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「女性教師養成制度の構築を目ざすプロジェクト」

第10回 フォローアップ・セミナー 2017報告 理事 岩谷栄子・深田洋子

今年のフォローアップセミナーは、さくら寮が閉鎖 されてから初めての催 しです。いつものセミナーと

は異なつた、にぎやかな会合となりました。卒業生32名 、JICAプ ロジェク トの対象地Kapilbastuと Patleの

教師12名 が参加。講師には、KCPの Manandhar学長 とふた りの先生、現地教員Saね la先 生、岩谷、深田、

Mattu、 胸 iShnaの ほか、7人の」ICA海外青年協力隊員が、応援に駆けつけてくれました。また、8月 に山

下理事長が訪問した」umla市のKantika市 長が、お見えになり、とてもにぎやかなセミナーとなりました。

10月 8日 (日 )

1.ミ ーテイング (8時から9時 )

JICAボランティアのメンバー 7人,Manandhar学

長、」NFEAマ ネージャー Maniuと 、スタツフで、

研修の事前打ち合わせを実施。4日 間のスケジュー

ルについて共通理解を図り、①考えさせる教育を進

めたい、②今後卒業生たちが自力で研修会を実施す

るなどの活動を期待している、③」umlaの 市長さん

が研修会の参観に見えることなど確認し合う。

2.研修会第 1日 (11時か ら17時 )

①オリエンテーションで、今回の趣旨を徹底。

②絵日記の指導では、日常の記録を絵と短い文章で表現できる力をつけたいという趣旨で実施。日本の小学

生の作品を116枚持参し、見本として指導した。

・絵を描くので文章が書きやすい。

・文章を作りながら、絵が想像しやすいなどの狙いで実施できた。

・絵画の表現力や、生活を振り返る習慣を身に付けていくことが、課題である。

③算数の授業では、「分数物差し」の活用を試みた。自力学習、比較検討の時間を設け、考えさせる授業が

実施できた。加法の原理を減法など他の演算へ応用できるかが、課題である。

④ 「絵本の読み間かせ」では、良い本に触れさせ、内容を深く理解し、想像力を育むことをねらいとして実

施。本が身近にないことなどが、課題である。

⑤防災訓練では、」ICAボランティアの企画立案で実践できた。 日本の小学校での避難訓練の映像を見せて、

理解を深めた。児童一覧の出席簿の準備や、最後の人員点呼の確認の徹底が不十分であつたことなどが、

課題である。

どの授業・講義も、」ICA海外青年協力隊が、JNFEA側 と入念な打ち合わせをもとに用意された指導計画

に沿つて、ネパール語で大いに活躍してくれた。

3.Jumlaの市長参観

秘書2名 を同伴して、」umla市長Kantika Sauwalさ んが、来訪された。研修会参観のほか、さくら寮の

施設視察、KCPを訪問など、精力的に行動された。

また、研修会参加者に、「私は、どんなことがあつても負けないで努力したから、今がある。これからは、

女性も大いに活躍すべき。ネパールの憲法は、世界の中でも素晴らしい。地方でも、国会でも、33%を女性
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に、となつた。女性が活躍すれば、社会的、経済的に国が発展します。皆さんが、それぞれの村で頑張つて

くださることを期待しますJと の熱いメッセージをいただいた。

10月 9日 (月 )

1スタッフ打ち合わせ (8時から9時 )

リーダーは、S両 ataと Kamala Dangi。 今 日の予定、準備など細かに確認。今 日は、Kamalaが 、主に

司会や進行をすることを確認。

2 研修第2日 (10時半から17時 )

①Safala先生の授業Story tellingと Field trip。 前 日の学習を深める

内容で、効果的であった。研修生にとつては、タレン ト的な授業の

展開が求められる。また、物語から、深い学びをどう作っていくか

が、課題である。

②体育の授業 Kapilbastuで の研修を、S可 ataが 中心となり、JICA

ボランティアの応援で実践した。ネパール語で指導し、きめ細かな

実践ができた。授業前後の安全管理を徹底することなどが、課題で

あるc

③Manandhar学長の 「リーダーシップを発揮するJの講義は、パワーポイン トを使っての講義で、充実し

ていたcよ り良い生活習慣を、歌で歌つて指導してくれた。また、リーダーとしての配慮すべき点などを、

受講者をロールモデルとして実演 したこ受講者が、白校の状況をとらえ、どのように構築 していくかが、

課題である[

CPatleか ら参加の教師による体育ゲームの授業は、「伝言ゲームJを しながら、情報の危険性、正しい判断

力の重要性を理解することができたЭ教師経験の短さをどのように克服するかが、課題である。

Patleと Kapilbastuか らの教師たちは、今 日まで2日 間の研修参加で、帰途についたcこ こでの学びをそれ

ぞれの学校で活かし、教育の向上に役立ててほしいc Patleと Kapilbastuの それぞれの代表からは、次の

ような丁寧なお礼の言葉があった。

・」NFEAの仕事のことは、聞いていたが、実際に皆さん (さ くら寮卒業生)の顔を見たら、本当に素晴

らしい事業であると感 じたc遠いところまで私たちを呼んでいただいて、ありがとう。

・今まで知らなかつた絵 日記の指導や絵本の読み聞かせ、防災訓練など、とても良い勉強になつた。ここ

で学んだことを、自分の学校で実践 したい。

10月 10日 (火 )

1.ス タッフ打ち合わせ (8時から9時 )

今 日の予定、準備など細かに確認。今 日は、Kamala Dangiが 、主

に司会や進行をすることを確認。JICAボ ランティアの4人 は帰り、山

下さくらさんと横山郁さん二人が、残つてくれた。

2.研修第3日  (10時半から17時 )

①理科の授業 (ろ うそくの火がよく燃える条件 )。 教材教具の適切な

準備が功を奏 し、理解を深めることができた。研修生にとつては、

教材の準備への創意工夫と意欲 とが、課題である。

②Kamala Dangiが、日本留学体験の報告をした。日本の教師の子どもへのきめ細かな接し方、授業への取

り組みの深さ、教員の率先垂範の行動など紹介があり、視野を広げることができた。ネパールで手に入る

ものをどのように教材化するかが、課題である。

③授業の年間指導計画の作成、週案簿の記入方法は、その重要性について理解を深めた。自校で全体的な取

り組みが可能かどうかが、課題であるが、まず自分から取り組むことを指導した。
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④単時間の指導案の書き方は、さくら寮にある教科書を見ながら、グ

ループで指導案を検討 し、発表 した。ネパール式の指導案もあり、

それに沿った作成が多かった。 日本式と比較検討 し、時間配分や個

別対応など改善していくことが、課題である。

3.Dhadingbeshiか ら参加の教師Parbati Paudelさ んとのお別れの会

この方は、JICAボ ランティアの山下さくらさんの勤務校の先生で、

研修会に特別参加された。彼女からは、「このさくら寮のことは、山

下さくらさんから聞いていましたが、実際に来てみて、遠方の各地から女性が集まって、カース トの違いを

超えて、仲良く学んでいることを知つて、感激しました。私自身も、この研修会で、とても良い勉強ができ

ました。ありがとうございました」と、丁寧な挨拶があつた。

10月 11日 (水 )

1.ス タッフ打ち合わせ (8時から9時 )

今 日の予定、準備など細かに確認。今 日は、Kamala Dangiが 、主に司会や進行をすることを確認。今 日

は研修最終日で、参加卒業生全員の実践報告を行なう。

2.研修第4日 (10時半から17時 )

午前10時30分、定亥1ま でに、皆ホールヘ集まつて着席 した。KCPの Durga先生とKeshav先 生がおいでに

なり、参加卒業生全員が、実践報告を行なう。5項 目の評価基準をきめて、全員の評価をした。評価者は、

KCPの Durga先生とKeshav先 生、Manandhar学長、Mattu、 Kl・ishna/YOUCASP代 表、岩谷、深田である。

第10期 生の報告からはじまつた。地域が異なり、児童の数、教師の数、施設設備の充実度も異なる現場だが、

それぞれ精一杯勤めている様子が、間き取れる。極端に貧 しい地域で、大きな困難を抱えて奮闘している人

もいる。第10期 生10人の発表の後、第9期生と続けて発表を終えて、10分程休憩。次の時間に、第8期生から

第3期生の報告を聞いた。

3.審査の結果ベス ト5発表

KCPの先生からそれぞれの実践に対する感想 とア ドバイスがあつ

た。1位 S面 ata(第 4期生)、 2位Kamala(第 6期生)、 3位 Shrttana(第

6期生)、 4位 Palabati(第 9期生)、 5位 Asmita(第 7期生)が選ばれた。

5人は、JICAボ ランティアの横山さんが用意してくれた紙製のメダル

を授与され、みんなから賞賛の拍手を浴びた。

ネパールの女性事情 その①  Krishna Khatiwada寄稿

飛躍する女性  こんな数字があります。

←
二
 女性の政治への進出一大統領、裁判長、国会の議長―一―女性が任命 されています。国会議員の

曇i)1計  言息:][[豫
量条誓∬ζξ[Fttf藝員言1∬|:f′唇ξF'[[「i菫」、雪|二E3各雷量:1荘]

1女性であること。また、ワー ドの代表の2人 のうち1人 は、ダリット (カ ース トの低い

人たち)であること。
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フォローアップ・セミナーでの算数の指導法

