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JICA 草の根技術協力事業
「女性教師養成制度の構築を目ざして」3年間の総括
プロジェクト・マネージャー

山下泰子（JNFEA 理事長）

【プロジェクトの目的】
ネパールの農山村では、依然として少女の就学率が低く、中途退学率が高い傾向にあります。ネパールでは、
2015年憲法でようやく基礎教育が義務教育となったところです。いまこそ、日本の女性教育の向上のため明
治政府が設置した女子師範学校のような女性教師養成制度を構築し、津々浦々の小学校に優秀な女性教師を
配置することが大切です。そこで、日本ネパール女性教育協会（JNFEA）が、ポカラ・さくら寮で100人の
「おなご先生」を養成した経験を、パイロット校2校で公開し、ネパールの皆さんに女性教師養成の必要性を
理解してもらうことを目的に、3年間のプロジェクトに取り組みました。
【事業名】女性教師養成制度の構築を目ざすプロジェクト（ネパール連邦民主共和国）
【事業実施期間】2016年10月1日 ~2019年9月30日（3年間）
【事業費総額】9,974,000円 【所管国内機関】JICA 東京センター
【カウンター・パート】YOUCASP（Youth Campaign for Social Progress Nepal）
【組織】プロジェクト・マネージャー：山下泰子

国内調整員：岩谷榮子

YOUCASP マネージャー：Krishna Khatiwada
現地マネージャー：Manju Dhoju

会計担当：山下威士

現地補佐員：Sujata Acharya

Patle 担当理事：岩谷榮子、深田洋子、小林洋子、矢野可穂理、古宇田亮順（監事）、
西田敦子（顧問）
Kapilvastu 担当理事：今村美知子、吉田英子
赴任地訪問担当理事：袖山正彦、福島進、上杉紀夫
フォローアップ研修担当理事：深田洋子、岩谷榮子、今村美知子
広報担当理事：新井場貞子、伊藤恒子、岩谷榮子、上田説子、佐伯律子、
白柳彰子、袖山正彦、松波勝弘、矢野可穂理、吉田英子
【プロジェクト目標の達成】
1. さくら寮を卒業した「おなご先生」が、さくら寮で学んだ「豊かな人間性を育む教育方法」を赴任校で公
開することで、赴任校の先生たちに影響を与えています。それは、JNFEA 理事の赴任地訪問や卒業生へ
の追跡調査から明らかになりました。さくら寮卒業生のうち、プロジェクト開始時に政府の教員採用試験
に合格していたのは 7 名でしたが、終了時には 17 名となり、フォローアップ研修の効果があったものと思
われます。「おなご先生」たちの今後のさらなる活躍が期待されます。
2. パイロット校2校は、いずれもさくら寮卒業生の赴任校です。Kapilvastu 郡 Jana Chetana 校での「体育」、
とりわけ「ボールゲーム」を中核においた「みんな仲良し」の学校づくりは、郡教育長、近隣の校長先生
の注目するところとなり、さくら寮モデルの必要性は十分理解されました。
3. もう 1 つのパイロット校・Dhading 郡 Shanka Devi 校では、「女性教師の資質向上をめざす」プロジェク
トを展開しました。指導案の作成、研究授業の導入、美術・音楽・体育などの教育方法を地域の14校の先
生方が一堂に会して研修しました。その成果は、郡教育長ほか関係の皆さんに評価され、優れた女性教師
養成制度の必要性が認識されました。
4. この3年間、意欲的に広報活動に取り組みました。
①さくら寮10周年記念式典挙行（ポカラ：2016年、東京：2017年）
②小金井・科学の祭典への出展（東京：2017年・2018年）
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③国立女性教育会館の男女共同参画フォーラムへの参加（埼玉：2017年・2018年・2019年）
④ニュースレターの発行（2016年秋、2017年春・秋、2018年春・秋、2019年春）
⑤ホームページの更新（随時）
⑥理事長などによる講演（国内各地）
【JICA への提言】
1. ネパールには、全土に 20 か所の「フィーダーホステル」と呼ばれる公立の女子学生寮があります。これ
をさくら寮モデルの女性教師養成所にすることを提案します。JNFEA は、加藤恒久教育基金の支援をえ
て、この3年間に、Kapilvastu と Jumla のフィーダーホステルの女性教師養成所化に成功しました。いま、
Doti のフィーダーホステルとの交渉を続けています。是非、JICA に残り17のフィーダーホステルの女性
教師養成所化に取り組んでほしいと思います。それが、本プロジェクトの最終目標です。
2.「保健体育」は、もっとも基本となる教科です。ところが、ネパールでは、それが小学校のカリキュラム
に位置づけられていません。今回の Jana Chetana 校での取り組みから、
「健康のこと」
「栄養のこと」
「歯
みがき指導」「性教育」「ゲームの楽しさ、ワン・チームづくり」など「保健体育」の重要性が、地元の教
育関係者に認識されました。是非、JICA に「保健体育」をネパールの小学校カリキュラムに位置づける
ための支援をお願いします。
3. Shanka Devi 校では、従来の「教え込み教育」から脱却し、
「楽しい授業展開」を目指しました。この間、
参加した女性教師の教育者としての意欲と自信に満ちた指導法の向上には、目を見張るものがありました。
地域の研修体制を継続するため、JICA ボランティアの巡回指導をお願いしたいと思います。

Kapilvastu, Jana Chetana Basic School におけるプログラム
理事

今村美知子

2019年10月13日、Jana Chetana Basic Schoolを訪問しました。今回は、2019年の2月2日の発表（ニュー
スレター No.27に発表）までに、時間がなくできなかった部分を指導するための訪問です。
ダサイン期間で、学校は休みでしたが、教員は、ほとんど全員参加してくださって、当該学年である4年生は、
22名が登校してくれました。
1.10時から11時は、教員とのミーティングを行いました。
①新しいゲームを入れるための指導計画の変更について。
②新しいゲーム「三角ベースボール」の説明。
③5年生の「シュートボール」の練習方法の説明。
④校庭で②③の実習
2.11 時から、4 年生にゲームを説明し、ゲームのルールを覚えて
もらいました。
4 年生は、早くから集合してくれていて、教員たちの実習を見
ていたので、説明も簡単で、すぐにチームに分かれて、ゲームを
行うことができました。3 年生の時に「ボール投げベースボール」
をやっていたので、2 塁が新しくできたのですが、ルールをすぐ
に覚えることができ、ゲームを楽しむことができました。生徒た
ちは、口をそろえて、
「ラムロ ~~」（楽しい）と言ってくれました。
2 塁ができたことで、チーム毎の作戦や練習を充実させる必要が
できたことや、審判もやっていかねばならないことで、ルールを
守る大切さや責任感等々を学ぶことになります。
3.12時からは、職員室で、ミーティングをしました。私の方から、
「教育長に会えなかったのが残念だったが、
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今後は、Jana Chetana Basic School で、是非近隣の学校に呼びかけて、研修会を行い、このボールゲーム
を広めていってほしい。」そして、「Jana Chetana Basic School の先生方が講師となり、他の学校に出向い
て指導していくようなことも考えてほしい。」と、要望してきま
した。新井場さんや岩谷さんも感想などを述べ、校長先生からも
お礼の言葉をいただきました。「新しいゲームもとても楽しいの
で、やっていきたい。」「近隣の先生方との研修会は、是非計画し
ていきたい。」と、言っていただきました。優秀な校長先生とい
うことで表彰されたらしく、意欲的に取り組んでくださるのでは
と、期待しています。その後、一緒にカジャを楽しみ、解散とな
りました。
* 参加者
JNFEA：新井場貞子、岩谷栄子、今村美知子
JOCV：須崎将弘、鈴木このみ、田上

史也

Dhading 郡 Patle における活動―研修会報告

理事

岩谷栄子

実施日：2019年9月21日（土）
実施場所：Dhading 郡 Patle, Shanka Devi Secondary School
上記学校を中心に、3年間「豊かな人間性を育む教育」というキャッチフレーズを掲げて、実施してきた
ことの集大成です。日本の専門家の派遣により、パネルシアター、音楽、図工、保健体育などの豊かな人間
性を育む授業、理科、数学、英語などの授業をわかりやすく指導するための工夫、そして教師による「授業
の指導案」作成の重要性を認識することを重点的に実施
してきました。各地の学校で、とくに女性教師を中心に、
モデル授業の実施を繰り返しながら、今日の公開授業の
実施にいたりました。（ニュースレター No.23~26掲載）
実施場所の学校は、2015年4月25日のネパール大地震
で、村ごと大きな被害を受け、民家はもちろん、この学
校も全壊という大変な目にあいました。4年たって、村の人々の努力が実り、海外からの援助などを受けて、
ようやく普段の授業ができるような、鉄筋コンクリートの校舎ができました。JNFEAも、会員、援助者の
ご寄付をいただき、校舎の再建に寄与しました。いまだなお、校庭の地割れなどが目立ちますが、いずれき
れいに整備されることと思います。
この報告会の実施には、JNFEAネパールメンバーやさくら寮卒業生たちが一致して協力しました。はじ
めての父母参観の受付、行政関係者の応対など、資料作りや受付を担当しました。現地の関係者は、教室の
準備、子どもたちによるダンスなどのエンターテイメント、カジャ（給食）つくり、閉会後の懇親会の準備
をしてくださり、大変有意義で、楽しい1日でした。（新井場貞子記）
1. 参加者
先 生 18 名

