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第９期卒業生が巣立ちます
5月18日から21日まで、首都カトマンズへの修学旅行。5月28日（土）午前11時から、さくら寮で卒業式

を行います。ネパールには卒業式など儀式はないようですが、さくら寮では、KCPの先生や来賓を招いて、

卒業証書を授与し、卒業生たちの決意を表明し、生徒たちによる歌や踊りを披露する謝恩会を開催します。

2年前の写真と比べるとずいぶん大人になり、きれいになっています。ポカラという都会で過ごしたせい

もあるのでしょう。帰郷したらすぐ先生になります。彼女らの母親は、小学校2年生とか、5年生の教育を受

けている人がほとんどです。10年前は、ほとんどの母親は、学校には行っていませんでした。世の中が、少

しずつ変わっているのですね。前途に期待しましょう。
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第９期生の卒業に寄せて　　　　　

NPO法人 日本ネパール女性教育協会理事長　山下泰子

皆さん、ご卒業おめでとうございます。今年は、記念すべき「さくら寮開設10周年」

にあたり、皆さんで90人のふるさとの村の「おなご先生」が、さくら寮から巣立っ

たことになります。

昨年、皆さんは、4月25日のネパール大地震をさくら寮で経験されました。日本でも、

今年4月14日から熊本県を中心に大きな地震が続いています。どうやら地球全体で地殻変動が起きているの

かも知れません。皆さんは、さくら寮で、土砂災害についての講義を受け、防災訓練もされました。「地震」

といわれたら、どうすればいいですか？「火事」といわれたら、どうすればいいですか？皆さんが学んだこ

とを、早速、村の子どもたちに教えてください。

皆さんのさくら寮での日常が、武内彩記者と幾島健太郎カメラマンの取材で、日本の毎日新聞に掲載され

て、大きな話題になりました。皆さんは、多くのお友達が早期に学校から離れなければならない環境から、「先

生が私の未来」とばかりに、頑張ってチャレンジし、さくら寮で勉強する機会を手にしたのでした。

さくら寮での2年間、日本の支援者の方々は、皆さんにできるだけのことをしてくださいました。それは、

皆さんが、村人に愛される「おなご先生」になり、女の子がみんな学校にいけるように頑張ってくださるこ

とを期待しているからです。どうぞ皆さん、JNFEAの３年間の給与補給が終わっても、先生が続けられる

よう、コミュニティーに必要な先生になってください。

私たちは、今後、さくら寮のような女性教員養成制度をネパールの国全体に広めたいと思っています。そ

れが可能になるのには、卒業生の皆さんが、しっかり成果を見せてくださることが必要です。どうぞ皆さん、

音楽、絵画、保健体育、パネルシアターなど、さくら寮で学んだことを村の学校で活かしてください。

今年は、10月のフォロ－アップ研修とそれに続く10周年記念行事に、必ずさくら寮へ戻ってきてください。

記念式典では、是非、皆さんの美しい歌声を聞かせてください。成長した皆さんにお会いするのが、いまか

ら楽しみです。本日は、まことにおめでとうございました。

卒業生名簿・赴任先

SN Name Date of Birth Addrees School　　　　　　　　　　　　

1 Ambika Majhi 26/11/1996 Achham Shree Mahendra Sec. School, Tutkesal
2 Amrita Upadhyaya 02/09/1997 Kalikot Shree Panchakalika Higher Sec. School, Mugraha
3 Dilkashi Gurung 11/02/1998 Manang Shree Prakashjyoti  Higher Sec. School, Thonche
4 Gita Gosain 10/12/1997 Rukum Shree Lower Sec. School, Chaurjahari 
5 Menkashi Gurung 25/06/1995 Manang Shree Prakashjyoti Higher Sec. School, Thonche  
6 Mina Kumari Acharya 05/05/1997 Dailekh Shree Bhairab Lower Sec. School, Sinhasain
7 Nirmala Pun 30/08/1998 Surkhet Shree Prabhat Sec. School, Chhinchu
8 Nisha Gurung 22/03/1998 Gorkha Shree Buddha Sec. School, Philim
9 Parbati Thapa Magar 03/09/1997 Kailali Shree Malika Higher Sec. School,Chaumala
10 Prema Gharti 15/04/1998 Rukum Shree Baljyoti Sec. School, Githakot
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卒業生―第９期生に聞きました

１．どんな先生になりたいですか？

２．児童の才能を伸ばすためにどうしたらいいと思いますか？

３．学校に来ていない女の子がいたらどうしますか？

４．あなたは、さくら寮での授業でなにが一番印象的（おもしろかった）でしたか？

Ambika Majhi（Acham）

１．私は、子どもたちの将来を正しく導けるような先生になりたいで す。私は、アッチャ

ム出身です。この地域の人々は、保守的な考えが多いです。昔ながらの考えも理解しな

がら、新しい教育をしなくてはいけないと思います。まずは、子どもたちに広い視野を

持ってもらえるような授業をしたいです。

２．はじめに、彼女の家族、健康に問題がないか、確認します。両親と話し合って、家

でも勉強できる環境を用意します。

３．もし、学校に来ていない子がいたら、理由を聞きます。授業が楽しくないと思っていたら、楽しめるよ

うに工夫します。両親が学校の必要性を感じていなかったら、彼らに教育を受けることで少女の人生が変わ

ることを伝えます。

４．今村務さんの音楽の授業が、楽しかったです。子どものための音楽をたくさん教わったので、自分の学

校でも教えたいです。
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Amrita Upadhyaya（Kalikot）
１．児童をよく理解した先生になりたいです。教科書ばかりの授業ではなく、たくさん

のことを教えてあげたいです。子どもに好かれる先生になりたいです。

２．児童の苦手なところを探し、分かりやすく授業をします。

３．なぜ、学校に来ないのか、理由を探し、楽しい授業にします。

４．今村務先生の、「先生」のあり方についての授業が楽しかったです。他に算数の授

業も印象的でした。

Dilkashi Gurung（Manang）
１．私は、良い先生になりたいです。子どもの気持ちになって、児童の興味やスキルを

伸ばしていきたいです。もし、児童が理解できないときは、道具を使ってわかりやすく

授業をします。

２．すべての児童が、同じではありません。授業を理解していない児童がいれば、繰り

返し教えます。授業に集中していない子がいれば、興味を持つように運動したり、歌を

歌ったり、絵を描いたりして工夫します。

３．まず、その子が学校に来なくなった理由を探します。その子自身が学校に興味がないのなら、コミュニ

ケーションをとるようにします。もし、両親の経済的な理由なら、奨学金をもらえるようにします。

４．さくら寮で学んだすべてのことが、とても楽しかったです。なかでも、ビジェイ先生の絵を描く授業と、

今村務さんの音楽の授業が印象的です。今村先生は、人気のある先生です。

Gita Gosain （Rukum）

１．私は、２年間ここで教員について様々なことを学びました。子どもを叩いて教える

のではなく、愛を持って授業をします。

２．はじめに、その子が学校に来られない理由が、経済的なのか、健康面なのか探しま

す。何人かの児童は、学ぶのに時間がかかります。

３．もし、授業が理解できなければ、興味を持たせる様に工夫します。両親が学校に行

かせていないなら、学校に来るように話します。

４．今村務さんの授業です。今村さんは、先生の役割について話してくれました。

Menkashi Grung （Manang）
１．私は、児童に人気のある先生になりたいです。児童が興味を持つ授業にし、やる気

を起こさせる授業にします。

２．私は、児童に人間性を教えたいです。特別授業をしたり、児童の問題を理解したい

です。

３．なぜ、学校に来なくなったか、原因を調べます。もし、学校に友だちがいなければ、

友だち作りに協力します。経済的な問題があれば、彼女を助けます。

４．すべてのトレーニングが、とても良かったです。なかでも、矢野可穂理さんのスポーツの授業が、印象

に残っています。
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Mina Kumari Acharya（Dailekh）
１．先生は、人々を変えることができます。道徳的な良い児童を育てれば、彼らの周り

の環境も変えることができます。

２．私は、児童に分かるように指導したいです。読み書きをして、児童の知識を増やし

たいです。彼らのスキルを伸ばしたいです。

３．はじめに彼女がどういう子か情報を集め、両親に相談します。もし、彼女が先生を

怖いと思っていたら、先生と相談して、その子に対して優しく接するように説得します。

４．ここでたくさん学びました。なかでも、今村務先生の授業です。マンジュさんとクリシュナさんの授業

も、楽しかったです。

Nirmala Pun（Surket）
１．私は、模範的な先生になりたいです。子どもの状況や考え方など、問題があれば、

解決したいです。教科書だけを教えるのではなく、人格を育てたいと思います。

２．子どもたちのために、身近でやる気を持たせる環境を作りたいです。カーストや宗

教によって差別せずに、様々な新しいことを教えたいです。

３．子どもが学校に来られない理由を聞き、両親の相談にのります。もし、両親が彼女

を学校に行かせなくて良いという考えだったら、教育の重要性を伝えます。子ども自身が学校に行きたがっ

ていないなら、その子が興味を持てる様な環境を作ります。

４．たくさんのことをさくら寮で学びました。なかでも、私は、ダンスが好きなので、矢野可穂理さんのダ

ンスの授業が印象的でした。上手に踊れなかった寮生も、挑戦していました。

Nisha Gurung （Gorkha）
１．私は、良い先生になりたいです。もし、授業が分からないという児童がいたら、い

ろいろな教材 ( 道具 ) を使ったり、新しいゲームや歌を使って授業に興味を持たせたい

です。児童が興味を持つものを知り、楽しい授業作りをしたいと思います。

２．児童のスキルを伸ばすために、その子の家庭環境を知ることが必要だと思います。

すべての子どもが、同じ家庭環境ではありません。授業を素早く理解する子もいれば、

そうでない子もいます。分からない子には繰り返し教え、理解できるようにします。もし、児童が授業を退

屈に感じていたら、一緒に遊んだり、絵を描いたり、歌を歌ったりします。

３．まず、なぜ学校に来られないのか、理由を探します。勉強に興味がないのか、家族に問題があるのか、

確かめます。その子が授業に興味がないのなら、興味を持つような授業にします。また、両親が原因なら、

両親に教育の大切さを伝えます。経済的な問題で学校に来られないのなら、学校の経営委員会に奨学金を出

してもらえないか交渉します。

４．たくさん学んだ中で、私は、今村務さんの音楽の授業が一番印象に残っています。

Parbati Thapa Magar（Kailali）
１．私は、自分の勉強した方法を使って授業をします。そして、私は、手本となる先生

になります。児童それぞれの能力や心を理解しながら教えます。

２．まずはじめに、児童が苦手に思うところがどこか見つけ、授業に参加するように工

夫します。

３．児童の両親に会い、学校に来られるような環境を作ります。

４．さくら寮でいろいろな新しいことを学びました。その中で、今村務さんの授業が、とても印象的でした。

彼は、教員としての職務を明確に教えてくれました。算数の授業も、おもしろかったです。
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Prema Gharti（Rukum）