「分数物差し」で分数指導

永年」NFEAに かかわっている、ネパール人の優秀な50代 のAさ ん

に、「1/3+3/4は いくらでしょう?」 と訊ねたら、「分からないJと 答え

たので、ほんとに驚きました。 |^進 法が十分に定着されていないネ

パールで |ま 、少数・分数の計算が、とても苦手なのです。

」ICAネ バールで、シエアボランティア担当の古川さんが 「そ うな

んです.家を建てるときに、必要な煉瓦の数を計算できなくて、過不

足がいつも出るんですよ」と。ちなみに、ネパールの家は、煉瓦が

多く使われているのです。その話を伺って、私は、はたと得心がいっ

たことがあるんです。そういえば、ネパールでは、階段の段差が違って、

これも、そこに起因しているのでは 。・ 。と。

理事 岩谷栄子

やつぱり、しつかりと教育の中で、少数、分数の指導を避けてはいけないと意を強くしました。まず先生

が、指導できないといけません。フォローアップ・セミナー 2017で、かねてから考えていた 「分数指導方法」

について実践することにしました。さまざまの教材を研究している時、この 「分数物差し」に巡 り合いまし

た。小学校5年生の山本賢一朗君が、級友に何 とか分かるように説明したいと考えて発明したという、小学

生目線の優れものです。今や教育界で、大きな注目を受けています。

指導案を作成 し、板 日で、教具10組、自板10枚 を準備 して、ネパールに乗 り込みました。今回は、JICA

ボランティアのメンバーに取り組んでもらお うと考えて、事前に、彼 らを生徒にして、私が講義をし、指

導方法を理解 してもらいました。最小公倍数で通分して 。。とテクニカルな指導で終わつてしまつているこ

との多いのが、現況です。「なぜ最小公倍数なのか?」 とい う意味づけを教育の中では、重視 し、考える力、

面白さなどを身につけていきたいと、いつも考えています。彼らも、その意図をよく理解 してくれて、代表

で教師経験のある山下さくらさんが、翌日、受講生の前に立ちました。

教え込み教育に慣 らされているさくら寮卒業生たちは、考えるという作業が、とても苦手です。家にペン

キを塗るという身近な例を持ち出して、山下さくら先生は、頑張つてくれました。多少理解 しにくい受講者

も居ましたが、留学経験のあるSuiataさ んなどが 「学校でもや りたい」と感想を述べていました。まだまだ

やらねばならないことが多いと、わが身を叱咤激励して、次回への夢を膨らませています。

JICAボランティアの活躍
受講生たちとネパール語のネイティブ授業 理事 岩谷栄子

フォローアップ2017では、多くのJICAボ ランテイア のメンバーの応援が得 られた。以下の」ICA青年海

外協力隊の方々が、やってきてくれた。

横山  郁 カスキ郡ポカラ、アンナブルナS学校、兵庫県伊丹市出身

広瀬 瞳美 ナガルコット高校、静岡県三島市立南中学校教諭 (現職 )

三浦ひろみ カ トマンズ郡、ネパール野球ソフトボール協会、芦屋市出身

山下さくら ダーディン郡HS学校、大阪‖T立加美小学校教諭 (元 )

加藤 泰紀 ネバール体育協会内学校、東京都八王了̂市出身

吉積 勇人 カブレ郡高校、英語教師 (現職 )、 京都出身

市川 将義 カスキ郡女性了‐ども事務所、江戸川区役所 (現職 )、 埼玉県出身

よくけがをしそうになつたことを…。
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彼 らの多くは、吉積部長、山下さくら副部長率いる

教育部会のメンバーで、数 日の体暇を利用して駆けつ

けてくれた。

やっ と一 日の体暇を利用 してやつてきた吉積 さ

んには、初 日に「防災教育」を指導 してもらつた。

「HAPPY TOPIJと い うプログラムを担当してくれ

た。「HA(騒 いではいけない)」 、「PPY(パ ニックにな

らない)」 、「TO(で きるだけ早く)」 、「PI(す ぐに戻らな

い)」 とい う意味らしい。映像で分かりやすく説明し

た後、防災教育Ⅳ眈P(地震が起きたらどうするかを、

絵で表現)を受講者各学校にプレゼントしてくれた。

二日日は、廣瀬さんが、日野第五小学校の作品を活用して絵 日記指導、横山さんが 「読み聞かせ」の授業を、

JNFEAマネージャーのnishnaさ んのネパール語翻訳絵本『てがみ』 (さ かいみのる著)で実施 した。加藤

さんと三浦さんは、さくら寮卒業生教員Suiataの体育の授業のサポーターをしてくれた。市川さんは、終日、

カメラマンとして、記録係を担当してくれた。この日、休暇が終わつた5人は、さくら寮を後にして、勤務

校に帰っていきました。

三 日目に、山下さくらさんは、教材・教具を徹夜で準備 して、「火の燃える条件」の専門分野の理科の授

業を行なつてくれた。

受講生たちとネパール語でのネイティブ授業は、大いに効率よく、興味深く、楽しく展開できた。ととも

に、各人が、それぞれ得意分野で、精力的に取り組んでくれ、そのエネルギー、意欲的な態度は、受講生た

ちに大きな刺激となり、今後の教員としての指針を示してくれた。

山下さくらさん、横山さんは、フォローアツプセミナー終了後、3日 間のPatleの 学校訪間にも付き合つて

くださり、3校での受講者による授業、研究協議会にも大いに力を発揮してくれました。

(JICAボランテイアからの感想 )

山下さくらさんから

さくら寮には何度か訪問させていただいていたので、第10期 生とは交流がありました。研修に参加 させ

ていただき、第10期 生の顔つきが学生から少 し大人になつて、それぞれが学校で頑張っている姿を垣間見、

とても嬉 しかつたです。またお互いに悩みを打ち明けている姿が、印象的でした。私は、今回、Pokhara、

Patleでの研修に参加 させていただいたため、数名の教員の研修中と学校での両方の様子を知ることができ

ました。一生懸命な彼女たちを見て、私自身も刺激をもらい、さらにやる気が出ました。

研修では、模擬授業、グループワーク、教育理論といろいろな研修が行われており、教育に関していろい

ろな角度からの視′点、ア ドバイスが組み込まれていたように思います。学校の問題′点や課題′気が発表された

後に、教員同士で問題点や課題点を解決 していくような時間があれば、主体的に考えることができ、また、

研修の始めに問題点をあげれば、少 しでも早く悩みを共有し、意見交換をする時間が自然とできるのかな、

と思いました。教員として、実践経験と理論の双方を身につけることが重要ですが、経験も浅い彼女たちは、

即戦力になる実践方法を知 りたいと考えているように感じます。実践を中心にプログラムを組み、模擬授業

などの実践を行つた後に、KCPの先生がア ドバイスをすると、教育理論もすつと入るのではないかと感 じ

ました。

JICAボ ランティアとしても、このような機会は本当にありがたく、貴重な経験です。協力隊員がみなさ

んの前に立ち、私たちも日々実践して感 じた事を伝える時間をいただけて、とても有 り難かったです。教員

としても、岩谷さん、深田さんとご一緒させていただき、とても勉強になりました。ありがとうございました。

廣瀬ひとみさんから

さくら寮卒業生について、その卒業後も毎年研修を開催 している点は、いろいろな面で持続性がないネパー

ルでは、大変意義のある機会であると感 じた。卒業生自身 (Suiataさ ん)が授業を行 うというスタイルは、
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一方的に話を聞いたり、見たりするだけのネパールの研修スタイルと違 うため、これも意義があると感 じた。

今回初めて参加 させていただいたが、」ICAの 教育部会に所属する隊員 と協力して研修をする形は、とて

も良いと感 じた。私たちネパールの教育分野で活動する隊員の悩みのひとつは、モチベーションを持った教

員との出会いの少ないことである。今回さくら寮の卒業生をみて、非常に高い意欲を感 じた。そんな卒業生

相手に授業が行えたことは、とても貴重であつたし、これからも機会があれば、定期的に行いたいと感 じた。

その他、以下のような感想をいただきました。

・学校で教育対象の座学などを行 う際、ネパールでは2～3時間続くと、授業に集中できなくなって、話を聞

かないということは、日常茶飯事です。研修 日程表を見て長時間のスケジュールに驚きましたが、開始時刻

前には集合 し、集中力が切れることなく、ほぼ全員が話を聞いている様子が衝撃的でした。

・ネパールでは、自分で思考して実践していくということが難しく、指導計画など日本で行われていること

を、説明だけではなかなか理解できないので、実際にやつて見せて体験させることが必要だと思った。 しか

し、ネパールでは教具、教材が満足に手に入らない。そのような状況の中で、その国の状況にあった支援を

考えていく必要がある。自立を目指す支援の難 しさを改めて考えさせ られました。

山下さくらさんから11月 29日 に、以下のようなメールがありました。

H月 23、 24日 に、研修会を開きました。パ トレ村と自分の勤務するエルカンタの先生方に声をかけて、総

勢12名 が集まりました。さくら寮のフォローアップに参加 した先生方、さくら寮10期 生のニルマラや彼女の

いとこも参加 しました。鍵盤ハーモニカに関心を持つ先生もいて、第10期 生のエルマラが唱和していました。

山下さくらさんのFacebookに 載つていた写真です。

7月 30日 ～ 8月 3日 理事 矢野可穂理

活動場所 :Shree Shankha Devi Secondary School,Patle,Dhading

活動 口 :2017年7月 31日 ～ 8月 2日

指導者対象 :Shree Shankha Devi Secondary Schoolを 中心 とする周辺の学校教員 (18名 )

Shree Shankha Devi Secondary Schoolの 児童 (14人～24人 )

指導者 :矢野可穂理、小林洋子、山下まりな

通訳兼補佐 :Mattu Dhau、 聰 ishna Khatiwada、

Suiata Acharya、  Kamala Gurung、 Nirmala Gairipile(さ く

ら寮卒業生)、

山下さくら (」ICA青年海外協力隊員 )

7月 29日 にPatle村へ移動の予定でしたが、山下まりなさんの

飛行機が遅れ、29日 の夜に到着 となり、30日 に移動することに

なりました。Dhadingbeshiか ら村までジープで行 く予定でした

が、道路が雨の影響でぬかるんでおり、徒歩で行くことになりま

途中、村の方まで行くというトラックが通つたため、小林さんだけ

した。小林 さんの足の具合が′さ配でしたが、

トラックに乗せてもらい村まで行きました。
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1日 目 7月 31日

翌日、研修を開始 しました。 1日 目は、教員に対して、山下まりなさんが、造形あそびの授業で『泡を使っ

て絵を描く』と『墨を使って絵を描く』を実施 しました。先生たちは、初めての体験で楽しそうに絵を描い

ていました。

次に小林さんの授業で、理科『てこの原理』と算数『面積』について授業を実施 しました。面積の授業で

は、図を動かして、三角形や四角形を作ったりして、先生たちは、知恵を出し合って考えていました。

最後にDhadingbeshiに 派遣 されている山下さくらさんが、流暢なネパール語で、パネルシアターの歌

「Bingo」 を歌つて教えました。

2日 目 8月 1日

児童が参加 してくれるので、山下ま ;な さんが、前 日と同じ授業を児童にしました。子どもも、初めての

体験で楽しそ うに授業を受けていました
=

矢野の体育の授業では、『 しっ|ま と iJと Fボ トル当てゲーム』を実施しました。児童はもちろんのこと、

先生たちも、夢中で参加 してくれました:

小林さんが体調不良のため空いたコマを、ニ トま|,な さんとll l下 さくらさんが、音楽の授業で『大きな栗

の本の下で (ネ パール版 )』、『 レッサンフアリ:Jな どを実施 してくれました=た だ歌うだけで|,な く、体

を動かしながら、友だちと一緒に触れ合tヽ なtt i臭 しニニー ・ ―

3日 目 8月 2日

矢野の授業では、前 日に矢野が行った授業を真似 して現地の先生に実践してもらいました]事前にやる人

を決める際、立候補 してくれたのが、Shree Shankha Devi Secondary Schoolの Nirlln ala先 生 (さ くら寮第

10期 生)と ベテランのKalpana先生でした。当日、Nirmala先生は、分かりやすいように、ルールと禁止事

項を紙に書いて、道具まで自分で用意 していました。それを見たKalpana先生も、慌てて模造紙にルールを

書き準備 していました。

次に小林さんは、パネルシアターを使って、英語の授業をしました。

Nepal Englishと 」apanese Englishの壁があり、少し伝わりにくいとこ

ろがありましたが、kishnaさ んとManiuさ んが、フォローしてくれま

した。

引き続き小林さんの算数の授業で、面積や換算機を厚紙で作成、パネ

ルシアターの作 り方を教員に指導しました。
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雛

最後に今回のプロジェク トの感想を、先生方に問きました。Shree Shankha Devi Secondary Schoolの 理

科の先生から、「“遊びながら難しいことを教える"と いう方法が、学べてよかった。教科書を暗記させるだ

けが授業ではないとい うことが、今回の研修で分かったので、これから生かしていきたいJと感想がありま

した。この先生は、算数の授業で、ほかの先生が苦戦している中、すらすらと問題を解くことができ、頭の

賢い先生で、研修中、私たちも、一日置いていました。彼を筆頭に “遊びながら教える"と いう授業を実践

し、教員のスキルアップに繋がればと思いました。

ヽ
=丈

猿塑型望
~ 

ィ
8月 3日  下山。Kathmanduへ 。

8月 4日 に、JICA事務所にて、今回の報告をしました。今回急速、予定変

更もありましたが、「研修期間が短いJ、
「現地の教員に、もつと授業を実践

させ、お互いに評価させる」、「現地で手に入 りやすいもので、パネルシアター

はできないのか」といつた点を指摘されました。私も、今回の研修を終え、

先生方に対して、こんな授業方法があるという紹介で終わつてしまったかな

と思 うところがありました。次回は、現地のものを使って、先生方に授業の

、先生方同士で評価し合いたいと思います。進め方を指導し実践してもらい

10月 14、 15日

(1)サンカデビ・セカンダリー・スクール

フォローアップ・セミナーで研修を受けた サンカデビ。セカンダリー・スクールの Kalpana Gurung

先生 (31歳 ,教育経験14年)が、授業を行なつた。11人の授業参観の教員には、別紙 「良い先生の評価29項 目」

の評価カー ドを配布し、評価をしてもらった。その後、研究協議会をもち、授業者の自評の後、グループ協

議を中心にして、参観者の評価をまとめ発表した。

①10時～10時45分

5年生他22人 の児童を対象に、日本の絵本『おてがみ』さかいみる作 (Kl・ishna Khatiwadaさ んがネパー

ル語に翻訳)の読み聞かせの授業を実施。修学旅行へ出かけるために早めに集合した、9。 10年生も一緒に参加。

②ll時～11時30分

避難訓練 「happy topi」 の授業。JICAボ ランティア製作の

mapに もとづいて、説明した後、緊急避難の合図のもと、校

庭に避難。点呼。

引き続いて、「ボール送り」の体育の授業を行なう。5年生を2

組に分け、ルールを指導してから、模範演技を行い,競技に入つた。

次第に自熱し、徐々に作戦も考えだし、運動量も増えていった。

終了後の研究協議会では、ベテランの先生だけに、ジェス

チャーを交えながらの良い授業であったという評価や、読み間

Ψ寓 ク

十ナナ
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かせの授業では、教室環境があまりよくないため、絵本を机間巡視 しながら、見せてあげることができなかっ

たこと、こどもの感想を十分に聞く時間や、また、待つ時間を入れる必要など、熱心な協議がなされ、課題

も明確になつた。

教員氏名 性別 。年齢 経験年数 担当教科 学歴 雇用形態

1 Shiva Khatiwada Ⅳ1/30 5年 Nepali 大学院 コ ミュニテ ィー

2 Khemlal Gurung Ⅳ1/28 同上 Math/Account 大学 同上

3 Jayamamgai Rana Ⅳ1/35 English 大学院 同上

4 Kalpana Dawadi F/32 204「 Nepali 政府

5 Udhdab Dhungana N1/54 Social SLC 同 上

6 Eka Bdr.Shrestha N1/52 English SLC 同上

7 Deepak Magar 卜1/22 1年 English SLC コ ミュ_テ ィ

8 Yadu Kumar Gurung Ⅳ1/27 3年 English 10+2 同上

9 Tek Bdr Gurung Ⅳ1/23 同上 English 同 上 同上

10 Kumari Gurung F/28 同上 Computer 同上 同上

Kalapana Gurung F/31 14左巨 Nepali 同上 政府

０
４ Nirmala Gairpile F/19 4か月 Nepali 同上 」NFEA

Rejina Dahal F/20 同上 English 同 上 コ ミュニテ ィ

子どもの数

クラス 幼稚園 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 7年生 8年 /1~

女 8 7 9 7 7 18 16

男 8 16 7
Ｑ
０ 9 9 11

合計 16
つ
ん 14 ９

“ 16
０
４

０
ろ

10月 15日 (日 )3校訪問

(1)カニヤデリ・ベーシック・スクール訪問

フォローアップ 。セミナー受講者の Dipika Giri(20歳 ,教育経験1年)先生の授業参観。5年生19人が対象で

実施。最初は、男女別にチームを組んで、「ボール送り」のゲーム。準備体操もしつかり行い、ルールの説明、

模範演技を行なった後、競争させた。他の 6人の教員が、協力的で、チームワークも良く、若い先生のフォ

ローを良くしてくれていた。二つ目のゲームの 「ドッチボール」の競技では、2組の男女混合チームがどん

どん白熱 し、勝つための作戦を凝らし、ボールも上手に皆にまわしながら、かなり良い運動量になつていつ

た。JICAボ ランティア山下さくらさんの補助が、効果的であった。

事後の研究協議会では、2人ペアで話 し合いを行い、ネパールでは、女性教員は体操などあまりや りたが

らないが、Dipika先生は、準備体操など、勇気をもつてやつてくれた、また、子どもの活動を増や してい

くことの重要性を、他の支援団体の研修会でも学んでいて、その積み重ねができたことが良かったという評

があつた。

地震後で校舎が崩壊 し、新築3か月の新 しい学校で、まだ十分に環境整備がされていないとのことであつ

たが、教室内の掲示物など、工夫がうかがえた。先生方が、非常に協力的であった。音楽・体育の授業は、

実施されていなかつた。学校 目標も、まだ定められていなかった。
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教員氏名 性別 。年齢 経験年数 担当教科 学歴 雇用形態

1 Hari Prd. Dhungana N1/38 13左巨 Social 10+2 政府T

2 Bishnu Rokka M 3年 1/1ath 同上 コ ミュニテ ィ

3 Mira Reshami F 20左
「

Nepali SLC 政府T

4 Shrada Dhungana F 9年 All 同上 政府T

5 Dipika Giri F 2年 Eng/Math 10+2 コ ミュニテ ィ

6 Prahina Awasthi F 1年 10+2 コ ミュニテ ィ

子どもの数

クラス 幼稚園 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生

女 9 7 8 6 9
０
ん

男 9 1 7 9 7

合計
０
４ 9 18 19

*政府P=政府正規雇用 政府T=政府臨時雇用  コミュニテイー=地域自治体雇用

(2)ゴウリサンカ・ベーシック・スクール

フォローアップ・セミナー受講者、Sita Bhatta(30歳、教育経験6年)先生の授業を参観 した。全校児童数

58名 の小規模校。図書室で 「読み間かせJの授業を行なった。3・ 4年生等20名 が対象であった。本のタイ

トルは「ひげじいさん」で、先生は、緊張しながらも、Pokharaで の研修の成果を生かしながら、表情豊か

な楽しい授業を行なつた。

事後の研究協議会では、こどもたちに、お話のその後のことを想像させたり、感想を言わせたりできると、

より良い授業となつたのでは、などという積極的な意見交換が行なわれた。最後に、Pokharaで研修 した歌

「ビンゴの歌」を、私たちのために合唱してくれた。

学校 目標は 「どこへ行っても、誰にも負けない子どもになろう」というもの。体育、音楽の授業は、実施

できていなかった。すでに授業で実践した、Pokharaで研修 した 「絵 日記」の作品を差し出しながら、絵の

指導ができる先生がいないので、大変困つているとのことであつた。

教員氏名 性別 。年齢 経験年数 担当教科 学歴 雇用形態

1 Sita Bhatta F/30 6年 Nepali 大学 政府T

2 Usha Gurung F/28 1年 English 10+2 同上

3 Dev Kumari Dahal F/35 10年 Science 大学 同上

4 Renuka Gurung F/28 1年 PIath・ 10+2 コ ミュニテ ィ

5 Bhim Bdr.Gurung Ⅳ1/59 14年 Social SLC 同

6 Sita Gurung F/28 6年 10+2 同

子どもの数

クラス 幼稚園 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生

女 10 2 6 2 7 4

男 3 3 5 2 6

合計 18 b 9 7 9 10

(3)ガウリシャンカル・スクール

4時 をまわっていたので、 ド校中の生徒たちに出会いながら、悪路を進んだ。男性の先生 5人が、待つて

いてくれた。授業参観はできなかつたが、学校の様子などうかがうことができた。女性教員3人は、すでに

帰宅したとのこと。音楽の授業は、イベントの時を利用しているが、体育や美術の授業は、実施されていな
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い。学校 目標は、とくに決めていないということであつた。