Mahandridaya Kalika School

男 1 人、 女 1 人、Panchakanya Secondary School

女 1 人、

Gaurishankar Basic School 女 1 人、Pateni Basic School 男 2 人、Kanya Devi Basic School 男 1 人、
Arunodaya Bashhnaic School 男2人、Annapurna Basic School 女1人、Bageshwori Basic School 女
1人、Kalika Basic School 女1人、Manakamana Basic School 男2人、Kalika Basic School 男1人、
Prakash Secodary School 男1人、女2人。
・YOUCAPS―Krishna Khatiwada, Shell Bhahadole。
4

その他に、行政、ジャーナリスト関係5名、保護者62名が参加しました。
2. 授業
● Researching Class Time
Grade 1.2
Math（算数）
10：30~11：10
By
Rejina,Jenish,Sabina

Class

Grade 3
Panel Theater（ パ ネ ル シ ア
ター）
By Nirmala,Nabina,Kumari

Grade 1.2.3
11：15~11：55 English（英語）
By Sharmila,Krishna,Akash
Shanka Devi 学校の授業者以外の先生

Grade 4.5.6
Physical Education（体操）
By Kalpana,Tek,Uddhab

Grade 4.5.6
Nepali（ネパール語）
By Rupa,Ekabahadur,Jayamangal

校長・Kalpana、Kem Bahador、Kim Gurung

3. 協議会
Krishnaさんの司会で、本日の会についての意見交換等が行われました。
まず、最初に主催者であるJNFEA副代表の新井場さんから、続いてYOUCASP代表Krishnaさんより挨
拶がありました。
（1）EDU Ofﬁcer, Dhading；Mr.Ambika Prasad Acharya
Kalpana校長先生から、このプロジェクトのことを伺っていました。大変興味を持っていました。何かと
忙しかったのですが、何とかやりくりして、参加しました。
ネパールは教育の改革が必要です。教師主導型の教育から、子どもたちが主体的に学ぶことができる楽し
い授業改善が必要です。そのための準備として、指導案を作成することは、とても大切です。このプロジェ
クトは、とてもよい方法です。郡として、大いに広めていきたいと思っています。JICAやJNFEAに感謝し
ます。
（2）Chairperson, Ward-1；Mr. Ganesh Gurung
区の先生がたがよく頑張ってくれました。昔の先生は、厳しく、音楽や、体育の競技などもなかったです。
これからは、楽しく学ぶ授業がとても大切です。政治活動はしないで、先生の仕事に専念し、研修をしなけ
ればいけません。そのためには、地域に人材センターの施設を充実し人材育成に努めることも重要です。い
ろいろな支援を効果的に活用してよい教育を目指していきましょう。そして、ここで行われたような新しい
教育を他の区でも学んでいけるよう、広めていきたいです。
（3）経過報告

岩谷栄子

報告書（ネパール語版）10頁から24頁を中心に、パワーポイントを使用して説明をしました。このプロジェ
クトの狙いは、女性教員の資質向上です。そのためにこの学校で、若い女性の先生方を中心に、授業研修を
5回実施できたことは素晴らしいことです。お互いに授業を参観し、先輩の先生からアドバイスをもらいな
がら、自分の指導のスキルを上げていくことができました。また、いつでも、指導方法について、先生同士
で相談できるようになりました。授業を楽しくできるよう、工夫改善してきています。教材・教具の工夫も
とても意欲的に行われています。
（4）Kalpana Dawadi

校長

郡からの協力もいただきながら、このプロジェクトを進めてきました。女性教員の育成ということですが、
男性の先生の協力も不可欠で、協力的に実施することができました。楽しく教えることとはどのようにする
ことか、このプロジェクトで研修を重ねてきました。実践のために、教材、教具をたくさん準備し、授業に
活かしてきました。3年間で、先生方の意識も変化し、子どもの教え方も工夫改善されてきました。一方、
教員の質を上げるためには、地方行政の応援がどうしても必要です。JICA,JNFEAに感謝します。
（5）授業者代表；Rupa

先生

私たち5人は、研修報告のために授業の準備をしてきました。先輩の前で授業するので、最初は緊張しま
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したが、しっかりと準備をすれば、授業も自信をもって取り組むことができます。他の先生からの指導もい
ただきながら、指導案を作りました。楽しく教えることを目指しました。一方的に教え込むよりも、歌やい
ろいろな方法を使った指導方法を考えました。テーマが「ちょうちょの詩」でしたが、教材のちょうちょの
折り紙を子どもと一緒に作り、イメージを膨らませ、理解がよくできました。サポートしてくださった皆さ
んに感謝します。
（6）JICA 東京；服部将之氏
このプロジェクトには、4年間かかわりました。楽しく学ぶためには、自分の教師経験から、まず、先生
自身が楽しく授業ができることです。そうすれば子どもも楽しく学ぶことができます。本日の授業では、ど
の先生もとても楽しそうに行っていました。他の先生にも広めていってほしいと思います。
（7）Patle 地域；YOUCASP 副代表 Shell Bhahadole 氏
皆さん、今までのお話を聞いて、何かご質問ありませんか。
これからの教育は、教師の一方的指導は改善が必要です。何を判ってもらうのか、どのように教えるか、
どのように理解できたかがわかる指導案をしっかり準備することが大切です。このプロジェクトは、教育の
質を高めるとてもよいきっかけとなりました。JNFEA,JICAに感謝いたします。今後も何らかの形で続け
られるよう願っています。

英語の授業、時々男性教師の助言があって

絵画の展示も

体育―ボールゲーム

事前準備

ネパール語の授業―詩を読む
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授業参観―保護者も熱心に見学

Patle における JICA 事業について

YOUCASP

代表

Krishna Khatiwada

2016年から2019年までのJICAのプロジェクトは、Dhadingの教育にとっては、良いプロジェクトでした。
暗記主体の教育の時代から、学校では、子どもを優先に、楽しく教える授業へ変化する時代のネパールの教
育に、JNFEAのノウハウは、とても素晴らしかった。やる気があって、教育に関心のある先生方にとって
は、大きな勉強になりました。教育の発展も時間がかかるし、成果も時間がかかります。成果が出るのは、
まだもう少し先と思いますが、DhadingのPatle中心のプロジェクトは、必ず良い結果がでます。この機会は、
大きなチャンスでした。地域の人々や教員関係者の感想ですが、3年間の期間は、少し短いような気がした
とのこと。やっぱり教育のことなので、もう少し長いほうが良かったですね。でも、これは、JICAの基本
期間なので、何ともいえません。Shankha Devi校の皆さんは、この3年間で学んだことを是非継続したい
と言っています。そして、まわりのいくつかの学校にも必ず継続して欲しいと宣伝してくれることになって
います。Dhadingの教育長も、このプロジェクトがやろうとしていることに、大賛成で、Dhading全体に広
げるようにしたいとおっしゃっていました。意義のある3年間のプロジェクト、本当にありがとうございま
した。活かせるようにします。

JICA 草の根技術協力事業完了報告会を終えました。
JNFEAが3年間取り組んできたJICA草の根技術協力事業「ネパー
ルの女性教師養成制度の構築を目ざすプロジェクト」が、この9月
末をもって終了しました。下記により、完了報告会が開催されまし
た。
日時:2019年12月23日（月）13:30~15:30
場所:JICA東京センターとJICAネパール事務所を結んだテレビ
会議
報告者:
・さくら寮から女性教師養成制度構築にむけて
・YOUCASPの活動