１．自分の村で模範的な先生となり、ここで学んだことを広めたいです。

２．児童を理解し、興味を持つ授業作りをしたいです。児童が理解できていない時は、

繰り返し理解するまで教えます。

３．もし、その子が学校に来たがっていないなら、教育の大切さを教えてあげます。も

し、彼女の両親が学校に行かせていないなら、息子だけでなく、娘にも、同じだけの教

育を受けさせなくてはいけないと教えます。

４．今村務さんの「先生の役割」についての授業、Mr.Purushottam の算数の授業が、楽しかったです。算

数の授業では、楽しくいろんな方法で教えることができるようになりました。

大地震義捐金の処理について（第４回報告）
　2016 年 4 月 10 日　総務部　山下威士

１　大地震義捐金総額	 7,369,167円	（2015年12月17日現在）

２　既にNepalへ送金した額	 7,000,000円	（2016年1月21日現在）

			　（Himalayan	Bank　Pokharaの大地震義捐金口座に振り込んであります。）

３　救援のために既に支出された額	 5,178,101円	（2016年3月末日現在）

　（１）Nepal側での支出	 4,859,361円

　（２）日本側での支出	 318,740円

　　　　　

４　今後のネパールにおける支出予定額	 2,140,639円

　＊　さくら寮改修および耐震工事費、再建のための支援を必要とするゴルカ郡、ダーデイン郡、その

　　　他の学校への支援のための支出を予定しています。

５　今後の日本側での支出予定額	 50,427円

以上　　　　　　

ネパール大地震　その後

昨年の4月25日、ネパールで起きたマグニチュード7.8の地震から1年。犠牲者9,000人、被害家屋は、想像

もつかないほどです。JNFEAでは、皆さまに募金を呼びかけたところ、多くの方から暖かい志を寄せてい

ただきました。

支援は、目に見える支援をと心がけ、さくら寮、JNFEA関係者にと的を絞り実施してきました。

現在日本に留学している、カマラ・グルンの勤務していた小学校は未だテントでの授業ということです。

JNFEAの元現地代理人クリシュナ・カティワダさんの村ダーディン郡アダンディールでは、学校の建物は、

一応亀裂箇所にセメントを塗って、使用していますが、本格的な復旧は予定が立っていないとのことです。

一般住民の家屋の再建はまったく見通しが立たないと、クリシュナさんは言っています。震源地に近い、カ

マラの田舎フィルムも、山岳地帯ということもあり、手つかずで、未だに仮設小屋暮らしです。また、今年

の冬は、天候の異変で、ヒョウが降り、大風がふき、被害がさらに大きくなっているとのことです。

カマラの話では、政府から1軒当たり15,000ルピーが、見舞金として支払われるとのことですが、高地に
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暮らす人は、銀行口座などないし、銀行のあるところまで行くには、時間と旅費がかかるので、まだ、だれ

ももらっていないとのこと。

ダーディン郡アダンタール（クリシュナさんの村）  を訪ねて （2016.3.7） 　　　　理事　　今村　美知子

さくら寮の授業を終えて、帰りに、クリシュナさんの村を訪問しました。地震があったとは、思えないぐ

らい村は静かでした。家は崩れたまま、人は、鶏小屋に移り住んで

いました。崩れかかった家には、鶏が住んでいました。人と鶏が住

むところを交換したのですね。壁は、布で覆われていました。この

日はさわやかな日でしたので、布の壁も取り外されていて、家の中

もさわやかでした。国からは15,000ルピー（約14,000円）しか出てい

ないというのに、この穏やかな人たち!!　建材も不足、お金もない。

これから雨期を迎えます。どうなってしまうのだろうと、心配でた

まりませんでした。

JNFEAが義捐金を寄附した学校を訪ねました。あちこちにヒビが入っていました。その壁を全部はがして、

中に金網等の補強具を入れて、壁を塗って､頑丈に改築をすることができたとい

うことでした。3階部分の修理は、とて

も大変で、手つかずのままだということ

でした。壁には、セメントが塗ってはあ

りますが、きちんと色が塗っていないの

で、聞いたところ、すべての色を塗るま

でお金が間に合わなかったということで

した。でも、学校は使えていますと言っ

ていました。（亀裂に色のちがったセメ

ントを塗った校舎）

土曜日でお休みでしたが、校長先生と、村の理事長さんが、わざわざ来てくださって、とても丁寧にお礼

を言ってくださいました。

いまだに仮設校舎　ゴルカバザール 青いシートをかぶせただけの小屋

クリシュナ・カティワダさんからの報告（アダンタール）

おかげさまで、アダンタールの学校の場合は、子どもたちが

教室にもどりました。他のインフラを整えるのは、いつも言っ

ていた様に時間がかかります。何かやろうと思っても、お金が

いるので、簡単ではないですね。日本では、多分考えられない

ようなことと思います。JNFEAの支援があったので、アダン

タールやパトレ村は助かりましたが、他の地域の学校は、テン
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ポラリ（仮設）のままです。このテンポラリ教室は、夏はなんと

か大丈夫そうですが、雨季や冬は厳しいですね。

　新井場さんと二人で訪問した隣村の小学校（前頁写真）は、

JICAと関係があり、JICAが全部お金を出して作り直していると

ころです。他は違う団体が入って支援してくれそうですが、材料

が手に入らないことや、手に入っても、コストがかかりすぎとの

ことで、まだ建設は始まってないですね。今のところ、JICAが

郡教育委員会経由で入ったところは、作り直すのにかかる費用は

全部JICAから出るとのことです。学校としては、これだけでもすごく助かります。しかし、このような小

学校は少ないです。

　最近、村で一番困っているのは、地震の影響で水源が枯れていることです。山村は、水源が枯れてしまい、

どうにもならない状態です。この写真でも、女の人たちは、何時間待っても水が出ないので困っています。

歩いて遠くにある川まで水汲みに行かないと、生活ができません。水不足では、清潔にできないので、病気

も発生するでしょう。

卒業生赴任地訪問

赴任地訪問は、2グル―プに分か

れて実施しました。第1グループは、

1月、福島進さんとカティワダ・ク

リシュナさん。第2グループは、今

村美知子さんと吉田英子さん、そし

て昨年の留学生スジャータ・アチャ

ルヤさんとクリシュナさんが同行し

ました。

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

Humla
フムラ

Baitadi
バイタディ

Bajhang
バジャン

Doti
ドーティ 

Kailali
カイラリ

Dolpa 
ドルパ

Mustang 

Dang
ダン 

Gorkha 
ゴルカ

★★

 Darchula
ダルチュラ 

Dadeldhura
ダデルデュラ

Kanchanpur
カンチャンプル

Bajura
バジュラ 

Achham
アチャム

Mugu
ムグー 

Kalikot　
カリコット

Jumla
ジュムラ

Dailekh
ダイレク 

Surkhet
スルケット

Bardiya
バルディア 

Jajarkot
ジャジャルコット

Rukum
ルクム

Salyan
サルヤン 

Banke
バンケ

Rolpa
ロルパ 

Pyuthan
ピュウータン 

POKHARA 

KATHMANDU 

Myagdi 

Baglung 

Gulmi 

Arghakhanchi 

Kapilbastu
カピルバスツ

Manang 

Kaski 

Parbat 

Syangja 

Palpa 

Rupandehi

Lamjung 

Nawalparasi

Tanahun 

Dhading 

Rasuwa 

Sindhupalchok Nuwakot 

Kavre Makwanpu

Bhaktapur
Lalitpur Chitwan 

Parsa 

Bara 
Tanahun 

Dolakha 

Ramechhap 

Sindhuli 

Sarlahi 
Mahotarri 

Dhanusa 

 

★★ 

Kathmandu 

 

赴任地訪問記Ⅰ―バジャン郡、バジュラ郡、アッチャム郡、ドティ郡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　訪問者　理事　福島　進、カティワダ・クリシュナ　

日程：1月5日日本発✈6日カトマンズ着。7日発✈ダンガディ 8日発🚙9日着バジャン郡👟6期生ビパナ👟10
日7期生ラクシミ👟🚙11日🚙　12日バジュラ郡着👟6期生アンジャナ13、14日🚙アッチャム👟6期生ディパ
🚙15日ドティ郡👟16日6期生ジャナキ🚙17日ドティ郡6期生キマ🚙ダンガディ。
この4郡は、隣同士に位置しており、日本で言えば、長野・群馬・

埼玉・山梨というような感じで、バジャン郡の中心地Chainpur
から、バジュラ郡の中心地Martadiまで直線距離にすれば30km
という近さだ。だが、この2つの町の間を走るのに、1日半ほど