教員氏名 性別 。年齢 経験年数 担当教科 学歴 雇用形態

1 Bishnu Kmr.Shresta M 13左巨 Computer ICom 政府P

2 Hem Bdr.Dhakal M 13左巨 trngish IA/1ED 同上

3 Kumar Prasad Rijal M 12左巨 Social Bed 政府T

4 Sukmita Gurung F 1年 SLC 同上

5 Binda Bdr.Gurung M 6年 Nepali IED コミュニティ

6 Siroj Gurung M 1年 ⅣIath. 同上 同上

７
′ Billllala Bhatta F 1年 Science SLC 同 上

8 Gita Gurung F 2年 Nepali SLC 同 上

9 Eline F 2年 Nepali IED

子どもの数

クラス 幼稚園 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 7年生 8年生

女 8 4 2
９

″ 6 4 14 20 8

男 9 4 4 7 9 8

合 計 8 6 9 25

NWEC一 国立女性教育会館でのフォーラム

NWECは 、男女共同参画社会の形成を目指 して活動す る独立

行政法人です。毎年8月 に、全国の男女共同参画を目的 とす るグ

ループや地方行政関係団体が参加 して、それぞれの活動の報告

をしています。」NFEAは、8月 26日 (土 )に 参加 しま したc

山下理事長の挨拶の、 この10年 間の 1舌 勇i慨 要報告に続 き、昨

年のさくら寮 10周年記念 ビデオ L映、Patleで の出前授業の様子、

卒業生の活躍 とフォローア ップ 。セ ミナー、現在実施 している

パイ ロッ ト校における活動―ネバールに女性教員養成システム

を構築するための活動一の様子などを、DVDやパワーポイン トの映像により報告 しま したc元文部大臣で

」NFEA顧 間の赤松良子 さんも、出席 してくださり、50人 とい うた くさんの方 々が、このワークショップに

参加 して、熱心に傍聴 してくださいま した。
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C》「青少年のための科学の祭典」に出展する 理事 袖山 正彦

9月 24日 、残暑のなか東京小金井市の東京で開催された 「青少年のための科学の祭典J東京大会に参加 し

ました。

この祭典は、出展ブースが102店、見学者は1万人以上の大

規模な科学の祭典でした。ネパールで教員養成を志す私たち

のようなNPO団体は、「科学」とあまり縁がないようですが、

2つの 「科学」のテーマで参加 しました。ひとつは、「むかし

ヒマラヤは海だった」をテーマに、ネパールの自然を紹介 し

ました。2つ 目は、ネパールの女性教員に楽 しく質の高い授

業法を伝えるために、パネルシアターとい う指導を行なって

いることを、紹介しました。蛍光紙にブラックライ トを照射

すると綺麗に発色するという「科学の原理Jを利用しての教

育法です。パネルシアターは、」NFEAの古宇田監事が考案

した授業法です。動lLH物 、食材などの絵をパネルに貼 りながら、環境や道徳、ネパールの昔話などをテーマ

に、教師、生徒が一緒に歌や踊 りで演じる、劇場型の大変人気のある授業です。

今回は、古宇 田監事の一番弟子の松家まきこさん (パ ネルシ

アター作家兼演出家)が 、 日本の小学唱歌 「紅葉Jに あわせ、

夕陽の沈む故郷の風景や、東 日本大震災の訪問ボランテアのと

き、現地の皆 さん と工夫 した作品を作 り、「世界にひ とつだけ

の花」のメロディーにあわせ実演 しま したc幻想的な世界を映

し出し、子 どもたちは、熱心に見て、歌っていました。 (写真 1)

次に、ワークショップは、親子で、イルカ、カニ、トンボ、チ ョ

ウ、恐竜などを、型取 りした蛍光紙 (赤、オ レンジ、ピンク、緑、

黄色、青色)を切つて、パネルシアターに使 う作品を作 りまし

た。また、自分たちの自由な発想で、花や星などの作品を想像 して作ってもらいま した。 (写真 2)

「むかしヒマラヤは海だったJ― ヒマラヤは、約4500万年前までは、海でしたcユ ウラシア大陸にイン ド亜

大陸が衝突 して徐々に盛 りあが り、今の高 さにな りま した。 ヒ

マラヤが、むか し海だった証拠に、アンモナイ トや岩塩が採れ

ます。アンナプルナの側を流れ るカ リ・ガンダキの河原では、

アンモナイ トの化石が、沢山採れます。展示 されたアンモナイ

トを、見学者は手にとつて興味深そ うにみていま した。 (写真

3)岩塩は、鉄分を含有す るとピンク色にな り、硫黄成分を含

む と黒色にな ります。

会場には、天候にも恵まれ700人 余の入場者があ り、一時立

ち見が出る大盛況で した。

日本とネパールの小学校の絵日記による国際交流 顧問 西田敦子

日野市立日野第五小学校2年生の116人のお友だちが、ネパールの子どもたちに、絵 日記を書いてくれまし

た。去る10月 8日 に、Pokharaの さくら寮で、さくら寮卒業生教員および」ICAプ ロジェク トのモデル校の先

生を対象とした研修会で、その絵が披露されました。 日本の学校の様子、子どもたちの遊び、日本の動物な

ど、さまざまな絵は、立派な国際交流になるとともに、「絵 日記」指導の良い教材 となりました。

⑬



日本では、2020年、東京でオリンピック・パラリンピックが開催されることを契機に、今、各学校ではオ

リパラ教育が行われています。先生方は、さまざまな教育活動を展開しながら、重′点的に育成する五つの資

質 (・ ボランティアマインド・障害者理解・スポーツ志向 。日本人としての自覚と誇 り・豊かな国際感覚)

の育成を心がけています。今回、当校では、ネパールの子どもたちへ心を馳せ、豊かな国際感覚の育成に繋

げてくれたのです。

ネパールでは、図工の学習が、十分ではありません。とくに情操教育が、遅れています。絵 日記指導を通して、
「絵を描 くことで、心に浮かんだことや思いを、文に綴る」という研修は、大いに意義深く、興味を引く内

容でした。先生たちは、絵の指導に自信がない様子でしたが、絵 日記は、新鮮な体験だったようで、1時間

の授業の中で、それぞれが絵 日記を完成させました。多くの受講者が、「絵 日記の指導方法がよく理解できた。

学校へ帰って指導をしようと思 う」とい う感想をよせてくれました。そして、早速に子どもたちに指導して

くださり、ネパールの楽器や、鳥、遊びなどが描かれた30点 の作品を、お土産にいただきました。帰国後に、

日野第五小学校に届けさせていただきました。
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現地理事会報告 事務局職員 山下威士

今年も、例年のように、現地理事会に先立って、9月 1日

(金)14時～ 15時 に、KCPの Campus Chiefの Manandhar

さんと、山下泰子JNFEA理事長 と事前の打ち合わせをし

ました。内容は、翌日の理事会の打ち合わせと、今年のフォ

ローアップ・セミナーで、さくら寮をお借 りする借料につ

いて協議をし、さらには、山下理事長より、すでに期限の

切れている文京学院大学との留学生交換協定について、奨

学金、寮の優先的待遇など、多くのメリットもあることか

ら、ぜひ継続するように、KCPか ら、文京学院大学に申し入れるようにお勧めしました。

今年の現地理事会は、9月 2日 (土 )11時～ 13時 に、さくら寮のホールで開催 されました。出席者は、ネ

パール側理事5名 中4名 、日本側理事2名 、さらに委任状提出者3名 でした。陪席は、JNFEAマネージャーの

Maniuさ ん,通訳のKl・ishna Khatiwadaさ ん、それにKCPの会計係のhishna Tamarakurさ んでした。司会

は、Manandharさ んにお願いしました。重要な議事は、次のようなものでした。

1 く2016年度の決算報告> 司会より、ネパール会計法規にもとづいて、Sharma会計事務所が作成 した

決算報告が、読み上げられました。結論的に言えば、予算総額4,437,304Rsに 対して、執行額4,115,207Rsで 、

執行率は、92.7%で あり、適正なものでした。

2 く2017年度のさくら寮予算説明> 私か ら、「Budget of 2017」 の概要を説明 しま した。私 どもの

Pokhara Proiectは 、Basic Agreement between KCP and JNFEAの 第1条により、(1)リ モー ト・エリア

のSLC合格の学生を選抜 して、2年間、さくら寮に住まわせ、KCPで、教育を行なつて、質の良い教師を養

成することと、 (2)こ のさくら寮を卒業した生徒たちが、自分たちの故郷で、教師として活動するのを、3

年間にわたり、給与al10wanceの 支給を初めとして、できるだけ支援することを目的にしています。

ところで、みなさんご承知のように、第1の 目的は、今年の5月 に、100人 目の卒業生を送 り出すことによ

り、完成され、さくら寮も、2017年 6月 末をもつて、KCPに完全にお返 ししました。 しかし、第2の 目的は、

なお今年を含めて、なお3年間継続 します。

このような状況を背景に、今年の予算は、KCPの授業料などのKCP関連と、学生の食費や奨学金などの

学生関連と、さらに、さくら寮の維持管理の費用などを、支出する必要がなくなりました。残 りは、従来の

人件費関係 と、上記の第2の 目的の中心をなす、卒業生教師への給与al10wanceの 支給です。このような事

情を勘案して、このさくら寮予算表の簡素化と、日本からネパールに送る費用の明確化を意図して、少し新

しい予算表を作 り、提案しました。 (*これは、後に、9月 12日 のJNFEA理事会で承認されました。)

3 くJNFEAの活動報告> 山下理事長より、2016年 8月 ～ 2017年 7月 までの」NFEAの 1年間の活動について

報告、とくに、昨年 10月 より、」ICA Praectを 開始し、さくら寮10年間の成果 と経験をもとに、Dhading

郡 とKapilbastu郡で、教員の質の改良のための普及活動を行い、さらに女性教師養成システム構築につ

いての政策提言を行なお うとしていることが報告 されました。さらには、山下理事長より、第6回留学生

Kamala Dangiさ んの日本での勉学と活躍状況について報告がなされました。

4 その後、KCP理事長Pradhanさ んより、あいさつがあり、理事会は終了しました。

く退職金の支給> なお、今年の特色として、上記のように、さくら寮を、本年6月 末をもつて閉鎖 したこ

とから、「KCP退職金基準」にもとづく退職金を、7月 のJNFEA理事会決定にもとづき、これまでさくら寮

で働いていてくれた職員;寮母Mattuさ ん (2017年 7月 までの9年間勤務 )、 会計係K■aishna Tamarakurさ ん

(同 11年間勤務 )、 ガー ドマンのGopalさ ん (同 11年間勤務)、 ガー ドマンのGobindaさ ん (同 2年間勤務)、 マネー

ジャーのKlaishna Khatiwadaさ ん (2016年 9月 までの6年間勤務)に、9月 1日 と2日 に、支給しました。

⑮



2016年度さくら寮決算報告 事務局職員 山下威士

(Rs=ル ピー )この決算は、L.K.Sharma会計事務所の2017年 8月 10

日報告 (2016年 7月 16日 ～ 2017年 7月 15日 )に よるもの

であり、9月 2日 のネパール現地のさくら寮理事会、およ

び、9月 16日 の、本協会理事会の承認を得たものです。

単位 はRs(ネ パール・ル ピー)、 2017年 10月 1日 現在、

lRs=1.111円 。

2016年度支出合計は、4,115,207Rsで した。これは、

当年度予算4,437,304Rsに 対 して、執行率92.7%に な

ります。

予算を出超 した項 目は、①Ⅱの (5)の食費、②Ⅱ

の (7)の学生旅費、③Ⅱの (9)の 卒業式関連費、

④Ⅲの (10)光熱水料でした。

2016年度は、さくら寮在寮生は、第10期 生10名 のみ

です。

Vの 卒業生教員の月額給与は、1年 目の教員が、

5,500Rs、 2年 目の教員が、6,000Rs,3年 目の教員が、

6,500Rsで した。これは、2017年度予算では、全員

について、各500Rsずつアップしました。

Jumlaを訪問しました 事務局職員 山下威士

2017年 6月 1日 のHari Lamsal教育省次官との協議の中で、これからの教育の実質的権限、とくに、私ども

の関心の有る女性教師の養成とい う任務にかかわる権限も、地方政府に、その重心が移されると告げられ、

その際に、会 うに値する方として、Jumla市長を紹介されました。その示唆にもとづいて、今回、山下理事

長、山下事務局職員、Maniuさ ん、nishnaさ んと、Jumla市役所に、市長を訪問しました。

⑩

(4)

