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第7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 プラダンさん、バリジュー先生、マテマ氏
ご夫妻やKCPの先生方、古宇田亮順、小林洋子、降旗伸子、佐藤美寿津、宮原巍さんたちが出席しました。

1

第 9 期生の選考に際して―

選考委員会報告

理事

岩

谷

栄

子

7月6日、さくら寮で選考委員会が開かれました。出席者：バリジュー先生、岩谷栄子、クリシュナ現地マ
ネージャー、マンジュさくら寮寮母。
応募者36名中、SLCを合格した者は17名で、その中から次の基準で選考しました。
① 遠隔地域出身で、まださくら寮の入寮者のない地域の出身。
② これまでの入寮者が少ない地域の出身―マナン郡が該当。
③ カーストの低い者。
④ SLCの成績が良い者。
⑤ その他の配慮―家庭的事情や身体的な事情。
以上を勘案して10名の学生を選びました。
今回の課題として、応募者が多くなっても、SLCの合格者が少なかったこと。また、入学後KCPでの授
業に熱心に取り組む学生を選考したい。引き続き、KCPのHumakanta Pandy先生には、中西部、極西部を
まわり、リクルートを続けてもらうことが決まった。
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第９期生の紹介（家族や村のことなど）
氏名
（出身郡）
質問事項
①出身高等学校名
②家族事情： 構成
③村の学校について
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生年月日

年令

収入など

この地図はKATHMANDU以西を表示

④住んでいる村について
⑤村からPKR（ポカラ）までの交通手段
⑥好きな科目、 趣味
1. Ambika Majhi（Achham）1996/11/26
①Mahendra Secondary School
②父50歳 10年生修了 農業、母45歳 小学3年
生修了 家事と農業、弟3人；15歳 10年生、11

歳 6年生、6歳 1年生
③小学校1、中学校１、高校１（すべて公立）
小学校に通う生徒400人、先生：女性1人 男性1人、
学校に行かない子ども約20人
④民族－Chhetri,Majhi,Dalit
⑤バス停まで徒歩1時間→Surkhetまでバスで8時間
→PKR までバスで19時間、交通費1740ルピ－
⑥国語、趣味；ラジオを聴くこと
2. Amrita Upadhyaya（Kalikot）1997/09/04
①Panchakalika Higher Secondary School,（HS
School）
②父58歳 5年生修了 農業、母54歳 5年生修了
家事、兄15歳、兄20歳 12年生修了
③高校（公立１）学校へ通う生徒 約500人、先生；
女性4人 男性11人
④民族－Brahmin,Dalit,Chhetri
⑤バス停まで徒歩2時間→Surkhetまでバスで1日
→PKR まで19時間、交通費1175ルピー
⑥社会科、趣味；スポーツ
3. Dilkashi Gurung（Manang）1998/02/11
①Prakashjyoti HS School
②父49歳 10年生修了 農業、母47歳 5年生修了
農業、兄2人；21歳、19歳 高校生
③高校（公立１） 学校へ通う生徒200人、先生；女
性5人 男性9人
④民族―Gurung
⑤ バ ス 停 ま で 徒 歩1時 間 → バ ス でBeshisahar―
PKR19時間
⑥社会科、趣味;スポーツ
4. Gita Goshain（Rukum）1997/10/10
①Shital HS School,
②父50歳 10年生 修 了 農 業、 年 間 収 入 2000ル
ピー 母 2年生修了 農業、姉20歳 8年生修了、
姉17歳 11年生、弟14歳 5年生、妹12歳 2年生
③高校（公立１ 私立２） 先生；女性１人 男性
10人、学校へ行かない子10人
④民族－Brahmin,Giri,Gosain,Dalit
⑤バス停まで徒歩1時間→Kudu-Kohalpur →Mugling → PKR、交通費・3020ルピー
⑥ネパール語、趣味；バレーボール
5. Menkashi Gurung,（Manang）1995/06/25
①Prakash Jyoti HS School
② 父52歳 10年 生 修 了 農 業 年 間 収 入3000ル
ピー、 母50歳 2年生修了 農業 家事、兄22歳
6年生修了、姉20歳 5年生修了、弟15歳 9年生
③高校1（公立） 学校に通う生徒200人、先生；女
性5人 男性9人
④民族－Gurung
⑤バス停まで徒歩1時間 Besisahar→PKR、交通
費・1120ルピー
⑥社会科、趣味；スポーツ
6. Mina Kumari Achar ya（Dailekh）1997/05/05
①Ganesh Secondary School
②父45歳 SLC合格 先生、母43歳 小学2年生修

了 農業、兄24歳 10年生修了、兄22歳 大学院、
妹14歳 9年生
③小学校（公立1）中学校（公立1）
先生；女性2人 男性3人
④民族－Brehmin,Chhetri,Dalit
⑤徒歩1時間Khaidkijyula→バスで8時間Surkhet→
PKR、交通費・1600ルピー
⑥算数、趣味；スポーツ 新しいことを見学する
TVを見ること。
7. Nirmala Pun（Surkhet）1998/08/30
①Prabhat Secondary School
②父35歳 5年生修了 農業、母34歳 5年生修了、
兄21歳、姉17歳、
③高校（公立1 私立1） 学校へ通う生徒400人、先
生；女性5人 男性7人
④民族－Chhetri,Magar,Gurung,Dalit,Thapa
⑤家から徒歩15分Surkhetバス→PKR、
交通費・1175ルピー
⑥社会科、趣味； スポーツ
8. Nisha Gurung（Gorkha ）1998/05/20
①Buddha Secondary School
②父48歳 小学校1年生修了 農業、年間収入 1500
ルピー 母39歳 識字教育 農業、弟14歳 6年
生、12歳 3年生、8歳 1年生、6歳 1年生
③中学校（公立１） 学校へ通う生徒200人、先生；
女性2人 男性6人、学校へ行かない子ども30人
④民族－Gurung,Dalit
⑤ 村 か ら 徒 歩1日Soti→Arughat→Gorkha→PKR、
交通費・595ルピー
⑥ネパール語、趣味；バレーボール 読書
9.Parbati Thapa Magar（Kailali）1997/09/03
①Melkatteshwar HS School
②父52歳、母49歳、
③高校（公立1） 小学校（私立1） 学校へ通う生徒
500人、先生；女性5人 男性13人
④民族 Chhetri,Magar,Dalit
⑥家から Sahjpur－Attariya －PKR
⑦英語、趣味；ラジオを聴くこと、新聞を読むこと
10. Prema Gharti（Rukum）1998/04/15
①Baljyoti Ssecondary School
② 父41歳 6年 生 修 了 農 業 年 間 収 入 3,000ル
ピー、母42歳 2年生修了 農業、弟15歳 10年生、
妹13歳 7年生、弟11歳 6年生
③高校（公立１）学校に通う生徒500人、先生；
女性3人 男性10人
⑤民族 Chhetri, Magar, Dalit
⑥ 徒 歩1時 間Rukum Khalanga →Dang→Mugling
→PKR、交通費・2000ルピー
⑦ネパール語、趣味；バレーボール
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2014年度