かかる。というのは、この地域は山岳地帯で、道路はほぼ等高

線に沿って造られているため、直線距離は短くても、谷を隔て

た向こうの山に行くには、とてつもない時間がかるのだ。

8日　朝、ダンガディ空港を車で出発。1日と少し車で走って、

バジャン郡Chainpurに、9日の午前11時に着いた。第7期生のラ

ラクシミさんの学校



9

クシミさんの勤務する学校は、ここから山道を登って4時間のSurmaという村にある。ここから歩いて、彼

女の家に泊めてもらい、10日に学校を訪問することにした。ところで現地の人が歩いて4時間というと、私

たちの足では大体1.5から2倍はかかるのが普通である。幸いなことに、発電所を作るために途中の8kmまで

林道が通じているというので、この間は車で行くことができた。といっても、歩くよりは速いが、自転車よ

りは遅いスピードでしか走れない悪路である。それでも徒歩2時間の道のりを、車のお蔭で45分に短縮する

ことができた。

さて、それから山道を登るのだが、途中に第6期生のビパナさんの学校があるというので、その学校まで、

2時間歩き、彼女の授業を見せてもらった。5年生のクラスの保健の授業だった。内容は、栄養素の学習で、

三大栄養素と特にビタミンの重要性について知る授業だった。子どもたちは、真剣に授業に取り組んでいた。

その後、私も授業をして、学校に関する詳しい話は明日ということで、学校を後にした。ラクシミさんの家

までは1時間の登りだというが、この調子では2時間はかかるだろうと予想したが、やはり予想通りで5時40

分に着いた。もう少しで日が暮れるところだった。畑の一部には、雪が積もっていた。

10日　Surma村は、想像していたよりも豊かで、

家も立派だし、道にはゴミなどなく、きれいだった。

話によると、この村から2日ほど山奥に入った所で、

冬虫夏草（漢方の一種で高価な薬草）が採れ、それ

が村の収入源となり、山奥にもかかわらず、生活に

は困っていないようだ。翌朝訪れた学校もきれいだっ

た。ラクシミさんの授業は、4年生の理科で、生物と

無生物の違いの学習だった。子どもたちの考えを引き

出しながら授業を進めていた。私も授業をした後、校

長に学校や地域の事情について尋ねた。国費で採用さ

れている教員の数が少なく、村費で採用している教員

の数が多いので、村の負担が大変。お金のある家の子

どもは、私立の学校に行ってしまう。子どもたちの中には、朝と夜働いている子もいるが、それでも学校に

来ない子は少ないということだった。ラクシミさんの採用については、この学校には採用枠はないが、近辺

に学校が多いので、そちらで採用されるだろうという回答だったので、安心した。

福島さんの指導で理科の実験をするラクシミさん

閑話休題　　　≪体力作りのほかに大切なことは？≫

赴任地を訪問するにあたって、山道を何時間も歩くことが多いの

で、普段から山に登ったり、ジムに通ったりして、体力作りをして

いるのだが、今回は、一つ大事な教訓を得た。というのは、体力作

りの中に、胃腸を鍛えることも入れるべきだということだ。ネパー

ルでは、南部と中部はインドの文化圏で、北部は中国の文化圏（チ

ベット文化か？）であると大雑把に言える。南部と中部では、食事

の味付けがとにかく辛い。ダルバートのご飯も固めだ。北部では、

味付けはそれほど辛くなく、ご飯も柔らかめだ。私が最初に赴任地

訪問をしたのは、バジャン郡だが、行く前に、ポカラで細菌性の胃腸炎にやられ、バジャン郡に行った時は、

バナナとコーラとチャイだけで過ごしたので、現地の食事はまったく食べなかった。その後は北部にあたる

フムラ、ゴルカ、ドルパの３郡だったので、現地の食事は問題なく食べられた。ところが今回は、インド文

化圏の辛い食事で最初の4日間を過ごしたせいか、11日の朝には完全にお腹が壊れていた。日本では、いつ

も薄味で、餃子や寿司でさえも醤油もつけずに食べるという生活をしていた私の胃などは、あのインド文化

圏の激辛の味を4日間も食べ続ければ、ひとたまりもなかった。なにしろ激辛というより「激」激辛で、辛

くしないでくださいと頼んだ物を食べてみると、激辛なのである。中南部を訪問する時は、日本に居るとき

から、激辛味で胃腸を鍛えて準備することが大事だというのが、今回の教訓である。（福島進）
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その後、ビパナさんの学校に向かった。5年生の保健の授業で、栄養素、特にビタミンの重要性について

の授業だった。彼女の採用については、村の予算での採用枠は3人で、それは既に採用されており、予算上

厳しいという回答だった。なんとか採用されるよう要望することしかできなかった。その日のうちに下山し、

Chainpurに泊まった。

≪空きっ腹を抱えて≫

12日の朝、お腹の具合がよくない。バナナを食べ、チャイを飲んだ。コーラも欲しかったが、冬に飲む人

なんか居ないそうで、売っていなかった。あの糖分がエネルギーになるの

に残念。朝7時30分、車で出発。残り後50kmの道のりなので、歩く予定の

30分を加えても11時頃には着くと判断。なにしろ前日には、バジャン郡

からここまでの約300kmの道のりを9時間で走ったのだから、楽勝のはず。

しかし、この先が悪路だった。なんと11時どころか、午後1時30分になって、

やっと麓に着き、そして、アンジャナさんの村へ。歩いて15分というので、

30分登れば着くと思って、空きっ腹を抱えて登っていく。確かに30分で

着いた。もう午後2時だった。だがなんと、学校（Pashupati Higher Sec.School）は、その先登り30分のと

ころにあるという。もうお腹がすいたままの私には、難行苦行である。やっと学校に着いたのが、3時30分。

しかし、この日は、村では祭りの日だったため、午前授業だったらしく、私たちを待っていた子どもたちも、待

ちくたびれて帰ってしまったという。しかも、次の日は休日なので、結局彼女の授業を見ることができなかった。

Taprisheraというこの村は、バジュラ郡の中心地に近いが、段々畑

が連なり、土地はやせており、バジャンよりもずっと貧しく見えた。学

校は、それでもきれいだった。教育にできるだけお金をかけようとし

ている姿勢が、村にはあるようだ。彼女の採用については、できれば

JNFEAの援助を延長してもらえばありがたいが、JNFEAに村の女の子

をここまで育ててもらったのだから、その恩に応えるために採用を考え

ているという校長の回答があり、とても嬉しかった。その後下山。

≪お腹は快調・・足取りも快調≫

13日　今日は、車で3時間移動し、その後歩いて、第6期生のディパさんの勤める学校（Mangala 
Primary School）に向かう予定。夜は彼女のアパートに泊まることになるため、宿泊用の荷物も運ぶので

荷物が重くなるし、5時間というからには、まず最低7時間、悪くすれば10時間かかるかも知れない。それは

リスクが大きいということで、ポーターさんをお願いすることにした。

11時に歩き始める。さすがに荷物が軽くなり、快調に歩くことができた。なんと5時間歩くと聞いていた

のに、午後3時に到着。4時間で登ってしまった。校長さんからは、地元

の人以外で4時間で登ってきた人はいませんとお世辞を言われた。とも

あれ午後3時についたので、彼女の授業を見せてもらった。授業は、5年

生の保健で、伝染する病気と伝染しない病気を扱っていた。明るい表情

で子どもたちの発言を引き出しながら、楽しそうに授業を進めていた。

その後、校庭で子どもたちが歓迎の踊りをしてくれた。さらに職員や理

事の人も加わって、地元に伝わる踊りを披露してくれた。私も、調子に

乗って一緒に踊った。

学校訪問後、彼女のアパートに行った。途中でチャウバティ（生理時の隔離

小屋。写真左）を、何ヵ所も見た。この地方では、チャウバティが当たり前

のように残っている。その一つを覗いてみると、たたみ1畳ほどの広さで、入

口は腰をかなり低くかがめるか、ハイハイしながら入らなくてはならない低く

て狭いものだった。部屋の中の高さも1mぐらいで、立っていることはできな

いうえに、窓もなく、たしかに獣の巣穴のようなイメージだった。近くにあっ
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たトイレの方が、ずっと住みやすそうに見えた。

