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第10期卒業生が巣立ちました
5月27日（土）さくら寮最後の卒業式が挙行されました。11時～ 12時30分、式典。13時～ 15時、学生主催によ
るFarewell Party. VIPの方々
をはじめ、KCP の先生方のほ
とんど、日本からの出席者は、
JICAの 服 部 さ ん、JNFEA
をこれまでサポートしてくだ
さっている全国退 職 女 性 校
長会梅の実会やソロプチミス
トの会員の方々など、また、
JICA青年海外協力隊員も駆
けつけてくださり、50名を超
える大勢の参会者がありまし
た。
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第10期生を送ることば
NPO法人日本ネパール女性教育協会理事長

山下 泰子

皆さんは、さくら寮の最後の卒業生です。今日は、私たちにとっても感慨一入です。
たくさんの方々のご支援のお蔭でここまでくることができ、ホッとすると同時に一抹
の寂しさを感じています。
皆さんは、ネパール山村に100人の「おなご先生」を届けるこのプロジェクトの最
終ランナーです。皆さんには、私たちの期待がいっぱい詰まっています。私たちにとっ
て、皆さんは、大切な大切な宝物です。私たちは、精一杯みなさんのサポートをして
きました。去年は、さくら寮10周年の記念式典をしました。その究極の目的は、皆さ
んにさくら寮卒業生としてのしっかりした自覚を もってもらうことでした。
ここに、第10期生の皆さんが、入学して間もなく、壺井栄の書いた小説『二十四の瞳』のDVDを見て、
書いたレポートがあります。それは、今から90年前の海に囲まれた小豆島の岬の分教場の1年生12人と女子
師範学校を出たばかりの大石久子先生の物語です。
• ダーディンのチャンディカさんは、日本にも貧しい時代があったこと、同級生の親の仕事を茶化した子を
大石先生が注意したことから、人生では人の心を傷つけてはいけないことを学んだと書きました。
• カリコットのダマナさんは、7人の女の子の運命がつらいものだったこと、親に売られた子も居たことを
鋭く観察しました。
• ダルチュラのギタさんは、全員戦争に行かなければならなかった5人の男の子の運命に思いを馳せました。
3人が戦死し、1人は盲目になって帰ってきたのでした。
• ゴルカのゴマさんは、産後の肥立ちが悪くて亡くなってしまった母の代わりに赤ちゃんの面倒をみるため、
学校を辞めなければならなかったマツエに心を留めました。もし、さくら寮に来られなかったら、自分も
マツエと同じ人生になったと思うと書いています。
• ダデルデューラのラリタさんは、大阪に働きに行き、肺病になって村に帰ってきて、親にも看取られず、
納屋で死んでしまったコトエのことを書きました。
• ドルパのメヌカさんは、5人の男の子たちが、戦争に行くと言ったのに、大石先生が反対したことを書き
ました。
• ダーディンのニルマラさんは、音楽を学びたかったのに、音楽学校に進学させてもらえなかったマスノに
思いを馳せ、自分は、村の子に音楽を教えると書きました。
• ジャジャルコットのプレムカラさんは、娘として生まれることは悪いことではない、今は、女性も大統領
にもなれる、自分は、みんなから感謝される大石先生のような優しい先生になりたいと言いました。
• バルディヤのプジャさんは、７人の女の子の運命を分析し、根底にあるのは貧困と女性差別だと言い、自
分の場合も、さくら寮に来なければ、より良い教育を受けられなかったと思うと言っています。
• ドルパのシャムジャナさんは、女の子の運命の厳しさを述べ、自分は、性差別をなくして、子どもと仲良
くし、優しく教える先生になりたいと書きました。
昨年ポカラで開催した「さくら寮10周年記念式典」で、マテマ大使が、「カルチャー」を教えることの大
切さを指摘されました。5月14日に東京で開催した「さくら寮10周年記念 パーティ」で、全国退職女性校長
会元会長の野口玲子先生は、それを「こころの教育」とおっしゃいました。さくら寮でJNFEAがめざしたのも、
しっかりした自分自身をもち、子どもたち一人ひとりを隔てなく愛し、優しく教えるこころをもった「おな
ご先生」なのです。
どうぞ大石先生のような優しい「おなご先生」になってください。村の少女のロールモデルになってくだ
さい。さくら寮卒業生としての矜持をもって、凜として生きてください。私たちは、皆さんのつくるネパー
ルの未来に期待しています。皆さん、ご卒業おめでとうございました。（本文はネパール語訳で、卒業生た
ちに配布しました。）
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Suresh Kumar Manandhar

KCPキャンパス・チーフ
日本ネパール女性教育協会（JNFEA）の支援を受けて、KCPがさくら寮プロ

ジェクトを運営して10周年を迎えるこの機会に、関係者みなさまに感謝申し上げ
ます。とくに、KCPの設立者兼キャンパス・チーフ、スレンドラ・バリジュー教授、
JNFEAの理事長ドクター山下泰子様、ケダル・バクタ・マテマ様に特別感謝申
し上げます。このプロジェクトの運営段階で、KCPがJNFEAに協力したことに
ついては、お互いがわかっているでしょう。25周年記念日を迎えているカニャ・
キャンパスにとって、JNFEAの協力がとても大切でした。毎日一生懸命に頑張っ
ている皆様に感謝申し上げます。
プロジェクトのこの10年間、ネパールの極西部と中西部に住む、機会や利便性に恵まれない100人の女性
がこの寮に住んで、教育学を専攻し、11年生、12年生として勉強し、卒業しました。卒業生のレポートを分
析してみると、ほとんどの学生たちが、しっかり土台を作ることに成功しています。これは、このプロジェ
クトが成功したことを証明しています。学生たちみなさんが、ますます成長することを期待し、成功を祈っ
ています。
JNFEAは、KCPを介して運営しているさくら寮を通じて、遠隔地の山村の女性たちに無料教育と3年間
の教員給与で支援してきました。このプロジェクが、とても有効であることが明らかです。KCPも今後同
じようなプロクラムを実施する目標を掲げていますが、支援者が見つからないので、思うように進んでいま
せん。今でも以前と同じ方針で寮を運営するために、支援者を捜しています。他の支援者が見つかるまで、
最低限の学費だけもらって質の良い教育を与えるための計画を立てているところです。この寮を継続的に運
営するために、支援者が協力してくれることを期待しています。最後に、プロジェクトの最後の寮生として
の勉強を終えて卒業するみなさん、おめでとうございます。（本文はネパール語卒業文集からの引用です。）

KCP の校舎

さくら寮

玄関脇にある さくら寮建設由来
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Assignment of Graduates
SN Name
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Date of Birth

Addrees

School

1 Chandika Regmi

09/10/2000

Dhading

Shree Satyawati Higher Secondary School, Kumpur

2 Damana

06/11/2000

Kalikot

Shree Satyadevi Higher Secondary School, Jubitha

3 Gita Joshi

09/10/1998

Darchula

Shree Latinath Higher Secondary School, Rithachaupata

4 Goma Ghale

20/08/1997

Gorkha

Shree Budhha

5 Lalita Pandey

02/01/1999

Dadeldhura Shree Bhageshwor Higher Secondary School,Katal

6 Menuka Budha

09/08/1999

Dolpa

Shree Suryodaya Primary School, Bhotgaun

7 Nirmala

29/05/1997

Dhading

Shree Shankhadevi Secondary School, Patle

8 Premkala Shahi

31/08/1996

Jajarkot

Shree Bijay Secondary School, Chhiprena

9 Puja Karki

09/05/2000

Bardiya

Shree Bageshwori Primary School, Jamuni

10 Samjhana Bk

30/08/1997

Dolpa

Shree Mahadev Primary School, Jiun

Kumari Shahi

Gairipile

Secondary School, Philim

～

卒業生の抱負

～

卒業生に聞きました。
1） What is your ideal teacher?
2） What would you do to become an ideal teacher?
3） What kind of lecture did you like most at Sakura Dormitory.?
1） どんな先生になりたいですか。
2） 理想の先生になるために、あなたはどうしますか。
3） さくら寮で、あなたは、どんな講義が一番好きでしたか。
Chandika Regmi（チャンディカ