ポカラ・プロジェクト現地理事会報告
理事 山下 威士
（１）2014年8月23日（土）11時～ 13時まで、さく
ら寮において表記理事会が開催されました。
出席者ネパール側から、新理事長Yogendra Lal
Pradhan（KCP理事長）、Surendra Bahadur
Bharijoo 運営委員会委員長（KCP理事）、Madan
Sharma（KCP理事）、日本側から、山下泰子（JNF
EA理事長）、山下威士（JNFEA理事）、宮原 巍理
事：陪席、JNFEA現地マネージャー Krishna
Khatiwada、さくら寮寮母 Manju Dhoju、KCP会
計係 Krishna Tamrakar。
審議の開始に際して、ネパール側から、新理事長
の就任が報告され、日本側からシスター川岡に代わ
る新理事として、飯森紘子Tulachanさんの紹介が
ありました。
①Bharijoo議長より、会計事務所報告書にもとづ
く2013年度会計報告がなされました。
②例年のとおり、JNFEAからの送金額が不足し
た場合には、ヒマラヤ銀行にある資金から運用
することを同意しました。
③選考委員会委員長でもあるBharijoo議長から、
今年のさくら寮生の選考委員会（2014年7月17
日開催）の選考結果が報告されました。
④山下理事より、前日に行われたBharijoo先生と
の事前交渉を踏まえたうえでの訂正を含む2014
年度さくら寮予算の概要が説明されました。
（こ
の予算案は、JNFEAの9月理事会で決定・通知
されました。）
⑤山下JNFEA理事長より、JNFEAの近況が報告
されました。とくに今年の3月のマナスル麓で
の赴任地訪問の経験から、小学校教育、とくに
低学年の教育において、現地語を話す教員が居
ることの重要性が強調され、このポカラ・プ
ロジェクトのさらなる重要性を再確認したこ
とが報告されました。また、第3期生の留学生
Ambika Mallaさんが、1年間の日本での研修
を終えて、無事に帰国したこと、第4期生の留
学生として、Sujata Acharyaさんが、日本に
到着したことが報告されました。
⑥ 最後に、Pradhan新理事長より、ご自分の
学校支援のボランテイア活動の経験を踏まえて
の、締めくくりのあいさつがありました。
現地理事会の終了後、山下理事長が新入生全員
に対して、恒例の個別面談を行いました。その後、
17:30 ～ 21:00まで、タカリのレストランで、宮原
巍･現地理事の寄付金による、新入生の歓迎パーテ
イを開催しました。
（２） ＜Bharijoo先生との協議＞ 現地理事会の前
日の11時～ 13時まで、Bharijoo先生と、さまざま
な問題について意見交換をしてきました。先生は、
シャングリラ銀行の理事長に就任されたそうで張り
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切っておられた。また、来年1月には、日本を訪問
したいというご希望がありました。いろいろな話題
の中で特別なことは、以下のようなものでした。
①英語の補習授業について、山下理事長より、寮
生の不満や要望を伝えました。その結果、
（A）とくに寮生からの要望である英語の補習
について、試験直前の予備校への通学について
は、予算60,000Rsの内で、Bharijoo先生が、適
切に処理してくださることになりました。
（B）さくら寮における日常的な英語補習授業
（とくに、小学校の英語テキストの教え方）に
ついては、寮母Manjuさんにより実施すること
にし、これについては、JNFEAが、理事会の
承認を経た後に、直接に手当を支払うことにし
ました。
②数学の補習事業については、2013年度は、実施
できなかったが、2014年度は実施する。その際、
山下理事長から、KCPの教員ではなく、小学
校での教育の経験のある教員にお願いしたいと
いう希望がだされ、了承されました。
③会計係の手当てのアップについては、KCP全
体の事情をも勘案して、昨年度の寮母のやり方
と同様にして、「会計係に必要な諸費用を、固
定額で支出する」という形にすることになり
ました。ガードマンの給与については、昨年
同様に、KCPの理事会決定に従う、すなわち、
KCPが、引き上げを行えば、同額を引き上げ
ることになりました。
④新たな問題として、教員採用試験に向けての準
備クラスの実施をしてほしいという卒業生教員
からの要望があるので、それに応えたいという
提案が、Bharijoo先生からありました。内容的
には、
（A）教員免許を持つ卒業生教員を対象に、
（B）教員採用試験直前に、3週間程度、（C）さ
くら寮に集めて、集中的に教育したいというこ
とでした。これについては私たちも必要と考え
ていましたが、なによりもまず、教員採用試験
がいつ実施されるのかが問題でした。これにつ
いては、規定上は毎年実施されることになって
いて、少なくとも次は17年後ということはない
だろう、ということでした。必要経費をも含め
て、仮に2015年度に実施するとして、計画の大
綱を検討してJNFEAに提案してほしいと申し
上げておきました。
⑤教員免許試験についても、同様の準備クラスを
してほしいという寮生の希望があるということ
でしたが、従来の卒業生教員の合格の割合から
見て、その必要があるのか、少し考慮の余地が
あると思われました。
⑥なお、さくら寮の将来構想について、Bharijoo
先生から、（A）KCPとJNFEAの協力の下に、
Primary Teacher Training Centerにしたらど

うか、あるいは、（B）現状を継続し、JNFEA
のことでした。来年5月のさくら寮卒業式には、ぜ
の援助の下に、KCP（大学）付属の寮にでき
ひご招待したいと申し上げました。
たらいいがという提案がありました。JNFEA
2013年度さくら寮決算報告
理事 山下威士
としても、取り組まねばならない問題であると
思われました。
L.K.Sharma & CO,Pokhara（会計事務所）作成の
（３） ＜教育大臣との面談＞ 8月25日（月）11時 「2013年度（2013年6月16日～ 2014年6月16日）報告
～ 12時まで、教育省MOEで、Chitalekla Yadav教
書Auditors Report」（2014年8月11日入手）による。
育大臣と面談しました。
単位はRS、１RS≒1.1円
①最初に、山下理事長より、約15分、英語ペー
Ⅰ KCP関連
545,205
パ ー を 基 本 に、JNFEAの 設 立 と 目 的 を 紹 介
（1）KCP納入金
401,600
（2）英語、数学の補習授業料
66,000
し、今回の訪問の目的を申し上げました。（A）
（3）学生募集費用
77,605
Feeder Hostel Systemの 重 要 性 に つ い て、
Ⅱ
学生関連
1,037,584
（B）今後、教員養成施設であったという本来
（1）奨学金
337,500
の目的に戻して運用してほしいという提案をい
（2）食費
374,357
たしました。大臣におかれては、この制度につ
（3）学生の制服
8,500
いては、よく知っているとのことでした。
（4）学生の旅費
157,091
②さくら寮＝ポカラ・プロジェクトについて、2
（5）健康診断
19,893
年間の教員訓練と、3年間の教員としての手当
（6）医療障害保険
22,011
ての支給という方法を通じた、より良い教育者
（7）卒業式関連費用
118,232
の育成について説明し、大臣よりこのポカラ・
Ⅲ さくら寮関連
293,018
プロジェクトについて、きわめて重要だと思う
（1）光熱水料
77,697
という評価がありました。
（2）寮メンテナンス費用を含む雑費
193,337
③文 京 学 院 大 学 と の 交 換 留 学 生 制 度 に よ り、
（3）建物保険
21,984
すでに4名のさくら寮卒業生教員が、日本で、
Ⅳ 雇員の賃金関連
468,401
教育方法について研修していること、教育省に
（1）寮母給与
168,000
おかれても、この4人を機会があれば、ぜひ有
（2）ガードマン給与
257,901
効に使ってほしいと、大臣に、個別に紹介しま
（3）会計係手当
32,500
した。
（4）会計事務所費用
10,000
④さらに、山下理事長よりこの3月に、さくら寮
Ⅴ 卒業生教員の手当て関連
2,067,000
を卒業した教員が、マナスルの麓の小学校で働
（1）6期生教員
650,000
いている赴任地を訪問した際、小学校教育にお
（2）5期生教員
689,000
いて現地語を話す教員の重要性（とくに低学年
（3）4期生教員
728,000
合計
4,684,278
の教育において）を再確認した経験を紹介しま
①2013年度予算総額4,795,007RSに対して、決算
した。これについては大臣も非常に興味をもっ
実額は、110,729RSの残で、執行率は、97.7％
て聞いておられました。
でした。
大臣は、東部地域のサフタリ郡のテライ地区の出
②KCPへの納入金は、前年度と同額でした。
身で、19歳で結婚され、「10＋2」では、トップの成
③数学の補習授業は、実施されませんでした。
績をとられ、王女様からメダルをもらったことがあ
④メインテナンス費用には、水タンクの取替えと、
ると自己紹介されました。ネパールの学校建設に協
寮生のベッド・パットの交換が含まれています。
力してこられた故三重野栄子元参議院議員（JNFEA
⑤建物保険が、倍増しました。これは、評価方法
会員でした）と知り合いで、神永美恵子参議院議員
の変更に伴うものでした。
とともにその散骨に
立ち会われたとのこ
速報
とでした。山下理事
バリジュウ先生（前KCPキャン
長より、今年の10月
パス・チーフ、さくら寮現地
のフォローアップ・
理事会理事）ご夫妻が、2015
セミナーの際、ぜひ、
年1月23日から30日まで、日本
さくら寮にご招待し
を訪問されます。JNFEAでは、
たいと申し上げまし
歓迎の予定を組んでおります。
たが、残念ながらそ
ご関心のある方は、事務局ま
の時は、大臣は名古
でご連絡ください。
屋に来ておられると
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Follow-up Seminar 2014