≪チャウパティに入るのはイヤ・・だけど≫

夕方になると、アパートの持ち主の妻と、村の女性たちが、ディ

パさんの部屋に集まってきた。クリシュナさんが、チャウバティの

問題や暮らしのことについてインタビューを始めた。14歳と15歳の

2人の少女は、先程まで重い杵で米を脱穀していた。チャウバティ

には入りたくないけれど、入らないと神様が怒るから仕方ないと

言う。「神様が怒る」という応えは、深刻な問題だ。そんなことは

迷信だというのは簡単だが、もし迷信だといって入るのを拒否し、

たまたま自然災害でも起こったら、それこそ神が怒ったことになり、拒否した者やその一族は、村に居られ

なくなるどころか、命も狙われかねない。この村では、10年前に大雨で大規模な崖崩れが起き、甚大な被害

があったそうだ。そんな自然災害とチャウバティ問題を結びつけられたらたまらない。神という名によって

女性が獣扱いされている現実に問題の深刻さを思う。

≪この村の女性全部を「さくら寮」に連れて行って・・・≫

また、家主の妻（下写真）は、ここでは女性の仕事が多すぎる、女性は一日中重労働で疲れきっている、

ここに住む女性全員をポカラに連れて行ってさくら寮に入れて欲しい、

そうでなければ、この村の女性は解放されないと言っていた。彼女は、

年齢は30歳くらいと言っていたが、見た目は50歳くらいに見えた。夫は

28歳だと言っていたが、たしかにそのくらいの年齢に見えた。重労働は、

女性の若さまでも確実に奪っている。ディパさんも、この村に来てチャ

ウバティや女性の仕事の多さ、女性差別のひどさに驚いたそうだ。彼女

もまた、生理期間中はチャウバティに入っているという。

ちなみに、ここでは、初めて生理を迎えた子は1週間、子どものない女性は5日間、子持ちの女性は4日間、

チャウバティで過ごさなければならない。また人間が使うトイレを使うことは許されない。道も人間が通る

道を利用することはできず、獣道のみである。もし、利用すれば、そこが汚れるからという理由なのだ。

村の習慣を簡単に破ることはできないが、それでも家主の妻の言葉から分かるように、ディパさんの存在

が、確実に村の女性たちの意識を変化させていることは間違いな

い。彼女には、地道に粘り強く、教育活動を続けてもらいたい。彼

女は、村の教員枠が1つ空いていて、誰も希望しなかったので、自

分から希望して移動してきたという。その晩は、アパートの1室に

泊めてもらった。

≪最下層のカーストの生徒に触れない先生とは・・・≫

14日　下山。車に乗ってドティ郡の中心地Depayalまで移動する。

15日　第6期生のジャナキさんの村に向かう。彼女の学校

（Bhavanisthan Sec. School）までは、車で4時間走り、歩いて3時

間の山道を登ることになる。菜の花の咲く段々畑が続く道を登り続

けると、山の中腹にレンガ色と白のツートンカラーの家並みが見え

てきた。緑色の畑の中に映える家並みは、とても美しい風景だった。

しかし、美しいのは色彩だけで、近づいていくと、ゴミが散らばり、

貧しい身なりの人々が住んでいた。ジャナキさんによれば、最下層

のカーストの人々が住んでいるそうだ。ここでは、登校しても途中

で帰ってしまう子が多く困っているという。

この学校は、集落のすぐ上にあった。学校の施設は、他の訪問地

と比べてとても貧弱だった。教室の広さも、今まで訪れた学校の



12

教室の4分の1くらい。とても暗い上に、窓は扉1カ所しかないため

に、一層暗さが際立っていた（写真）。私は、今までにこんなに狭

い教室を見たことがない。この学校に通ってきている子のカース

トは様々だが、山の斜面の段々畑で収穫される農業収入は少なく、

総じて村人たちの生活は厳しい。多くの男たちは、中東やマレーシ

アに出稼ぎに行っている。この点は、ここだけでなく他の3郡も同

じだが。しかも、その収穫の少ない農地すら持っていないのが、カー

スト制度最下層の人たちである。その貧しい村にあるこの学校は、

経済的に厳しい状態であることは、間違いない。クリシュナさんは、学校の先生たちは最下層の人々の子ど

もたちに触ろうとしない、教師なのに差別していたら、子どもたちも学校に来たくなくなるのは当たり前だ

と憤っていた。

この日、授業は行われず、ジャナキさんの家に行くことになった。

彼女の家は、学校よりさらに上の方にあり、なんと30分以上も山道

を登った。この日は、彼女の家に宿泊させてもらった。

≪やはりここでも女性、女の子にしわ寄せ≫

16日　学校まで下り、ジャナキさんの授業を見せてもらった。こ

の日は、私たちのスケジュールの都合で、いつもより少し早めに子

どもたちに学校に来てもらい、9時から授業をすることになってい

た。通常は10時始まりなのだ。最初、教室に入ると、居るのはほとんどが男の子だった（上写真）。授業が

進むにつれて、女の子たちが、遅れて教室に入ってきた。もちろん、女の子たち（下写真）が時間にルーズ

なのではない。彼女らは、家事労働がたくさんあり、それを済ませてから学校に来るので、男の子より登校

時間を早めるのが難しいのだ。申し訳ないことをしたが、そうした実態がよく分かった。

授業は、理科で物の三態変化、要するに物質は基本的に固体・液体・気体に温度によって変化するという

内容。こうした授業を実験器具がない学校で行うのは、大変なことだ。彼女は、自分で描いた図を用意し、

子どもたちが日常生活の中で体験している水の三態変化を思い出させながら、水以外のものでも温度によっ

て三態変化をするという説明をしていた。教科書を教えるのではない、工夫された授業だと思った。その後、

私も授業をし、最後に学校の様子を伺った。彼女の採用については、採用は可能であるが、問題は給料が月

額3,000ルピーで、JNFEAの支援金よりも安くなってしまうという。貧しい村の学校では、こんな事態になっ

てしまうことがあるのだ。月額3,000ルピーで暮らすのは大変だ。ちなみに政府採用の教員の給料は、月額2

万ルピーを超えている。彼女がこの給料で教員を続けていくかどうかは、彼女の考え次第ということになる。

とてもこの給料で続けていって欲しいとは言えない。なお、この条件は、この後訪問した同じドティ郡のキ

マさんにも提示されていた。教員としての資質と能力の高いジャナキさんだが、厳しい現実を突きつけられ

ている。なんと理不尽なと思いながら、学校を後にした。

≪貧しいと、女にしわ寄せ≫

下山後Ghanteshworという町まで6時間車走り、ホテルに宿泊。途中で見る車窓の風景は、ドティ郡の生

活の象徴のようであった。車が走る道端には、農作業をしたり、荷物を運んだり、石を砕いて砂利を作る仕

事をしている女性たちがおり、男たちは、トランプやキャランボールと呼ばれるゲームをしている。しかも、

金を賭けているそうだ。女は働き、男は遊んでいる、とよくクリシュナさんが言っているが、ドティを走っ

ていると、本当にその通りの光景だった。前回行ったドルパやその前に行ったゴルカ、フムラでは、あまり

そんなことを感じたことはなかった。これも、インド文化圏と中国文化圏の違いなのだろうか。

17日　最後のドティ郡のキマさんの村に行くには、一旦ドティ郡を出て、より南のカイラリ郡に入る。こ

のカイラリ郡は暖かく、1月なのにバナナがなっている。穀物はよく育っていて、山も日本の山と同じよう

に森林で覆われていて、まるで日本の山道を走っているような気がした。今までの私のイメージでは、ネパー

ルの山にはほとんど木がなくて、大体が段々畑になっており、山は緑というよりも茶色に近かった。ところ
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がカイラリ郡の山は、濃い緑色で森林があるのだ。この地方は豊かだなと思った。道端ではのんびりと日向

ぼっこをしている男女がいっぱい居て、ドティ郡とは大違いだ。そこで私は、昨日思ったことを訂正しなけ

ればならない。インド文化圏だから、男が遊んでいて、女が働いているのではない。豊かであれば、インド

文化圏でも、男も女ものんびり暮らす。貧しくなると、女性にしわ寄せが行くのだというふうに。

そんなカイラリ郡を抜けると、ドティ郡に再び入る。道の勾配が

急に大きくなって、車は山道を登り始めた。舗装された道路から離

れて2時間が過ぎたが、キマさんの村はいっこうに現れない。結局2

時間のはずが、3時間30分かかった。キマさんの学校（Kedamandu 
Primary School）には、午後3時に着いた。この学校は1年生から3

年生までの学校で、行った時は、机と椅子を外に出して勉強してい

た。青空教室だ。暗くて狭い教室よりは、明るくて開放的なのだろ

う。さっそく彼女の授業を見学させてもらった。ネパール語の授業

で読み聞かせをしていた。内容は、日本の民話『かさこじぞう』だった。その後、同じ意味の違う言葉につ

いて指導していた。優しい表情で指導しているのが、印象的だった。この村は、山奥の自然豊かな村という

感じだが、経済的には厳しい地域のようで、彼女の採用については、ジャナキさんのところでも触れたが、

月額3,000ルピーでなら採用可能ということだ。続けて欲しいが生活できる金額ではない。乳飲み子を抱え

た彼女にそれを要求するのは、難しいかも知れない。彼女の考え次第ということになるのだろう。

とにかくこれで6校の赴任地訪問は終わった。後は日が暮れぬうちに車まで戻ろうと、来た道を息を切ら

しながら必死に歩いた。

赴任地訪問記Ⅱ－カンチャンプール・カイラリ・バルディア・バンケ・カピルバスツー郡

　理事　今村　美知子　理事　吉田　英子　カティワダ・クリシュナ　スジャータ・アチャルヤ　

2月19日

　ダーディン空港から車で2時間、Kanchanpur郡のカルナ（第8期生）の学

校（Shanti Niketan Higher Sec. School）に到着しました。お休みの日で

したが、18人の子どもたちが集まってくれていました。「ナマステ！」、とっ

ても元気な子どもたちの挨拶に圧倒されてしまいました。

　カルナは、英語の授業で、1月から12月の英語表記を教える授業でした。

大きな紙にマジックで書いた資料が貼ってあり、効率よく授業を進めていま

した。生徒たちもしっかり反応していて、すばらしいと思いました。

　カルナから「さくら寮で学んだゲームを指導すると、他の先生から遊んで

ばっかり！と、言われてしまう。」と、相談されましたが、クラス経営には

必要なこと、自信を持って！と、励ましてきました。

　忙しい中、校長先生が来てくださり、カニヤキャンパスへカルナを推薦したのも自分だし、このまま頑張っ

てくれれば､このままこの学校で採用もできると言うことでした。

　スジャータと吉田さんと私で準備した指導（“好きかな？嫌い

かな？”とジャンケンとカルタゲーム）も､みんなに喜んでもら

い､この学校を後にしました。

20日

　Kailali郡のカビタ（第8期生）の学校（Sanaswati Sec. School）
に行きました。10年生までで全校生徒は、600名の学校です。土

曜日で学校は休みの日でしたが、3年生の女子12名・男子1名の

合計13名の児童が集まってくれていました。カビタの授業では、

人間や動物、植物など生きているものと鉱物などの生きていな
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いものとの比較を学んでいました。休日のため児童は教科書を持ってきていなかったので、先生の教科書を

回し読みしながら進めていました。児童は、床に座って授業を受けていました。指名された児童が立って教

科書を読んでいましたが、カビタは、その横で優しく見守っていました。落ち着いた穏やかな雰囲気の中で、

授業が進められていました。

　今村のジャンケン指導、吉田のカルタ指導も、スジャータの通訳のお蔭でスムーズに楽しく行うことがで

きました。最後のスジャータのゲームに、子どもたちは、大いに盛り上がり、歓声が響いていました。

　校長先生は、就任2年目の若い方で、情熱をもって学校運営にも取り組まれているようでした。校長自ら作っ

たという博物館を見せて下さいました。昔の農工具や漁を捕る籠などが、所狭しと並んでいました。

　校長先生の話では、生徒数が減っているため、教員採用は難しいとのことでした。教員が余っており、今

現在も給料を貰わずにボランティアでやっている先生もいるとのことでした。コンピューターでも教えられ

れば、採用の可能性はあるかもしれないとおっしゃっていましたので、カビタにはコンピューターを勉強す

るように伝え、エールを送りました。

　午後は、Bardiya郡 のジャヤンティー（第8期生）の学校（Aman Jyoti Higher Sec. School）に行きました。

着いたのが午後の4時近くになってしまいましたが、5年生の児童が18名も集まってくれていました。先生方

も5人、集まってくださいました。校長先生はいらっしゃいませんでしたが、女性の理事長が迎えて下さい

ました。村で一番にバイクに乗ったという、活動的なとても素敵な女性でした。

　ジャヤンティーの授業は英語で、時計の読み方を教えていまし

た。時計の絵を描いた紙をセロハンテープで貼っていきながら、

英語で時刻をどう表現するかを指導していました。児童は、話を

しっかり聞き、大きな声で発言していました。時計の模型が一つ

あれば、何枚も何枚も時計の絵を用意する必要はないでしょう。

教材・教具の不足は授業の効率性に大いに影響するものだと改め

て痛感しました。授業を終わろうとしたジャヤンティーに対し、

同行した先輩教師のスジャータから、「教室にかかっている時計

の時刻を聞いてみたら？」とアドバイスがありました。紙に描い

た時計ではなく、本物の時計を使っての指導です。さすが、機転の利くスジャータと感心しました。

　その後、3人でゲーム指導を行いました。

　掃除の行き届いたとてもきれいな学校でした。トイレの数も多く、女性教師用のトイレもありました。職

員室には掲示物がきちんと貼られ、整理整頓がしっかりなされていました。先生たちも温かい雰囲気でした。

理事長の話では、ジャヤンティーに関しては3年後もやってもらえるように努力するとのことでした。今現

在も給料を2,500ルピー上乗せしてくれているそうです。嬉しいお話にホッとしました。

21日

　Banke郡のシバ・ラクシミ（第7期生）の学校（Adarsha 
Higher Sec. School）に行きました。朝10時、教育委員会を訪ね、

教育長にお会いしました。JNFEAの活動を話し、シバ・ラクシ

ミのことをお願いしてきました。Banke郡の小学校には、教員は

たくさんいるというお話しでした。この郡では、良い教員を育成

するために、来年度からトレーニングをする準備をしていること

などお話しいただきました。

　差し上げた「防災について」や「楽しい授業」のテキストは、

各小学校の先生にも見せて、活用していきたいと話してください

ました。この後の私たちの授業を参観するために､地域の教育委

員2名をラクシミの学校に行くように指示をしてくださいました。

　その足で、シバ・ラクシミの学校に向かいました。ラクシミは、5年生のネパリー語の授業を見せてくれ

さくら寮の記事が載った毎日新聞を見る
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ました。昔のプリンスのお話の読解でした。ラクシミの発問に