レグミ）
（Dhading）

1. 私は、優秀で協力的な教師になりたいです。それを得るために、自分が持っている優
秀な教師の資質を毎日の生活に発揮したいと思います。
2. 私は、理想的な教師になるため、努力します。理想的な教師になるのは、簡単ではな
いですが、私は頑張ります。理想的な教師になるためには、学校で、他の教師とは変わっ
たことをし、子どもたちにいろいろなゲームや教材を使って教えます。子どもたちに教
科書の知識だけではなくて、実践的な知識も与える必要があります。ほとんどの学校で
は教科書だけ教えますが、私は、教科書の他、いろいろな実践的なことを教えたり、ゲームなどを使って教
えたりします。これだけではなくて、楽しく、面白い、詩を読んであげて、勉強に興味を引き寄せるように
します。
3. さくら寮で学んだいろいろな技術や研修の中で、今村美知子さんの授業は一番良かったです。なぜなら、
彼女が教えてくれたゲームや他の知識は、子どもに教えるとき、使えるものです。それを使えば、彼らの興
味を引き寄せることができます。いつも勉強だけだとつまらなくなってしまいます。そのようなことを無く
すために、時々ゲームや他の技術を教える必要があります。
Damana Kumari Shahi（ダマナ

クマリ

サシ）（Kalikot）

1. 優秀な教師になるため、さくら寮で学んだ知識、技術を使って教えます。毎日学校へ
行って教えます。子どもたちに体罰を与える、怒る、脅かす等の悪いことを止めて、楽
しく教えるようにします。
2. さくら寮で学んだいろいろなことが好きです。音楽の授業が、一番好きです。なぜな
ら、今後教師になるからです。先生が教えてくれたのは、子どもたちの興味をひかせる
こと、彼らの心理を理解する方法、勉強が弱い、または嫌いな人に、どうやって教える
かを、音楽と一緒に教えてくれました。子どもや児童にとって音楽は好きなことです。いろいろな童歌を教
わりました。この音楽授業が一番気に入っています。
Gita Joshi（ギタ

ジョシ）（Darchula）
1. 私は、規律正しい、友好的、優秀な教師になりたいです。
2. 私は、村に戻って優秀な教師になりたいです。学校で子どもに溶け込めるよう努力し
ます。その学校の他の教師よりも違った方法で教えるようにします。授業で教材を使い
ます。自分は、いつも時間内に毎日学校へ行きます。村の学校の子どもたちは、現地の
言葉だけ話します。それを少しずつ無くすようにします。私は、ネパール語を教えて、
ネパール語を話す習慣をつけるようします。教科書の知識だけではなくて、別の知識も

教えます。私は、さくら寮で学んだことを学校で活用します。自分の教室も効果的なものにします。学校に
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来ない子どもたちが、学校に来られるよう努力します。必要な教材とゲームを使って教えます。
3. ２年間さくら寮に滞在した際、日本の先生がいろいろなことを教えてくれました。論理的知識だけでは
なくて、実践的な知識も教えてくれました。音楽が心を落ち着かせてくれます。心の痛みやつらさを音楽で
忘れさせてくれます。それで、音楽が必要です。体を健康的で丈夫にするために、スポーツが必要です。ス
ポーツをすれば健康になります。パソコン、ゲームも好きです。
Goma Ghale（ゴマ

ガレ）（Gorkha）
1. 私は、故郷の村に戻ってみんなと仲良くできる、模範教師になりたいです。
2. 教師の役割というのは、教科書だけ教えて子どもたちを進学させるだけではありませ
ん。教科書以外の知識も知る必要があります。２年間さくら寮で生活をした際、日本の
メンバーからいろいろな情報を得ました。その知識や情報を村に戻って、子どもたちに
教えます。子どもを怒って、脅かして、恐怖を与えるやり方ではなくて、彼らの身体や
精神的状況を見て、ひとりひとりの可能性を伸ばせるよう、彼らに楽しく教えます。

3. 私は、２年間さくら寮で暮らしたとき、いろいろなことを学ぶ機会がありました。パソコン、算数、英語、
など、日本の先生から音楽、性教育等いろいろ勉強しました。それは、すべて私たちの生活のために必要な
ことです。私が一番気に入ったことは、音楽とパソコンです。なぜなら、音楽は心を落ち着かせてくれます。
パソコンでいろいろな新しいことを教えてくれます。パソコンを使って仕事をすると、簡単で、短い時間で
いっぱい仕事をこなすことができるようになります。
Lalita Pandey（ラリタ

パンディ）（Dadeldhura）

1. 私は、優秀な模範教師になりたいです。
2. 私は、故郷の村に戻って、さくら寮で学んだ知識、技術を使って教えます。私の学校
では、いろいろな教材を使って教えていません。私は自分の学校へ行って、子どもたち
に溶け込んで、ゲームやさまざまな教材を使って教えます。
3. 日本の先生が、私たちにいろいろなことを教えてくれました。教えてくれたことは、
すべて気に入りました。その中で一番好きだったのは、パソコンと音楽です。音楽が心
を落ち着かせます。私たちは、教科書のことだけではなく、実践的なことも大事です。パソコンは、いろい
ろな分野で役に立ちます。今の社会ではパソコンの必要性は多いです。パソコンを習うことができて、とて
もうれしいです。
Menuka Budha（メヌカ

ブダ）（Dolpa）

1. 私は、みんなと仲良くできる、優秀な先生になりたいです。
2. 私は、村に戻って、さまざまな教材を使って村の先生たちと違った方法で、子供たち
に溶け込んで楽しく教えたいです。学校の教室を魅力的な教室にしたいです。子どもに
怒って、恐怖を与えて、脅かしてではなくて、さくら寮で学んだことを使って教えます。
3. ２年間さくら寮で生活した間、日本人の先生からいろいろ教えてもらいました。教科
書の知識だけではなくて、実践的な知識も教えてくれました。一番好きな授業は、パソ
コンと音楽です。なぜなら、音楽が心を落ち着かせてくれます。心のつらさを音楽で忘れることができます。
音楽も大事なことです。パソコンからも、いろいろな実践的な知識を学ぶことができます。それで、パソコ
ンと音楽が好きです。
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Nirmala Gairipile（ニルマラ

ガイリピル）（Dhading）

1. 私は、誠実で優秀な教師になりたいです。なぜなら、私は、学校に行って、教師とし
ての資質を毎日使って模範教師になりたいです。
2. 私は、優秀な模範教師として前進したいです。私は、他の教師たちと違う方法で教え
たいです。子どもたちに教科書のことだけ教えると興味を無くすので、授業の前に冗談
したり、詩を読んだり、いろいろなクイズしたりして、楽しい授業にしたいです。また、
いろいろなゲームや教材も使って教えるようにします。この方法で教えれば、子どもた
ちが喜んで、勉強に興味を持ってくれるようになります。その結果、教科書の知識だけでなくて、実践的な
知識も習うことができるようになります。
3. さくら寮で学んだいろいろことの中で、今村さんが教えてくれた音楽の授業が一番好きです。なぜなら、
子どもたちに教科書の知識だけではなくて、週に１、２回音楽を介して教えることもできます。彼が私たち
に教えてくれた音楽は、子どもたちに教えると喜ぶと思います。また、興味をひかせることができるように
なります。ひとりひとりの子どもの態度を変えるために、音楽の授業をやりたいです。
Premkala Shahi（プレムカラ

サシ）（Jajarkot）

1. 私は、模範教師と素晴らしい教師になりたいです。素晴らしい教師になるために必要
な資質、例えば、毎日学校へ行く、他の教師よりも変わった教師になって見せること、
子どもに溶け込で楽しく教えることです。それは、いろいろな技術を身に着けるのに役
に立つと思います。
2. 私は、優秀な教師になりたいです。しかし、これは簡単なことではありませんが、私
は努力し続けます。私は、娘を学校へ行かせない親に対して、学校へ行かしてもらうよ
うお願いします。できるだけ、私自身が、子どもの親のところに行って話をして説得するようにします。私は、
学校ではゲームや教材を使って教えるようにします。私たちの社会では教材は豊富ではありませんが、周辺
にあるものを教材として使って教えます。子どもたちに教科書の知識だけを与えるのでなく、実践的な知識
も与えるべきです。教科書の知識だけでは、子どもたちは完璧になりません。いろいろな実践的なことを教
える必要があります。
3. 私がさくら寮で学んだこと、研修で学んだことすべて気に入っています。なぜなら、いろいろな研修でいっ
ぱい学びました。これは、学校へ行って教えるとき、役に立ちます。その中で、一番好きだったのは、今村
務さんの音楽の授業です。なぜなら、音楽が子どもたちの勉強の意欲を増やしてくれます。面白くて楽しい
授業をするよう努力します。先生が教えてくれた童歌を学校で教えます。
Puja Karki（プジャ