が開催されました。

期間：10月9日～ 12日、 担当理事：岩谷栄子 深田洋子
参加者：29人（1期生1人、2期生2人、3期生4人、4期生3人、5期生6人、6期生8人、7期生5人）
講師：バリジュウ先生、ケシャブ先生、ドュルガ先生、ヤダフ先生、熱田典子さん（アジア協会アジア友の
会）、古宇田亮順JNFEA 監事、小林洋子理事。
29人の卒業生が集って感動 子連れも3人！！
10月8日、卒業生が三々五々と到着しはじめた。大きな
バッグを抱えて。長旅だったろうに、明るい笑顔で手を
合わせて「ナマステ！」と挨拶。スタッフと既に到着し
ている友が、喜びの表情で迎え挨拶を返す。昨日までの
静かな空気の寮内が、急に華やかになった。
9日、今日から4日間の研修が始まる。それにしてもさ
くら寮にいた時と違って、皆スリムな体形になっている。
日々の生活の過酷さが偲ばれて、胸が詰まる。しかし、
久しぶりのヤダフ先生の講義
皆明るく喜びに満ちた表情だ。リツ（2期生）とパドマ（4
期生）、アニタ（5期生）の3人は、乳幼児を連れての参加。よく来たと感動。とくに、以前に最初の子を病
気で亡くしたリツ が、まるまると太った7 ヶ月の女の子を抱いて来たのは、本当に嬉しいことだった。
時間を効率的にと、ネットワークリーダーを加えてのスタッフの打合せを、今年は朝8時からに設定。研
修開始は10時。第1日の卒業生報告では、それぞれが経験や活動状況を報告し、皆熱心に耳を傾け、質問や
感想、助言等も活発で発言が多かった。多くが「自分の経験が話せて良かった。」「解決法を聞けた。」との
感想を書いた。また、7期生のラクシミ・プジャラの「赴任校で恩師と同僚になったが、彼女は、私の話を
聞かない、意見が合わない」との悩みの報告には、同感や励ましの声が出た。
第4日まで、朝食、夕食とも当番のグループが手際よく準備し、研修には皆元気に時間通り集まり、日程
に沿って順調に進んだ。
教員採用試験合格者のうち、今回参加した3人が、「受験対策報告」をしたが、具体的で、とても役立つ情
報であった。とくに、シタ・ギミレ（1期生）の努力ぶりは、びっしりと書かれたノートに、努力の跡が見え、
感動的であった。次の機会に臨む卒業生たちが、この先輩の体験から学んで努力して欲しい。
4日間の研修を終えての感想には、多くの者が「皆と再会できて良かった。この4日間で良い先生になる研
修ができた。今後もこの研修をやって欲しい。JNFEA ありがとう。」と書いていた。
研修会が終わった翌日10月13日、昨日からの雨が続いている中、朝6時半から三々五々に寮を発った。パ
ドマは、1歳半の子を抱いて大きなバッグを持ち、朝のバスに乗り込んだ。明日、さらに数日後に発つ者も
いるようだ。
今回の研修会担当の私たち3人（岩谷、古宇田、深田）は、大雨で欠航の国内便を諦め、1日遅れの14日、
ポカラからカトマンズまで、７時間かけて車で移動した。卒業生の中には、帰路難渋した者がいたのではな
いだろうか。
（深田洋子記）

プログラム
オリエンテーション
卒業生による報告（13人）
良い先生になるには（岩谷）
英語学習について（深田）
留学生による日本留学の成果報告（アンビカ・マラ、ラルマヤ・ブダ） 卒業生による報告
10日
英語の授業（深田） 教師採用試験合格者による体験報告（シタ、カウシラ、パドマ）
11日 ヤダフ先生による講義
数学についての講義（岩谷） パネルシアター講義（古宇田）
パネルシアター講義と実演（古宇田） 健康についての講義（熱田）教師採用試験への準備に
12日
ついて（クリシュナ）、総括（バリジュウー先生他）
9日

パネルシアターの授業

JNFEA監事

古宇田

亮順

第一日目
１、形合わせ
一枚のかみを7枚に決められた形に切り取り、それを組み合わせ、鳥, 牛,電気スタンド等に変形して作る
頭の体操。２、正三角形をいろいろに貼り、そこに出来る図形から類推できる平面図形や立方体を見つけて
想像力を養う。３、童話「ロバと親子」
（イソップ）の実演（他人の意見ばかり聞いて、しまいにはロバを失っ
てしまう話）５期生は初めてのパネルシアターなので、復習を兼ねて愛好作品を再演することにした。４、
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まんまるさん（ゴーロゴロ）猿、新作の「四角さん」等のよ
うな作品も上演した。５、カレーライス 皆、ネパール語で
歌うようになったので、英語、日本語でも歌えるようにした。
一度聞いた日本語をしっかり真似出来たのは、耳のよさ、集
中力のよいせいかなとも感じた。
第二日目
パネルシアターを個人的に作る。まんまるさん、カレーラ
イス、ロバと親子、の3グループに分かれて製作 まんまるさ
んは一つでもそれなりに完成なので、着色を含めて2つくらい
作ることができた。カレーライスは親しまれている作品だが、
まだ作ったことが無い人が多かったので、個人作品としての
作品をめざした。ロバと親子も作品数が多く絵を小さく作った方が良いからとコピー作品に頼らない人も出
てきたことはうれしい。詳細についてはホームページをご覧ください。

教員採用試験合格体験報告
第1期卒業生
シタ・ギミレ
1．試験準備
私の家には、大学生の妹と高校生の弟がいます。母は6年前に亡くなり、父はイ
ンドに出稼ぎに行っています。私は、朝4時半に起き、7時までに家の仕事を終わ
らせた後、図書館に行って勉強しました。午後は学校で子ども達に教え、一ヶ月
2500ルピー貰っていました。校長先生は、母親代わりに私に大変優しくして下さ
いました。
このような形で仕事しながら、勉強をしていたのですが、そのうちに病気に
なってしまいました。そこで、試験準備に集中するために、知り合いにお金を借り、
カトマンズに行きました。カトマンズでは友達の家に泊めてもらい、そこで勉強しま
した。その友達は大学院生で非常に優秀で、私に色々と教えてくれました。勉強した内容は、初等教育カリキュ
ラム、7年生までの教科書、教育法規、モデル問題集、教員向けの月刊誌や有名な先生が書いた専門書でした。
カトマンズには、1 ヶ月ほどいましたが、収穫の時期になると、弟と妹だけでは家の仕事をやりきれないので、
私も家に帰りました。家でも1日5時間は勉強しました。さくら寮にいた時に勉強したノートなども利用する
とともに、仕事で畑にいる時でも、頭の中では、勉強したことを思い出して復習するようにしました。また
私は、勉強したことをメモするようにもしていました。
2．試験当日
当日はどんな問題が出されても大丈夫な自信をもっていたつもりでしたが、試験場に入る時間になると、
少しお腹が痛くなってきました。しかも、椅子に座ってから、ペンなどを全部家に忘れて来た事に気がつき
ました。そばにいる他の受験者になんとかお願いしてペンを借りましたが、もし彼女が貸してくれなかった
ら、私はどうなっていたろうといつも思います。私は、彼女に本当に感謝しています。問題用紙が配られる
と、まず長い質問の答を書き、次に短い質問の答を書きました。夢中になって書いていたため、どれほど時
間が経ったのかわかりませんでした。
３．面接試験から合格発表
結果は、当初2013年10月に発表される予定でしたが、翌年の4月になってようやく発表があり、合格でき
ました。それから面接のための準備を始めました。面接では、試験官は3人で、順番に質問されました。質
問は、女性の権利、教育方法や法規などの他、個人的なことも聞かれました。これらに対し、ゆっくり答え
るようにしました。45分ぐらいで面接試験が終わりました。
5月頃に結果発表があり、私は、女性で5番目に合格しました。嬉しかったです。これで女性も頑張って勉
強すれば成功するというモデルになりました。9月に郡教育長から呼ばれ、Dubiya、Rangaiと言う村の高
校学校の小学校の先生になることが決まりました。
4．今後の抱負
家が丈夫になるためには、基礎がしっかりしていないといけないのと同じで、小学校がよくなれば、国全
体の教育が良くなります。私は、教育のレベルを上げるために必要な人間になりたいと思っています。最後
になりますが、これまで私に協力して下さった皆様へお礼を申し上げます。皆様のおかげで、私は採用試験
に合格できました。本当にありがとうございました。
＊今回の教員採用試験では、さくら寮出身者の4期生までの卒業生たち40人に受験資格があり、6名合格しました。
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ネパールの教員採用試験について
ネパールでは、短大の教育課程（11、12年）を卒業すれば、小、中学校の先生になる資格があります。し
かし、教員資格試験（Teacher's Licence）をパスする必要があります。さくら寮の学生は、12年生の時に
その資格試験を受ける機会があります。それをパスすると、小、中学校の教員になれる資格があります。し
かし、政府から給与が支給される正規教員には、なかなかなれません。
教員採用試験は、17年前に実施されましたが、発表が8年後にあったくらいで、定期的には実施されてい
ません。したがって、採用試験に受からなくても、教員へなれる道はあったのです。ところが、昨2013年1
月に、突然5月23~25日に教員採用試験を実施するという通達があり、国をあげての大騒ぎとなりました。
全国で13,059人の募集（小、中､高あわせ）があり、480,758人の応募がありました。（2013/5/17付ニュース）
37倍近い競争率です。（郡ごとに選考されるので、郡によっては、60倍とも、70倍とも言われています。）な
にせ、国内に仕事がないので、給与が支給される教員という仕事に、教育学部出身者はもちろん、臨時雇い
（テムポラリー）の教員たちがどっと応募したのです。
さくら寮卒業生たちの内、4期生までの40人が受験資格がありましたが、受験したのは36人でした。筆記試
験と、10月の面接試験に受かったのは、1期生シタ・ギミレ、マヤ・ロカヤ、サムジャナ・サル―、2期生ヒマ
ニ・ブダ、3期生コウシラ・ブダトキ、4期生パドマ・クマリ・ブダの6人です。その内の3人が、今回のフォロー
アップセミナーに参加し、体験を報告しました。シタ・ギミレの書いた手記（抄訳）を今回掲載します。統計
的に考えると、さくら寮卒業生の今回の受験者に対する合格者の比率は、36人中6人であり、6人に1人となり、
全体の倍率37倍～ 60倍というのと比較すると、かなりの好成績であるといえるのではないでしょうか。