対して､指名をして児童が発言をして、それをみんなのものに

していました。さくら寮の頃は、線の細い学生でしたが、堂々

と授業をしている姿は、何とも頼もしく感じました。

　最後にスジャータ・今村・吉田の指導を行いました。

　校長先生からは、ラクシミはよく頑張っています、来年度ク

ラス担任をやって、しっかり頑張れば、そのまま採用できるか

もしれないと、話してくださいました。

22日

　Kapilbastu郡 のShree Jana Chetana Lower Secondary 
School　スジャータの学校に行きました。JNFEAでは、5月からJICAの草の根技術協力事業を実施する予

定であるが、この学校をパイロット校に指定させていただき、さくら寮の教育成果を､社会に公開するため

の協力をお願いしてあります。

　校長先生、理事長、副理事長も同席くださっていて、快諾をしてくださいました。そこで、教職員の皆様

で“この学校がどんな子どもたちを育てたいか!”ということについて、ミーティングをしていただきたい

とお願いをしてきました。

　また、コンピュータールームもあり、職員室にもコンピューター

があるのですが、経済的なことでWI-FIをつなげることができていな

いことがわかりました。今後の連絡のためにも考えなければなりませ

ん。（上写真は、同校の先生たち）

　

　その後、全教室で挨拶をさせていただき、最後に2年生担当のス

ジャータの教室に行きました。教室掲示がきれいにされていました。

子どもたちのノートも一人一人見てあげていました。教室にもゴミ一

つ落ちていません。手を上げて発言する子もいます。日本で学んでき

たことが実践されていると確信しました。

　すべて終了して正門に向かうと、全校の児童たちがみんな私たちに手を振ってくれて、何ともさわやかな

気持ちで帰ってきました。

2016－訪問授業　

≪音楽≫　2月19日～ 3月5日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会員　今村　務

　毎朝7時30分から授業をしました。歌っている学生たちの「音」が

そろわない。それぞれがバラバラ。これをどのようにしていったらい

いのか、様々な方法を試みました。そこで、彼女らが歌いやすいピッ

チを探すことだと気づきました。C#または、D調あたりが､彼女らの

声に合っているということがわかり、そのように指導を進めた結果、

時間はかかりましたが、順調に歌え

るようになり、ホッとしました。今

回は初めて、3部輪唱を通した｢和音

（ハーモニー）の入り口」まで試みることができました。とてもきれいに3つ

の音が調和するように歌い、美しい響きを感じることができるようになり、

彼女らにとっても初めての経験だったと思います。長い道のりでしたが、基

礎的なことをよく学び、ここまでたどり着いたことは、すばらしいと思いま
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す。とてもよく頑張りました。

　なお、鍵盤ハーモニカの基礎的な事も、授業に取り入れ、最後の日には、個別指導も行い、簡単な曲は、

全員が演奏できるようになりました。

　学生たちは、｢子どもは、歌が大好き。音楽があると教室も楽しく、子どもたちも喜んで学校に来るでしょ

う。｣｢子どもに優しく教えることの大切さを教えてくださいました。｣等々たくさんの感想文を書いてくれ

ました。

　

≪楽しく学ぼう≫　2月25日～ 3月5日　　　　　　　　　　　　　　　　　　 理事　今村　美知子

　今年は、1昨年に作った｢楽しく学ぼう!｣というテキ

ストで、国語（ネパリー）・算数・体育の教科を中心

にして、生徒たちを活動させながら授業を進める方法

について指導してきました。“楽しく学ぶ”というこ

とは、理解するところから始まること。理解するため

には、生徒たちが体験できるようにすること。“体験”

も一部の生徒ではなく、みんなができる限り平等に体

験できるようにすること。カーストや、男女差などで

差別しないように､特に教師は注意して、みんな「平

等」にということを考える必要があること。そして、できたことを評価してあげること。そうすれば、生徒

たちは、もっと知りたい､もっとやりたいと思うことが多く、楽しく学ぶことができること。また、みんな

が意見を言えるようなクラス作り、間違えてもいいというクラスの雰囲気作りなど、学級指導についても考

えました。

　音読の指導法や、作文、最後のまとめとしてカルタを作ってみんなで遊びました。算数の基礎的な計算の

指導法について。10+10までができるマグネット式の計算板を使って、足し算、引き算の指導法を勉強しま

した。かけ算九九についても、カードを使っての指導法を勉強しました。ジャンケンの指導もし、クラス作

りのいたるところで、ジャンケンは利用することができること等も勉強しまし

た。

　最後のまとめとして、1冊でも多く､生徒たちのノートを見てあげて、一人一

人に目を向け、みんなが分かってくれるような､授業を作っていきましょうと

言って終了しました。

　学生たちは、｢子どもにどのように教えれば理解してくれるか､ということ

を、いつも考えて授業をする必要がある。｣｢もらった算数の教材で子どもたち

に教えるのが楽しみです。｣｢子どもたちが､自信を持って楽しく学校に来てく

れるように頑張ります。」等々たくさんの感想を書いてくれました。

　「火事」についての避難訓練をしました。事前に火事の場合は､地震とは動き

が違うことを説明し、次の日、突然笛を鳴らし、今村務さんに「Fire ー」と、

叫んでもらい、実際に避難訓練をしました。｢安全に子どもたちが避難できる

よう教えます｣など、感想を書いていました。

≪防災教育≫　2月24日～ 26日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 理事　吉田　英子

指導内容：地震のメカニズムについての理解。地震発生時の行動。二次災害を防ぐための知恵についての講

義。そして、避難訓練と、怪我ややけどの応急手当についての実地訓練を行った。

2015年4月25日のネパール大地震を経験している学生たちにとって、地震の話をすると、その時の恐怖を

呼び起こしてしまうのではないかという不安もありましたが、学生たちは、真剣に聞いてくれ、考えてくれ

ました。
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初めに、地震とは何か、どうして地震が起きるのかについて説明

しました。

そして、地震のエネルギーの大きさを表す「マグニチュード」、

地震による揺れの強さを表す「震度」について説明しました。ネパー

ルでは震度という表現はしないようでしたが、地震の時には立って

いられなかった、建物が倒れたなどの発言もあり、震度にすると最

強レベルの地震であったことを皆で思い起こしました。震源地近く

に住んでいて大きな被害にあった第10期生の学生3人からも感想が述べられました。

次に、突然の地震に対して、どう対処したら良いかを考えあいました。学生たちは、即座に「逃げる」と

答えましたが、どこに逃げるかが重要です。クリシュナさんの話では、何も危険のない畑の真ん中にいた人

が、慌てて家の中に逃げ込もうとして転んで怪我をしたという例もあったそうです。

物が「落ちてこない・倒れてこない・動いてこない」場所に逃げることを徹底しました。

さくら寮のような頑丈な建物の場合と、建物自体が壊れてきそうな場合についても話しあいました。

地震の二次被害としての火災や崖崩れ、地滑り、土石流などについても説明しました。崖の側や川の近く

から離れることの重要性を、絵で示しながら説明しました。

いざという時に、落ち着いた行動がとれるようにするために

は、日ごろから「避難訓練」をしておくことが有効であると伝え

ました。日本の学校における避難訓練の方法を説明し、訓練をし

ました。テキストを読んだり、絵を見せながら説明をしました。

学生たちが「分かった」と言ったので、では実施訓練を開始!

クリシュナさんにお盆を棒で叩いてもらって、「地震だ!」の合図。

すると、学生たちはテキストを頭の上に乗せたまま、ソファーに

ゆったりと座っていました。（苦笑）

上から何か落ちてくるよ、窓ガラスが割れるかもよ、何かが飛んでくるよ、倒れてくるよ・・・!頭を守って、

頑丈なテーブルの下などに潜って揺れが収まるのを待ちましょうと話しました。すると、学生たちは、テー

ブルの下に潜るのが楽しくて、お喋りや笑い声が続出。

私語をやめることを徹底し、再度挑戦。訓練には真剣に取り組むことの重要性を説明しました。

次に、笛の合図で頭を守りながら整列して、外へ逃げました。

5回目の訓練で、やっと避難訓練の形になりました。人数点呼をして全員の安全確認をしました。

翌日の授業の前に、突然、「地震だ!」の合図をすると、全員が無言で近くのテーブルなどの下に潜ること

ができました。笛の合図で、クッションやテキストや本などで頭を覆って整列しました。お湯を沸かそうと

していた学生は、鍋を被って整列してくれました。全員が素早く適切に対応できたので、びっくりすると同

時に大変嬉しかったです。前日に初めて行った訓練です。こんなにきちんとできるとは思っていなかったの

で、大感激でした。（拍手）

最後に、怪我をしてしまった場合の応急措置について話をしました。身に付けているスカーフなどの有効

活用についても説明しました。また、性教育の延長として、エイズ感染の心配があるので、血の始末は本人

がやるべきということも付け加えておきました。

二度とあのような大惨事が起こらないことを願うばかりですが、いざという時に、今回のこの授業が役に

立ってくれれば何よりです。

≪絵画の授業≫　3月12日

　画家の金斗鉉さんと「ネパール児童絵画教育プロジェクト」のみなさんが、さくら寮を訪れ、絵画教育を

実施してくださいました。
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≪ピアニカの授業≫　3月13日～ 18日

　金さんグループと一緒にいらした、中尾順子さん（音楽の先生）

が、グループがナウリコットに行かれている間、ポカラに滞在し、

毎日3時間のピアニカ指導をしてくださいました。お蔭で、4曲（今

日の日はさようなら、レッサンフィリリ他）が弾けるようになり

ました。

さくら寮便り　≪私の仕事≫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 寮母　マンジュ・ド―ジュ　

　私の仕事は、20人の寮生の生活の面倒を見ることです。寮生たち

は、7月に入寮してきます。共同生活を知らない生徒たちがほとん

どですので、まず、寮にはみんなと仲良くやっていくためのルール

があることを教えます。ここでは、みんな平等であること。生活す

るうえで必要なこと。掃除や食事作りは、当番制であること。休日

以外の外出は特別の場合を除いてできないこと。外部の人を寮内に

いれることはできないこと。妊娠したら退寮すること等、規則集を

渡して説明します。

　20人の生徒たちは、2人部屋で生活します。部屋割りは、上級生

と下級生の組み合わせです。くじびきできめます。平等が原則です
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交換留学生カマラ・グルンの体験から