カルキ）（Bardiya）

1. 私は、模範教師になりたいです。私は、学校で行われている伝統的な教育方法と少し
違う方法を使って教えて、模範教師と知られるように努力します。
2. 私は、さくら寮で学んだこと、研修で習ったことを実践して教えるために努力します。
もちろん、教材を使って教えるよう心掛けます。時間を守らない、時間の大切さを分か
らない他の教師の前で、時間通りに仕事をこなして見せて、模範教師になれるよう頑張
ります。
3. さくら寮で学んだこと、学習したことは、すべて役に立つもの、大事なものばかりです。その中で、私
が一番気に入った、好きな授業は、今村美知子さんの算数とゲームの授業です。彼女が子どもに優しく簡単
な方法で算数を教える方法を教えてくれました。私たちの学校ではゲームはあまり遊ばないけど、ゲーム等
を通じて楽しい授業ができる、楽しく過ごせるので、ゲームが役に立つと思います。また、ゲームは体力づ
くりに役にたちます。
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Samjhana Bk（サムジャナ

Bk）（Dolpa）

1. 私は、優秀な模範教師になりたいです。
2. 学校は怖い、恐ろしいという悪いイメージを無くして、子どもたちと友達感覚で接し
て楽しく教えるように努力します。子どもたちには理論的知識だけではなくて実践的な
知識も教えるようにします。教えるとき、様々な教材を使って教えます。児童たちはゲー
ム等が好きですから、ゲーム感覚で教えて、子どものあらゆる面を発展させます。３年
間の間、児童たちと良い関係を築けて、優秀な模範教師になれるよう努力します。
3. さくら寮で学んだこと、学習したことは、すべて実用的です。すべて気に入っています。一番好きだっ
たのは音楽です。音楽が人の心をきれいにします。人と人をつないで、仲良くしてくれます。また、いつも
心がポジティブになります。このような良い面を子どもたちは学ぶべきです。彼らの心がピュアになります。
また、もっときれいにするために音楽が活躍してくれます。それで、音楽が大好きです。美知子さんの教え
方もとても好きです。

卒業式

謝恩会

卒業生は、練習した通り、落ち着いて、にこやかに証書をいただいていました。祝辞は、英語あり、ネパー
ル語あり、日本語ありで、どれかが分かるといった具合で、司会もとまどっている具合でしたが。在ネパー
ル日本大使小川正史様からの祝辞（メール）は、ご自分の娘さんのことを思いながらの温かい祝辞で、会場
をなごませました。（これは、ネパール語にしました）。また、KCPの理事長さんから、マテマさんから、また、
日本からのお客さんから数々のプレゼントをいただき、卒業生たちは、大感激でした。KCPの理事長からは、
山下理事長にKCPとマチャプチャレが描かれた水彩画が贈られました。マナンダール学長から、卒業生は
じめ日本人全員にカタという歓迎を示すスカーフが贈られました。
卒業生たちが、即在校生という今回の事情で、彼女たちはエンターテイメントの主催者兼サービス係で、式後の
カジャ（お茶）の時間には、お茶やお菓子を配って回り、歌を歌い、ダンスをし、ピアニカを鳴らし、パネルシアター
を演じるという大活躍でした。
また、17時からは、大パーティ。タカリー族の食堂からのディリバリー
で、前菜と飲み物、ビールもあり、あちこちに輪ができて談笑、歌の合唱。
ギターを抱えて、世界を自転車で回っているという28歳のシンちゃんと
いう青年の伴奏で歌のグループができ、また、今回初めて古宇田さんた
ちといらした、レクレーションの大家中島宏さんのリードで全員が参加し
ての指を使ってのゲームに、
大いに沸きました。最後は、
お決まりのネパー
マナンダール学長から卒業証書授与

これがネパール流
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ル食“ダルバート”をいただきお開き。とても楽しいひと時でした。

山下理事長のあいさつ、通訳はマンジュさん マテマ夫妻

KCP の先生方

カタの贈り物

日本からのお客様

卒業生のダンス

理事長へ水彩画の贈与

3 人の卒業生たちが手伝ってくれました

JNFEA さくら寮開設10周年記念パーティ－ in Tokyo
5月14日（日）、文京学院大学本郷キャンパス「サロン・ド・ブンキョウ」で、開催しました。午前中は、
第15期総会が、同じ場所で開かれました。今回は、昨年10月のネパールでのさくら寮開設10周年記念パーティ
に引き続き日本でもということで、大勢の方に呼びかけましたところ、
80名という多くの方が参加くださいました。これまでにお世話になった
ゲストの方々の気持ち温まるご挨拶をはじめ、ボランティア出演のピ
アニスト瀬尾真喜子さんのピアノ演奏と、毎年さくら寮の音楽授業に
行ってくださっている今村務さんのオカリナ演奏を楽しみました。ま
た、昨年のネパールでの10周年記念パーティでの記録を、15分間に編
集した（編集は島本純雄さん）DVDの上映、第10期生のさくら寮生の
DVDによる紹介、これまで訪問
した赴任地視察をパワーポイン
トで紹介（袖山正彦さん）とい
う盛りだくさんのプログラムで
した。また、
「さくら寮の10周年」
DVDを出席の方々にお配りしま
した。
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「JNFEAプロジェクトのこれから」
理事長

山下泰子

2006年8月6日、さくら寮に第1期生10人を迎えて以来11年。2017年5月27日、第10期生10人がカニヤ・キャ
ンパス・ポカラの教育コースを卒業して、JNFEAの目的とした「100人のおなご先生」育成がひとまず完了
いたしました。皆さまのご支援・ご協力に心から感謝申し上げます。
しかし、これをもってJNFEAプロジェクトが終了したわけではありません。このプロジェクトでは、日
本の女子師範学校の先例にならい卒業後３年間、ふるさとの村の小学校の教師として就業することを卒業生
に義務づけ、その間の給与を支払っています。また、卒業生教師が、「豊かな人間性を育む教育」をするこ
とができるよう、毎秋さくら寮でフォロ－アップ研修会を開催しています。さらには、遠いふるさとの村を
訪問し、卒業生教師の勤務校を廻って、彼女たちを励まし、教職の継続を関係方面に働きかけています。
私たちの最終目標は、さくら寮モデルをネパール各地に広めることです。2015年にネパール連邦民主共和
国憲法が制定され、義務教育が導入された今こそ、遠隔地の村の小学校に教育への情熱に燃えた「おなご先生」
が必要なのです。折から、私たちの「女性教師養成制度の構築をめざすプロジェクト」は、JICAの草の根
技術協力事業に採択され、2016年10月から2019年9月までの３年間、ダーディン郡とカピルバストゥ郡に2つ
のパイロット校を指定して、さくら寮で行った指導方法を公開していくことになりました。
さくら寮自身は、カニヤ・キャンパス・ポカラによって、JNFEAの行ってきた女性教師養成プロジェク
トが継承されようとしています。JNFEAは、さくら寮の中に事務室
をもち、マンジュさんをマネージャーとして業務を続けてまいります。
私たちは、今後３年間のうちに、卒業生のネットワーク化をしっかり
構築していかなければなりません。国内でも、これまで以上に広報活
動に力を入れていきたいと思います。これからの３年間で、JNFEA
プロジェクトの真価が決まるといっても過言ではありません。
皆さまのさらなるご支援をお願い申し上げます。
（左写真は、これ
までの卒業生の履歴が詰まったファイルです。）

JICA草の根技術協力事業報告
「女性教師養成制度の構築を目ざすプロジェクト」
前号でお知らせしましたように、2016年10月から2019年9月まで、JICAの支援を受けて、卒業生の赴任地、
および、パイロット校・地域を対象とした授業と学校運営法の公開を行っていきます。

１、実施した場所：Shree Jana Chetana Basic School（Kapilbastu）
実施日：2 月 17 日～ 21 日 体育・算数
２、実施した場所：さくら寮
実施日：2 月 17 日～ 28 日 音楽
2 月 23 日～ 25 日 ジェンダーフリー教育
2 月 22 日～ 27 日 「性教育」・体育
5 月 24 日～ 26 日 パネルシアター
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“カピルバストゥ群Shree Jana Chetana Basic Schoolにおける授業”
パイロット校

Shree Jana Chetana Basic Schoolの紹介

ポカラの南Kapilbastu郡にあり、インドとの国境沿いタライ平原にある学校。近くにお釈迦さまの生誕
地ルンビニがある。生徒数292人、教師10人。さくら寮4期生Sujata

Acharyaの母校であり、卒業後この学

校で3年間教師として働き、2014年度交換留学生として日本に1年間留学。彼女は、日本での小学校実習の成
果を活かし、クラス担任制の導入や教科やクラス指導に新しい視点を取り入れることを提案し、取り入れら
れ、活発な学校生活の構築に寄与している。校長はじめ教師たちも教育に熱心で、新しいことを取り入れよ
うとする熱意が見られる。JNFEAでは、ここをJICA事業のパイロット校とすることについて交渉したとこ
ろ、積極的な賛成が得られたので、体育を中心として、学級運営等についても指導をすることとなった。