卒業生の赴任地訪問①
岩谷栄子
バンケ郡Gyanjoti HS School 7期生アラティ・
ポウデルの勤務校
訪問者；岩谷栄子理事、西田鏡子さん、近藤蘭子
さん、藤田雅子さん、クリシュナ・カティワダ現
福島ルート
地マネージャー
7月13日、赴任してまだ2カ月しかたっていない
アラティの授業を参観。ネパール語と保健の授業。
休暇中であったが、生徒80人と教員8人が参集し
てくれた。
バンケ
アラティの授業は、大きい声で、しっかりと授
岩谷訪問
業をしていた。同行の先生たちのゲームや身近な
素材を使っての教材作りなどの実演があり、生徒
たちは、関心を持って学習した。終了後、教員た
ちと懇談会を持った。ネパール側の教員からは、学校に来ない子どもについては、制服や教材の援助をした
り、親とも話し合っているが、経済問題や親の教育に対する認識が薄いことが問題であるとのことであった。

ネパールの子どもたちに-楽しい保育教材の模索
西田 鏡子（元幼稚園園長）
岩谷栄子さんに誘われてネパールに行きました。さくら寮生を対
象に幼児教育の授業をし、また、さくら寮卒業生の赴任先の小学校
でもゲームを使った幼児教育を紹介しました。
Banke郡Gyanjoti H S School小学校、
迎えてくれたのは80人！それも4歳ぐらいから15、6歳？と思われ
る年齢幅！
（1）『握手した人だあれ？』
『目隠しをしたぬいぐるみが匂いだけで握手した相手を導き出す』
という理解は十分でなく、面白さまでには至らなかったと思われる
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が、一人ひとりに“ぬいぐるみ人形に触れてもらう嬉しさ”は感じ
てもらえたのではないかと推測する。
（2）『椅子取りゲーム』は2部制に
人数が多く狭い空間なので長椅子を二重円に並べ、中央円の子と
外円の子に分けて実施。あまりにも狭い場所で自由のない動きに、
“怒涛！の椅子取りゲーム”となる。けなげに動き続けてくれた子
どもたちに感謝！である。
（3）エプロンシアター『大きな蕪』
ネパール国内でエプロンをした人を見たのは、カトマンドゥ空港近くのパシュミナ工場での女性一名だけ
であった。エプロンのポケットから次々に出てくるかわいいお人形に子どもたちは目を奪われていた。
（4）バナナの葉を使ったペープサート『三匹の子豚』
さくら寮生対象
急遽、庭先のバナナの葉を1枚いただいてペープサートを作成し、木や藁の家の否定ではなく煉瓦の家を
一生懸命建てることの尊さが伝わるような展開に心掛けた。

卒業生の赴任地訪問②
ドルパ郡→ジュムラ郡

福島 進
訪問者；福島進理事 クリシュナ・カティワダ現地マネージャー
9月8日 9月6日に日本を発ち、8日の昼にはドルパの空港にいた。驚く程に順調で、幸先の良いスタートだっ
た。ジュハル空港は未だに滑走路が舗装されておらず、飛行機が発着するたびにものすごい土埃を上げてい
た。大雨が降ったり、雪が降ったりすると、滑走路がぬかるんで、何日も空港が使えなくなるそうだ。そう
した悪条件の空港なのに、たった２日で着くなんて、なんとついている事だろう。これから先もこうあれと
祈ったのだが・・。
1日目の今日は、さくら寮に7人の生徒を送り出しているフィー
ダ・ホステル（F・H）を訪問。ラルマヤさんの例もあり、さく
ら寮に憧れている生徒たちが多いと言う。
9月9日 ホテルの近くにある、6期生スリジャナさんの学校訪
問。2年生の社会科の授業を見学（写真①）。内容は「国の旗と国」。
ネパールの国の特徴を国の旗や鳥・花などを例に学習。一人一人
に自分の知っていることを発表させるスタイルをとり、子どもた
ちも活発に意見を言っていた。また、一人一人のノートを丁寧に
見て指導していた。授業
中笑顔を絶やさず、子ど
もたちも楽しそうに学習していた。その後、私も授業をした。特徴
的だったのは、校長が女性なのを始め、手話の教員を除いて全員女
性であったこと（写真②）。校
長によれば、これは偶然だと
いうのだが。さらに生徒も女
の子が圧倒的に多い。女性中
心の学校でとても女子の教育
1
が進んでいるように見えるが、
実 は 私 立 学 校 が 近 く に あ り、
男子の多くは私立学校に行き、私立の学校に行けない男子が公立学校
に来ているというのが実態だそうである。校長の話では、約130人の
2
生徒数（１～ 5年生）に、教員が10人いるので、彼女が引き続きこの
学校で採用されることは非常に厳しい、もっと教員の人数の少ない学
校にチャンスがあれば行けるようにしたいという。
夕方は、昨日行ったF.H.から招待があったので、再びF.H.を訪問。10年生が中心になって見事な踊りを見
せてくれた。彼女らにどんな夢を持っているのかと質問したら、村のために役立つ人になりたいとか、もっ
と勉強をしたいという答えが返ってきた。
夜食を、中学校（６～ 10年生）の先生も交えごちそうになった。驚いたのは、ここに集まった人々はほ
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とんどが教員なのだが、女性は男性が食べ終わるまで配膳もされない
し、食べようともしないことだった。男女差別の奥深さを感じた。
9月10日 アスミタ（7期生）さんの学校から、パドマ（4期生）さ
んの学校へ。アスミタさんの先導で草の生い茂る道を歩くこと5時間。
標高3000ｍのところに、彼女の学校はあった（写真③）。昨日泊まっ
たデュナイから1000m近く登ったことになる。集落の周囲はゴミだら
け、糞だらけ、飛び越えながら歩くのには、技術がいる。アスミタさ
んの学校は、１～ 3年生全員で16人。全員が学校にそろった日はない 3
という。今はジャガイモの収穫期なので、子どもたちは誰も学校に来
ないが、今日集まったのは9人で、収穫にはあまり役立たなそうな学
年の子たちだった（写真④）。校庭にシートを敷いて座り、本の読み
聞かせから始まった。聞いている子の表情を見ながら、聞き取りやす
い声の大きさで登場人物の気持ちが良く伝わる読み聞かせだった。子
どもたちも熱心に聞いていた。その後、英語の授業。アルファベット
の発音と読み方の練習を、カードを利用して一人一人に丁寧に教えて
確認させていた。時折風が吹き、風に舞ってしまい、青空教室の大変
さも実感した。私も授業をしたあと、校長と懇談した。アスミタさん 4
は大変熱心であり、ぜひ採用したいと考えているという言葉をいただ
いた。彼女は、ここの言葉がデュナイで使っている言葉と違っているので、現地の言葉が話せるように努力
したそうだ。
このあと近くの家で昼食となった。私は、この時大きな失敗をした。というのは出された食事をほとんど
食べなかったことだ。食欲がそれほどなかったことと、ポカラでお腹を
壊した経験があり用心したのだ。もしこの時、これから登ってきた1000
ｍを超える標高差を下り、さらに次の訪問先であるパドマさんの学校ま
でけわしい山道を登っていくことを知っていたら・・・パドマさんの学
校はこの村から遠くに見えていて、しかも下り道の途中にあるように見
えたので、まあ2時間も下れば着くだろうと、私は勝手に思い込んでいた。
そして、私の苦難の道行がはじまる。見晴しが良く快適な下り道を、
アスミタさんがすすめてくれたビスケットも食べず、調子よく歩いて
5
いたが、川に下り、さあこれから登りというとき、私の身体はガソリ
ン切れの状態になっていた。あわてて持っていたパンを食べようとした
が、吐き気が襲い、食べ物を受け付けなくなっていた。ゆっくりゆっく
り歩くのだが、どんどん遅れていき、荷物を全部持ってもらっても、ほ
とんど前に進めない。ついには道端で吐いてしまう。水分以外には何も
出ず、胃の中には何もないのがよくわかった。その後も、何回か吐きな
がら、他のメンバーに遅れること30分以
上。やっとパドマさんの学校に着いたが、
6
授業は終わっていた。私が到着するのを
待っていてくれた子どもたちや職員が歓
迎のセレモニーをしてくれたが、肝心の私は、青白い顔をして杖にすがっ
ているという、なんともみっともない醜態をさらしてしまった（写真⑤⑥）
。
その日はジュハルのホテルに泊まった。ここは室内にトイレが有り、水
のシャワーが出たので、これを全身に浴び、吐き気がまだ続いていたため、
7
何も食べずに眠り込んだ。
9月11日 ラクシミ（5期生）さんの学校を訪問。昨日の失敗にこりて、
食べるチャンスがあったらどんな時でも食べるという方針で、朝食はしっかりダルバードを食べた。腹を壊
したら運が悪かったと諦めることにした（写真⑦）。ビスケットも買い込んだ。吐き気は、もうまったくなかっ
た。3時間ほどで学校に到着。2年生の算数。円と四角形・三角形の学習。円・四角形・三角形の具体物をひ
とりひとりに手渡し、その特徴を丁寧に教えていた。また一人一人のノートも丁寧に見て評価しており、い
つも笑顔を絶やさない。学習のまとめもしっかりしていた（写真⑧⑨）。一方、子どもたちも交替で作業を
している時、その一人一人の作業の様子を、みんなで静かに見守っていた。また、折り紙を利用した授業も
見せてくれた。折り紙は慣れていないので上手に折れない子もいたが、一枚の紙から別のものができる楽し
10