私は、4つの小学校で見学実習をしました。そして、

日本の学校教育の内容や学校の設備について、いろ

いろ学びました。

1. 音楽:日本の小学校で、音楽の時間があり、楽器

も習うことを知りました。音楽はとても大事だ

と思いますが、ネパールの学校では、音楽の時

間はないです。

2. 版画:美術の時間に、版画を彫るのを見学しま

した。木に何か絵を彫って、色を付けてプリン

トする。とても珍しかったです。

3. クラブ活動:ネパールにもクラブ活動はありま

すが、小学校にバレーボール、コンピューター、

科学、バドミントンなどたくさんのクラブがあ

るのに、びっくりしました。

ので、ネパールの田舎にまだ残るカーストが偏らないようにするために必要なことです。生徒たちは、規則

を守っていますが、いやな仕事は一部の人に押し付けるということも、今までにはありました。時には寮生

同志のけんかの仲裁もします。

　寮生たちは、時々病気になったり、ケガをしたりします。そんな時は、私が、病院に連れていきます。入

院した生徒がいましたが、家族が来るまでは、私が付き添います。ネパールの病院は入院したら、付き添い

が必要です。食事の世話や薬の購入は、付き添いがすることになっています。寮で食事を作って、対岸にあ

る病院まで届けたこともありました。

　私の大きな仕事は、経理の仕事があります。寮生たちには、1か月に

2回にわけて奨学金をわたします。毎月のガードマンたちの給料、卒業

生教員たちへの給料の送金、日々の食料の購入、水道、電話、電気など

公共料金の支払い、経理関係の仕事は、毎日あります。そのたびに請求

書を書いて、バリジューさんのサインをもらい、銀行に行ってお金を下

さなければなりません。バリジューさんが居ないときは、支払いに困る

こともあります。

　卒業生たちへの給与の支払いは、4カ月ごとに送ってくる勤務状況報告

書を郵便局にとりに行き、勤務状況を点検し、良好であればあちこちの銀行に行って、送金の手続きをします。

30人の銀行送金手続きは大変です。

　在校生たちのための試験の付き添い、在校生や卒業生たちの各証明書の手続きや送付など、細かい仕事が

たくさんあります。ネパールでは、郵便事情がよくないので、郵便は戸別の配達はありません。中央郵便局

のP.O.Boxにとりに行かなければなりません。郵便をだすのも、ポストはないので、郵便局に行きます。電気、

水道などの支払いも、役所に行って支払います。バイクはなくてはならない道具ですが、最近はガソリンが

高騰して困っています。

　このほかにも、日本からJNFEAの人たちが来たときのお世話、修学旅行の手配や付き添い、理事会や運

営委員会の開催の準備などの仕事があります。また、寮生たちに英語の授業をしたり、ピアニカを教えたり、

先生の役目もすることがあります。毎月、新井場さんに、前の月の報告を送っています。

　私の部屋は、2階の寮生たちの住区にあるので、夜に寮生に異変が起きたときは便利になりました。現在

の電気事情は、昼間は多くの場合停電です。PCを使いたいときは、多くは停電で、最近のスマートフォン

は助かっています。日本の新井場さんからのメールにも、すぐ返事できるようになりました。

　仕事は多く、忙しいですが、私は、この仕事が気に入っています。後1年で終わりかと思うと寂しいです。
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4. 学校の施設:図書館、理科室、家庭科室、コン

ピューター室などたくさんの特別室があるのに

驚きました。また、空調、電子黒板など、設備

が整っているのに驚きました（前頁写真はパ

ワーポイントも使いながらネパールを紹介）。

5. 給食:児童は、午前8時から午後4時まで学校に

います。外に出ることなく、構内で昼食を食べ

られるのがすばらしく、自分たちで給仕してい

るのも、すばらしいと思いました。私も経験し

ましたが、とても、おいしかったです。有料と

いうのを知りました。

6. 先生たち:まず初日が、新学期の始まりの日で

したが、先生たちが、校門のところで、生徒た

ちを迎えているのにびっくりしました。日本の

先生たちは、朝8時から夕方7時半ぐらいまで学

校にいるのにも、びっくりしました。ネパール

の先生たちは、児童が帰ったらすぐ帰宅します。

また、先生の数の多さにも驚きました。時々は、

2人の先生が同じクラスで授業をしていました。

英語の授業は、nativeの人が担当していました。

ハンディキャップの子どものためのクラスがあ

るのを知りました。

7. ネパールと日本の似ているところ:バレーボー

ル、バスケットやサッカーなどの球技は、同じ

です。国語や算数は教科書に沿って進めること

は、同じです。理科は日本では実験などもあり、

より実体験ができます。ネパールでは、教科書

に書いてあるのを暗記するだけです。（写真は、

理科の実験を見学するカマラ）

カマラさんは、1月と2月に、文京学院大学のお世

話で、埼玉県ふじみ野市の三角小学校、西原小学校

で、各2週間ずつ見学実習をし、2月には群馬県の北

軽井沢小学校、大桑小学校で1週間ずつの見学実習

をしました。

4月からは、文京学院大学のふじみ野キャンパス

で、人間学部の留学生として、日本人学生とともに

学んでいます。

お土産、記念品
　日本人が好きなお土産の話…私たちは旅行に行くと友人、知人にお土産を買いますね。これも旅の楽

しみの一つです。私たちもネパールに行くときは、生徒たちに何かしらのお土産を持っていきます。支

援者の方々が送ってくださる品がほとんどです。大阪・いずみのソロプチミストグループから、毎年バ

ザーの売上金で下着やタオルを大量に仕入れて送ってくださいます。また、いろいろのグループから、

手作りの衛生用品やハンドタオルの袋をくださいます。鉛筆を大量にくださる方もあります。私たちは、

ネパールに行くとき、飛行機の制限重量ぎりぎりに、これらの品を詰めて行きます。帰りのスーツケー

スは空の状態です。これらの品々は、さくら寮の生徒たちや、赴任先の学校の生徒たちにも持っていき

ます。卒業生たちが、初めて赴任先の小学校へ行くときに、ノート、鉛筆、などを持たせて、赴任先へ

のお土産としています。

　卒業生たちには、タオルや下着のほかに、大阪の丸中タオル（株）さまからいただいたバスタオルに、

ネパールでJNFEAの刺繍を入れたのをプレゼントしています。因みにバリジュー先生は日本茶と“柿

の種”がお好きということで、定番のお土産だそうです。

第 6回交換留学生の紹介

次期留学生が決まりました。

Kamala Dangi（カマラ　ダンギ）

Kany Campus Pokhara在 学 で、

Rolpa郡出身。Balmandir Prim-
ary Schoolで3年間教師をしまし

た。1995年1月25日生まれ。
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らそう感じるのかもしれません。彼女らがネパール

