埼玉国際フエアー2013    さいたま新都心

・ 8日  ソロプチミス ト東京―府中

フレンドシップパーティー (岩谷出席 )。24日  「二十四の瞳」上映 寮の理念講話   さくら寮

・22日  理事長、ネパール教育省、他
。24-25日 保健体育指導 (斎藤)

・25日  バ リジュー学長との会談
。26日  現地理事会  (山 下理事長他 )

カ トマンズ

さくら寮

さくら寮

さくら寮

・28日  第 3期留学生Ambika Malla来 日
。30日  Ambika Malla、 国際連携プログラム開始 文京学院大学

9月

・ 7日  第11期第 4回理事会 文京学院大学

。15日  ニュースレター編集会議
。15-26日  チャリティーツアー

・22日  ボージヨレヌーボの会

(岩谷、アンビカ出席 )

二子玉川

ネパール

文京学院大学

編集後記
さくら寮生も 8期生となりました。これで、中西部地域、

極西部地域のすべての郡から、教員になろうという女性たち

がそろったことにな ります。2006年からスター トし、7年

目となると世の中の様子も変わってきます。最初の頃は携帯

がなかなか通じなかったものです。今は ドルパからもかけて

きます。政府が 3Mを学生に対して厳しく取 り締まるという。

Mobile, Motorbike, Miniskirto KCPの 庭にバイクが並び、

制服にミニスカー トが採用され、学生たちはみんな携帯を

持っています。さくら寮生も上着の丈をなるべく短 く見せた

いと工夫しています。長い縞模様のクルタの制服やサリーを

みんなが着ていたのはつい最近だったのですが・・ 。

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)

ア、 8期生 おしやれはクルタで

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 (」NFEA)

理事長 :山 下泰子

本 部 1〒 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 324」 」001 Fax 03■ 2223824

E‐ mair iwatani@r3.ucom.ne.lp 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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