さを味わっていたようだ。その後、私も授業をして（写真⑩）、職
員との懇談。校長は、ラクシミさんがこのまま続けて頑張ってもら
えれば、採用も可能だと言っていた。この日は、当地に宿泊。トイ
レは共同、手は洗えた。
9月12日 カマラさん（5期生）の村マジガンに向かう。ここから
歩いて2日かかる。今日は7時間歩いてゴダカルという所に泊まる。
なんとトイレはない。どこでも好きな所でしてください、と言われ
た。これは明るいうちに行かない
と、暗くなったら何を踏みつける
8
か わ か っ た も の で は な い と 思 い、
便秘になることを祈った。もちろ
ん、手や顔を洗うところもなかった。
9月13日 山の中で職務質問―６時30分
出発。約2時間山道を登る。峠に着くと、
2日前から我々と同行して案内役もしてく 10
れていたラルマヤさん（2期生）が、「こ
れから3時間下ります。それから2時間登って学校に着きます。」と言う。
前日は、全部で4時間歩けば着くようなことを言っていたのに、と心の中
9
で不満を言いながらて歩いていると、マジガンに向かう最後の2時間の登
り口で、警官に呼び止められ、職務質問を受けてしまう。パスポートの提出を要求され、パスポートを渡す
と、署内に呼ばれて、事情聴取のようなものを受ける。ラルマヤさんによれば、たぶん日本人が来たのは初
めてなので、不審がられたのだろうということだ。午後4時頃マジガンに着く。その日はカマラさんのお宅
に泊めてもらう。土間にゴザと絨毯を敷き寝る。トイレは、となりの家のトイレを借りることになった。
9月14日 最後の訪問―さあ、ジュムラへ、4200ｍの峠越え！！
6期生カマラさんの学校に行く。この学校は校長も村人もやる気がある
学校で、理事長を始めたくさんの村人が来ていた。職員室の中もきちん
と整理されており、掲示物もたくさんあった。校長は、この学校は積極
的に研究授業を行っており、近隣の学校から見学にくる教員が多い、カ
マラさんの授業だけでなく、他の先生の授業も見てもらいたいところだ、
と言っていた。さっそく彼女の授業を見学した（写真⑪）。5年生の理科で、
脊椎動物と無脊椎動物の分類の授業だった。まとめの部分だったようで、 11
一問一答式の授業で、ちょっと古い時代のスタイルだなと思った。授業
全体の流れはきちんとしていて、まとめもしっかり行っていた。その後、私も授業をして、職員および理事
長を含めた村人と懇談。彼女の採用については、頑張れば採用もあるという微妙な発言であった。
これで学校訪問はすべて終わったが、ここは他の地域に比べて、校長が学校にちゃんといるというのが、
大きな特徴だ。他の地域では、わりと校長が学校にいなくて、副校長が対応することが多い。中には、校長
はカトマンズにいることが多くて、半年ぐらいしか学校にいないというのもあるのだから。校長に責任感が
ある人が多いのかもしれない。また、ここでは大学の多くが教育学部のみで、教員になりたい学生が多いた
め、競争率が高いようだ。産業は、農業がほとんどで、就職先は公務員や教員しかないのかもしれない。ま
た、トイレの設備や排水設備などもあまり整っていないために、衛生環境はかなり悪い。この時期は、リン
ゴやジャガイモの収穫期で実り豊かに見えたが、冬は雪に閉ざされるところも多く、課題は多いようだ。
午前11時に出発。地元の人たちの話では、ここからジュムラに行くには2つの道があり、どちらの道もそ
う変わらずで、近道の方は5､6時間早く着くという。しかも、途中
には、お店もホテルもいくつもあるから、近道にしたらとすすめ
てくれた。もちろん私たちは、そのすすめに従った。しかし、こ
れが大きな間違いだった。地元の人たちと我々の歩く速度や、店
やホテルの考え方がまるで違うということを、考慮に入れていな
かったからだ。私とクリシュナさんは、結果的に標高4200ｍの峠
越えをすることになってしまう。一方、近道を選ばなければ、ほ
とんどが下り道の、最高でも標高3200ｍほどの高さを通るトレッ
キングロードを歩くことができたのだ。しかも、途中には、本当
12
にお店やホテルがそれなりにある道を。案内役のラルマヤさんは、
11