１．体育の授業

理事

今村

美知子・理事

吉田

英子

JICAの草の根支援活動として、Jana Chetana Basic Schoolで、体育のボール運動を指導します。昨年10
月に、臨時に体育のための準備体操を指導したり、簡単なボールゲームを指導したりし、今回から本格的な
指導に入ることになります。この学校の先生たちは、教育にとても意欲的で、たくさんのことを吸収したい
と願っているようすがわかります。
・先生に対する授業の進め方の指導
2月18日、土曜日は休校日にもかかわらず、先生たちが集まってくれ
ていました。さくら寮卒業生のシャムとシタ・ギミレも参加してくれ
ました。自己紹介の後、さくら寮モデルの実践授業が、この学校の
目標達成とどう関連することになるのかを、「子どもの権利条約」や
「女性差別撤廃条約」の条文を参考に一緒に考えてもらいました。ま
た、体育の授業を通してどのようなことが子どもたちの身について
いくのか、体育の目的についても話をしました。子どもたち一人一
人を大切にする観点からも、クラス担任制の導入が効果的であると
いうことも、アドバイスしました。
午前中の講義に引き続き、午後は実技研修を行いました。いくつかのボールゲームを紹介し、先生方を2チー
ムに分けて実践してもらいました。先生方は、歓声を上げながら夢中で取り組んでくれました。すっかり子
どもの気分に戻ってしまわれたようで、勝負に熱くなり、勝ったら大喜び、負けたら本気で悔しがっていま
した。
最後に、先生方に一日研修の感想をお聞きしました。皆さん、楽しかったというのが、第一声。今までボー
ルの使い方が分からなかったので、色々使い方が学べて良かったという感想や、ボールゲームの中でルール
やマナーを学べる、チーム対抗を通して協力したり教え合ったり、頑張ろうという気持ちも高まるという意
識や態度に目を向けての感想もありました。子どもたちを参加させて楽しむことができるという意見を聞き、
私たちの意図していることが伝わったようで嬉しくなりました。
2月19日、学校の門に近づくやいなや、「ナマステ！」「ナマステ～！」と言う元気な子どもたちの挨拶で、
出迎えられました。野の花の花束を持って駆け寄ってくれる子どもたちに感激しながら、校舎へと向かいま
した。昨日は、教員対象の1日研修でした。今日からは、授業です。3日間で、体育は10時間、数学は6時間
を予定しています。
体育は、1年生から始めました。10月にやったメディシンボール。1年生は、うれしくて仕方ないようだけ
れど、スムーズになかなか行えません。担当の先生も、叱咤激励しています。まだゲームという感覚がわか
らない感じです。何度かやっている内に､だんだん上手になってきました。
11

2年生ともなると、10月のメディシンボールを覚えていました。で
も「ゲーム」をしっかり意識できるように､何度も練習しました。
3年生、日本でも一番元気な学年です。やはり、この学校の3年生
も元気です。準備体操も「エク、ドゥイ、ティン、チャー…（日本
の1、2、3、4）」と、かけ声かけて、体操の順番も、もう覚えてしまっ
ているようです。外で、ボールを転がして､友だちの足のトンネルを
くぐらせるリレーゲームも、すぐに覚えて､夢中でやっています。
4年生、もうボールを見ただけで目を輝かせています。3年生と同
じトンネルくぐりもよくできたので、次の的当てゲームをしました。トンネルは
友だちだから、少し動いてくれるけど、的（ペットボトル3本で作成）は動きま
せん。そこに命中したら、交代です。なかなか当たらない子に対して、
「がんばれ！」
の声が出ました。これこそチームワークです。みんなの前で褒めました。
5年生、最後だったので、待ちくたびれてしまったようです。教室の外までお
迎えに来てくれました。5年生は、メディシンボールの股の下で、手渡しをして
いるゲームのときに、ある子が、前から思い切りボールを転がしました。一番後
ろの子がびっくりして、取ることができず、校庭の端までボールを取りに行きま
した。そのことを話し合って、今回はルール違反だけれど、転がすのもやってみ
ようか！！ということになり、5年生の新ルールのゲームが出来上がりました。
こうやって、みんなでゲームを作っていくのも楽しいねと、話し合うことができました。
授業の形態として、初めに授業で何をするかを話し、準備体操をする、終わったら、整理体操をして、授
業のまとめをするという授業の流れを先生たちにわかってもらいたかったのですが、十分ではなかったよう
な気がします。次回の課題です。
授業の最後に、
「何か質問はありますか?」と聞いたら､｢今度いつ来てくれるの?」と言ってくれて、感激
しました。

２．算数・数学の授業

理事

上杉

紀夫

私の主な任務は、算数・数学の指導です。用意した授業は、数量分
野「正負の数の加法」を４年生に継続３時間、図形分野「三角形の重
心の性質」を中学生各学年に1時間の計6時間です。指導計画を作成す
る際、大きな不安がありました。算数・数学は積上げ教科ですので、
今回の指導内容の前段階を理解していることが前提です。学力や理解
力、教室環境などの状況も、大きな要素です。情報がつかめないなか、
指導案を用意し臨みました。
初日に４年生、中学生の授業参観を行い、教科指導に入りました。
子どもたちの状況に応じ内容を変更・調整しながら実施しました。事

授業風景（子どもの発表）

前に通訳さんと授業の内容・流れを打合わせ進めることが欠かせません。今回配慮した点は、教材は現地で
簡単に調達できるもの、興味・関心を引出し、子どもが自主的・主体的に授業参加すること、子ども自身が
作業・操作し考え発表すること、実生活で実感できることです。また、視覚的な要素も多く取り入れました。
授業では、発問に子どもはよく反応し、一生懸命に作業し、進んで発表してくれて、学ぶ意欲を感じまし
た。いくつか課題が残りましたが、今後の指導に活かしたいと思います。
授業で「お金があったら何を買いたいですか」との問いかけに「ノート、鉛筆」と多くの子どもたちが答
えたことは、私の予想を超え深く印象に残りました。現地の子どもたちに接することも初めてで不安があり
ましたが、輝く瞳で「ナマステ」と言いながら元気に駆け寄る子どもたちの純粋さに、不安も瞬時に消え去
りました。今回、同行してくれた今村美知子さん、吉田英子さん、通訳のクリシュナさんには、感謝の念が
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堪えません。
カピルバスツでの授業に3人の助っ人
手前から

第5期生カマラ・グルン（ゴルカ）2015年留学生、第1期生

シタ・ギミレ、

第4期生スジャータ・アチャルヤ（カピルバストゥ）2014年留学生
両側は、講師の今村美知子（右）、吉田英子（左）

ソム・ブラム・カナール校長

通訳はスジャータ、日本語は忘れていま
せんでした

“さくら寮における授業”
１．音楽の授業

今村

務

今年は、10名しか学生がいなくて、寂しい気がしました。この10名の学生た
ちは、昨年からの授業時間を合わせると、40時間以上になります。そのため、
定着させるためのドリルの時間が十分あり、音楽上の各要素を順調に取り入れ
ることができました。
リズムを教師が打って、そのリズムが書いてあるカードをたくさんのカード
の中から選んで取る､カルタのようなゲームもしてみました。たくさんカード
が取れた人には、今度は一人でリズム打ちをさせて、他の学生がカードを取る
という、発展学習もできました。
日本の歌で、沖縄民謡の｢赤い花、白い花」という歌を指導し、日本語で歌っ
ていたところ、それをネパール語にして歌いたいと申し出があり、みんなで考えました。ぴったり合うよう
にネパール語が完成しました。すばらしいです。きっと卒業式で披露されることでしょう。
合唱することも､鍵盤ハーモニカも楽しんでできるようになりました。8年間、毎年2月に訪れたさくら寮が、
今年で終わるかと思うと、感無量です。

２．体育「ボールゲーム」の授業

理事

今村

美知子

カピルバストゥで行ったボールゲームを､さくら寮の学生たちにも
指導しました。
まず準備体操からです。｢エク、ドゥイ、ティン、チャー（日本の1、2、
3、4）｣、みんなで声を出して体操をします。教師として立つのです
から、細かい指導もしながら進めました。テキストにある1~13のゲー
ムを順番に行いました。どのゲームも初めてで、大いに盛り上がりま
す。もう夢中です。バレーボールと、バスケットボールを大学でやっ
ているそうで、ボールの扱い方は、とても上手です。それでも的当て
では､なかなか当たらなかったり、先ばかり見て、ボールを落としてしまったり…。
学生たちの感想には、｢今まで見たこともやったこともないゲームばかりで、とても楽しかった。」「自分
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の村の子どもたちに同じように教えることができてうれしい。」｢ボールゲームの前と後には、必ず体操をし
ます。｣｢授業の初めと終わりには、みんなで話し合い、終わったら、手洗いとうがいをさせるようにします。」
などなど、私が意図していたことをしっかり学んでくれたようです。