山下泰子

Krishna Khatiwada

・パイロット校（1）シャンカデビ校での実践
・パイロット校（2）ジャナチェトナ校での実践

岩谷栄子
今村美知子

・さくら寮卒業生教師のフォローアップ研修

深田洋子

・さくら寮卒業生教師の赴任校訪問

袖山正彦

・JNFEAのプロジェクトに参加して

加藤泰紀（元JOCV青年海外協力隊員）

・提言

山下泰子

・補助業務:新井場貞子、伊藤恒子
JICAからは、小貫和俊・市民参加協力第二課長、長谷川敏久・次長（市民参加協力担当）、服部将之・市
民参加協力第二課専門嘱託と、ネパール事務所には、12月に着任されたばかりの江原次長が運営に当たりま
した。
1時30分~2時45分、JNFEAが報告し、30分の質疑が行われ、3時15分から15分間、JICAによる総括が行わ
れました。おおむね好意的な締めくくりでした。
質疑では、ネパール事務所から、さくら寮生の選抜方法、人間関係をどのようにして構築したかが問わ
れました。JNFEAの長年の支援活動、さくら寮卒業生教師の存在を回答しました。フロアの田中研一（元
JICA専門家）さんから、40年前にネパールに着任したころ、7年制の中学を卒業すれば小学校低学年の先生
になれたので、研修をしても身につかなかったこと、ネパールの根源的な問題にカースト制があるのだが、
ボールゲームは、それを克服する手段として意義がある、とのコメントがありました。今村理事から、子ど
もたちからの提案で、知的障害をもつ子と手をつないでゲームをすることになったという好事例が報告され
ました。
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佐久間潤・前ネパール事務所長（現・人間開発部長）が、ご出席くださり、「さくら寮が貧しい地域の少
女に光を与えた」と評価してくださり、JNFEAからの4つの提言を検討するとおっしゃってくださったのは、
心強く思いました。他にも、JICAから5、6人がご出席でした。
西田敦子さんから、Shanka Devi校へ日野市の小学生の絵日記を送ったというお話がありました。
最後に、長谷川次長から、総括が行われました。・ベテランの先生たちの力が結集されたプロジェクトで
あること。・提言を踏まえて、一緒に活動を続けていきたい。・日本の地方自治体にネパールに関する知見が
ないので、このプロジェクトの経験を話してもらう機会を作りたい、と結ばれました。
JNFEAとしては、①フィーダーホステルの女性教師養成所化、②「保健体育」のカリキュラム化、③
JOCVの巡回、④カウンターパートの先生方の訪日研修の4項目の提案をいたしましたので、それらがどれ
だけ実現するか見守っていかなければなりません。
フロアには、JNFEAの西田敦子さん、松波勝弘さん、退職女性校長会（梅の実会）の歴代会長・野口玲子先生、
福田勅子先生が聴講してくださいました。暮れのお忙しい中、ご参加、本当にありがとうございました。

卒業生の挑戦―政府採用教師採用試験について
ネパールでは、12年生を卒業すれば小学校教師になれます。そのシステムを利用して、JNFEAでは、さ
くら寮に10年生を卒業した女性徒を入学させ、2年間、隣にあるKCPの12年生コースで勉強、その後、出身
村の小学校で教師になるというシステムを採用してきました。しかし、そのままでは、臨時の教師というこ
とになります。常傭の教師になるには、政府が実施する「教師採用試験」に通らなければなりません。
2013年5月に17年ぶりの政府の教師採用試験が実施され、36倍、州によっては60倍という競争率でした。
その際さくら寮卒業4期生までの36人が受験し、合格者は6人でした。その後2016年の試験で中学校教師とし
て1人が合格しました。昨年2018年9月に実施された試験で、卒業生31人が受験し、10人が合格しました。こ
れまでに、受験資格のある70人中17人が合格したことになります。JNFEAでは、受験に際し、10,000 ルピー
を支給しています。これからもその予定でいます。（合格者の1人の2期生Ganga Pariyarの手記を27号に載
せています）

2018 ～ 2019年
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政府の教師採用試験合格者

Ganga Pariyar
（2 期生）

Kalika Khatri
（3 期生）

Tikeswori Madai
（3 期生）

Sushila Tamang
（3 期生）

Sushila K.Rawat
（5 期生）

Laxmi Devoata
（5 期生）

Sanju Gautam
（5 期生）

Kamala Dangi
（6 期生）

Shivalaxmi Malla
（7 期生）

Sumitra Rana
（7 期生）

第12回フォローアップ・セミナー 2019
全体報告

理事

深田洋子

さくら寮から巣立ち、母校の教師として勤務している卒業生の、教師としての指導力を高めるため、毎年
10月「ダサイン」という国を挙げての長期休暇の時期に、さくら寮で研修会を開催してきた。
原則として教師経験3年までの教師に受講を義務としていたが、結婚・出産、体調不良などによって、や
むを得ず不参加の者もあった。また、経験3年以上の卒業生の参加も促した。その結果、毎回30名前後の参
加者であった。さらに、JICA事業推進地域の教師にも呼びかけ、JICAモデル校の2地域から毎回数名の教
師の参加を得た。本年の参加卒業生は、26名であった。また、今回はじめて2か所のフィーダー・ホステル
を利用して、ブロック研修会（15,16日）を実施した。Pokharaでのフォローアップ・セミナーは、17日~20日、
また、今回は、Eye Camp グループによる眼科検診と「子どもの眼病の治療について」講演を実施した（21
日）。
ブロック研修会は、①Kapilvastuフィーダー・ホステル、②Jumlaフィーダー・ホステルで実施した。
そして、この事業の終了に向けて、昨年と本年の研修会の企画運営は、研修生たちの中からリーダーを決
めて進行を任せた。リーダーたちは、積極的に動き、規律ある研修会を成功させた。
JNFEA：岩谷栄子、深田洋子、今村美知子、新井場貞子、Manju Dhoju
JOCVボランティア：須崎将弘、鈴木このみ、田上史也、庄司有理沙、林由輝子

地域別フォローアップセミナー（ブロックミーティング）についての報告
理事

今村美知子

JNFEAは、さくら寮を卒業して、教員となっている卒業生を対象に、毎年ダサイン（ネパールの大きな
お祭り）の期間を利用して、フォローアップ研修会を行ってきました。今年で、12回目となります。
毎年、3泊4日程度さくら寮に卒業生を集め、JNFEAが目指している「豊かな人間性を育む教育」に、少
しでも近づくように、日本からも多くの講師の方々に来ていただき、研修を積んできました。
このJNFEAの活動も終盤に向かっていることもあり、卒業生たちが自主運営の研修会を行えるようにし
てはどうかと、理事会で何度も話し合って参りました。2019年は、その第1回目として、地域を4つに分けて、
ブロック毎のミーティングを試みようということになりました。Jumla、Doti、Kapilvastu、Pokharaの4
地域です。
卒業生は、それぞれが住居の近いところに参加します。Jumla、Doti、Kapilvastuの3地域は、加藤恒久
教育基金によって、フィーダー・ホステルを改築（または、改築予定）していることもあり、宿泊やミーティ
ングの部屋をお借りできるだろうということで決定いたしました。Pokharaについては、「さくら寮」をお
借りしてということでした。
今回は、第1回目として、すでに昨年立候補して決まっているリーダーを中心に、連絡調整を行いました。
フォローアップ研修会に臨むという形でした。そこで、4つの地域別のブロック・ミーティングの問題点
などを出してもらうというのが、狙いでした。
しかし、実行できたのは、KapilvastuとJumlaの2か所でした。Doti のフィーダー・ホステルの改築修理
については、3回も折衝していますが、合意に達していないので、いまだ改築されていません。今の状態で
は、講座を開くことは、困難です。そこで、卒業生たちの便宜を考慮した結果、上記2か所のホステルに絞り、
各自の参加しやすいところに参加することとしました。
2019年10月15日、16日

Jumla と Kapilvastu でブロック・ミーティングを開催した。

その後、Pokhara さくら寮に移動し、17日 ~21日、第12回フォローアップ・セミナーを開催した。
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① Jumla;Krishna Khatiwada さんを中心に実行。
場所 ; 改築なった Jumla フィーダー・ホステル
リーダー ;Ambika Malla（3期生）、Phulmaya Sejuwal（4期生）。
理事長や、校長先生、そして加藤教育基金で新しく教員
になった方3名、卒業生3名と合わせて9名が参加し、活発
な話し合いが行われました。
「健康」についてでは、「歯の話」の紙芝居を中心に、自
分の体の健康について研修を行いました。また、Krishna
さんが翻訳をしている絵本を使っての読み聞かせの仕方
や、詩の朗読についての研修が行われました。
さくら寮の卒業生も、一人ずつ話をしました。Ambika
さんは、日本に留学していたときの、日本の小学校とネパールの小学校の違いについて、Kalikaさんは、
教員採用試験（彼女は2019年合格）について、Phulmayaさんは、さくら寮で、どんな経験をしてきたかな
どの発表を行いました。参加者からは、沢山のことが学べて、とてもよかったとの声があり、最後に校長先
生より、
「このような研修会は、とても意義があるので、来年も続けて行いましょう。」と、話がありました。
（写真は、明るく改築された寮の団欒室で。机、椅子は、AAFからの寄贈）
② Kapilvastu; 今村美知子、岩谷栄子、新井場貞子の3人と現地の Sujata Acharya さん、および、JOCV ボ
ランティアの須崎将大、鈴木このみ、田上史也さんらを中心に、改築してきれいになった Kapilvastu フィー
ダー・ホステルで開催。
総勢18名が参加しました。リーダーは、Parbati Gharti（4期生）とParbati Thapa（9期生）。
最初に、各人より、報告がありました。学校に水道がない、とても
貧しくて、教材が買えない、教員の数が少なくて、複式学級だったり、
先生のいない教室があったり、1クラスの生徒の人数が50人を超えて
いるなど、沢山の問題点が出されました。
その他にも、施設の問題、サラリーの問題、教員の資質の問題等々
の問題が出されました。
次に、来年度からのブロック・ミーティングについて、どのように
やっていくかの話し合いが行われました。研修したいことなどが具体
的 に 出 さ れ、 最 後 に リ ー ダ ー よ り、「 自 分 た ち で 工 夫 し て、
Kapilvastuで、ミーティングを成功させましょう。」という力強い発
言がありました。頼もしい限りです。
午 後 は、Jana Chetana Basic Schoolで 行 っ た ボ ー ル 運 動 を、
Sujataさん指導の下、実際にやって、楽しみました。「自分たちの学
校でやるには?」と、考えながら、質問もし、体も動かし、実のある
実技研修会となりました。（右上の写真はきれいになった寮の部屋で）
（左の写真は、加藤恒久教育基
金でフィーダー・ホステルの改築を実施したと記した銘板。Jumla、
Kapilvstuの2か所に掲げられました）
17日~21日にさくら寮で行われた全体会議では、4つのブロックの
地区を変更したいと申し出があり、より多くの人が集まりやすいよう
にと、みんなで考え、再区分けをしました。その席上、ある卒業生よ
り、「40歳になるまで、このブロック・ミーティングは続けましょう。」
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と、力強い発言がありました。ここでの拍手を信じて、できる限り見守っていきたいと思います。
各地区のリーダー
○ Kapilvastu;Parbati Thapa Magar〔4期生〕、Sujata Acharya〔4期生〕
○ Jumla;Ambika Malla〔3期生〕、Kalika Khatri〔3期生〕
○ Doti;Bina Rokaya〔1期生〕、Parbati Thapa〔9期生〕、Ambika Majhi〔9期生〕
○ Gorkha（Pokhara）;Sunita Gyawali〔1期生〕、Ganga Pariyar〔2期生〕、Goma Ghale〔10 期生〕