のどこかで、先生として働いているのを想像すると、

うれしい限りです。

公益財団法人毎日新聞大阪社会事業団より寄付金を

いただきました。

　2015年11月22日、毎日新聞大阪本社版に、「先生

が私の未来～ペン先に光る決意」と題して、両面見

開きで、さくら寮が紹介されました。これを受けて募

金活動が行われ、JNFEAに寄付金が贈られました。

ありがたく、さくら寮のために使わせていただきます。

JICAから資金を得て

・JICA東京の「ホップ!ステップ!!国際協力」の支

援を得て、2015年10月のフォローアップセミナー行

うことができました。2016年3月11日に、幡ヶ谷の

JICAで報告会があり、深田洋子JNFEA理事がさく

ら寮でのセミナーの報告をしました。（詳細は22号

に掲載）

・JNFEAの「女性教師養成制度の構築を目ざすプ

ロジェクト」が、2016 ～ 2019年度JICA草の根技術

協力事業に採択されることが内定しました

第9期生の教育実習

　1月17日 ～ 2月16日

　さくら寮隣のカニ

ヤ小学校で教育実習

をしました。緊張し

てなかなか思うよう

にいかず、寮に帰っ

て泣いていた生徒も

いたようですが（マ

ンジュさんの話）、この写真を見ると、一生懸命な

様子が見られます。

助成金、寄付金に感謝します。

公益財団法人東芝国際交流財団様より、「さくら寮

10周年記念事業」のための助成金がいただけること

になりました。10周年記念誌制作、10周年記念イヴェ

ントを行い、日本の支援者の皆さまと、ネパールの

教育関係者にご報告いたします。ありがとうござい

ます。

国際ソロプチミストアメリカ日本中央リジョン様か

ら支援金をいただきました。

　かねてより、各地の国際ソロプチミスト様から

は、寄付金やたくさんの品物を寄贈していただき、

JNFEAの活動に多大なご協力をいただいてきまし

た。国際ソロプチミストは、世界132ケ国に3,100の
クラブ、約75,000名の会員を有する女性の奉仕団体

で、“人権と女性と女児の生活向上をたかめる”を

モットーに活動していらっしゃいます。日本中央リ

ジョン30周年記念事業の奉仕先として、JNFEAを

選んでくださいました。身の引き締まる思いです。

『さくら寮開設10周年記念』誌発行

　2016年　5月10日
（公財）東芝国際交流財団の支援金で作成できました。

　今年の卒業生で90人、来年で100人になります。

今年の10月には、10周年記念イヴェントをさくら寮

のあるポカラで開催します。私たちは、この100人

に必ず1回は顔をあわせています。1年に1回は会う

のですが、なかなか名前は覚えられません。10年間

で生徒の資質も変わってきました。第9、10期生と

なると現代版のドライな若者です。創設当初からか

かわってきた我々が年取ってきているので、なおさ

Topics & News
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支援団体からの寄稿文

“Topics	&	News”でお知らせしました、支援金の贈呈について、国際ソロプチミストアメリカ日本中央リジョ

ンのガバナー良本淑子様から、以下のような寄稿文をいただきました。

国際ソロプチミストアメリカ日本中央リジョン

30周年記念事業奉仕先　選定に関して

　　　　　　　　　　　　　　　国際ソロプチミストアメリカ日本中央リジョンガバナー　　良本　淑子　

　国際ソロプチミストは、4つの連盟で構成され、132ヶ国、約3,100のクラブ、約75,000名が属する女性の世界

的組織で、地域社会と世界中で人権と女性と女児の生活を向上させる活動をしています。私たち日本中央リジョ

ンは、アメリカ連盟に属し、兵庫県から静岡県（2府12県）に137クラ

ブ約3,350名の会員を有し、今期設立30周年を迎えるに至りました。

　記念すべき30周年を迎えるにあたり、記念式典、記念シンポジ

ウムの開催、記念奉仕等を企画し、会員の総意を得ました。記念

奉仕先に関しては、各クラブに推薦を募りましたところ、たくさ

んの団体がクラブから推薦されました。慎重に協議いたしました

結果、今期ガバナー指針“夢を実現しよう”－女性と女児に輝く

未来を－に基づき、貴団体を含む4団体を選定いたしました。

　貴団体は、ネパールにおいて、女性の教員「おなご先生」の育

成に尽力されていると伺っております。遠隔地域の少女を「さく

ら寮」に受け入れて教育し、教員として育て上げ、その「おなご

先生」が故郷の小学校に戻って教員として活躍される3年間の給与も支給しておられます。その活動は、私

たちソロプチミストの活動の原点「女性と女児のために」に、まさしく合致するものであります。

　また、今期の国際ソロプチミスト会長のテーマは、「プロジェクト・ネパール:導くために教育する」です。

この国際会長のテーマを具現するものとしても、私たち日本中央リジョンは、30周年記念奉仕先として貴団

体と巡り合えましたことを大変うれしく思っています。

　今回の支援は、私たち日本中央リジョンの会員一人一人の奉仕の心による果実です。それを原資として素

敵な「おなご先生」が巣立たれ、遠くネパールの地で女児たちが教育を受ける機会を得、その子たちが夢を

実現する一助になれば、と会員一同願っております。

4本の木を伐りました。

　ネパールは、現在ガソリンやプロパンガスが不足

しています。インドからの輸入が制限されているか

らです。プロパンガスは、昨年4月以前の3倍の値段

になっているとのこと。さくら寮の寮母は“そんな

高いガスは買いたくない”と言って、庭の木を伐っ

て燃料としています。生徒たちは、地方の田舎の出

身者たちですから、木を伐ることについては、上手

です。しかし、いつまでも木材に頼っているわけに

はいかないと思いますが。がけ崩れが起きないかと

心配です。
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オペラ歌手　故 中澤桂様の思い出　　　　　　　　　　　　　　　　　　 JNFEA理事長　山下泰子

（さくら寮の開設10周年記念の行事が、本年ポカラで開催されます。10年前、開設の記念行事に参加く
ださり、ネパールにおいでくださった、オペラ歌手中澤桂さまが、
去る1月10日お亡くなりになられました。ご葬儀に寄せた山下泰
子理事長の弔辞の一部です）。
　2006年8月、先生は、日本ネパール女性教育協会がネパール遠
隔地域の女性教員を養成するために作った「さくら寮」の完成
と日本・ネパール国交樹立五十周年を祝って、ネパールへ飛び、
ポカラとカトマンドゥで、チャリティ・コンサートをしてくだ
さったのでした。ネパール在住の日本人の皆さんは、「浜辺の歌」
に涙し、カトマンドゥの芸術大学教授は、ネパール初のオペラ・
コンサートに感動しきりでした。ダウラギリの氷河に「また、来
たいわね」とおっしゃった先生、自由にヒマラヤの空を駆け巡っ
てください。先生、ありがとうございました。心からご冥福をお祈りいたします。（写真は、カトマン
ズを発たれる中澤先生。見送りの人とあいさつ）

　2006年8月6日に、入寮式典を行った「さくら寮」が、2016年夏、10周年を迎えます。お蔭様で、第1期か

ら第9期まで、90人のふるさとの村の「おなご先生」が巣立ちました。いま最後の第10期生が「さくら寮」

で学んでいます。

　さくら寮10周年事業として、以下の催しをいたします。皆さま、どうぞご参加ください。

（１）さくら寮開設10周年記念誌『おなご先生100人養成』の刊行

（２）さくら寮10周年チャリティ ･ツアーの実施

　　　2016年10月14日（金）～ 10月23日（日）

　　　Aコース：ホテル・エベレスト･ビュー、Bコース：チトワン･サファリとルンビニ

　　　お申し込みは、ヒマラヤ観光開発丸山節子さん（T:03-3574-9292）まで。

（３）さくら寮10周年記念行事（於ポカラ）　

　　　2016年10月19日（水）13:00 ～ 19:00、於ポカラ･グランデ･ホテル

　　　①卒業生たちによるさくら寮10年の成果報告会

　　　②瀬尾真喜子ピアノ・コンサート

　　　③さくら寮10周年記念式典

　　　④さくら寮10周年記念レセプション

招待者：100人のさくら寮生･卒業生、日本からのチャリティ ･

ツアー参加者、ネパール教育省・地域の教育関係者、カニヤ・

キャンパス・ポカラ関係者、在ネパール日本大使館関係者、JICAネパール関係者、マスコミ記者、

JNFEA会員・役員等。

さくら寮 10 周年記念事業について

さくら寮通信
（2015年9月－2016年2月）
9月
・3日 KCPでテージ祭の歌と踊りのコンペのため練習。
・4日 11年生に英語の試験を実施。学力の低い生徒もい

る。

・7日 第1期生のShanta Khanalが教員採用面接試験のた
めに、1ヶ月の乳児を連れて、夫と寮に来た。

・9日 KCPでテージ祭が始まった。さくら寮生が第1位に
なり、郡のコンペに出場することになった。

 矢野可穂理理事、武内彩毎日新聞記者到着。
・10日 矢野理事、生徒たちにゲームの指導。武内記者は、

Bharijoo氏に面会。その後2人は、地震で被災した
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ゴルカ出身とダーディン出身の寮生にインタビュー
をした。

・11日 武内記者が極西部のドルパ出身とカリコット出身の
寮生にインタビューした。矢野理事は、寮生にゲー
ムの指導。

・12日 寮生は、テージ祭の郡のコンペに、歌の仕上げをし
ている。

・13日 さくら寮生の全一日の生活を取材するため、武内記
者来訪。

・14日 テージ祭を寮でも祝った。伝統にしたがってご馳走
を用意するために、4つのグループに分かれて、4種
類の料理を作った。

・15日 矢野理事が、｢ソーラン節｣の踊りを寮生に指導。そ
の後、武内記者が来た。寮生は、クルタを着用。

・16日 小野寺幸子さん来訪。今日は、お墓参りの日。
・17日 矢野理事が、｢ソーラン節｣と運動の指導。
・19日 矢野理事とみんなで、映画館で映画鑑賞。
・20日 ネパールの新憲法発布の日。みんなでキャンドルを

灯して祝う。
・21日 ある政党が全国ストライキを表明。矢野理事と

Bijay氏とManju寮母で協力して、パネルシアター
の指導をした。

・25日 矢野理事が寮を出発。
・26日 インドの輸出禁止で、食料品が充分には手に入らな

い。石油とガスは、ほとんど空になったので、裏庭
で薪を作った。

・27日 ネパールの政治状況は日ごとに悪化している。
・28日 KCPの授業は、行われていない。寮生は、ホール

のガラス拭きをした。
・30日 寮生に奨学金を支給。
10月
・4日 ガソリン不足のために、KCPの先生は出勤してい

ない。そこで寮母は、KCP学長にダサイン休暇を
早めるよう話し、10月9日からと許可された。

・6日 第8期生（12年生）の試験結果発表。幸い10人全員
合格。Karuna PalがKCPで1番の成績だった。

・7日 寮生たちは、部屋を掃除し、食品庫をきれいにし
た。その後ダサインの買い物に出かけた。

・9日 早朝、寮生は故郷へ帰った。
・28日-31日　フォローアップセミナー開催。28人参加
11月
・19日 ダサイン休暇を終え、数人の寮生が戻ってきた。
・20日 Bharijoo氏宅へ行きフォローアップセミナーの報告

をした。
・21日 寮生の大部分が戻ってきた。調理用のガスがまった

く無いので裏庭の木を切った。元寮母の友松史子さ
んが到着。

・22日 KCPの授業が始まった。　　　
・23日 11年生のコンピュータ－授業が始まった。フォロー

アップ研修に不参加だった卒業生に給料を送金。
・24日 友松史子さんは、KCPの新学長に会って帰った。
・25日 さくら寮の補修費用の見積書をIndreni社から受取

り、写しをBharijoo氏に渡した。
・26日 補修費用見積書を山下理事長と赤尾氏に渡した。
・28日 裏庭から薪をたくさん集めた。
・29日 第10期生が寮母に伴われ、フェワ湖へピクニックに

行った。料理を作って持参し、ボートを楽しんだ。
・30日 第8期生の成績証明書を準備。一人当たり1,100ルピー

を高等教育局（HSEB）へ払いこむ。その後11年生、
12年生のSLCの成績を高等教育局へ提出。

12月
・1日 寮生に奨学金を支給。
・3日 卒業生数人に給料を送金。
・5日 KCPの24周年記念行事で寮生はバレーボールとクイ

ズとダンスに参加するため、熱心に練習している。
・6日 KCPのラリープログラムで、女子教育をすすめる

スローガンをみんなで作った。
・7日 KCPのラリープログラムに皆で参加。献血の催し

にみんなで献血した。
・8日 KCPの24周年記念行事に参加。Karuna Pal（第8期

生）が、教育学部で成績1番の13,000ルピーの報奨
金が授与され、寮母が代理で受け取った。

・9日 高等教育局（HSEB）で、第8期生の成績証明書を
受け取った。

・12日 いつものように薪を集めた。外の水タンクの掃除。
・13日 第8期生の証明書を用意するため、KCPへ書類と写

真を提出。しかし、停電ですぐにはできない。
・14日 給料と奨学金を支給。
・16日 KCPから卒業生の証明書を受け取った。写しを本

人たちに送ろうとしたが、インターネット受信環境
が悪いため難しい。

・18日 教員資格試験に応募する予定の第8期生の書類を、
速達で送付。

・19日 2日後にKCPの第1学期の試験が始まるので、15日
分の薪を集めた。

・20日 寮生用の寝具のシーツと枕を新たに購入のため、
Bharijoo氏に値段を相談し、20人分注文。

・22日 KCPの第1学期の試験が始まった。
・24日 Karuna PalへKCPからの報奨金を、銀行から送

金。
・26日 注文していたシーツと枕が届く。各人に配布、傷ん

だシーツは、雑巾にする。
・28日 毎日新聞が6部届き、寮生たちは、自分の写真を見

て喜んだ。
・29日 奨学金を支給。
・30日 第1学期の試験が終わり、15日間の冬休み。そこで

コンピュータの授業を1日2時間にしたいと相談した
が、担当教師に、｢生徒たちは、授業にあまり意欲
的でない｣と言われた。

・31日 大晦日、寮生たちは、お祭りのレイクサイドに行っ
た。

2016年1月
・1日 料理用のガスが無く、寮母は探しに行った。
・2日 みんなで裏の木を切り、小さく切って干した。
・4日 SLCに受かった女性が、ドルパから叔父さんとさ

くら寮に応募したいと来た。寮母は、さくら寮の目
的について、説明した。

・3日 Bijay氏が絵画の授業をした。12年生に比べ、11年
生は、意欲的に取り組んでいる

・5日 Parbatiが（第9期生）生理不順で病院で受診。問題
はなく、薬を処方してもらう。

・7日 11年生（第10期生）は、1日に2時間のコンピュー
ター授業を受けているが、あまり興味をもっていな
い。寮母は｢コンピューターは、これからすべての
職業に必要だし、JNFEAもその推進に力を入れて
いる｣と理解させるよう、話した。