幸いなことに、我々とは反対方向の自分の家に帰っていった（写真⑫）。
悲しいことに近道を選んだ私たちは、何も知らずに朝ごはんをの
んびり食べ、蒸かしたジャガイモを何個か持ち、途中の店でビスケッ
トを買って、食料を補給しながら歩いていくつもりだった。昨日買
い込んだビスケットの残りは、すべてラルマヤさんのリュックの中
にあった。
出発地のマグガンは、標高約3500ｍ。私たちは心の準備もなく、
きちんとした食料の準備もなく、しかも、何も知らずに標高4200ｍ
の峠に向かってしまった。しかも、途中にあるという１軒の店は、
なんと閉まっていて誰もいなかった。3時間かけて登った峠まで2軒 13
の家しか見なかったし、誰にも会わなかった。さらに悪いことには、
横なぐりの雨が降り始めた。食料も乏しく、お腹をすかせてフラフラになりながら、5時頃まで歩き続けた。
今度は食べたいのに食べ物がなかったのだ。やっとたどり着いたホテルという名の宿泊場所が、床には木の
皮をはいだものが敷き詰められており、その上にゴザと薄い絨毯。その上にざこ寝。寝ていると、服の中に
小さな虫が入ってきてうごめいているのが分かる。一瞬でも早く朝が来ることを願いながら、夜を過ごした。
もちろん、トイレはなし（写真⑬）。
９月15日 荷物が着かない―今日は途中からトレッキングロードに出たので、食料は豊富で、お腹もすか
ず快調に歩いた。しかし、問題があった。実は、カマラさんの兄さんにジュムラまで、道案内兼ポーターを
お願いしていたのだが、昨日泊まった所の近くに彼の実家があって、昨夜、実家に行ってくると言って出か
けたきり、戻って来てない。出がけにホテルの人に、出発時間に間に合わなかったら荷物を置いて先に出発
してくれという伝言をしていたらしく、私たちは、彼の到着を待たずに出発することになった。
今日は、快調な足取り。予定地には、2時頃着いてしまった。そこで荷物の到着を待ったのだが、3時になっ
ても、4時になっても、いや８時になっても、9時になっても、着かない。結局、その日には着かなかった。やっ
とベッドがあり、外のトイレだが、トイレがあり、手が洗える場所に泊まれたのに、荷物がない。しかも、私は、
うかつにもヘッドライトをその荷物の中に入れてしまっていた。外のトイレで、ヘッドライトなし。これは
想像しただけでも、悪夢である。
９月16日 ポーターの言い訳―朝10時頃、宿にポーターが着いた。とにかく荷物が無事に着いたので、出
発。今日は、3時間ほど歩けばジュムラの空港に着く。そして、ア
ンビカさんとフルマヤさんに会えば、すべてが終わる。しかも、
ほとんど平らな道で歩きやすい。私たちは、のんびりと4時間かけ
て、ジュムラの空港に着いた。ホテルに入ってポーターを待つが、
馬で来ていたポーターの彼が着いていない。それでも、その後２
時間ほどで着いたので、荷物を受け取ることができ、ホッとした。
どうしてこういうことになったのか不思議に思われるだろう。ポー
ターの彼によれば、次のようである。前日の15日に実家に泊まっ 14
た彼は、荷物を運ぶために馬で行こうと思い、実家で育てている
馬を探した。馬は山で放牧されているので、目的の馬を探すのに
とても時間がかかり、間に合わなかった。今日は、馬がお腹をすかしていたようなので、道々草を食べさせ
ていたので遅くなったということである。信じるか信じないかは、読む人に任せるしかない。とにかく、私
が行ったのは、そういう所だということである。
９月17日 朝8時。アンビカさんと彼女の夫が、ホテルにやってきた（写真⑭）。彼女は職がないので、元
の学校の年間プログラムに協力している。幼稚園の設立を考えていて、ポカラで開か
れるフォローアップ研修に、そのプロジェクトを提出したいと言っていた。フルマヤ
さんも（写真⑮）、９時頃ホテルにやってきた。彼女を見たとき、あ～あ、やっとこ
れで今回の訪問の目的をすべて果たすことができたと思った。彼女は、4期生で卒業
してから3年が過ぎ、JNFEAからの援助がなくなり教員採用もされなかったため、現
在、職探し中だが、11月になったら、私立学校に採用される見込みができたと言って
15
いた。それを期待したい。
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2015年第1回訪問授業

2月6日～ 17日

毎年2月には、今村務、美知子夫妻がさくら寮に行き、
音楽と保健・授業の進め方などについての指導を実施し
てきました。今回は、6日から17日の間で、以下のような
課目で実施します。
音楽；今村務さん
ネパールの子どもの歌を使っての
「音やリズムなど」の指導法から始め、諸外国の美しい
歌の紹介、学生たち自身が、それらを身につけるための
実践を行います。今回は、12年生が、昨年学習した歌を、
11年生に教えておいてもらうため、さらに高度な教育が
できる予定です。
性の教育：今村美知子理事 「子どもの体・大人の体」
エアロビクス指導風景
「赤ちゃんはどこから？」「エイズって何？」「チャウバ
ティって？」という授業をする予定です。前回同様【出産人形】
【性交人形】
【赤ちゃん人形】などを使って、
わかりやすく授業をしたいと思います。かけがえのない自分を大切に生きていってほしいと願いながら。
「ジェンダーフリー」について；吉田英子さん 今回ノーベル平和賞に選ばれた「マララ・ユスフザイさん」
の国連本部での演説から導入し、“世界子ども白書”“子どもの権利条約”“女性差別撤廃条約”の主な点に
ついての解説と、女性が教育を受けることによる効果や必要性等々について、学生たちとともに考えていく
授業をする予定です。
「エアロビクス」指導；中野ますみさん、エアロビクスの指導者です。機器のないところでもできるように、
自分たちで歌いながら、エアロビクスができるように指導します。有酸素運動の効果などについても指導し
ます。毎回学生たちに大受けの授業です。今回で3回目の訪問です。
また、今村美知子、吉田英子、中野ますみさんたち3人は、2月10日から3日間の予定で、卒業生の赴任地
―7期生ビパナ・ネパリ（ピュータン郡）さんと1期生サムジャナ・サル―さん（パルパ郡）2人を訪問する
予定です。

絵画教育とピアニカ指導

3月7，8日

金斗鉉先生と「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の指導が、予定されています。毎年、このグループ
は、ポカラの奥地にあるナウリコット村での、
「子どもたちと絵を描く旅」
を実施していますが、さくら寮へも訪問していただいています。これま
でに、7回の訪問をしていただいています。絵画の授業は、公立の小学
校の授業では正規の授業にはなっていないようですが、寮生たちが先生
となった時、楽しく授業を進めるため、また情操教育のためにも、大事
なことです。

KCP-文京学院大学交換留学生について
第3回留学生アンビカ・マラの日本滞在記録（２）
3月6日～ 3月12日 群馬県吾妻郡長野原町立応桑幼稚園
My Experience at Kindergarten
March 6,2014 to 10, I got good chance to visit in kindergarten school.
There are lots of lovely kids. I played with them it was so enjoyable
moment for me. They are easily familiar with me. All time they want
to play with me. I never forget their love and respect to me. Also all
teachers care them like their own child. It was my new experience about
Japanese kindergarten.
第3回の留学生アンビカ・マラさんは、7月いっぱいで 人間学部での授業を終え、8月7日に帰国しました。
1年間の日本滞在中、文京学院大学での英語と日本語でのハードな勉強に耐えました。1月から3月は、埼玉
県ふじみ野市さぎの森小学校で3週間、東京都小金井市の緑小学校で1週間、群馬県吾妻郡長野原町中央小学
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校と大桑幼稚園での教育実習を経験しました。教育実習については、梅の実会会員やJNFEAの会員のお世
話になりました。子どもの好きな彼女は、この実習を丁寧に、また関心を持って取り組みました。
8月25日付 アンビカ・マラさんからの便りです。
今日は、みなさん
私は、アンビカです。日本にいる皆さんお元気ですか。
私と家族も元気です。
私は、ジュムラに着きました。カトマンズからジュム
ラに行くのに、すごく大変でした。
すごい雨が降ったから、飛行機が行けなくて（連絡が
遅れて）ほんとにごめんなさい。
今、ジュムラの学校で、日本で勉強したことを教えて
います。幼稚園のこと（設立）も頑張っています。
1年間一緒に過ごしました、本当にありがとうございま
した。あなたのlove,care and help わすれません。
Ambika Malla
第2回の留学生ラルマヤ・ブダさんは、地域の学校を回り、日本での経験を講
演し、また、会得した算数の教育方法や体育、パネルシアターの技術を広めて
います。
前号でお知らせしたように、第4回留学生スジャー
タ・アチャリヤさんが、7月21日に、来日しました。
約1か月、日本語と日本の生活に慣れるため、横浜の
新井場理事宅で過ごし、8月28日、本郷の文京学院大
学国際連携コースに入学しました。以来、アメリカ、ブルガリア、トルコ、マレー
シアから来た16人の留学生たちと学生寮で生活し、日本語、日本の文化や政治・
社会などを、英語で学んでいます。2日で1冊の日本の文学書を英語で読み、感想
文を書くなど、極めてハードな日々を過ごしています。また、近くの根津神社の
お祭りに参加し、みこしを担いだり、寺院の参観や座禅を体験したり、日本の宗
教についても学んでいます。新聞社、国会、浅草、菓子工場などを見学したり、
“Cool
Japan”などの課目を経験しています。母国語でない英語と日本語での授業です
ので、大変だと言っています。
写真は入寮式であいさつするスジャータさん。

梅の実会福祉支援と日本ネパール女性教育協会（寄稿）
全国梅の実会福祉支援担当 平井迦葉子
「梅の実支援事業」は、平成21年本会創立50周年を契機に国内・国外を対象として、始められました。
具体的には、会費の1％と梅の実募金（全国大会に参加した会員の募金）
を梅の実支援基金としてNPO法人エンプリオ基金センターと認定NPO
法人日本ネパール女性教育協会へ贈呈してきました。
そこで、本年度は支援活動5年が経過しましたので、今度の支援活動
の在り方について検討しました。その結果、梅の実福祉支援活動の視
点は「女性・子ども・教育」と考えてきました。そして、「ネパールの
農山村の遠隔地に暮らす少女達の初等教育普及を目指して、毎年10名
の学生を募集し、10年間で100名の女性教員を養成・育成、卒業後選ば
れた女教師が日本に1年間留学して、日本の教育制度や教育内容・指導
方法を研修し、ネパールの指導的教員の育成を目指しているプロジェクト」に支援を継続することにし
ました。
梅の実支援金は、日本ネパール女性教育協会の研修の一部に役立っています。そして100名の女性教
員が育つ平成32年度まで継続をして行うことになりました。（写真は、山下JNFEA理事長と今年度の留
学生スジャータ・アチャリヤと筆者）
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ダサイン