フォローアップ・セミナー報告
2 か所に集まって、勉強会をした卒業生たちは、16日各地からバスに乗り、Pokhara のさくら寮に
集合し、定例のフォローアップ研修を実施した。
理事

今村美知子

参加者（26名）
1期生：Sunita Gyawali(Pokhara)
2期生：Anjali Singh (Bajhang),Ganga Pariyar(Mustang)
3期生：Anbika Malla(Jumla),Kalika Khatri(Jumla),Kaushila Budhathoki(Salyan),
Sharmila B.K.(Rupandehi)
4期生：Sujata Acharya(Kapilvastu),Parbati Gharti(Rolpa),Phulmaya Sejuwal(Jumla)
5期生：Laxmi Devkota(Dolpa),Sanju Gautam(Rukum),Shamdulari Tharu(Kapilvastu)
6期生：Kamala Dangi(Rolpa)
7期生：Chhaya Saud Majhi(Dailekh)
9期生：Mina Kumari Acharya(Dailekh),Parbati Thapa Magar(Kailali),Amrita Majhi(Achham)
Gita Gosain(Rukum),Ambika Majhi(Achham)
10期生：Damana K.Shahi(Kalikot),Gita Joshi(Darchula),Menuka Budha(Dolpa),
Premkala Shahi(Jajarkot),Puja Karki(Bardiya),Samjhana B.K(Dolpa)
特別参加：Jumla,3人
JOCV：須崎将弘,鈴木このみ,田上史也,庄司有理沙,林由輝子
JNFEA：深田洋子,新井場貞子,岩谷栄子,今村美知子,Krishna Khatiwada,Manju Dhoju
第1日目（17日）
9：50~

リーダーとの打ち合わせ

10：00~

オリエンテーション

11：00~

英語（Hearing）

深田

12：00~

英語ゲーム

今村

13：00~

カジャ（休憩）

13：30~

ボールゲーム

今村

14：30

研修の意義

岩谷

16：00~

ブロック・セミナーについて
Parbati Gharti,Kaushila Budhathoki

16：30~

リーダー会議（写真）

途中カニヤ・キャンパスの先生3人（副学長Chitra先生、Keshab先生、Durga先生）がいらしてくださり、
ご挨拶をいただいた。
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・17名の教員採用試験合格はすばらしい。
・ここに、大勢の人が集まっていることもすばらしい。
・JNFEA に感謝して、これからもがんばっていくように。
ブロック・セミナーについては、
・日本の方々が来れなくても、主体的に取り組もう。
・積極的にレポーターになるようにしよう。
・参加する人が決まってきているが、参加しなかった人たちとのつながりを深めることが必要。
第2日目（18日）
9：50~

リーダーとの打ち合わせ

10：00~

参加者全員の報告。

11：00~

ブロック・セミナーの報告（Jumla,Kapilvastu）

12：00~

英語ゲーム

13：00~

カジャ（休憩）

13：30~

英語（Speaking）

深田

14：30~

ボールゲーム

今村

今村

Jana Chetana Basic School の研究発表会で配った研究冊子を全員に配り、体育の目的や

意義、

授業の組み立て方、1時間の授業の流れについて話した。ボールゲームに取り組んでよかったこと、
よくなったことなどを話した。
16：00~

リーダー会議

第3日目（19日）
9：50~

リーダーとの打ち合わせ

10：00~

Parbati（4期生）考案による、ネパール語の授業のための教材の発表

11：00~

英語（Reading）

深田

12：00~

パネルシアター

Puja Karki と Laxmi Devkota による実演

12：30~

カジャ（休憩）

13：00~

英語ゲーム

今村

14：30~

ボールゲーム

今村、Sujata Acharya

15：50~

リーダー会議

Parbati さんの授業
彼女は、初日に、段ボールと棒を探してきて、一人黙々と教材作り、棒を回すと、ネパールの「あいうえ
お」が、次々に出てくる楽しい教材を披露し、みんなの興味を引いた。その後も、折り紙を使って、文字が
出てくるような教材の作り方を全員に指導した。とてもすばらしい授業だった。
パネルシアター
新井場さんが、パネルシアターのカレー作りの絵を、パネルシアターの本か
ら取り出し、完成させてくれたので、みんなで歌って、楽しんだ。
Sujata さん
自分の学校での研究発表会（2月2日）で3年生と4年生のボールゲームを担当。
新しく覚えた「3角ベースボール」も時間があればやりたいと希望した。きち
んと説明し、全員で楽しいボールゲームができた。
第4日目（20日）
9：50~
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リーダーとの打ち合わせ

10：00~

英語（Writing）

深田

11：00~

健康についての話と、「詩」の朗読

Krishna

12：00~

JOCV の任務と活動について聞く

JOCV の5人

13：00~

カジャ（休憩）

13：30~

英語ゲーム

14：30~

ボールゲーム（シュートボール） 今村、Sujata

15：30~

賞状とプレゼント（Good）の授与

16：00~

リーダー会議

今村

「Centificate of Participation」証書

*「詩の朗読」
Krishna さんが書き下ろした「詩」を、一人一人が読むのだが、全員がメロディーをつけて読むのです。
即興でメロディーをつけるとのこと。このようなやり方は、ネパールでは普通のことだと説明されましたが、
日本では考えられないことです。みんな上手でした。
*「健康」
「歯の話」の紙芝居をやり、その後ネパールでの習慣で間違っていることなどについて話をしてくれた。手
洗いの重要性、食べるのが早すぎること、睡眠についてなど、Jana Chetana Basic School で配った研究資
料を基に話してくれた。
*「JOCV のメンバーの話を聞く」
どんな活動をしているか、なぜネパールに来たかなど、卒業生は、興味を持って聞いていた。
*「Certiﬁcate of Participation」証書の授与
「日本の専門家による教育を受けた」「研修会に参加した」という内容の証書です。就職に有利になること
もあるし、みんなよく頑張ったので、全員に渡した。生徒たちのノートを1冊でも多く見るようにと「Good・
Ok・Check」という3つの判子がついているものを日本から用意していき、プレゼントした。2つともとて
も喜んでいた。

セミナーで実施したプログラムについて
①英語の集中授業を実施しました

理事

深田洋子

「自らの英語力をつけたい」という、卒業生の希望もあって、毎日1時間、英語の授業を行いました。概要
を報告します。
17日 「ヒアリング」

聞き取る力をつけよう

・聴き取り学習（教師の読む英文3例を数回聞く）
・聞き取れた語句や文を、ペアの相手に話し、お互いに確認し合う。
18日 「スピーキング」

話す力をつけよう

・前日の教材を再度、数回聞き、聴き取れた文や文章を話す学習
活動（個人で練習した後、ペアで確かめ合う）。
・「聴き取り―ヒアリング」を充分に行うことで理解が進むことを実感する。
・英語の文型（語順）は、ネパール語と異なることを理解する。
・語や文の発音―語の発音は、綴り（スペリング）によって異なること、また、アクセントの正しい
位置を、文は正しいイントネーションで話すこと。
・絵を見て、場面を英語で説明する練習。
・ペアの相手にお互いに自己紹介する。
19日 「リーディング」

読む力をつけよう

・既習の英文を、書かれた教材で確かめ、読む。
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・アルファベットの文字名を正確に読む。
・語のアクセントや文のイントネーションを正しく読む。
・文の読解力をつける―背景を考えながら、文章全体の内容を理解する
よう努力しながら読む学習活動。
20日 「ライティング」