３．「性の教育」の授業

理事

今村

美知子

第6期生から行ってきました｢性の教育｣の授業。ネパールの科学の
教科書に、｢性｣のことの掲載はあるが、どの先生もそこは教えてい
ないと言うことでした。
｢自分｣が、どこからどのようにして生まれてきたのかを､知る権利
は誰もが持っていると思います。また、さまざまな情報から、何も
わからず不安になって生きていることもあると思います。生徒たち
によると、
「何もわからずに、死んでいった人もいると思う。」と、言っ
ていました。
そこで、１．｢子どもの体･大人の体」、２．「赤ちゃんはどこから｣、３．「小さな卵からの成長」、４．「HIV」
の４本柱で授業をしました。学生たちは、自分の体のことですから、一生懸命に聞いています。人には聞け
なくて、悩んでいた学生もいました。
女性の体の中に、数十万個の卵子があって、男性の体からは、何億もの精子が飛び出してきて、その中の
たった一つの卵子と精子が出会って、あなたが生まれたのだということ、世界にたった一つしかない「自分」。
その｢自分｣について考えてみました。
彼女たちの感想文には、「村の女性たちは、何もわからずに苦しんでいます。村に帰ったら、みんなに教
えたい。」と書いている学生が数人いました。｢生理のこと、普通のことだと、初めて知りました。｣と書い
ている学生もいました。
今回は、チャウバティに入っている人は２名、家には居るけれど、別の部屋に隔離されている人は７名と
のことでした。みんなは学習して、生理のことがわかったのですから、この風習をなくしていきましょう､ゆっ
くりでいいからねと、話しました。
理事 吉田 英子
４、「ジェンダーフリー教育」の授業
「わたしらしく あなたらしく」 ～ジェンダーについて考えよう～
1年ぶりにあった第10期生、去年は上級生もいたせいか初々しい感じがしていましたが、随分落ち着いて
お姉さんになったなあと感じました。去年の防災教育のことも覚えていてくれて、再会を喜んでもらえたの
でとても嬉しかったです。
今年は、2月23日から25日までの3日間、ジェンダーについて考えようという授業を行いました。
1日目は、「子どもの権利条約」では、すべての子どもたちには教育を受ける権利があると謳われているの
に、現実的には貧困や戦乱、差別などさまざまな理由で教育の機会を奪われ、学校に通えない多くの女の子
たちがいるという話をしました。ネパールでも、娘はよその家に行ってしまう（結婚）ので学校へは行かせ
なくてもよいという考えがあると感想に書いてくれた人もいました。息子はプライベート校へ、娘はパブリッ
ク校へという考えの親も、多く居るようです。
2日目は、「女性差別撤廃条約」をもとに、性による「区別」が「差別」につながっていくということを一
緒に考えました。また、性による役割分業も見直していく必要があると伝えました。女だから、男だからと
いう仕事が本当にあるのだろうかと考えました。感想の中にも、男は学校に行き、女は家事をしなければな
らない事情はまだあると書いてくれていました。（JICAネパールの方が、参観にみえました。）
3日目は、「性の多様性」について考えました。ネパールの入国カードには、male、female、othersと書
かれています。Othersとはどういうことだろうかということから、からだの性、こころの性、社会的な性、
好きになる性について考えました。日本においても、LGBTへの理解を広げようと学校現場でも模索が続い
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ていますが、この問題は、これからの重要な課題になることでしょう。子どもたちの中にも、そのような子
がいるかもしれないので気を付けたいと、感想に書いてくれた人もいました。
蛇足ですが、カトマンズ国内空港のトイレは、男性用には赤の人マーク、女性用には黒の人マークがつい
ていました。赤は女性用だと思い込んでいた私は、普通に入ってしまったら、男性用だったので大慌てで飛
び出てきました。女色・男色と刷り込まれてしまっていたのは、日本人である私の方でした！
今回は10人で、こじんまりと落ち着いた雰囲気の中での授業ができました。話を一生懸命聞いてくれ、意
見発表もしっかりできる優秀な生徒たちです。さくら寮最後の卒業生たちに期待しています。

5 パネルシアター「作ることと演じること」

監事

古宇田

亮順

5月23日、古宇田さんをリーダ－とするパネルシアターの一行が到着しました。古宇田さん、降旗伸子さん、
レクレーション専門家の中島宏さんが到着。3日間、10人の学生たちは、じっくりパネルシアターの講習会と、
子どもたちをリラックスさせる、また、仲良くさせるためのレクレーションのありかたを教わりました。パ
ネルシアターは、両隣の小学校での実演を行うことができ、実際の子どもたちの反応も感じることができま
した。

小学校での実演／大きなかぶ

図案を描き写す

“ダーディン群パトレ村における教員研修会”
理事

岩谷

榮子・理事

深田

洋子

5月29日、ダーディン郡パトレ村で、現地の教員研修会を実施しました。岩谷理事と深田理事、それに
服部氏（JICA東京）、クリシュナ氏、卒業したばかりのNirmala Gairipile、Chandika Regmi（ともに
ダーディン郡出身）が、YOUCASP事務局長のShell Bhahadole氏とともに、会場校

Shree Shankhadevi

Secondary School へ伺いました。
午前9時40分、すでに10名あまりが集まっていました。研修会場の部屋にテーブルを運び込んでもらい、
各テーブルを４～５名の先生方が囲んで座り、10時 20分、最初にYOUCASP理事長のクリシュナ氏が、研
修会実施の目的を話し、次に岩谷理事から挨拶、「研修会参加にお礼、今日のねらい、内容を紹介」をしま
した。服部氏から自己紹介と挨拶のあと、研修会が始まりました。
Nirmalaと Chandikaは、さくら寮で学んだパネルシアターを紹介、言語の指導法と指導案作成のワーク
15

ショップ（深田）、算数教材作成と指導法（岩谷）、週案簿記入の意
義と良い授業の条件、良い授業の評価方法（岩谷）の研修をしまし
た。それぞれの明日の授業について指導案を作成するワークショッ
プは、初めなかなか取りかかれない人が多く、無理かと思われまし
たが、皆サンプルを参考に隣の仲間と相談しながら、書き進めてい
きました。算数教材作成では、カッターナイフの使用に不慣れな様
子でしたが、熱心に製作しました。研修の合間に、校庭に出て30分
ほど鬼ごっこに似た「凍り鬼」と「ナンバーコール」のゲームをし
ましたが、全力で走り、笑い、楽しんでくれました。また、「10に
しよう」のトランプゲームで雰囲気が和み、充実した研修会になり
ました。研修参加者は、8校の男性8名、女性13名でした。終わりに
Shell Bhahadole氏から、「これからダーディン郡全域の教育の向
上のために頑張りましょう」と力強い挨拶があり、午後4時に研修
会を終了しました。
翌日、近隣の学校３校を訪問、授業を参観し、先生方と懇談をしました。

寄稿文
さくら寮とともに歩んだ10年――さくら寮で絵画を教えて10年
ネパール児童画教育プロジェクト

金

斗鉉

私たちはさくら寮と同じ年に、ネパールの子どもた
ちに絵の指導をスタートしています。さくら寮には、
翌年2009年から絵画とピアニカの指導で関わって来ま
した。いつもは20人の生徒がいましたが、今年は10人
だけ。ああ、さくら寮の最後だと実感して目頭が熱く
なりました。私たちグループの若い子は、別れがつら
くて泣きだしましたね。
第1期生は直接に教えたことはないのですが、2011年の卒業式で祝いに駆
けつけた2人とパーテイーでお話をすることができました。ちょうど卒業して
自分の村で先生をして3年目です。私の心配をよそに、プライベートスクール
芸術作品

から来てほしいとの誘いが多いと話してくれました。もう一つ、びっくりしたの

は、彼女は、プライベートスクールには行きませんときっぱり言いました。「そこには余裕のある家庭の子
どものための学校で、すべて揃っている。私は、何も無い公立の学校で貧しい子どもたちのための先生にな
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ポスター

手を洗いましょう、歯を磨きましょう！

りたい。」その話に、その場にいた在校生達も口をそろえて同じ気持ちだと訴えました。さくら寮の素晴ら
しさを実感した瞬間でした。
ネパールの子どもの未来のためにも、自分自身を磨いて、さくら寮で学んだことを花咲かせてほしいと願っ
ています。一見小さく見えるみなさんの存在が、将来のネパールの希望なのです。