・8日 12年生は、教育実習に備えて、サリーとブラウスを
用意した。

・9日 Bijay氏の絵画の授業を2時間受け、その後、裏から
薪を集めた。

・10日 12年生の教育実習のオリエンテーションが始まっ
た。11年生も参加。

・11日 第8期生の成績書を高等教育局とKCPから受け取っ
た。本人たちへ送付。

・12日 Goma（第10期生）が、胸が痛いという。受診の結
果、大したことはないとのこと。薬をもらった。

・14日 明日はMaghe Sankrantiのお祝いをするので、
YamやGhee、スイートポテトやその他たくさんの
ご馳走を食べるので、11年生とともに食料を買いに
行った。

・15日 早朝からいろいろな料理を用意した。第9期生の11
年生時の試験結果が発表され、9名が合格した。
Ambika Majhi（第9期生）が、保健科目で不合格
だったが、再受験できる。

・16日 11年生は、薪を集める作業で忙しかった。
・17日 12年生の教育実習が始まった。11年生は、冬休みが
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終わり、KCPの授業開始。
・18日 職員への給料支払い、学生への奨学金を支給。
・19日 夕方の12年生への英語の特別授業が始まった。
・23日 裏庭から薪を集めなければならない。木を1本新た

に伐採した。とても大変な作業だった。
・25日 12年生は、学級運営の経験もないので、教育実習で

大変だ。しかし、教師として今後仕事をする上で、
良い勉強になっている。

・29日 寮生に奨学金を支給。
・30日 みんなで台所の食品庫と外の水タンクの掃除をした。
2月
・6日 12年生は、教育実習の1ヵ月間は、ずっとサリーを

着用。寮母が、いろいろなポーズの写真を撮った。
・7日 寮母が、教育実習を参観。騒がしい生徒たちをうま

くコントロールできない者もいれば、良く指導でき
ている者もいる。また、説明が下手な寮生もいた
が、概してみんな一生懸命実習している。

・8日 今日は、グルン族の人たちのお祭りで休日。グルン
の寮生たちは、親戚の家に出かけた。

・11日 給料と奨学金の支給。
・12日 Ambika Mejhiは、11年生の試験で、1科目不合格

だったので追試を受けた。
・13日 みんなで裏の木を切った（桜は切らない）。
・14日 教育の神様を祭るSaraswati Pujaの祭日。KCPで

の記念行事に、寮生は、全員参加した。
・15日 これからのJICAの事業に関して、寮母は、Bharij

oo氏と話し合った。卒業式の日程も決めた。
・16日 12年生の教育実習の最終日。実習校ではフェアウェ

ル行事があった。
・18日 Manju寮母が、カトマンズへ行き、サンセット

ビューホテルで今村夫妻と友人たちに会った。午後
4時に、JICAネパール事務所で西前さんと会い、今
後どのようにKCPの事業を推進していけるかの説
明を受けた。その後、第2期生のLalmaya Budhaに
会った。

・19日 から21日までと23日、今村務氏から音楽の授業を受

けた。指導法やネパールの童謡、子どもの遊びな
ど、寮生は楽しんで学んだ。

・22日 KCP学長に、Manju寮母はこれからのJICAの事業
について話し、理解を求めた。

・24日 今村理事と吉田理事が、Bardiya,Kanchanpur,Kai
lali Kapilvastuへの訪問を終えて、さくら寮へ戻っ
てきた。

・25日　吉田理事が、地震災害の防災について授業。有益
だった。

・26日 KCPは休み。今村理事と吉田理事が、3時間の授業。
 今村理事の友人が、Piambar氏とともに来訪し、寮

生たちは｢レッサン・フィリリ｣を踊って歓迎した。
・27日 今村理事と今村務氏が、1日授業。
・28日 寮生への奨学金支給と卒業生教員への給料送金。
・29日 Bharijoo氏からの要望で、第6期生の報告書ファイ

ルを送った。KCPへの地震災害見舞金を3月1日に
渡す約束をした。

3月
・1日 KCPへの地震災害義捐金50万円をBharijoo氏と

KCP学長に、今村理事からから渡した。
・2日～5日 今村理事がさくら寮生に授業をした。
・3日 JICA事業の推進について、今村、吉田理事が

Bharijoo氏とKCP学長と話し合った。
・6日 数学の特別授業(8:00~9:00 am)が 今日から始まっ

た。
・7日 Shivaratriの祭日。夜、焚き火で楽しんだ。
　　　　Sujata（第4期生）が来訪（９日に帰った）。
・9日～21日　Manju寮母兼マネジャーが、頬の腫瘍の治療

のため、通院した（15日に手術）。
・12日 金氏グループが、絵画とスケッチの授業実施。
・13日～18日　中尾順子さんがピアニカの指導をした。
・16日 給料支払いと奨学金を支給。
・22日 Holi祭の日。寮生たちはお祝いをした。
・23日 次期留学生に決まった Kamala DangiのKCPへの

入学手続きをした。
・26日 寮生たちは薪集めをした。

ＪＮＦＥＡ活動報告
（2015年12月－2016年4月）
12月
・11日 文京学院大学国際連携プログラム終了式　
・12日～16日　カマラ、広島・関西旅行
・13日 ニュースレター、発送作業 大泉資料室
・18日 カマラ、ふじみ野へ移動
・19日～23　カマラ、関西へ。
・21日 堂島ロータリークラブのクリスマス会出席
  横山宅ホームステイ
・22日 竹中大工道具館、赤尾健蔵氏と対談
・24日 カマラ、ふじみ野市教育委員会、三角小学校、西原

小学校訪問
・28日～1月6日　カマラ、千葉の深田宅ホームステイ

2016年1月
・5日～26日　赴任地訪問－福島・クリシュナ
・8日～22日　カマラ、軽井沢の今村宅ホームステイ
・18日 国際ソロプチミスト－府中の新年会に出席
・19日 カマラ授業参観 ふじみ野市立三角小学校
・24日～2月10日　カマラ、北軽井沢小学校見学実習
2月
・2日～5日　カマラ、応桑小学校見学実習
・7日 JICA案件について会議 大泉資料室
・10日 JICA案件について会議 JICA
・11日 第13期第7回理事会 コンパートメント
・15日～26日　カマラ、ふじみ野市立西原小学校見学実習
・18日～3月5日 今村（務）今村（美）吉田（26日まで）

 ネパール訪問
・25日 JICA案件について会議 大泉資料室
・28日～3月11日　カマラ、英語セミナー参加
・29日 JICA案件について会議 大泉資料室
 会計処理
3月
・2日 JICA案件について会議 JICA
・7日 JICA案件について会議 文京学院大学
・11日 JICAホップステップ報告会 JICA
・11日～19日　カマラ、北軽井沢の今村宅ホームステイ
・20日～23日　カマラ、矢野宅ホームステイ 
・23日～29日　カマラ、新井場宅ホームステイ
・29日 カマラ、文京学院大学ふじみ野校舎通学
・31日 会計処理 大泉資料室
4月
・1日 編集会議 佐迫宅
・12日 JICA案件について会議 JICA
・16日 第14期第1回臨時理事会 文京学院大学
・22日 JICA案件についての会議 JICA
・25日 活動推進会議 大泉資料室
 会計監査 大泉資料室
	 山下泰子理事長、「国際ソロプチミストアメリカ日

本中央リジョン（30周年記念式典）出席
	 	 国立京都国際会議場
5月
・7日	 活動推進会議	 大泉資料室



26

2015年4月より2016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（里

親基金を一括でいただいている方も含みます）。　　

ここでは、　正会員・賛助会員会費を納入いただいた方を除いた、ご寄附、ご寄贈の方に限らせていただ

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、ご協力をいただき、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。

青木睦子　赤井文彌　　阿出川俊夫　阿部可子　綾部弘子　新井場貞子　新井敏子　飯嶋優瑞　庵康雄　石
井栄子　一冊の会（大槻明子）　岩谷榮子　上杉紀夫　牛江ゆき子　H.N　大久保節子　太田峰子　大野清子
小川益司　奥野亨子　小野寺幸子　織田真理子　片桐奈保美　加藤恒久　菊の子会（石黒孝）　北川良　北
川和子　桑原弘子　小泉久子（小平相談室一同）　古賀衛　　国際交流ボランティアみなとグループ　国際
ソロプチミスト大坂－いずみ　国際ソロプチミスト東京-小金井　国際ソロプチミスト長浜　国際ソロプチ
ミスト新潟　児玉元晴　小林洋子　佐伯律子　佐久間彬弘　実松皖　島田燁子　新木彗江　清水弘子　尚学
社(吉田俊吾)　鈴木靖国・哲子　鷲見八重子　瀬尾真喜子　芹澤恵津子　全国退職女性校長会(梅の実会・西
田敦子)　扇子一美　高木泰子　高瀬純子　田上和子　竹田智恵子　田中綾子　田中千恵子　田中長子　田
中雅博・悦子　手塚文彦　中田美子　永谷京平　中橋美智子　中山慶恵子　根森健・桂子　野口修策・成子
板佳奈子　寺澤玲子（ピースガーデンジャパン代表）　深田洋子　福島進　古澤恵子　増渕民子　町田紀子
松波勝弘　三谷量子　宮坂洋子　山口洋子　山下威士　山下泰子　山田好秋　山本淹子　横田洋三　横山賀
壽子　吉崎トミ子　吉田英子　吉野彩香　吉村芳江　若井悦子	 敬称略　
＊助成金：・独立行政法人国際協力機構（JICA）・公益財団法人毎日新聞大阪社会事業団

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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） 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

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 

     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  Fax 03-6222-3824  

編集委員：新井場貞子 吉田俊吾 山下紗衣佐伯律子岩谷栄子

E-mail: iwatani@r3.ucom.ne.jp   ホームページ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（ただし、月額1,000円より可）

特定非営利活動法人日本ネパール女性教育協会（JNFEA）

編集後記
このたびの熊本、大分地域の地震による被害にあわれた皆様に、心からお見舞い申し上げます。

熊本の地震のニュースに心痛めながら、ニュースレターを編集しています。

ところで、ネパールの地震から1年経ちましたが、ネパールでは、復旧がはかどらず、村や町

はがれきのままということです。“地震の爪痕がそのままというのに、なんと穏やかな人たち”

と被災地を訪問した今村美知子さんの報告にあります。国の事情でしょうか、なんとかならない

ものかとやきもきします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編集委員