書く力をつけよう

・これまで の学習で印象に残っている語や文、文章を書いてみる。
・表示された絵を見て、文や文章を書く。
・自己紹介文を書く。
・英語学習方法について、分かったことを書く。
・翻訳ー用意されたネパール語の文章を、英語に翻訳して書く。
以上の内容で、4レッスンを実施しました。研修会終了後の全体の感想のう
ち、この英語の授業については、次のような感想が多くありました。
・来年から英語を学校で教えたい
・よかった。もっと長い時間があればいい。
・わかりやすかった。
・英語が苦手なので、英語の授業を来年もしてほしい。
・文章の作り方がよかった。
・来年から教材を使って、英語の授業をしたい。
・発音、教え方、絵の説明がよかった。
・英語の単語や文章を覚えるために何度も文章を聞くこと、読むこと、ということを学んだ。
・授業のおかげで英語力が付いた。
・言葉を発音する方法がよかった。絵を見て絵の説明をする方法もよかった。
・楽しかった。
・今回の学んだことを、自分の学校で、子どもたちのレベルを見て使います。
② English game の授業についての報告

理事

今村美知子

今回は、2019年2月2日にKapilvastuのJana Chetana Basic Schoolで実施した「ボールゲームを通して、
楽しく学ぼう!」の研修会に来てくれた卒業生たち7人が、全員「英語の教え方で困っている」と話したこ
とがきっかけとなり、このフォローアップ・セミナーでは、英語を取り上げることとなりました。英語の
教え方の基礎となるところは、ずっと中学校で、英語教師であった
JNFEAの理事深田洋子さんにお願いすることにして、私は、
「楽しい
英語学習」の部分だけを担当することにしました。
私は、
「英語ゲーム」を用意しました。これは、1時間の中の10~15分、
気分転換に利用するものであると説明して、11のゲームと、4種類の
すごろくを準備していき、指導しました。
そのゲームの中の一つを紹介します。
まず、「本日のフレーズ」を教師
が決めて、ホワイトボードに書きます。例えば、その日のフレーズは「What
is your name ?」とし、答え方は、「My name is ~」と全員に示します。
そこで、クラス全員が立ち、二人組を作り、しゃがみます。全員が二人組
になったことを確認したら、全員を立ち上がらせ、二人組の一人が、今日
のフレーズを相手に言います。「What is your name ?」すると、もう一人
が「My name is ~」と、答えます。チェンジして同じことを言い、二人
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が終わったら、しゃがみます。全員が終了したら、教師が「チェンジ!!」と声をかけ、違う人と2人組にな
ります。また同じことをやっていきます。10回くらいチェンジすると「What is your name?」のフレーズ
も頭に入ってくるに違いないと、私は思います。次の日は、また別のフレーズで行います。ただ単に教科書
を読んでいるより、会話をするので、有効な方法であると、説明しました。いろんな人と会話するので、お
互いを知ることになり、仲良くなれるという効果もあると思います。卒業生たちも楽しそうにやっていたの
が、印象的でした。
また、すごろくは、サイコロを振って駒を進め、あるところになると、「What do you want to be?」など
と質問のあるところがあります。そこの場所に行った人は、答えを言わなければなりません。5つの質問の
箇所を作りました。すごろくなので、時々は振り出しに戻ったり、1回休みなどもあります。質問は、その
学年に合わせた質問を考えて、行うと楽しく学べるのではないかと、話しました。このすごろくも、大変盛
り上がり、「もう一回やってもいい ?」と、聞きに来るほどでした。
このように、英語を話しながら行うゲームを紹介し、それらが書いてあるテキストブックを作って渡しま
した。そのテキストを見れば、どんなゲームかを思い出すこともできるし、遊びながらする英語学習は、きっ
と効果を上げると思います。
先日、卒業生より、生徒たちと一緒に楽しそうにゲームをしている
写真が、私の手元に届きました。実際に教材を使っていることがわか
り、とても嬉しく思いました。
また、お手伝いをしていただいたJICAの青年協力隊の方からもメー
ルが届きました。彼女の学校で教師たちに英語ゲームを紹介したら、
その中の教師が、そのゲームを見たことからヒントを得たようで、か
け算の教え方を工夫してやっていたとのことでした。生徒たちは、楽
しそうに勉強していると、報告をしてくれました。ネパールの先生が、
自身の授業を工夫してくれたことに、敬意を表したいと思います。
英語は、教科書を読むだけ、ノートに書くだけでは、なかなか身につかないものだと思います。これらの
ゲームを大いに活用していってもらいたいと思っています。

Kapilvastu ブロック Follow up seminer について
Sujata Acharya
10月14日、約18人の卒業生が集まりました。翌日午前10時から、セミナーを開始し
ました。美知子さん、新井場さん、岩谷さんは、1日だけのォローアップセミナーを
成功に導く手助けをしてくれました。3人のJOCVのボランティアが参加していまし
た。15日午前10時にプログラムを開始しました。最初は、参加者全員が、自分の学校
の問題や経験を共有しました。 その後、4つのグループに分かれて、問題とその解決
策について話し合いました、休憩時間の後、美知子さんの指導でボールゲームをしま
した。とても面白くて楽しいものでした。1日のプログラムは、非常に効果的に終わったと思いました。そ
の夜は、久しぶりに仲間とおしゃべりしながら寝ました。最後に、このプログラムに集まったメンバーをう
れしく思いました。

JOCV 青年海外協力隊員の協力
フォローアップ・セミナーの遂行について、今回も彼らの協力を得ました。Kapilvastuでのブロックミー
ティングからは、須崎将大（小学校教育担当）さん、鈴木このみ（小学校教育）さん、田上史也（青少年活動）
さん、また、Pokhalaでの全体のフォローアップ・セミナーからは、庄司有理沙（小学校教育）さん、林由
輝子さんを加えての強力な態勢で協力をしてくださいました。また、DhadingでのJICAプログラムについ
ては、すでに任期を終えられていた加藤泰樹さんのきめ細かな助力に助けられました。JICA事業に関して、
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かれらのネパール教育に対する知識、語学、そして熱意に大いに助けられました。これまでもさくら寮での
事業に対し、関心をもってくださって、参加くださった協力隊員の方々に感謝しています。ここに厚く御礼
申し上げます。

JOCV ボランティアの感想
須崎将弘

配属：カスキ郡ポカラ

2018年度1次隊

小学校教育

去年に引き続き、JNFEAの研修に参加させていただきました
が、女性教員の意識の高さには、再度驚きました。
さくら寮卒業生は、日本が行なっている教育がどのようなもの
かを感じていて、ネパールの教育現場に良質な教育を還元できる
希少な存在だと思います。卒業生が、JNFEAで学んだことをネ
パールの学校で行う際、どうしても日本とネパールの感覚の違い
による軋轢が生まれたり、戸惑うことも多いと思います。そのよ
うな悩みを抱えた卒業生が、年に一度フォローアップ・セミナー
という形で集まり、相談しあえる機会は素晴らしいことだと改め
て感じました。
今回のフォローアップ・セミナーでもそうでしたが、さくら寮卒業生は、それぞれが配属先で得た知識や
指導法を仲間と共有出来る能力があります。自身がJNFEAで学んだことを、そのまま配属先で行うのでは
なく、ネパールの教育環境に合わせたブラッシュアップが行える可能性があるのだと、卒業生の動きを見て
いて感じました。1年以上、JICAボランティアとして活動を行っていて思うことは、やはりネパールの教育
環境を変えるのは、ネパール人自身であると考えています。ネパールの教育環境の向上のためにも、このフォ
ローアップ・セミナーの良い流れが長く続くことを祈っております。
（写真は、卒業生たちが、どうしてボランティア活動をするようになったか、という質問に答えているとこ
ろ。左から須崎、庄司、鈴木、田上さん）
鈴木このみ

配属：カブレパランチョーク郡ドゥリケル

2018年度1次隊

小学校教育

昨年度と今年度の2回を、このフォローアップ研修に参加させていただきました。どちらも参加した目的
としては、ネパールの教育事情をより深く知りたいと思ったからです。
通訳などのお手伝いをさせてもらっていると、ネパールで過ごしていても、知りえなかった情報を得るこ
とができました。例えば、政府の教員採用試験についてです。採用されにくい理由が、カーストと関係して
いることが、新たな発見でした。また、今回は、それぞれの学校が抱える課題について共有していました。
それらの課題は、私の配属校だけではなく、どの学校でも抱えているのだと気づくことができました。例え
ば、言語の問題。現在、小学校でも英語教育を進めていて、英語で授業することが勧められています。しか
し、小学校の先生は、英語が苦手です。この溝をどうやって埋めるのか、という話です。日本とも共通する
話題だな、とも思いました。
このように、新しい発見と課題の共有ができ、ネパールの教育事情について、より理解することができま
した。日頃、任地で活動をしていても、言語の壁や、文化の違いから理解が難しいと思うことが多々ありま
す。その中で、このように長年ネパールの教育をサポートし続けているJNFEAの皆様と、関わることによっ
て、私の中にある「なぜ?」が解決することができました。通訳や補佐のお手伝いと言いながら、私が学ぶ
ことがとても多く、参加させていただきありがたく思います。今後もJNFEAを通じて、ネパールの女性教
員がますます活躍していくことを期待しています。
田上史也