大地震義捐金の処理について（最終報告）
2017年3月12日
１

大地震義捐金収入総額

7,369,167円

経理部

山下威士

2015年12月17日現在

（複数回のご寄附をも含めて、412件の寄附件数）
２

大地震義捐金支出総額

7,369,447円

2017年2月22日現在

以上、出超280円分は、JNFEAが負担して処理した。
３

支出明細

（１）直接配布金
A

27件

7,051,707円 （95.7％）

被災個人に配布

18名

822,560円

（内、さくら寮卒業生・在寮生、13名）
B

被災学校の補修、耐震工事

8校

5,098,223円

①サンカ・デビ学校（パトレ）

1,000,000円

②サテイア・パテイ学校（アダンタール）

1,000,000円

③ブダ学校（ゴルカ）

1,000,000円

④ラストリア学校（ピュータン）

122,000円

⑤ダーデン郡の学校群（34校）

414,800円

⑥KCP（ポカラ）

500,000円

⑦バールマンデール学校（ゴルカ）

500,000円

⑧ジャナチャトラ学校（カピルバストゥ）

561,423円

C

さくら寮の補修、耐震工事

（２）支援物品費

1,130,924円

3件

ソーラーライト
（３）支援活動費

125,715円 （1.7％）
125,715円

11件

192,025円 （2.6％）

①理事長他の被災地訪問ネパール国内交通費

79,021円

②寄付金礼状のDM便、5 ～７月分

92,004円

③ネパールへの送金銀行振り込み料、３回

21,000円

◎以上を持って、今回の大地震義捐金の処理を完結いたしました。皆さまのご協力に感謝申し上げます。

＜今後のさくら寮の運営方針などKCPとの協議＞

山下

威士

・5月26日（金）14時～ 15時、KCP会議室で、Manandarキャンパス・チーフ、および、Pradhan・KCP理
事長・現地理事会理事長と、山下理事長、新井場理事、岩谷理事、深田理事が、協議。服部JICA東京職員、
山下（威）JNFEA職員、Manju寮母が、陪席。
（１）JNFEA側の発言；①

さくら寮を、5月末を持って閉鎖し、KCPへ移管し、2階の１室を、JNFEA事

務室として借用する。
②

ただし、日本とネパールとの会計年度のズレのために、7月中旬（実際は、７月末まで）のネパール
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の会計年度の終了までは、JNFEAが、月数回の清掃をも含めて、
さくら寮の管理について責任を持つ。
③

それ以降は、KCPが、さくら寮の維持・管理について責任を持つ。

④

本年10月中旬に、フオローアップ研修会を行うので、さくら寮、

および、KCPの教室使用について、宜しくお願いする。
（２）KCP側の発言；①

さくら寮の利用法について、現在、次のや

り方を考えている。
A

JICAなどの支援をえて、現在のポカラ・プロジェクトを継続した

い。
B

近隣の学校の学生をも対象に、女子寮として運用したい。
（この際には、ベテランでもあり、
Manjuさんを、

寮母として雇用することも考えている。）
②女性子ども福祉省より、さくら寮の建物の拡充のために、500万Rsを助成してくれる予定である。（現在
の地方自治体の選挙の終了後に、正式に決定されるはずである。）（なお、これについては、山下理事長より、
さくら寮に手を入れる際には、ぜひ、AAFの赤尾建蔵さんにご相談願いたい」との発言あり。KCP了承。）
③パソコン教育や、裁縫・染色・編み物教育などを行う、新しい職業訓練コースを作った（新学部や、新学
科ではない）。
（３）今年の現地理事会については、9月2日（土）開催で合意。

第6回交換留学生の報告

カマラ・ダンギ （KAMALA DANGI）

わたしは、２０１６ねん、８がつに、日本にきました。１月に、
かるいざわへいきました。そこで、がっこう２こうにいきまし
た。がっこうで、まいにち、いろいろなじゅぎょうをみました。
わたしは、はじめてスケートをやりました。スキーもやりまし
た、とてもたのしかったです。がっこうでは、ネパールのダン
スやあそびなど、ネパールのしょうかいをしました。
きたかるいざわの2こうのがっこうで、せんせいとこどもた
ちといっしょに、べんきょうをしたり、そうじをしたり、とて
もよいけいけんをしました。がっこうでは、むかしのせいかつのべんきょうもしました。そして、あさとゆ
うがた、まいにち、かいをやるのは、いいことだとおもいました。まいあさ、こうちょうせんせいが、せい
とにおはようございますというのは、すばらしいとおもいました。
さいたまでも、２こうのがっこうにいきました。いっしょにあそんだり、きゅうしょくをたべたり、べん
きょうをしたりしました。だいもんしょうがっこうにも、いきました。あおいちゅうがっこうにも、いきま
した。みなさんのまえで、ネパー
ルのことをはなしました
わたしは、ネパールにかえった
ら、こどものために、いいせんせ
いになりたいです。ネパールのこ
どもたちに、日本のこどものはな
しをしたいです。ネパールでは、
まいにち、おなじじかんに、おな
18

北軽井沢のご支援の皆さまへご挨拶

社会科授業参加

わらじ作り

じじゅぎょうをおしえてます。にほんでは、まいにち、いろいろなじゅぎょうをやります。こどもたちは、
べんきょうしたり、あそんだりします。にほんのしょうがっこうで、わたしは、とてもいいべんきょうにな
りました。
今は

ホームスティしています。４がつから、ぶんきょうがくいんだいがくのふじみのこうしゃで、べん

きょうをします。みなさん、ありがとうございます。（原文のまま）

さくら寮始末記

理事

新井場貞子

さくら寮は、6月にKCPに返却するという取り決めがあり、卒業式が終わったら、すぐに片付けねばなり
ません。5月29日最後の卒業生が故郷に向かった後、片付けに取り掛かりました。2、3階の倉庫の在庫品の
始末が大変。10年間の授業や講義の熱意のこもった在庫品、日本からネパールの人々へと運んできた贈り物
…等々。もったいない…の感情は無視して、ひたすら処分するという方針で臨む。山のような紙製品がでま
した。こちらでは、これらの物を買ってくれる業者がいて、連日来て
もらい、いろいろなものを処分してもらいました。値段にしたら、ト
イレットペーパー一締め分ぐらいだったでしょうか。
100人分の書類や、残すべき印刷物などは、2階の1室に保管し、布
団は3階に集め、…ととにかく、マナンダール学長が視察に訪れた6月
7日に、ようやく間に合いました。
その後、がらんとして1回ホールでマンジュさんと、淋しいねと語
り合ったことでした。
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Topics & News
ピアニカが上手になりました。

やすいなどと言っていましたが。

水道ができた
JICAの事業を実施するカピルバストゥのShree
Jana Chetana Basic Schoolに水道の施設のための
基金を寄付しました。水道からの水が飲めると、生
徒たちは大喜びです。しかし、水をためるドラム缶
には、水をたえず補給しなければなりません。

毎年、3月に絵画グループの金斗鉉さんと「ネパー
ル児童絵画教育プロジェクト」の皆さんが、さくら
寮を訪問してくださり、絵画の指導とピアニカの指
導をしてくださっています。今年で10年目になりま
す。昨年は、音楽教師の中尾順子さんが、5日間さ

アヤトリが上手？

くら寮に滞在して、第9，10期生に集中講義をして

レクレーション大家中島さんと和田さんのご指導

くださいました。今年は2時間ほどでしたが、第10

で、一時アヤトリがブームになりました。中島さん

期生が今までになく、技術が進歩しているとのこと

は、学長室にまで持ち込んで！

です。また、2月の今村さんの授業の折にも、ピアニ
カの練習をしてくださいました。

寮生は10人
この1年間広いさくら寮に、20人収容の建物に10
人で過ごしました。これまでは、1部屋に2人だった
の が、 一 人1部

青年海外協力隊員が来訪！！

屋となり、広間

これまでにも数回さくら寮に来て、授業をしてく

もこのようにこ

れました。山下さくらさん、横山さん、それぞれダー

じんまりとして

ディン郡とカスキ郡で活躍する隊員たちです。ギ

いました。マン

ターを背に自転車で世界一周中というシンちゃんと

ジュ寮母も、英

いう元気な青年を同行して、卒業式に参加してくれ

語の授業がやり

ました。さっそく、卒業生たちにネパール語で体育
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や教員日誌の書き方の授業です。

言っていました。ところが！
「パソコンの電池をつないでみたら」と、シンちゃ
んが言いました。ギターを抱えて自転車で世界一周
中の28歳の男性。・・・エッ！とパソコンから外し
てつないでみたら！音が出たのです！！
なんで？なんで！電圧が違ったのですね。それか
ら、彼の伴奏で「上を向いて歩こう」やら、森山直
太朗の「さくら」やら歌いまくりました。