I 学生授業料関係 256.000

(1)KCP納入金 226.000

(2)英語・数学の補習授業 30.000

(3)学生募集費 0

Ⅱ 学生関係 712,465

(4)奨学金 157,500

(5)食費 271,679

(6) 市1月艮 0

(7)学生旅費 118,910

(8)健康診断 。医療保険 25,272

(9)卒業式関連費用 139,104

Ⅲ さくら寮維持費関係 167.110

(10)光熱水料 77,093

(11)修理等維持費 90,017

Ⅳ 賃金関係 564,632

(12)寮母 208,300

(13)ガー ドマン 296,582

(14)会計係 49,750

(15)会計事務所監査費 10,000

V 卒業生教員給与関係 2,420,000

(16)卒業生教員給与 2.160.000

(17)教員採用試験対策費 260.000

合 計 4.115.207



1「Jumla市長Kantika SeiuWal」 さん (46歳 )のプロフィール

さくら寮第4期生Phulmayaさ んの大叔母 (=祖父の弟の妻、だから、Phulmayaさ んは、甥の娘)さ んで

す。市長ご自身が、」umla Feeder Hostel(FH)の出身で、卒業後、教師となり、小、中、高校 と進み、

Karnali Higher Secondary Schoolの 校長となり、同校をモデル校にされました。その素晴らしい成果は、

雑誌にも紹介され、私どものマネージャーの胸 ishnaさ んが、この高校に見学に来たことも有るといいます。

夫 (政治家)が、飛行機事故で亡くなった後を受けて、政治家に転身されました。この事故での死亡を悼み、

Kfishnaさ んが、詩を作 り、新間に掲載されたこともあるそ うです。夫の立派な銅像が、病院の前に立って

いました。Kantikaさ んは、2017年 5月 の地方選挙で、」umla市長に当選したばかりです。

2 9月 4日 (月 )16時 10分～ 17時 10分 と9月 5日 (火)17時～ 17時30分に、訪問。

当日の会談内容;Jumla FH.を女性教師養成のモデル・ケースにしてほしい。

山下理事長より、18年前に、Jumla FHを訪問したこと、それ以降、ネパールにおける女性教師の養成

の必要性を感 じ、Pokharaに さくら寮を建設 し、KCPと の協力の下に、100人の女性教師 (Phulmayaさ んも、

その第4期生)を養成 してきたとい う、さくら寮の10年間の経験を、「10周 年記念誌」 (ネ パール語版)を も

とに紹介しました。

山下理事長は、FHを利用 してのネパールにおける女性教師養成制度を構築することの重要性を強調 し、

」umla FHの 設立当時の理念;女性教師の養成への立ち返 りを希望し、Kantika市 長が、率先して、ネパール

における女性教師養成のモデル・ケースを主導して欲しいとお願いしました。まさに、「Kantika市 長こそが、

この役割に本目応 しいJ と。

これに対して、Kantika市 長は、「自分もFHの 出身であり、これまでの生涯の大半を教育者として過ごし

てきたから、女性教師養成の重要性は、十分に理解 しているつもりだから、期待に応えるように努力はした

いと思 う。ただ、しかし、資金の問題など、課題も山積 しているJと 答えられました。

3 10月 のさくら寮でのフォローアップ・セミナーに、市長を招待。  ‐

私たちは、Jumla FHを 、視察し、在寮生と話をした後、翌日の9月 5日 17時に、市長室を再度訪問して、

さくら寮による女性教師の養成の成果を、直接に市長に見ていただきたいと思い、10月 8日 ～ 11日 までのフォ

ローアップ・セミナー期間中に、ぜひ、POkharaの さくら寮にお出でいただきたいと招待状をお手渡ししま

した。 (*10月 9日 に、市長が、フォローアップセミナーを訪問され、卒業生教員たちと歓談されました)

その際にも、昨日、Jumla FHを訪問し、16名 の在寮生と面談した結果、15名 までが、教師になりたい

と希望していることから、せめて、12年生3名 の、教師任用の道を開いて欲 しいと要望しました。また、一

見して、Jumla FHが 、あまりに劣悪な住環境であるため、市長が、教師への道を開くとのご決断を示 し

てくだされば、私どもも、日本の専門家に頼んで、この住環境の改善に、できる限り協力してもよいとも申

し入れました [

4 」umla FHの 在寮生 との懇談と、FHの実情 c

私たちは、「:j長 との面談の後に、9月 4日 17時30分～ 19時に、」umla FHを

訪問 しま した= このFHは、」umla Campusの 敷地内にあ りますが、所属

は、 Karnali Secondary Schoolで す。 建物は、 Campusと 同日寺に、 NORAD
やUNESCO,UNI‐ CEF、 ネバール政府の援助で、1970年 代 に建築 されたも

のです。

山下理事長が、在寮生20名 中、16名 と面談 し、」NFEA賛助会員の福井直

矩 さん寄贈の衣類 (ビ アニス トの妹 さんのもの)と 奥様手作 りの雑巾を、全

員に配布 しました。 この16人 中14人が 「教師にな りたい」、1人が 「校長にな

りたい J、 1人が 「農業をや りたいJと いつていました。

O



在寮生の構成

Mugu郡出身 Kalikot郡 出身 Jumla郡出身 合計

8年生 1ノヽ 1人 2人 4人

10人9年生 3人 1ノ 、` 4り 、`

10年生 1ノ k、 1人 2人

tt++_ 3ノ 、` 3人
6人

12年生 2人 1り 、` 3ノ 、`

合  計 5ソて 3ノ 、` 8人 16ノヽ

つま り、このFHは、 リモー ト・エ リアの学生が、高校に通 うために作 られた寄宿舎 とい う旧制度 と、

2011年以降に改められた、FHは、「10+2」 の付属の寄宿舎とするという新制度とが混在していました。

FHの建物は、2階建てで、2階が、学生の居室になってい

ます。

*1室4名 、部屋の両側に2段ベッドが、2組ありますが、上の

ベッドに登るための階段が、ありません。学生は、壁を使っ

て上に飛び上がるそうです。

*窓ガラスなし。部屋には、ソーラー発電による裸電球が、

ひとつありました。もちろん、板窓を開めれば、室内は、真っ

暗になります。

*中西部地方の寒冷地 。Jumlaに あるにもかかわらず、部屋には、暖房施設が、まったくありません。寒く

なると、ベッドで、ありったけの着物を着て寝るそ うです。もつと寒くなると、学校が、休みになるそうです。

*キ ッチンに、食材が、本 国の分をも含めて、まったくありませんでした (こ れは、謎)。 (写真はキッチン)

*掃除は、全員でや り、料理は、料理人が作 り、寮生も手伝 う。

*居室にも、ホールにも、机というものが、まったくありません。勉強は、ベッドの上に腹ばいになってやるか、

土間に座ってやるそ うです。 (*も つとも、これは、ここだけのことではなく、ネパール人の一般的な慣習

だそうです。すなわち、ネパール人は、机に向かつて、本を読むとか、勉強するとかい う慣習が、ないそう

です。そもそも「机に向かう」という観念がないようです。おそらく、これが、「日常的な、継続的な勉学J

と言 うことにつながらない遠因ではないでしょうか。)

(下段写真は台所のかまど)

5 さくら寮卒業生との再会と情報。

Jumla FHか らさくら寮に来て学んだ卒業生たちが、山下理事長に会いに、9月 4日 、5日 、6日 、Hotelに

来てくれた。

Ambika Thapa(Malla)(第 3期 生 )さ ん は (2013～ 2014年 日本 留

学)、 2年前のネパール大地震の時、Kathmanduの 病院の庭のテン トの中

で生まれた,可愛いSamyan坊やを連れてきてくれました。現在、Private

Schoolの教師として勤務を続けています。月給15,000Rs。 学校では、「社会」

と「英語Jを、週30駒担当しているそうです。夫も、教師。

Phulmaya Sauwal(第 4期生)さ んは、4年前に結婚。夫は、エンジニヤで、

隣のMugu郡に勤務。現在、彼女は、Pr市ate Schoolの 会計係 として働き、

月給15,000Rs。 」umlaで は、叔母と一緒にに住んでいる。夫とは、ときど

き会えるとのことでした。

さくら寮第3期生のKalika Khatriさ んは、Surkhetで 先生をしてお り、

第4期生のSatya Kumari Budhaさ んは、放送関係の仕事をしている夫

と子どもとともに、Kathmandu在 住とのことでした。
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「加藤恒久教育基金」の創設 山下威士。泰子