配属：ゴルカ郡ゴルカ

2019年度1次隊

青少年活動

私が活動している任地は、首都カトマンズからバスで約5時間移動した所にあるゴルカという町です。こ
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こは2015年4月25日に起きたネパール大地震の震源地に当たるところで、
沢山の家が倒壊し、人が亡くなった被災地でもあります。現在、JICAを
初め多くの国の支援によって新しい学校や家々が建設されるなど、復興の
歩みを進めています。私は、そのゴルカで、子どもたちが生活している学
校隣接の孤児院で活動しています。ここで生活する子どもは、大地震で両
親を失った子、育児放棄やストリートチルドレン等、さまざまな問題を抱
えた計25人が暮らしています。私は、彼らに対して、スポーツや音楽、レ
クリエーションを通して心の教育復興を進める活動を行っています。
私は、まだネパールに来て3 ヶ月しか経っていません。他の先輩たちと違い、今回のJNFEAに参加する
まで、自身の活動に戸惑い、もどかしい気持ちのままこの期間を過ごしていました。その中、先輩隊員の話で、
JNFEAを知り、「子どもたちのために、学びに来るさくら寮卒業生の先生から、少しでも活動のヒントをも
らえたら」と思い、参加しました。JNFEAでの活動は、私にとって貴重なものであり、出会いに恵まれた2
週間でした。プログラムを行うために自ら実物教材を準備し、紹介するさくら寮の卒業生には感銘を受けた、
と同時にネパール人の可能性を感じるきっかけにもなりました。このような経験が出来て、私自身、とても
嬉しく思っています。
ただ、真剣に講師の方々の話を聞いている卒業生の姿から、自身の活動先でも見られる課題を再確認する
ことが出来ました。それは、ペンや物を口に入れて話を聞いている姿です。私の活動先では、低学年からこ
のような行動をする子どもたちが見られます。私は、卒業生の姿を見て、子ども時代の名残が今でも残って
いるのだと感じました。やはり衛生上、そういった行動は少なくするべきである反面、子どもたちを指導す
る彼女たちにも、しっかりと教えてあげるべきだと考えます。今はまだ確認出来ていませんが、私の活動先
の先生たちも同じ様な姿を、今後見るかもしれません。何故、駄目なのか、どうしたら直るのかを、彼らに
言える準備をしていこうとおもいます。
庄司有理沙

配属

シャンジャ郡バトコラ村

2017年度4次隊

ポカラの南部に位置するシャンジャ郡バトコラ村という山間部にある、幼稚園から12年生までの約200人
が学ぶ公立のジャナプリヤ高等学校が、私の配属先です。配属先では、主にゴミ拾い活動や図工、英語、算
数、コンピューター、理科の授業、折り紙、縄跳びを行っています。
JNFEAの研修に参加させていただくのは、去年に続いて2度目ですが、この活動に参加することで、私自
身の活動のモチベーションにも繋がっていると言っても過言ではありません。というのも、配属先ではマン
パワーとしての活動が主になっており、現地の先生たちから、日本のやり方を学びたい、何か変えたいといっ
た意志もなかなか感じられず(聞いてくれることがあっても、その時のみで継続できない）、私も何のために
活動しているのか見失ってしまう時があります。しかし、JNFEAの研修に参加している先生たちは、とて
も熱心で積極的に学ぼうとしていて、その姿を見るとネパールの先生たち全員が同じではなく、一生懸命ネ
パールの教育のやり方を変えようとしている先生もいる、と改めて気づかされます。そして、私が、今行っ
ている活動も、いつかきっと意味を持つかもしれないから、もう少し頑張ってみようという気にさせられる
からです。
まだまだ問題山積みだというのがネパールの学校教育の現状だと思いますが、JNFEAに参加しているよ
うな先生がさらに増えれば、ネパールの子どもたちの可能性ももっともっと広がっていくと思います。この
ような研修が、これからも続き、さらにネパール全体に輪を広げ、子どもたちの明るい将来に役立ってくれ
ることを願っています。

JNFEA、Patle 研修報告会への協力について

元 JOCV 隊員

加藤泰紀

今回でShanka Devi小学校を問するのは、3度目になります。1、2回目は、JICAボラティアとして教員研
修の講師兼通訳のできる現地スタッフとして呼んでいただきました。3回目の今回は、既にJICAボランティ
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アの任期は終えて日本に帰国していたので、岩谷先生の助手として日
本から同行・参加となりました。
カトマンドゥからダディンベッシまではジープで難なく移動しまし
たが、そこからパトレ村までの悪路にジープは断念、3、4時間かけて
歩いてたどり着いたときには、19時を回り、辺りは真っ暗でした。そ
れにも拘わらず、同世代の地元住民から借りた杖をつき、元気に歩き
きってしまう岩谷先生のパワフルさには毎回驚かされます。
研修報告日までは、書類作成や役割分担などそれぞれ準備に務めました。現地教員も協力的で、全員が研
修の成功のために動いていました。幾度とない停電やプリンターの不具合などネパールならではの問題もあ
りましたが、その都度皆で解決案を考えよう！という岩谷節により、どんな困難も楽しく考えながら解決し
ていくことができました。今思うと、まさに今回の研修のテーマである「難しい授業も楽しく学べる！」に
通じていたのでしょう。
当日は、ネパリタイム(集合時間に人が来ない)の心配をよそに、現地教員は、私たちが来るより早く、お
洒落なサリーで着飾り準備を進めていました。やはり来賓や保護者、周辺校の教員は、時間通りに集まるこ
とはありませんでしたが、最終的にかなりの人数が来校してくれました。
担当教師は、それぞれ当日までに準備した教材や指導案を存分に活かし、楽しい授業を展開してくれてい
ました。研究授業では大変緊張していたのが、印象的でした。それはラフにこなすだけの授業ではなく、き
ちんと責任を感じて使命感を持って授業に臨む熱心な教師の姿でした。
協議会ではスピーチをしてくれたそれぞれの代表者が、この3年間のプログラムの意義や今後の在り方に
ついて理解しているようでした。こうして教育省や役所の方々が、学校現場に足を運び、直に現場の課題に
触れる機会が大変重要であると思います。
ダディン郡教育省のAmbika氏も言われておりましたが、これで終わりではなく、大事なのはこれからだ
と思います。3年間JNFEAが支援してきた物資協力・資金協力・人材協力が、成果としてどう活用され、現
地の発展に繋がっていくかが重要な点となります。是非今後のパトレ地域の教育の発展に注視していきたい
です。
この度は、このような有意義な研修に呼んでいただき、誠にありがとうございました。私自身も学ぶこと
が多く、大変勉強になりました。国は違えど教育を良くしようという志のもと熱心に働く仲間がいることは、
大変誇らしく、自分も頑張らなくてはと思わせてくれます。パトレの教員やさくら寮の卒業生とともに、良
い教員を目指して、私も頑張ります。

卒業生赴任地訪問記：Gorkha 郡

（2019年11月7日～ 9日）

訪問者：理事

上杉紀夫、現地マネージャー Krishna Khatiwada

今回は、卒業生6名と2校を訪問しました。マナスル街道のPhilimが、
最終目的地です。最寄りの駐車場から徒歩2日間の村です。マナスル
街道は、ダンガキ川で浸食されたV字谷の切り立った崖を削ってつけ
た道です。したがって、狭く、急な上り下りの連続で、落石も多く、
滑落の危険もあります。崖崩れもあって、その上を歩くことになりま
すが、住民の生活道路であり、現地の人々が往来しています。また、
世界の有名なマナスル・トレッキングコースですから、外国人も非常
に多く歩いています。物資の輸送は、主にロバと人間ですが、ロバの
隊列が次々と通る時は、すれ違うために、人間が避けなければなりません。川は、水量が多く、滝もいたる
ところに見え、水は豊富のようです。村は、平らな耕地のある崖の上にあります。今回は、街道から急な階
段のある坂道を、1時間半ほど登り続けた村の学校も訪問しました。子どもたちは、毎日そんな道を通学し
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ています。校長先生始め、先生方は熱心に教育にあたられて
います。また、Philimのブッダスクールは、竹中工務店の有
志ボランティアグループAAFが造ったもので、寄宿舎もあり、
現在約450人の生徒が学習しています。先生方が、熱心で、優
秀な人材を育てられているようです。
こんな奥地ですから、
水、燃料、電気などは、
不便です。しかし、電波
は通じていますので、イ
ンターネットは繋がり、携帯電話やスマートフォンは普及しています。
いつでも、どこでも、最新の情報が不自由なく入ります。なんだかア
ンバランスで、不思議な気がします。
今回の訪問では、卒業生は、ネパールならではの事情があり、仕事
や生活等が厳しい中で不安を抱えながらも、元気に逞しく活動してい