たくさんの方から記念品
卒業生たちにと、多くのサポーターからいろいろ
な贈り物をいただきました。各地のソロプチミスト

カピルバストゥでも、パネルシアターは大人気！

からは、下着、タオルなど女性の必需品や、手作り

JICAプロジェクトを実施している、カピルバス

の品などをたくさんいただきました。また、赴任先

トゥのShree Jana Chetana Schoolで先生方が、パ

の小学校にと鉛筆を贈ってくださった方々も・・・

ネルシアターの型紙を作っています。これは、ス

ありがとうございました。

ジャータがさくら寮の卒業式に出席する際、先生方
が、「さくら寮で実施するプログラムをしっかり勉
強してきて、私たちにも教えて」と送り出されたか
らなのです。スジャータは、パネルシアターの講義
のとき、それは熱心に勉強していました。それに、
彼女には演じるストーリーをネパール語で説明する
という役目があったのですが。そして、材料を余分
に分けてもって帰りました。自分の学校の先生方に
指導して感謝されているということです。

さくら寮を離れる前に
卒業生たちは身辺の整理をします。2年間にたまっ
た紙類を、
業者に買ってもらいます。ノート、
教科書…。

よみがえったピアノ！！
さくら寮には、電子ピアノがあります。2012年、
ピアニストの瀬尾真喜子さんから贈られたもので
す。これでコンサートはできなかったのですが（電
圧器の故障で）、その後卒業式に弾いたりしていま
した。ところが、また鳴らなくなり、もうダメねと
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さくら寮通信
（2017年11月－3月）
11月
・5－9日 Tihar休暇
・4－12日 新井場副理事長が、Baitadi訪問。Baitadiと
Darchulaのことをいろいろ報告。
・11日 寮生たち全員が、故郷から帰ってきた。
・13日 ネパールの（Banda）ゼネストになった。皆寮に
いる。卒業生のSrijana Bohoraについて心配な情報
があったので、赴任校の校長先生に連絡をとった。
彼女は、5月16日から休んでいるとのことだった。
・14日 給料支払いと寮生への奨学金の支給。
・15日 新 井 場 副 理 事 と マ ン ジ ュ 寮 母 が 、 K C P へ 行 き
Bharijoo氏と会い、Srijana Bohoraの件に関して話
し合った。
・16日 熱田さん来訪。栄養学の授業をした。寮生にとって
有益な授業だった。フォローアップセミナーに不参
加の5人の第7～9期生に給料を送金。
・17日 マ ン ジ ュ 寮 母 が 、 S r i j a n a B o h o r a と 話 し た 。
Srijanaは、校長との確執で休んでいたと認めた。
・18日 卒業生への給料を送金。
・19日 世界最大と言われるMandala Showを見学。
・20日 新 井 場 副 理 事 長 と マ ン ジ ュ 寮 母 が 、 9 期 生 の
MenkashiとDilkashiを訪ねるため、Manangに出
発。Besisaharに10：30頃到着。
・21日 DilkashiとMenkashiの赴任校を訪問した。彼女
らの授業を参観した後、彼女らの能力をできるだ
け活かすことについて、校長先生と懇談。その後
Manangの本部Chameへ向かい、DEO（郡教育
長）の自宅を訪問し、卒業生2人のことについて話
し合った。彼は、親切にManangの教員が過剰なこ
とを説明してくれた。翌日ポカラへ戻った。
・23～26日 新井場副理事長が、Dhading郡を訪問。卒業
生Jayantiが、遠足の生徒9人の女子生徒を引率し
て、女性教師とともにさくら寮を訪れた。生徒たち
は、ピアニカを演奏し、歌を歌った。
・27日 Srijanaの件とManangのことについて、Bharijoo
氏に相談に行った。Bharijoo氏は「別の学校を探す
ようSrijanaに伝えるように」という見解。そのこ
とを彼女に話した。
・28日 学生に奨学金を支給した。第9期生の成績証明書を
用意するため、その費用をKCPへ支払った。
・29日 HSEB（Higher Secondary Education Boad）へ行
き、第9期生の成績証明書の発行を申請。第9期生一
人当たり1,100ルピーを支払った。その後、第11期
生と第12期生の成績をSLCへ提出。
・30日 JICAの人が、数人の青年海外協力隊員を連れて、
KCPに訪ねてきた。KCPの理事長、校長が案内し
てきた。寮生の部屋を見せた。
1月
・1日
KCPは冬休みになった。新年のお祝いに皆でレイ
クサイドに行った。
・2日
夜、マンジュ寮母が英語の授業をした。
・5日
皆でSanti Stupa(フェア湖の対岸の頂上にある白い
塔)へ出かけた。
・6日
ビジェーさんが、絵画の授業を２時間行った。
・7日
マンジュ寮母が、英語の授業を２時間行った。
・8日
Sujata（卒業生）が、冬休みでさくら寮に来て、
１４日まで滞在。
・9日
KCPで教育実習（一ヶ月間）のオリエンテーショ
ンが、今日から５日間ある。第10期生全員が参加。
・16日 Balmandirスクールで4人、Kanyaスクールで6人
が、教育実習を始めた。KCPに第9期生の証明書を
申請した。
・18日 Laxmi Pujara（第7期生）について、Bajhangの学
校長に電話をした。その後、本人に電話をした。
・19日 夕食後、マンジュ寮母が英語の授業をした。
22

・21日
・24日
・26日
・27日

・31日
2月
・1日
・2日
・4日
・5日

・7日

・8日
・9日
・11日
・12日
・17日
・18日
・19日

・21日

・22日
・23日
・24日

・25日

・26日

・27日
・28日

3月
・8日
・10日
・11日

・12日

夕方、ピアニカの練習をした。
KCPから第9期生の証明書を受け取った。
職員への給与を支払い、寮生に奨学金を支給した。
Bharijoo氏に会い、Laxmi Pujaraについて話し
合った。彼は「Laxmi Pujaraへの給料支給を中止
しよう」と言った。
寮生に奨学金を支給。
教育の神様の日「サラワティ プジャ」。寮生たち
は寺へお参りに行った。
KCPは、募金集めのため、7～14日に大きなセレモ
ニーを行う。
KCPへベッド、枕、毛布のセット10人分を貸し出
した。
KCPは、募金集め行事にむけての会合をもった。
さくら寮生全員が参加し、できるだけ協力すると約
束した。
KCPの募金集めのセレモニーの開会式があった。
さくら寮からも全員参加した。大使たちも参加し、
420万ルピーが集まった。
学生たちは、教育実習で忙しいが、毎日KCPでス
ナックを作る手伝いもしている。
ドルパからLaxim Devkotaが冬休みで来寮。12日
帰った。
KCPの募金集めのセレモニーが続いているので、
学生たちは、来客の接待で忙しい。。
KCPのセレモニー終了。Nisha Gurungが証明書を
受け取りに来た。
今村務氏が到着。音楽の授業をした。
今日は休日なので、今村務氏が音楽の授業をたっぷ
りした。
今村務氏とマンジュ寮母が近くの小学校で、第10期
生の教育実習を参観。彼女らはとても緊張してい
た。
皆でカピルバストゥのJanachetana校へ行っ
た。今村美知子さん、今村務氏、吉田英子さ
ん、上杉紀夫氏がゲームの指導をした。校長先
生Mr.Shambhuramに資金を渡した。卒業生の
Kamara Gurung（第5期生）が来て、私たちの仕
事を手伝ってくれた。
今村理事、吉田理事、上杉氏が寮に来た。今村務氏
が音楽の授業をした。寮生はとても上手になった。
早朝、吉田理事が「男女平等」の授業をした。夕
方、今村務氏が音楽の授業をした。
祭日。JICAネパールのYuka Timilsinaさんが寮の
指導を視察に来た。今村理事が球技を指導した。寮
生たちは、一日中授業を楽しんだ。
土曜日なので、今村理事、吉田理事、今村務氏が指
導をした。その後、みんなで屋外でバーベキューの
フェアウェルパーティーをした。
今日も休日。今村務氏が2時間の授業をした。今村
理事も授業をした。Laxim Pujaraと違約金につい
て話したところ、驚いたことに、彼女はJNFEAに
謝って、Bajhanへ戻ることはせず、2か月以内にペ
ナルティーを払うといった。
今日も休みなので、今村務氏、今村理事が授業をし
た。また美味しい料理を用意した。
今日が最後の日。今村務氏、今村理事がオカリナを
演奏し、務氏に教わった歌を全部、みんなで歌っ
た。
今日は「女性の日」なので、学生は休日。
金先生のグループがピアニカと絵画の授業をした。
金先生のグループが絵画とcollage making
programを作った。これが最後の授業なので、皆大
いに楽しんだ。最後に、金先生たちが歌を歌ってく
れ、寮生も数曲歌った。
ホーリー祭の日。みんなでカラーの水をかけ合って