本年9月 に、本協会の教育里親であつた故 0カロ藤恒久さんより、「ネ

パールにおける女性教師養成のために」というご趣旨で、 1′500万円の

ご遺贈を受けま した。本協会では、理事会の協議をへて、 このご寄附

の趣旨を生か して、本協会内部に、助日藤恒久教育基金Kato ttsunehisa

Educa■ on Fund(略称 K‐「E基金 )」 を倉」設 しました。

加藤恒久さんは、1942年、東京都港区生れ。私たちとは、大学在学中から、

今 日に至るまで50年以上にわたる生涯の友人でした。私たちが中央大学大学

院に在籍中に、弁理士試験の勉強をしていた彼は、夏休みを北杜市白州町に

ある築100年 の祖母の家で一緒に机を並べたものでした。加藤さんは、もとも

と「学ぶ」ということが、非常に好きでした。弁理士試験に、合格して (1966

年 )、 仕事を開始しても、法律系という出自から、技術系の知識の不足を痛感すると、すぐに、夜間の電気

専門学校に通い、技術系の勉強をしました。これからは、

国際的な展開をしなければいけないと思 うと、ただちに、

イギリスに留学して、語学を磨きましたc

この勉学好きとい う才能は、専門的な方面でも、存分

に発揮され、業界の1専門雑誌の『特許』とか、『パテント』

に、学術的に価値の高い論文を寄稿 していました。さらに、

50歳 台になってから、新潟大学大学院に登録 し、忙 しい

仕事の合間を縫って、東京から新潟に通つて、研鑽を重ね、

学術論文『部分意匠論 意匠法の目的とその現代的展開』

(尚学社、2002年)を まとめ、同大学院より「博士 (法学)号 J

(2001年)を授与されました。加藤さんには、『意匠法要説』

(ぎ ょうせい、1981年 )や『意匠法改正のすべて』 (日 本法令、1999年 )の著書もあり、意匠法の実務と学界

における、わが国の第一人者でした。加藤さんはまた、後輩の諸君の勉学にも、大きな関心を払い、いくつ

もの勉強会などを組織して、多くの優秀な人材を養成しました。

本業の弁理上においても、「力日藤国際特許事務所」長として、存分の活躍をみせ、日本弁理士会において、

意匠法部会の委員長を務め、また、特許庁の弁理士審査委員会委員なども勤めました。その活躍や社会への

1(三 にわたる貢献が認められ、日本弁理士会から、永年功労表彰を、日本政府より、藍綬褒章を授与されま

した

も≧t´ ヒ青日事さんは、細部にこだわらない、豪放需落な性格から、私どもとは家族ぐるみの付き合いで、

とくに、■ Li´ ,母の一番のお気に入 りでした。事務所から帰る途中に、我家に呼び込まれて、母のマージャ

ンの相手をさせられ、自宅へのご帰還が、早暁になるということも、度々ありました。そのようなおりおり

に、私ども夫ttt■ 、ネバールにおける女性教師養成に取 り組む話を聞いてくれていましたcそ んなことから、

加藤さんは、こ■1詈 弐に賛同され、本協会の最初から、多額の財政支援をしてくれました。

永年の激務 tDた ●:こ 、べ幸にして、脳腫瘍の難病にかかり、2度にわたる手術もむなしく、本年3月 18日 に、

75歳で逝去さ′■ました:お葬式 |ま 、本協会の監事でもある古宇田亮順師を導師として営まれましたcそ の後、

奥様の加藤糸子さメ́よ |、
~亡

夫の遺志でJと 、上記の遺贈をいただくことになりました3

私どもは、加藤さメンI)ゴ 享志を重んじて、加藤さんのお名前を、永遠に、ネパールに残すことのできるよ

うな事業を行ないたいと思つてお ります。「力日藤恒久教育基金」のお蔭で、ネパールの女性教師養成の状況

を少しでも改善し、そのご遺志に添いたいと思います。ここに、わが友・加藤さんのお人柄とご遺志を紹介

させていただき、本協会の会員のみなさまのご理解とご支援をお願いする次第です。

⑩
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若き日の加藤氏 (手前 )、 後右端、山下威士、1人

おいて今村美知子、山下泰子



ネパールの教育制度が変わりました。 事務局職員 山下威士

ネパールで、子どもたちの一生を、大きく左右することになっていたSLC;School Leaving Certincate,

日本語に訳す とすれば、「高校卒業認定試験」が、昨年から、教育制度の改革により、SEE;Secondary

Education ExaminatiOn、 日本語に訳すとすれば、「中等教育終了試験」になりました。SLCは、従来、小

学校Primary School、 中学校Lower Secondary School、 および、高校Higher Secondary Scoolと い う10

年 FHOの教育を終えた段階で受けるものでした。これが、新しく制定された2015年憲法の第31条 の規定、および、

それにもとづく教育法の2016年改正により、8年間のBasic Education、 日本語に訳すとすれば、「基礎教育

課程」、それを担 うBasic School、 日本語に訳す とすれば、「基礎学校」 (従来の小学校+中 学校をあわせた

もの)と 、4年間のSecondary Education、 日本語に訳すとすれば 「中等教育課程」、それを担 うSecOndary

School、 日本語に訳す とすれば、「中等学校」 (従来の高校+「 10+2」 を合わせたもの)に変えられました。

その12年間の教育を経た後に、受験することになったのが、SEEです。この変更は、高等教育を始める前

に12年間の準備教育 (初等十中等教育)を必要とするという国際基準に合致させるためのものかもしれませ

ん。このSEEは、4月 中 (ネパール暦の新年のはじまり)に実施されるようです。

『二十四の瞳』岬の分教場へ 理事長 山下泰子

さくら寮のロールモデル、壺井栄『二十四の瞳』の大石

久子先生の面影を追って、小豆島へ行ってまい りました。

同行は、いつもニュースレターの挿絵を描いてくださる山

下紗衣さんと会計担当の山下威士さんです。

2017年 7月 20日 、岡山港からフェリーに乗つて1時間余 り

で、小豆島・土庄港に到着。ホテルのチェックインもそこ

そこに、タクシーで『二十四の瞳』の舞台。内海町立苗羽 (ノ

ウマ)月 学ヽ校田浦分校に向かいました。

懐かしい木造の渡 り廊下のスノコの先に教室が 3つ、3

年制の学校だったことがわかります。開校が明治7(1874)年 となつており、明1台政府が、文字通 り津々浦々

にまで小学校教育を行き渡らせたことに感動しました。2015年憲法でようやく義務教育が導入されたネパー

ルで、山の尾根上や川のほとりにへばりつくように点在する家の子どもたちまでが学校に行くことのできる

ようになるのは、いつのことでしょうか ?小 さな木製の机 と椅子を見ていると、今にも大石先生と12人の子

どもたちが、飛び出して来そうな雰囲気でした。穏やかな内海の分教場に、師範学校を出たての大石先生が

居て、元気いっばいの子どもたちの笑顔がはじけていたのを、街彿させる侍まいでした。あぁ、ここで壺井

栄が学び、あの名作が生まれたのだと思うと、感慨一入でした。

分教場の先の岬の突端に、『二十四の瞳』の映画村があり、撮影で使われた校舎と展示品の充実した記念

館や映画館が建っていました。さくら寮の卒業生たちに見せたいと思 うことしきりでした。

⑩



国際交流ボランティア「みなと」グループからのご支援 正会員 磯 公美子

・ みな とグループの “お茶 "の会 に、Kamala Dangiさ んを同伴 して

7月 1日 (土)に、「みなと」グループのご招待で、Kamalaさ んとお茶会に行ってきました。5月 の総会に、

会長の田中さん、副会長の須藤さんが、参加され、」NFEAの活動に初めて接し、大変感動されたそうです。

Kamalaさ んのために、会員の方々 6名 が、昼食も持ち寄りとは思えないような見事な食事を用意してくだ

さいました。ほかにお客様がいるのでは思つていましたが、わざわざKamalaさ んのためやつてくださつた

ことに申し訳ないことと感謝申し上げました。

人数も少ないのでということで、一つのテーブルを囲んで話をし

ました。彼女たちは、本当に主婦のプロです。また、英語の素養

もあり、Kamalaさ んには、英会話で、皆さん接しておられました。

ネパールヘ トレッキングされた方が、貧しい西部のことを話題にさ

れたので、まさにJNFEAの 目的はそこにあることを説明しました。

また、テレビの番組で 「生理小屋」のことを見たという方が、「まだ、

存在 しているんですか?」 と質問されたので、現状をお話 ししました。

女の子の教育に対して、日本とネパールの共通点など、その場に

居た人たちの共通した認識になりましたcこ ちら側が一方的に説明したのではなく、質問され、それについ

て説明しましたc「生理小屋」の件では、Kamalaさ んの地域 との違いなども、彼女の国から語つてもらう

ことができました。

なごやかな雰囲気の中で、理解ある他の団体の方々と、ゆつくりと交流できて、私も、楽しい一日でした。

それぞれの団体が、自分たちの出来ることを継続 してやつていることに感動しました。

最初に会員となられた川野さんは、JNFEA以前に、ネバール支援をしていたそ うですが、その相手が、

いい加減だったとかGそれで支援を中止したそうです.ですから、またネパールということになつて、一部

では、大丈夫かと心配されたそうです。

5月 の総会に出席 されたお二人は、山下先生にすつか り圧倒 され

たよ うです。 中心的なお二人が認 めて くだ さつたこと|ま 、喜ば し

いことですが、10年たった後 とい うのがお しい|と い う気持ちです。

でも日頃ご近所 とい う田中さんと新井場 さんのお付き合いや、われ

われがコンサー トに参加 した り、会場に写真やバンフを置かせてい

ただくなど、ささやかな活動があつたからこそ と、自画 自賛 してお

ります。なお、Kamalaさ んは、会長の田中さんにお習字を手ほど

きしてもらい、自分の名前を漢字で上手に書きました [

・ チ ャ リテ ィー コンサー ト

10月 27日 (金 )、
「みなとJグループ主催の “Autumn Charity Concert"が 、横浜のかなつくホールで開

催されましたc磯、宮坂、新井場の横浜支部3人組は、JNFEAの 経過報告の写真をボー ドに貼り、10周年記

念誌とニュースレター No.23を 配布 し、「みなとJグループの協力に感謝の意を表しましたc今年は、イン

ドネシアの兄妹アー ト&シャロンさんによるジャズとポップスの楽しいコンサー トでした。今回もご寄附を

いただきましたc感謝です。

⑪



Krishna便 り 「チャウパディ (生理小屋)習慣について」

」NFEAの 現地マネー ジャー として活躍 していただいた、bishna Khatiwadaさ

んか らのお便 り (7月 21日 付 のメール )です。現在 は、Dhading郡 で活動 してい る

NGO;YOUCAPSの 代表です。」NFEAは、YOUCAPSと 共同してDhadingttPatle村 でのJICA事業を実施 し

ています。

チャウパディとは、女性が生理期間中や出産期間中は、 自宅で |ま なく、別の ところt/1ヽ 屋)に 隔離 される習

慣です。2017年、政府は、チャウパディ禁上に関する法令を制定 しました=新法 |ま 、チャウバディを女性に

強要 した者への罰則 として、禁錮3か月か、罰金3000ル ビー (約 3200 F I、 また |ま 、その両方を科す と定め、

「生理中や出産後の女性 を、チャウパディや、これ と同様のあらゆる差 5し 、禁忌、■ブ、道的行為に従わせて

はならないJと 明記 しています。 しか し、辺境の村では、いまだその習貫が実tさ れているところがあ りま

す。生理小屋が残 されているところの様子を伝える写真が、Annapurna毎 日新聞 |こ 載って |ヽ ましたここれは、

最近、ネパールでも、話題になつています。

今回、地方選挙で選ばれた、40%の女性の リーダーが、頑張るで しょうcで も、時間 |ま かか りますね
=

奥の村へ入つて現実を調べると、男性 より女性のほ うが、この習慣を厳 しく守るように強調するとか、お

父 さんたちより、お母 さんたちのほ うが、娘や嫁に対 して、この習慣を守ることについて厳 しいそ うです c

蜀 翁魏 ‐輔 鮨

生理小屋で「蛇に噛まれて死んだ娘の葬

1調爺 請 希?青 離揃 :