竹中工務店の有志のボランティアグ
ループ「AAF」が建てたブッダスクール

る姿が見られました。
夜空の満天の星の輝き、澄み切った空気を通して見えるヒマラヤの山々は、素晴しいものでした。

Gorkha を訪問して

Krishna Khatiwada

11月6日（水）
JNFEAの上杉さんとGorkhaを訪問しました。以前2回ほどGorkhaの
Budha Schoolへ行ったことがありました。ここからは、毎年1人の学生
が、遠くて大変な山道を通ってさくら寮に来ていました。その子たちは、
村へ帰って、現地の学校で先生となりました。こんなところに立派な学
校を建設したのは、神戸にある竹中工務店の有志の人たちです。この学
校のインフラは本当に素晴らしいです。左は、先生たちです。真ん中の
2人は、1期生のPurdhaniさんと、8期生のSabinaさんです。
今回は、10期生のGomaさんとSabinaさんの授業を見に行きました（写
真）。7期生のSumitraさんは、今回の教員採用試験に合格して、新しい学校に雇われるのを待っていました。
彼女には、下山後、Gorkha Bazar で会いました。彼女の合格は誰にとっても嬉しいことでした。彼女は、
今結婚もして、2歳ぐらいのかわいい子どもがいます。夫も学校の先生です。
以前は、Philimへは、Arughat町から4日間歩くしかなかった。今回は、大きな岩を削って作られた道をジー
プで走りました。荷物を運ぶロバの数は、以前より少なくなっていました。大きな岩も機械で削って、
Philimへ向かって道を開掘中。あんなところに道ができるなんて考えられませんでした。大変な険しい岩
ばかりです。この街道は、Manaslu山へ向かって歩く外国人トレッカーのための街道でもあります。以前
よりレストランやホテルは、増えていました。道の幅は広いのですが、車のわだちが掘られているので歩き
ずらい。でも川に落ちる心配は、大分少なくなりました。
11月7日（木）
ま ず、Hulchukの9期 生 のNisha Gurung
（写真）さんの学校を訪問しました。大歓迎
されました。子どもや先生が行列して並ん
で、花の首飾りで大歓迎してくれました。普
通は10時から始まるのですが、この日は、9
時から5時までやっていました。先生方は、
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もの凄く熱心でした。1時間ほどの登りと言われましたが、3時間ぐらいかかりました。
11月8日（金）
一日歩いて、夕方Budha SchoolのあるPhilimにつきました。この10年間の変化は
すごいものがあります。Wiﬁやお湯の使える立派なホテルがいくつか出来ていました。
以前は、電話も利用出来ない、電気もない場所でした。もっとも、今回は電気のおか
げで、ホタルや星はあまり見られませんでした。以前は、ホタルで村がキラキラして
いたという思い出があります。
11月9日（土）
休日にもかかわらず、朝から子どもたちが授業に集まってくれたので、Gomaさん、
Sabinaさんの授業を見学しました。授業が終わってから、Purdhaniさん（写真）の
ところまで行きました。彼女は、Manasalu街道のChisapaniと言うところで、外国人向けの宿をやってい
ました。今回見た感じでは、彼女は、結構いいビジネスをやっていると思います。そこの近くに300mの長
い吊り橋出来ていたので、それを渡りました。風が強くて渡るのも怖い感じでした。その日は、Purdhani
さんと色々話をして、Philimの宿に戻りました。足の方は、かなり疲れました。
11月10日（日）
朝8時に出発して、夕方の5時ぐらいにMachhi Kholaにつきました。足は大変。ここの宿でシャワーを浴
びることができて、ほっとしました。
11月11日（月）
ジープでSotiまで来て、そこで乗り換え、Kathmanduへ向かい
ました。途中のGorkha BazarでSumitraさんに会いました（右の
写真）。JOCVの田上さんに会って、学校を見学しました。
今回の訪問で感じたことは、10人もさくら寮の卒業生がいたので、
Philim地域は、教育の面で変わっていました。Manasalu街道は、沢山の登山客が行くようになっていました。
滝、森林、自然が少しずつ破壊されていた。険しい岩を削って無理に道路を作るよりも、自然を残しながら、
もっと観光客が歩くコースとしておくほうが、未来があるのではと思いました。

ポカラ理事会報告
2019年9月14日

午前8時開会

副理事長

新井場貞子

於 KCP 会議室

出席者：Suresh Manandhar 学長、Chitra Bahadur Shrestha 副
学長、Shiva Lal Malla 学校副理事、Prem Budhathoki 小学
校校長、会計係 Krishna Tamrakar, JNFEA 現地マネージャー
Krishna Khatiwada, Manju Dhoju,JNFEA 副理事長

新井場

貞子 .
・新井場から、すでに給与を支払う必要のない卒業生の分が会
計報告 Audit report に未払金として載っているが、これは
来年度から記入しないでほしいと提案、了解を得た。
・副学長の（7 か月前に就任）Chitra さんから、建物や什器備品等の減価償却が記入されてないが、という
質問があった。それらは、JNFEA が支出したもので、贈与であり、原価はわからない、という学長の答
えがあり、来年からは載せる必要があるという答えであった。
・新井場：JNFEA は、来年度で活動を終わる。現在借用しているさくら寮 2 階の事務室の費用、ガードマ
ンの費用については、この10月で支払いを終了する旨を伝え、了解された。
・次年度の予算について、現在銀行残高が約 92 万 Rp あり、次年度の 10 人の給与についてほぼ同額なので、
来年度の給与分としては足りると理解している。また、来年、政府教員採用試験が実施されれば、そのた
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めの助成金30万 Rp は別途送金すると答えた。
・新井場から、今年度のフォローアップ・セミナーの実施は、10 月 17 日から 5 日間で、そのためのさくら寮
使用料は支払う。来年度からは、4地域で開催する予定である。そのための予算は、別途考慮する旨を発言。
・新井場から、100 人の卒業生の現状を記入した写真入りの資料を配布し、KCP 教育コース卒業生のうち、
約 60% が教職などに就職しており、そのうち、70 人が初級ライセンスを持ち、17 名が政府の教員採用試
験に合格しており、2名は政府職員に採用されていると発言。KCP の卒業生として誇るべきではないかと
発言。学長からは、JNFEA のお蔭だとの発言があった。現在、教育学専攻は、40人とのこと。
・新井場から、日本では、学校側で、就職の紹介をしていると発言したら、学長より、それについてのプロ
ジェクトを立ち上げたところとの返事があった。
・理事長代理の Mr.Shivala Mall さんから、日本との留学生交換をしたらどうかとの発言があった。2 年前
までは、文京学院大学との間にあったのだが、途絶えてしまった。文京学院大学および JNFEA は、なん
どか督促してきたが、ネパール側が受け入れの返事がなかったという経緯があると説明した。
・注記―さくら寮をフォローアップ・セミナーのために使用することについては、すでに KCP はさくら寮
を個人が経営する女子学生寮として貸し出していたので、その方の了解を得て、1 週間借りることにし、
今回のフォローアップ・セミナーのための使用料を支払った。また、2階の事務室として使用していた1室
については、返還することで合意し、中に保管していた家具や書類については、フォローアップ・セミナー
が終了した22日に、学長立ち合いの上で引き取り、処分し返還の手続きをした。

2018年度さくら寮（ポカラ・プロジェクト）の決算と予算報告
事務局職員

山下威士

＊従来の L.K. Sharma 会計事務所から、SLM 会計事務所に担当が替わりました。
もちろん、ネパール会計法規にもとづく決算様式は、従来と同一です。
＊単位は、大体、1RS=1円です。
1

さくら寮支出（2018年7月17日 ~2019年7月16日）の決算
1-1 さくら寮卒業生教員の手当て

20名分

1,755,000Rs

1-2 会計事務所報告書作成費

11,300Rs
合計

2

1,766,300Rs

その他のさくら寮関係の支出（2019年9月13日支出）
2-1 KCP への寄付金（事務室借料として）

15,000Rs

2019年10月までの３ケ月分
2-2 KCP への寄付金（ガードマン手当てとして）

41,600Rs

Dasain 手当てを含む、2019年10月までの４ケ月分
合計

56,600Rs

＊上記２のように、さくら寮に本協会の事務室を借用していましたが、本年10月をもって、返却し、事務室
を閉鎖しました。ただし、Manju さんは、本協会の現地マネージャーとして、なお勤務を継続されます。
3

さくら寮支出予定（2019年7月17日～ 2020年7月16日）の予算
3-1 さくら寮卒業生教員の手当て

10名分

910,000Rs

3-2 会計事務所報告書作成費

11,300Rs
合計

921,300Rs

3-3 もし、政府の教員採用試験があれば、その対策費

300,000Rs

合計 1,221,300Rs
＊上記3の予算については、2019年9月14日の現地理事会と、10月20日の本協会の理事会で承認済。
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加藤恒久教育基金によるフィーダー・ホステルの
女性教師養成所化を進めるため；Doti 訪問
副理事長