さくら寮寮母

マンジュ・ドージュ

ダサインは、ネパールで一番大きく、重要な祭で、国を挙げてにぎやかにお祝いします。
これは、大体10月に催されますが、時には9月末に催されることもあります。今年のダサインは、９月25
日から始まりました。期間も長くにわたります。果実や野菜などの食物が一年で一番たくさん収穫でき、家
畜が牧草を充分に食べられる季節に行われます。また、ダサインは、神が悪魔を退治したお祝いとも言われ
ています。ある人々によると、ダサインは、善は必ず悪に打ち勝つという言い伝えを実現するための祭りとも
言われています。
ダサインの頃
は、気候が良く、
天 気 も よ く、 空
気も澄んでいま
す。 農 家 の 人 た
ち は、 畑 作 業 を
休みのんびりし
ま す。 学 校 や 工
場、 役 所 は、 休
額に赤いティカ（米粉を染めたもの）をつけてお祝い
み に な り ま す。
気持ちのいい気候、たおやかに実ってさわさわと音を立てる穀物、にぎやかに人々は行きかい、買い物客で
賑わうお店、道路、寺や水道の蛇口などが急いで修繕され、なにもかも訪れるお祭りを祝うための準備をし
ます。ダサインは、“悪を懲らしめ、不実を真実に、不公平を公平にすること”を究極の目的としています。
Nawa Durgaと呼ばれる初めの9日間、最初の勝利の女神として知られるDurgaを、人々は称え、きれい
に磨き上げられた寺院をお参りします。
生贄の山羊や水牛などが捧げられます。Vijayadashamiと言われる10日目が、お祭りのクライマックスで
す。この日、年上の人から赤いティカJamara（米粉を赤く染めたもの）を額にもらい祝福されます。赤いティ
カは、ヒンズー教では、幸福と勝利のしるしなのです。
ダサインは、家族や親せきが集まる機会でもあります。外国で暮
らす人々も帰国します。みんな新しい服を着、おいしいごちそうを
食べます。貧乏な人々にとっても、ごちそうを食べることができる
得難い時でもあります。Bambooという昔からの慈善団体が施して
います。
ネパール人は皆、この祭りに没頭します。国歌が歌われ、ラジ
オ、TV新聞などは、こぞって祝いの言葉を発します。カトマンズ
のTundikhelでは、花がいっぱい飾られます。そこを訪れる人は、
この国の首脳からティカを受けることができます。
沢山の人々が飾りたて、にぎやかに過ごすお祭りですが、時には行き過ぎもあります。そこなしの飲み放
題や賭け事が口論や喧嘩をおこします。貧しい人々にとっては、ダサインはむしろわざわいであり、伝統的
な行事に処することは、難しいことなのです。多くの人々が、浪費のおかげで破産することもあります。神
に捧げられた生贄は、時に消化不良や食中毒などの事故を起こし、人々を苦しめることがあります。ダサイ
ンの時には、泥棒やスリが横行し、犯罪が後を絶ちません。また、市場の価格が高騰します。このような悪
い観点があることを考えると、ダサインは、曲がり角に来ていると言えるでしょう。

クリシュナ日記

現地マネージャー

クリシュナ・カティワダ

それでも僕は学校へ行きたかった
僕の生まれた村は、アドンタールという、カトマンズとポカラの中間ぐらいにある山間の部落です。ふも
とにはトリスリ川が流れ、対岸にはハイウェイ（と僕たちは呼んでいた）が通り、バスが走っていました。
村人は、米や麦、トウモロコシなどをつくり、女の人が背負ってバス通りで商っていました。電気や水道も
ない生活でした。朝早くから、歩いて10分のところにある池に、水汲みに行きます。20リッターぐらいしか
たまらない池で、早い者勝ちです。カエルも水飲みに来ていて、カエルごと汲んでご飯を炊いてしまった
15

人もいました。家の中も自然と共存。ツバメやスズメが巣を
つくり、ヘビが卵を狙い、その攻防でにぎやかでした。時に
は、森からジャッカルがやってきてヤギを襲うこともありま
した。
そんな中で育った僕は、学校というものは、知りませんで
した。僕が７歳になったころ、父や近所の大人たちが相談し
て、学校を作ろうということになりました。最初は牛小屋の
片隅、しばらくしてマンゴの木の下にわらぶき屋根の校舎を
作って、そこが小学校となりました。村で読み書きのできる
人が、先生となって教えてくれました。僕は、8歳で小学校に
入学したのです。
教科書はなく、自分の家にある字の書いてある物を持って
きての授業でした。僕は、家にあった「サンスクリット語」
の本を持っていきました。紙も鉛筆もなく、木の板に砂をま
いて指で書く子や、土の上に棒で書いて消すという子もいま
した。雨が降れば休み、暑いといっては休みの学校でした。
先生も、最初はボランティアでしたが、村人たちの努力の
おかげで、壁のある校舎ができ、先生にも給料を払えるよう
になりました。しかし、ここでは小学校３年生までの授業し
かできないのです。それ以上の学年に進むには、約10キロ離
れた村の小学校に行くしかありません。
子どもの足では、3時間かかります。バスがあるのですが、
お金がないので乗れません。大人のお客が乗り終わった瞬間に子どもが、バスの後ろや扉にしがみつくので
す。運転手も心得ていますから、振り落とそうとバスを揺らします。必死にしがみつくのですが、途中で振
り落とされることもたびたびです。そうなると歩かなければなりません。朝6時に起きて、おじやのような
ごはんを食べて歩くのは、つらいものでした。帰
途がつらくて、よその家の軒下に泊まったことも
あります。そんな時には、翌日は朝ご飯抜きです。
沢山の友だちが、学校を途中でやめました。僕の
父は厳しかったので、学校をさぼることはできな
かったけど、僕は学校が楽しかった。
この学校は10年生まででした。これ以上はカト
マンズまで行かねばなりません。そのころは、家
では７人の子がいて、妹たちも学校に通い、父
親は病気になり働くことができなくなっていまし
た。長男の僕は働かざるを得ません。幸い村の人
の理解があり、そのころできた村の中学校で先生
として働くことになりました。僕は18歳になって
草かり鎌がほうちょう
いました。

Topics & News
「梅の実会」引き続き留学生への支援金給付
全国退職女性校長会（梅の実会）の総会が、埼玉県大宮市で10月16日～ 18日に開催されました。今年度
の留学生スジャータ・アチャリヤさんは、山下理事長と共に出席し、ご挨拶とお礼の言葉を述べました。校
長会は、5年間にわたって、JNFEAの活動と留学生への支援をし
てくださいました。そして今年度の総会で、さらに5年間の支援を
してくださることになりました。ありがとうございます。
国際交流ボランティア「みなと」グループによるチャリティコン
サート
11月26日（水）横浜の神奈川区にあるカナックホールで開かれ
たコンサートに、3人のJNFEAメンバーが参加しました。（JNFEA
のパネルの前で3人が記念写真）。このグループは、コンサートの
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収益金を、JNFEAにくださっています。毎年新しい企画で楽しませてくださいます。今年は、
チェロ、
ピアノ、
ヴァイオリンの演奏で、チェロとヴァイオリンは親子（母と息子）の出演で、会場が沸き立ちました。また、
来年は35周年だそうです。すごいですね！！
文京学院大学学園祭に参加
10月18日（土）、文京学院大学の同窓会のお世話で、学園祭に参加しました。当日は快晴、JNFEAの活動の場、
ネパール、カニヤ・キャンパス・ポカラと文京学院大学の交換留学生のパネル写真による紹介と、仕入れて
きたばかりのネパール製アクセサリーの販売をしました。最初に来
てくださったのが、川邉学長（写真）。興味深くパネルを見てくださ
いました。島田理事長、同窓会の役員の方々、山下理事長を知る方々
が来てくださり、山下理事長のていねいな説明を聞き、またお買い
上げくださいました。
スジャータの留学生仲間も来てくれ、素敵なクルタを着たス
ジャータの「いらっしゃいませ、買いましょう」に、ついつい買っ
てくれました。元気な若い学生たちがダンスをする舞台の脇で、私
たちも若返りました。