4琶
雨蓼― ЧlЧ

生理小屋に入つている (左)高校生 Dailekh郡 と、(右 )」 ajarkot郡

晰

生理を厳 しく守るように命令するよ

うに占う占い師、Dailekh郡
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卒 業 生 赴 任 地 訪 問  2017年 1胡 13日 ～ 21日 Krishlllla Khttiwadaの 記録写真

理事の福島進さんと現地マネージャーの聰ishna Kathiwadaさ んが卒業生の赴任地を訪問しました。

Kl・ishnaさ んから写真が送られてきました。訪間の委細は来年7月 に発行予定の25号に掲載します。訪問し

た卒業生は一―」aiarkOt:第 10期生 Premkala Shashi①/Rukum:第 9期生 Prema Gharti② 、第8期生

Soniya Rann Magar③ 、第9期生 Gita Gosain④ /Surket:第 9期生 Nirmala Pun⑤

④
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福島さんの理科の授業と実験は、どこでも人気



山下理事長がネパールでの活動に対して、

外務大臣表彰を受けました。

表彰状

山下泰子殿

貴殿は日本とネパールとの相互理解の促進に尽力さ

れもつて我が国と諸外国との友好親善に寄与しその

功績顕著なものがあります ここに深甚なる敬意を

表するとともに表彰します

平成二十九年七月六日

外務大臣 岸田文雄

山下泰子理事長のインタビューが掲載されましたc

『オピニオン・プラス』2015年夏号

『清流』2016年 10月 号

『女性のひろば』2017年 1月 号

『食べもの通信』2017年 2月 号

沖藤典子著『老いてわかつた 1人生の恵み』海竜社、

2017年 3月

山下泰子理事長の講演がありましたc

・静岡県退職女性校長会講演会 2017年 7月 2日

。世界人権問題研究センター :人権大学講座

2017年 7月 19日

・ガールスカウト北関東地区理事〕f修会

2017年 10月 28日

・文京学院大学同窓会ふじみ野会 2017年 11月 5日

・ウェスタ川越 :男女共同参画づくり講座

2017年 11月 15「l

・安曇野市男女共同参画フォーラム 2017年 11月 23日

。福知山市はばたきフェステイバル 2018年 1月 21日

(予定)

Kohinoor Mathemaさ んの歓迎会

JNFEAの相談役である、Kedar Bhakta Mathe‐

maさ んとKohinoor Mathemaさ んとが、6月 に、訪

日なさいました。6月 29日 、理事長が、Mathema夫

人を自宅に招待 し、翌日は、東大泉事務室でのニュー

スレター No.23の 送付作業に参加いただきました。

4時間にわたり、8人の理事たちと冗談も交えながら

楽しく作業してくださいました。その後は、近くに

お住いの正会員で、ピアニス トの瀬尾真喜子さんも

加わり、歓迎会を、豆腐料理専門の店で行いました。

黄金のプレゼント

赤松良子顧問 (元

文 部 大 臣)か ら、

2005年 に引き続 き、

2同 日のインゴット

のブ レゼ ン トをい

ただきました。2005

年に |ま 、さくら寮開設にあた り、掛け時計を購入 し、

裏 |こ は、「赤松良子寄贈Jの 文字が記銘 してあります。

その時計は、いまもさくら寮で時を亥」んでいます。

Kamala Dangiは 今

8月 初めに帰国した留学生Kamala Dangiさ んからの

メール (10月 15日 )

Namaste how are you doing

?

l am going to teach for my

elementary school, Only 6

Ⅳlonths.

Thanks,kamala Dangi

こんなメールがあつてから

1か月後、Kl・ishnaさ んが、彼

女と連絡を取り、次のようなメールを送ってきました。

④



Kamala Dangiの件 ;さ っき電話をしました。

来年の4月 半ばまで、lヶ 月6000Rsで 雇われるよう

になっていて、その後は辞めさせられるそうです。

今はRolpa郡は、物価が高い。3000Rsは、部屋代で、

残 り3 000Rsで は、生活が難しいとのことです。お母

さんが、村から一緒に出てきて、働いて食べさせてく

れているそうです。かなり悩んでいるような話でした。

4月 以降も、どこかでお仕事できればと思っています

が、Rolpa郡では、高い学歴があっても、競争が激し

いので、将来が不安とのことでした。

デ ウヴァ首相 の義 孝螂れ

母で、バンダナ・ラナ国連

女性差別撤廃委員会委員の

伯母にあたる方で、元国会

議員でした。とてもエネル

さくら寮通信

(2017年 5月 1日 ～31日 )

。2日  JICA事務所、マテ ィマ元駐 日大使、サファラ先生

に連絡をし、カ トマンズヘの修学旅行について、約

束を取 り付けた。
・ 3日  卒業文集がまとま り、最終チェックをした。
・ 4日  学生たちの卒業試験の最終 日c寮母は卒業旅行の説

IIHを した。
・5日  寮生たちはガラス拭きを し、戸棚 もきれいにしたc

・6目  寮生たちは映画iを 観 に行った.卒業生の報告書を整

理 した
。7日  近 くのダムに水がなく、給水がないので、本棚の清

掃だけにした。

卒業生の報告書 (4ヶ 月ごとの)の コピーをした。
・8口  lヶ 月経 ってや つとダムの水が流れた。寮生たちは

水 タンクを洗つた.

。9日  寮生たちが寮を離れ る前に、カーテンを全部洗わな

ければならない。 1日 中掛って洗った。
。10日  卒業旅行のジープの手配、ホテルの予約、卒業式の

日の夕食の手配 と多 亡
=

・ 11日  卒業旅行の費用見積 もりを作 った。そ してKCP学
長の許 可を得て、銀行か らお金 を引き出 した。

・ 13日  寮生たちは各部卜の床やlllを掃除。その後 レイクサ

イ ドヘ遊びに出かけたこ
・ 14日  地方議会選挙投票 日c皆寮にいた。
・ 15ロ  ス タッフの給料 と学生の441学 金の配布 に忙 しかっ

た 。

・ 16日  修学旅行のスケジェール表を配 り、説明した。
新井場理事が至1着

。17日  朝5時 ポカラを出発=カ トマンズに到着 (12時 )。
5人 が車酔いで具合が悪 くなったので2日寺間休憩。
その後JICA事務所を訪問(こ こで新井場理事とクリ
シュナ氏と合流).JICA事務所訪問c佐久間事務所

ギッシュな方です。日本でのご活躍が期待されます。

(9月 24日  目黒雅叙園にて歓迎会)

JNFEAマネージャー M田¨ Dhauさんが来 日

元のさくら寮寮母で、現在、JNFEAマネージャー

を務めているMattuさ んが、11月 14日 、来 日しま

した。来年 1月 25日 まで、2か月半の滞在です。フォ

ローアップ 。セミナーが終わり、来年 1月 に実施す

るKapilbastuでの」ICAプ ログラムまでは余暇がで

きたので、来日しました。この間に、日本語の習得と、

JICA事 業 の相談 な ど

を予定 していますこ

長が、 Krishna Lawsalさ _́、 ■よa Timilsinaと 共
に出迎え、説明受ける=そ「

侵■ンセットビューホ
テルヘ移動し、紘子社長 F)=1年 を受けた.サ ファラ
先生の授業90分.皆で夕食侵、午後9日寺宿泊先のホ
テルヘ移動.

・18日  9時、バクタプール観光= 
′ヽ〕ニバティナー ト、

ブッダナス、ロイヤルバレス
=ltだ

、ブサットブー

ル、カ トマンズマーケットをま:,t ti学 生たちは
とても疲れて宿泊先ホテルヘ戻った1

・19ロ  サンセットビューホテルヘ移動 し、|千 り場 理事と共
にランチ。その後、大きなスバーマーケット「ラビ
ンモール」へ、さらに動物同観光=つづいて元駐 日
ネパール大使マティマさんの量敷を例年のように訪
間、おいしい軽食をいただいた,そ の後、パタンの

ダルバール広場を観光 し、宿1自 先ホテルヘ。
。20日  9時出発、マナカマナ寺院に11時 に到着.と ても混

んでいたが、午後6時 にホカラさくら寮に帰 り着い

た。卒業文集を受け取った.

。21日  新井場理事:と 共にKCPへ行つて学長に会い、卒業
式への招待状にサインを 1)ら い、KCPの先生方の

リス トをもらつた。
・22日  学生の証明書作成 と帰郷旅費の準備、卒業式用の用

品の購入。
・23日  岩谷理事、古宇 田監事、中鳥宏 さん、第4期 上の

Sujata Acharyaが 到着t

・24日  卒業生へのブレゼン ト品購入
=

古宇田監事、降旗 さん、中島宏氏がバネルシアター
の授業.

・25日  2つの小学校でバネルシアターの公演をした。学生
たちは上手に上演 し、生徒たちは大いに喜んだ。

・26日  山下理事長が到着。深田理事が到着
=

・27日  卒業式挙行。
。28日 岩谷理事、深田理事がダーディン郡へ出発(JICA

連携事業実施)。 JICA東京の服部将之氏、Kamala

～ 参～ 拳― 参モ´
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Gurung(第 4期 卒業生 )、 ダーデ ィン郡 出身 の

Nirmara Gairpireと Chandika Regmi(と もに第 10

期卒業生)が 同行.

29日  生徒たちは全員故郷へ帰った 山下理事長 と山下威
十氏来室G寮の整理について相談。

30～ 6/7 新井場理事 とマンジュ寮母は、寮をKCPに 引渡
すべ く、2階 の寮母の部屋へ書類等を収納 し、倉
庫、台所、個室の品物を整埋、片付け、学長マナン

ダール氏の視察を完了した。

ポカラ報告

(5月 にさくら寮は閉鎖 しましたので、これからはポカラ報
告としてお知らせ します )

9月
。1日 山下理事長、山下威士両氏がさくら寮に到着.