・13日
・18日
・20日
・25日

・26日
4月
・1日

・2日

・3日
・8日
・12日

楽しんだ。
今日も祭日。寮生たちは水のタンクを掃除し、キッ
チンの戸棚を掃除した。
土曜日なので、寮で図書の本とそのほかの書類を整
理した。
KCPの期末試験が26日から始まるので、学生たち
は勉強している。
JICAのグループが全日、授業した。科学と地震に
ついてたくさんのことを学んだ。楽しい授業で、新
しいことを学べて喜んだ。
KCPで2学期の期末試験が始まった。学生たちは一
生懸命勉強している。

・13日

土曜日なので皆で寮の裏庭を掃除。Comaが発熱、
体調悪いので、マンジュ寮母が病院へ連れて行っ
た。
KCPは、授業がほとんど終わった。寮生はこれか
ら試験の勉強をそれぞれすることになるので、皆、
寮にいた。
寮母が、JNFEAへ感謝の作文を書くよう指示し
た。ビデオも作るので、英語を練習した。
台所の食料保管庫と煙突を掃除した。
卒業文集用の原稿を寮生から集めた。写真も選ぶ。

・25日

JNFEA活動報告
12月
・16日 カマラ、文京学院大学の国際連携プログラム終了
・17日 ニュースレター発送作業
大泉資料室
・17－21日 カマラ、広島関西旅行
・24－29日 カマラ、深田理事宅滞在
深田宅
・26日 JICA会議
JICA市ヶ谷国際会議場
・30－1月29日 カマラ、今村理事宅滞在
今村宅
2017年1月
・11－25日 カマラ、授業参観
軽井沢
・12日 東芝国際交流財団さくら寮10周年事業報告
東芝
・12日 JICA第3四半期（2016.10 ~12 ）経理表提出
JICA国際センター
・21日 HP編集会議
コンパートメント
・25日 活動推進会議
大泉資料室
2月
・1日
カマラ、ドームふじみ野入寮
・3日
「国際ソロプチミスト大阪－なにわ」会合
大阪
・5日
第14期第7回理事会
コンパートメント
・6日
中小企業支援担当者との相談
文京学院大学
・6－24日 カマラ、ふじみ野市立西原小学校/三角小学校授
業参観
・7日
かめのり財団設立10周年記念式典
アルカディア市ヶ谷
・16－３/2日 ネパール派遣
さくら寮・カピルバストゥ
・18日 発送作業 (10周年記念誌)
大泉資料室
・20日 DVD編集会議
二子玉川
・21日 JICAキックオフTV市議参加
JICA東京国際センター
3月
・10日 パトレの事業について会議
コンパートメント
・10－11日 DVD編集会議
軽井沢島本宅
・21日 カマラ、全国退職女性校長会事務所挨拶
・22日 中小企業支援担当者との相談
文京学院大学
・22－29日 カマラ、教育実習のレポート支援
深田宅
・24日 活動推進会議
大泉資料室
4月
・14日 DVDおよびニュースレター編集会議
二子玉川
・20日 活動推進会議・決算報告
大泉資料室
・22日 DVD編集会議
軽井沢島本宅

・14日
・15日
・16日
・18日
・19日
・23日

・26日

・28日
・30日

・25日

卒業文集を作るために、ブックセンターへ行った。
職員に給料を、寮生に奨学金を支給。
ネパールの新年、2074年1月1日。特別料理を作って
皆で食べた。
土曜日なので、皆寮にいて、図書の本とその他の書
類を整理した。
銀行へ行き、卒業生数人に給料を送金。
学生たちは、卒業試験に向けて勉強している。寮母
が英語の勉強を見てやった。
第10期生の感謝メッセージのビデオ撮り、新井場理
事長へ送った。
卒業試験が始まり、最初は英語で、とても不安に
なっている寮生が多い。
卒業していく寮生に渡す4ヶ月ごとの報告書を用意
する。卒業生の3年間分で約2000枚だ。
就業規則に違反したLaxim Pujaraの違約金支払い
の期限になっているので、寮母が本人に話したら、
4日以内に返済すると約束した。
卒業文集のまとめに印刷所に行く。
Laxim Pujaraの義父から、電話でお金は払えない
といってきた。本人と連絡を取ろうとするが、通じ
ず煩わしい1日だった。

DVD・ニュースレター編集会議
総会会場下見

文京学院大学
5月
・2日
会計監査
大泉資料室
・7日
第15期第1回理事会
コンパートメント
・7－12日 総会資料作成
大泉資料室
・8日
チャリティーツアー説明会
・14日 総会、第2回理事会、さくら寮10周年IN東京
文京学院大学
・15日 新井場理事、諸準備のため訪ネ
ネパール
・22日 岩谷事務局長、深田理事、パトレ研修会のため訪ネ
・24日―6月4日 さくら寮出張授業
パトレ
・22－28日 古宇田先生一行、さくら寮出張授業 ネパール
・25－6月2日 チャリティーツアー 実施
・27日 さくら寮卒業式
ネパール

5 月 28 日

最後の奨学金授与
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2016年4月より2017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・賛助会員会費を除き、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。
敬称略
青木睦子 赤井文彌 阿部可子 阿部和代 綾部弘子 新井敏子 新井寿美 飯嶋優瑞 庵康雄 井坂眞知
子 石井幸子 石井光恭 井上恵司 井上順子 井原喜美子 岩谷力・裕子 岩谷栄子 上杉紀夫 上田説
子 大倉昭彦 大倉多美子 大阪堂島ロータリークラブ 大野清子 小川益司 沖藤典子 奥野亨子 小野
寺幸子 織田真理子 上總裕美 片倉す寿子 片桐奈保美 ＊加藤恒久 刈谷もと子 川上恭子 川崎全司
川島瑠璃 岸とめ子 木村悦子 グループ銀河（和田啓子） 小池美智子 小泉久子・小平相談室 武田利
栄子 肥沼田鶴子 古賀衛 国際ソロプチミスト東京-小金井 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 国際ソロプチミストアメリカ日本中央リジョン 国際ソロプチミ
スト大阪－いずみ 国際ソロプチミスト大阪－なにわ 小林洋子 斎藤節子 齋藤洋子 佐伯律子 佐子昭
子 品田直子 島田燁子 嶋田桃代 城宏輔 白柳彰子 杉原昭子 鈴木美香子 鷲見八重子 瀬尾真喜子
全国退職女性校長会（梅の実会） 袖山正彦 高岡日出子 高木泰子高瀬純子 田上和子 竹内勝子 竹田
智恵子 武田ひろ子 田中綾子 田中雅博・悦子 手塚文彦 中井紀明 中井惠美子 中田美子 永谷京平
中橋美智子 西田鏡子 根森健・桂子 橋本宏子 初山京子 ピースガーデンジャパン（寺澤玲子） 東出
直子 深田洋子 福井直矩 古澤恵子 古橋源六郎 H・Ｎ 増渕民子 松波勝弘 松橋登史子 丸山節子
丸山和郎 水野達夫 三谷量子 宮坂洋子 柳澤日出子 山口洋子 山下紗衣 山下威士 山下泰子 山田
治 柚木康子 横田洋三 横山賀壽子 吉崎トミ子 吉田英子 吉田和弘・泰枝 ラムロ募金（今村美知子）
若井悦子 和田啓子 渡邉豊子
＊助成金：・独立行政法人 国際協力機構（ＪＩＣA） ・ 公益財団法人 東芝国際交流財団
長年にわたりご支援いただいた加藤恒久様、星野喜久三様、松木清様、山崎恭子様、岩谷正男様が、ご逝去され
ました。謹んでお悔やみ申し上げます。

編集後記

23号は、最後の卒業式の記事も載せようということで、遅れました。
JNFEAの総会は5月14日、日本での10周年記念イベントの同時開催でした。1
か月に一度は、理事長宅に併設する「JNFEA資料室」に、理事のうち何人かが
集まって、「活動推進会議」と称し、検討すべき案件を話し合います。
今回は、6月30日に都合のつく理事たちが集まって、ニュースレターと総会の
資料を発送する作業を、ここで行いました。いつも、このような作業は、山下
会費・里親基金払い込み及び寄付金受付口座
威士さんが取り仕切ります。そして、終わりには、薫り高いコーヒーを入れて
くれます。
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
銀行口座

三菱東京UFJ銀行 大泉学園支店 普通0571552
（口座名）特定非営利活動法人 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（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）
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
E-mail: jnfea3@yahoo.com

編集委員：新井場貞子
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Fax 03-6222-3824

ホームページURL:http://www.jnfea.net/

岩谷栄子

佐伯律子

吉田俊吾

山下紗衣