さくら寮通信
（2014年5月－9月）
5月
・12日 12年生の試験終了。
・14日 11年生試験開始。11年生を試験センターへ引率。
・15－17日 12年生は、すべて終了。部屋の掃除と荷物整
理。
・21－24日 12年生は、カトマンズへ卒業旅行。
・25－27日 寮生全員でホールの清掃、飾り付けをし、卒業
式準備。
・27日 山下理事長、古宇田氏とそのグループ到着。
・28日 古宇田氏グループが、カニャ小学校で100人の児童
にパネルシアターの授業実施。その後、さくら寮で
も授業実施。
・29日 朝、バリジュー氏がさくら寮で卒業生に、故郷の学
校で勤務するにあたり、その責務について講話。。
・30日 卒業式挙行。KCPの先生方、山下理事長、マテマ元
大使ご夫妻、宮原巍さん、古宇田監事、小林洋子理
事他2名出席。山下理事長が、英語の授業について
11年生と相談。
・31日 11年生に奨学金支給。全員が故郷に向かった。
7月
・13日 岩谷理事、西田鏡子、近藤蘭子、藤田雅子さんたち
はバンケ郡アラティの学校訪問。
・17日 9期生の選考委員会開催。バリジュー氏、岩谷榮子
理事、クリシュナ氏、マンジュ寮母出席。10人選
抜、選考結果を新聞に掲載する準備。
・18日 スジャータさん（第4期留学生）の留学準備。
・19日 岩谷理事と同行の3名（西田鏡子、近藤蘭子、藤田
雅子さん）が寮生に講義と指導をした。その後、ス
ジャータさんを同伴して帰国。
・20日 今日までに12年生全員が寮に到着。KCPの授業開
始。
・24日 新入生の大部分が入寮した。証明書用の写真を撮
り、KCPの制服を注文した。
・27日 新入生のKCPでの授業が始まった。
・29日 新入生の大部分が、マニパル・ティーチング病院で
健康診。肺結核、HIV検査、B型肝炎の検査をした。
翌日10人の診断結果、全員が健康だった。
・31日 朝、バリジュー氏が寮に来て新入寮生全員に会い、
JNFEAおよび「きまり」について話した。
8月
・ 5日 「寮生活のきまり手帳」を配り、オリエンテーショ
ン実施。

・ 7日

寮母による英語の授業を始めているので、11年生の
テストをし、「私の村」の作文を書かせた。
・ 9日 早朝に弁当を作って、11時に「山岳博物館」へ出か
けた。寮生は、ヒマラヤの生活と文化を学び、写真
を撮って楽しんだ。
・16日 休日。クリシュナさんが寮生に折り紙の指導。
・19日 寮生の写真入り大マップを完成。11年生のネ・英、
英・ネ辞書を購入。
・23日 現地理事会開催。その後、山下理事長が寮生全員に
「寮生活」について講話した。夕方、タカリキッチ
ンで歓迎パーティー。
・27日 KCPでは、Teej祭の行事を行った。寮母も招かれ、
寮生は歌とダンスを披露。
・28日 今日はTeej祭の初日。寮生たちは、特別の料理を食
べ、歌ったり踊ったりして楽しんだ。
9月
・ 4日 英語のレベル1の授業が終わったので、全員に試験。
・ 8日 東大生のボランティア8人が来訪し、夕食をともにする。
寮生と交流。
・ 9日 彼らは、寮生のKCPでの授業を参観。夕方、健康教
育について寸劇を披露。
・13日 土曜日で休日。ダサイン休暇になる前に、寮全体を
掃除。
・19日 寮生全員に旅費と1ヶ月分の奨学金を支給。
24日～11月1日までダサイン休暇。

JNFEA活動報告
4月
・ 3日 会計監査
文京学院大学
・ 8日 総会資料検討
文京学院大学
・ 8日 埼玉国際交流協会報告書作成
大泉資料室
・10日 総会案内発送
・11日 JICA申請相談
JICA幡ヶ谷
・16日 埼玉国際交流協会報告書作成
大泉資料室
・16日 JICA訪問
JICA本部
・17日 埼玉国際交流協会訪問
埼玉国際交流協会
・17日－5/2 赴任地訪問
ネパール
・19日 第12期第1回理事会
文京学院大学
・22日 ニュースレター準備委員会
二子玉川
・22日 JICA申請準備
大泉資料室
・27日 パネルシアター研修会参加
淑徳大学
・30日 活動推進会議・総会準備
大泉資料室
5月
・ 6日 会計業務の引き継ぎ、横山税理士面談 大泉資料室
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・ 9日 決算、認定事前の相談
都庁
・12日 JICA申請準備
東京中央
・19日 活動推進会議
大泉資料室
・22日 報告書提出
埼玉国際交流協会
・23日 JICA のNGO セミナー
JICA幡ヶ谷
・25日 第12期総会
文京学院大学
・27日－6/4 第7期生卒業式参加
ネパール
・29日 官公庁関係書類提出
都庁、法務局、本郷税務署
・30日 活動推進会議
大泉資料室
6月
・ 3日 報告書提出
埼玉県国際交流協会
・ 9日 登記変更届提出
法務局
・11日 JICA申請準備
大泉資料室
・12日 JICA申請相談
JICA幡ヶ谷
・14日 ヒマラヤチャリティーツア準備会
文京学院大学
・17日 登記簿謄本取得
法務局
・17日 JICA申請相談
JICA幡ヶ谷
・22日 JICA申請相談
JICA幡ヶ谷
・23日 納税証明書取得
本郷税務署
・24日 JICA申請
JICA幡ヶ谷
・25日 報告書提出
埼玉国際交流協会
・25日 Ambika講演
杉並区宮前中
・26日 報告書提出
東芝国際交流財団
・26日 埼玉国際交流協会報告保管
大泉資料室
7月
・10－21日 選考委員会 赴任地訪問
ネパール
・11日 JNFEAについて研修会（東大生3名） 文京学院大学
・16日 選考委員会
ネパールさくら寮
・21日 Sujata来日（岩谷理事同行）
・21日－8/27 Sujata新井場理事宅滞在
・27日 第12期第2回理事会
文京学院大学
・31日 Ambika母親学級講演
中野
８月
・ 2日 Ambika、 Sujata 歓送迎会 山下理事長宅

・ 4日－5日 Ambika 、Sujata軽井沢へ、今村理事宅滞在
・ 6日 Ambika帰国
・14日－16日 Sujata磯さん宅滞在
・15日 活動推進会議
大泉資料室
・18日－27日 現地理事会
ネパール
・21日 Sujata紙芝居作成
石橋さん宅
・23日 現地理事会
ネパールさくら寮
・25日 ネパール教育大臣、JICA事務所訪問 カトマンドゥ
・28日 Sujata入寮
文京学院大学本郷寮
・29日 Sujata、文京学院大学国際連携プログラム開講式
		
文京学院大学
・29日 会計処理
大泉資料室
9月
・ 4日 活動推進会議
文京学院大学
・ 6日 赴任地訪問
ネパール
・ 7日 第12期第3回理事会
文京学院大学
・ 8日 フォローアップ打ち合わせ
東京中央
・18日 JICA申請不合格理由説明
文京学院大学
・20日 文京学院大学園祭準備
横浜
・26日 Sujataを訪問
文京学院大学国際交流会館
・29日 活動推進会議
文京学院大学
10月
・ 3日 東芝国際交流財団25周年記念シンポ参加産経ホール
・ 6日－16日フォローアップセミナー 訪ネ
ネパール
・ 9－12日フォローアップセミナー実施
ポカラ
・17日 「梅の実会」総会に出席
大宮
・18日 文京学院大学学園祭に参加
文京学院大学
・21日 活動推進会議
東京中央
11月
・ 5日－15日チャリティーツアー
ネパール
・ 6日 国際交流ボランティアみなとグループコンサート参加
		
神奈川区民センター
・17日 活動推進会議
横山税理士との打ち合わせ
大泉資料室

編集後記
今回もたくさんのページ数になりました。沢山のお伝えしたいことがあります。福島さんとクリシュ
ナさんの壮絶なトレッキングによる赴任地訪問。福島さんの拒食症？による体調不良、飛行場から2
日も3日も歩いて卒業生を訪ねる、はては人家も店もない山道で途方にくれている2人。その努力には
脱帽ですが、福島さんの文章にはどことなく笑わせられ。それをお伝えしたくてまたページが増えま
した。来年10期生を入学させると、いよいよさくら寮も閉館に向かいます。さあ、どんなイべントが
待っているでしょうか。今号から、井沢孝次会員が、編集の手伝いをしてくださることになりました。
新井場貞子
会費・里親基金払い込み及び寄付金受付口座
郵便振替口座

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（ただし、月額1,000円より可）
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