マンジュ現地マネジャーとともにKCPを 訪問=マ
ナンダール学長 と懇談した。
現地理事会開催。
山下理事長、山下威士氏、マンジュさん、クリ

シュナさん ジュムラ訪問。カンティカー・ジェム

ラ市長、ジュムラフィーダーホステルを訪問=卒業
生アンビカ・マラ(第 3期生)と フルマヤ・サジュフ
ル (第 4期生)と 面会.

ラクシミ・ブジャラと而会、懇談
教育省でHari Lamsal氏 に会い、今回ジェムラを言

=問した目的を話 した。彼は当方の目的に共感 した
=

JICAネパール事務所を訪問。ジュムラ訪間のねら
いについて及びKCPか らのJICAへ の中請につ tヽ て

話 し合った。
12日  山下理事長 と山下威士氏は帰国.マ ンジュ現地マネ

ジャーはポカラヘ戻つた。
13日  カ ピルバ ス ツー の健 康調 査 ア ンケー トに対応 t

KCPマ ナンダール学長に而会 .

14～ 16日  カピルバ スツーヘ出張c」anachetana School
での保護者会に招かれた。教師数名 と共 に生徒56

名・保護者 51名 に健康調査をした。気淵42度で疲れ

た。
16日  カビルバスツーの女子フィーダーホステルを訪問

=

4地域 か ら20人 の学生 がお り、 ジュムラの フ ィー

ダーホステル より良く管理 されている。
19日 か ら 卒業生にフォローア ップセ ミナー開催のお知 ら

せ を電話 した。
10月

・ 1日  卒業生への電話、フォローア ップセ ミナーヘの出欠

確認。

JNFEA活動報告
6月

・1ロ  ネパール教育省訪問
。2ロ  ネパール」ICA事務所訪問
。5日  5月 業務報告 (JICAプ ロジェク ト)

・5日  山下泰子理事長 外務大臣賞受賞
・9日  ニュースレター編集会議
。20口  7月 派遣計画提出 (JICA)
・23日 保健体育指導打ち合わせ
・29日  理事再任届け出
・30日  総会資料、ニュースレターNo23発送
・30日  カマラ・ダンギ ティセレモニー
・30日  コヒヌール・マテマさん歓迎会
7月

・1日  バ トレ出張授業打ち合わせ
・5日  6月 業務幸罠告 (」ICAプ ロジェク ト)

。10口  保健体育指導打ち合わせ
・16日  第15期 第3回理事会

大泉

スジャータ・アチャリャ (第 4期 生)が到着。 さく
ら寮の掃除と部屋の乾燥をした。
高等教育局へ行き、第10期 生の成績証明書の申請を
した。

・4日  研修会開催準備で寮の諸設備修理 (ポ ンプ、ガス、
水栓等)と 食料品の購入などで多忙。

・5口  食料品購入、インターネット料金支払い、ジュムラ
市長さん招待の準備などで多忙。

・6日  岩谷、深田両理事到着。カビルバスツーの女性教削j

2名 も到着c

・7日  研修会の日程や準備について確認。卒業生25名 、パ

トレの女性教師10名 、JICAボ ランティア6名 も到
着

・ 9日

研修会第 1日 c卒業生32名 が集まつた。KCP学長が

来寮c JICAボ ランティアの人たちが色々な授業を
してくれた。小学校教師に有益なものだった。ま
た、Kantika Sejuwelジ ュムラ市長さんが来訪 さ
れ、研修会や寮施設の参観、KCP訪 間をされたc

夜 9時 にサファラ先生が到着 した。
研修会第2日 .午前中はサファラ先生の授業.午後は
体育の授業など。パ トレとカビルバスツーから参加
の女性教師たちは、今 日で終了なので,ア イスクリー
ムを用意 して、フェアウエルパーティーをした。
バ トレとカピルバスツーの 教師たちと4人 の」ICA
ボランティアが早朝それぞれ ln‐途についた。夜、卒
業生たちに往復旅費を支給した。
研修会最終 日。KCPの先生2人 が学長 とともに同
席.卒業生全員が実践報告をした。」ICAボ ラン
ティアの山下さくらさんと横山郁 さんが、積極的に
協力してくれた。夜はフェアウエルディナー=研修
会の記録アルバムを、参加者が帰る前に完成させる
ため、印刷所へ行つた。
研修会の会計処■1を した。卒業生に4か 月分の給料
を渡した。卒業生は10人が帰郷 した。他はショッビ
ングに出かけた。岩谷、深出を中心に皆で来年の計
画を話 し合った。

11日

・13三  岩谷、深田、クリシュナ氏、山下さくら、横山郁、
とニルマラ・ガイ リピレ (第 10期生)カシくトレヘ出
発した。エルマラは昨夜から発熱 して朝になつても
解熱 しないこバ トレヘ向かう一行 と同乗 して、途中
大きな病院のある町ダーディンベシで受診 し、その

まま入院となった。他の卒業生はみな帰郷 した。
・14ロ  ブ、を雇ってさくら寮の各部屋を清掃 した。
・15日  研修会に欠席 した卒業生からは、すでにレポー トを

受け取つているので、給料を送金する。
・16日  卒業生への給料送金の手続きで多忙.

・16ロ  カマラ 。ダンギ送別会
・18ロ  パ トレ会議            八丁堀会議室
・20日  7月 派遣計画提出  (」ICAプ ロジェク ト)

・23日  HP編集会議           人丁trd会議室
・27‐ 8/3日 パ トレ研修会             バ トレ
・298/1日 カマラ・ダンギ 新井場宅逗留
・31日  2017第 I四 半期 支出状況報告 (JICAプ ロジェト)

・31ロ  カマラ・ダンギの帰国手続 き
8月

・2日  カマラ・ダンギ 帰国
・7日  7月 業務報告 (JICAプ ロジェク ト)

・ 18日  活動推進会議
。19日  第10回 FUS、 パ トレ研修打ち合わせ
:26日  国立女性教育会館フォーラム  国立女性教育会館

2日

3日

8日

2日   |
3～ 6日

9日

10日

11口

10日

12日

カ トマンズ

二子玉り|

文京学院大学
法務局

大泉資料室

横浜
「梅の花」

人丁堀会議室

新宿花園小学校

人丁堀会議室

・8/30‐9/11現 地理事会 。ジュムラ訪問
9月

・2日  現地理事会
。5日  8月 業務報告 (」ICAプ ロジェク ト)

・5-6日 ジュムラ「
「 長面談 /学校訪問

羽 田

大泉資料室

ネパール

ポカラ

ジュムラ
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。10日  教育省ラムサル氏面談        カ トマンズ
・11日  日本人使館、ネパールJICA訪間   カ トマンズ
・16日  第15期 第4回 FT事会        人丁堀会議室
・20口  10月 派遣言画提出 (JICA)、 盆地外移動届
。24口  青少年の科学の祭典in小金井      学芸大学
10月

活動推進会議 大泉資料室
国際交流ボランテ ィアみなとグループコンサー ト参
力日

日

日

・2日  2017第 3四 半期 支払い報告 (JICAプ ロジェ
・5日  9月 業務報告 (」ICAプ ロジェク ト)

・6目  鯉 Fヽ赤尾健蔵氏 訪問
・10/5‐ 19日  第10回 バ トレ学校訪間 ポカラ・バ ト
・20日  11月 派遣計画提出 (JICA)、 盆地外移動届

11月

・5日  10月 業務報告 (JICAプ ロジェク ト)

。8日  HP編 集会議
・12日  ニュースレター編集会議
・12日  第15期 第6回理事会
・13‐ 29日 赴任地訪問 ルクム・
・17日  JICA肯報交換会

八丁堀会議室
八丁堀会議室
八丁堀会議室

)*r)rtv=yl-.ttvI>
JICA

盆地外異動届

卜)

神戸
レ

。20日  12月 派遣計画提出(」ICA)、

ネパールの女性事情 その② Krishna Khatiwada寄 稿

飛躍する女性
SEE試験、男性より女性の数が多い

以前までのSLCは 、3月 16日 からは、SEEISecondary EducatiOn Examinatio11 1■

わ りました。受験者は、女子233,863人 、男子、230,880人 。この受験者 |ま 、■■ l

10年前に小学校に入学した生徒たちです。その時の入学者数は、女子、65い T二 、、

男子が、682,323人 、合計1,334,194人 。その うち35%の 女子は、10年生に進量 した
:

以前は12～ 15%し か、10年生まで進級 しなかった。10年前入学のときは、女千二

り男子の数が多かった。今年の試験希望者は、女子の方が、3千人多い。これをみると、男子の ドロップアウトが多
いとみられる。去年の試験に失敗 したものは、今年もSEEに 参加できる。この人数は、合計18,909人、 うち女子は、
11,500人。去年Grade Dよ り以下のランクを取った学生も、今回Gradeを あげるために受験できる。この人数は、男

子19,285、 女子32,542人 、合計の人数は、昨年より53,000人少なくなった。教育専門家のMana Prasadさ んのはなし

によると、男は、出稼ぎに行 くために、学校を辞めるので減つたのか、あるいは、教育省の報告がまちがえているか、

どつちかであろうとのこと。政府は、女子学生に対 して国が与えているサービス 「女子学生優先とい う政策や奨学金

を与えているJためと語つている。

ダーディンの女性教師たち

編集後記

さくら寮の学生が去 り、「さくら寮報告Jも 5月 で終わり、寂 しくなりました「 二ll i・ ■.ま 、書母マンジュ
さんからの「ポカラ通信Jに なります。」NFEAマネージャーのマンジュさんのお 1ミ

.を 兵 Lユ |こ しています。
(S)卒業式やさくら寮閉鎖のニュースも前号に載せたし、今号に載せる記事,■ こ「

._tヒ 5tヽ脳んでい
たら、ありました。ありました。とにかくJNFEAの関わつた事柄は、み～ /レ な彗■,こ |ゴ ■]ら せする主義で
すから。これからもどうぞ関心をお寄せていただけるようお願いいたします=な た、参亘 i´ 千し絵 |ま すべて、
正会員の山下紗衣さんによるものです。 (A)

銀行日座 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■会

個人会員 :3,000円 、個人賛助会員 :10,000円 、学生会員 :1,000「 、
=J、

責二:套員 :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、三事1111日 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

PO Box 192 Tel:977-61-541649

事務局長 :岩谷栄子 〒104-0032東 京都中央区八丁堀 324」 判001 Fax 03■ 2223824

E‐mail infea3@vahoo.com ホームページURL:http:〃wwπ jnfea.net/

編集委員 :新井場貞子 岩谷栄子 佐伯律子 吉田俊吾 山下紗衣
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