新井場貞子

今回のネパール訪問の目的は、怪我をした理事長代理として、副理事長の私が、カニヤ・キャンパスとの
現地理事会に出席することと、もう一つは、「加藤恒久教育基金」の対象となっているDotiフィーダーホス
テルを訪問することにあった。
9 月 15 日、私と現地マネージャーの Manju Dhoju さんは、早
朝ポカラを出発。カトマンズで、コンサルタントの菅沼一夫
氏と合流、西部地域のダンガディに飛び、宿泊。すると、Doti
の市長から、翌朝10時までに来るようにとの電話。
9月16日、ホテルを4時出発。朝まだ暗いうちから、運転手は、
スピードを出して走る。パンクしたタイヤの修理で、着いたの
が、11時5分前。市長は、Doti の関係者を6人ほど集めていた。
最初に市長のあいさつとカタの贈呈、オデコにプジャの儀式。
次に私が挨拶。さくら寮の組織、100 人の卒業生たちの現在、
卒業後の給与の支援などを話したところ、市長は即座に「私は賛成、Doti だけでもやる。」といわれた。結
局4郡の会議を開くことにしたらしい。それには Manju さんも出たらいいという話も出た。11月になってか
ら連絡があるという。とりあえず、市長が OK したので、それではと、寮の修理の話に入った。菅沼さんが、
設計図と予算を示して説明をした。大方終わったところで、市長が退席、菅沼さんが、寮母相手に大まかな
説明をした。修理箇所、トイレの増設、階段てすりの増設等、設計にかかわることを説明し、やり方は、は
じめと終わりに、Kathmandu から専門家がきて説明と検査をする、建築の進め方は、そちらで業者を選定し、
現場監督を決めてすすめること。予算は途中で材料の値上がり等に備え、1 割の予備費をとってあることを
説明し、寮母は、市役所の建築担当者を呼んで見せていた。彼は、いいだろうと返事していたようだ。工事
期間は12月から4か月間というと、彼女は了解していた。
その後、ホテルに行く。大変粗末なホテル。3 期生の Tikeswori さんがやって来た。さくら寮で教わった
ことをとくには実施してないとのこと。せっかく絵画や音楽を習ったのに、ネパール流の教科にはないので、
やっていない。どれかをしたらと提案した。材料費は用意するといったら、彼女は乗り気の様子だったが、
結局フォローアップ・セミナーには出席しなかったので、この提案は、計画倒れとなった。
9月7日

朝のうち、3期生の Shrijana さんを訪ねる。1人目の女の子の後、何度か中絶しており、医者が今

度は男だと言ったので生んだが、男子ではなかったので、夫の母と夫が不満を言っているとか。かなり落ち
込んでいるとのことだったので、見舞いのつもりで行ってみた。かわいい赤ちゃんを抱いて、あの元気な
Shrijana さんの顔ではなかった。彼女は、半年前から近くの小学校に勤めている。月給15,000ルピーとのこと。
2か月間の出産育児休暇中とか。立ち寄ると、小さな学校で、先生が4人しかいなくて、教室も足りないとか。
男の先生が、同じ教室で、3年生に理科、2年生に英語を、両教科とも英語の教科書を使って授業していた。ノー
トをのぞくと、英語の単語が書いてあり、内容が分かっているのだろうか。ネパール全国で英語で授業をす
るということらしい。1年生から、ネパール語も理解しないうちに英語で授業がわかるのだろうか。
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「おなご先生」を育てた素晴らしい取組みにエールを！
東京都公立学校退職女性校長会（東京梅の実会）
会長

堀内比佐子

全国退職女性校長会（梅の実会）の創立60周年の記念全国大会は、令和元年
10月23日・24日の両日、東京の地で開催されました。全国から900名近くの方
が参加され、盛会にて終了いたしました。開催中、懇親会の席で、今回も恒例
の「梅の実募金」が行われました。
前回、東京で開催された創立50周年記念大会の際に、「全国梅の実会」が新
たにスタートさせた「福祉活動」の一貫として「NPO法人 ネパール女性教育
協会（JNFEA）」の活動を支援することが始まりました。会場の京王プラザホ
テルにネパールの子供たちの生活、寄宿舎のさくら寮などの写真パネルが展示されたのを覚えております。
山下泰子理事長の当時のお話によりますと、次のようなお考えでした。
『義務教育の普及が十分でないネパールの山村部では、21世紀の今日でも、学校教育から見放されている少
女たちが少なくありません。毎日、水汲み、草刈り、牛の世話、弟妹の世話に明け暮れる少女たちは、将来
に夢を持つこともできず、人身売買の対象になってもなす術がありません。そこに学校があっても、「学校
は女の子の行くところではない」という村人の考えを変え、すべての少女たちが学校に行けるようにするの
にもっとも有効なのは、村の学校に意識の高い女性教員を配置することなのです。』
このような壮大なお考え、“志”のもと

ネパール・ポカラの地に日本の女子師範学校に倣い、全寮制の

教員養成システムを構築し、毎年10名、10年間に100名の女子をネパール各地から募り、女性教員の養成を
目標に取り組まれてこられました。すでに、その10年間は終わり、現在、JICA草の根技術協力事業基金等
の支援を受け、全国に広まっているさくら寮で育てられた「おなご先生」のフォローアップにお力を注がれ
ておられるようです。計画の段階から17年にも及ぶ事業の継続は、本当に素晴らしいことです。この間、山
下ご夫妻はじめ、志を一にした多くのスタッフの地道な取組みや、「教育は人なり」と言われるように、教
育を担う“人”
（おなご先生）を育てることの重要さをネパールの地で実践され、成果を出されたことに心
より敬意を表します。また、本会が10年にわたり、些少でも「梅の実募金」の形で寄与できましたことは、
良かったと思います。
ネパールでの女子教育の現状は、日本の国でも「女子への高等教育は必要ない」とつい近年まで、世間で
は言われており、程度の違いはあるにしても、相通じるものがあると思っています。
さて、なぜ、現職の女性校長会はもとより、退職後も女性校長が組織を作り、全国規模の組織や大会を催
し続けてきたのかを考えると、女性管理職の少ない時代にお互いに結束することで、女性教師の資質向上、
そして女性管理職の数、登用を増やすことを大きなねらいとしてきたからでしょう。このことは、自らが女
性の地位の向上を図り、男女平等・男女雇用機会均等法等につながってきたと思いますが、残念ながら国内
においても現実には未だ十分生かされているとは思えません。
終わりに、私のJNFEAとの出会いは、事務局長の岩谷榮子先生を通してですが、先生とは女性管理職と
して現職のころから交流がありました。特に学校経営についてお互いに切磋琢磨し、励ましあってまいりま
したが、岩谷先生が退職後のエネルギーをおなご先生を育てる素晴らしい取組みに尽力されたことは、退職
校長の一人として誇りに思っております。
今後、JNFEAの活動が何らかの形で末永く続きますことを願っております。
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たかし

ヒマラヤに逝った宮原巍さん
理事長

山下泰子

ポカラ・プロジェクト現地理事をお勤めいただいた宮原巍さんが、11月24日
0:35にパタンの病院で、85歳の偉大な生涯を閉じられました。宮原さんは、
「ヒ
マラヤのドン・キホーテ」と称され、ネパールの近代化のために、多方面にわ
たって活躍されました。1966年にはネパール通商産業省に就職、夢とロマンを
もって、1970年から4年の歳月をかけて、3,886mの地にホテル・エベレスト・
ビューとシャンボチェ空港を完成させました。それから半世紀。2019年10月、
ついにホテル・エベレスト・ビューのロビーのまっすぐにエベレストの見える
一角にグランド・ピアノが据えられました。宮原さん最後の運搬大作戦でした。
しかし、残念ながら、11月11日のピアノ・デビュー・コンサートに、宮原さん
の姿はそこにはありませんでした。
日本ネパール女性教育協会の活動には、積極的にご支援くださ
り、チャリティ・ツアーの実施にご尽力くださいました。毎年の
さくら寮卒業式では、自らの小学生時代の恩師・小林先生のお話
をネパール語で卒業生に語り掛けてくださいました（写真は卒業
式で語る宮原さん）。現地理事会では、ネパールの理事たちに、
私たちの意向を説明してくださるなど、日本とネパールの架け橋
的な役割をしてくださり、常に私たちの心の支えでした。ネパー
ルでは、ホテルにもなかなかピアノがありません。さくら寮10周
年記念のコンサートのために、日本から電子ピアノを運ぶのにも
ご協力いただきました。
この夏、体調を崩されて、日本で手術を受け、ようやく小康状態を得て、10月にカトマンドゥにお戻りでし
た。10月25日に深田洋子さんが、サンセットビューのトラチャン紘子さんとご一緒にお見舞いに伺いました。
カトマンズでは、３日間ボーダナート近くのゴンパで読経が続き、ご遺体はヘリコプターで運ばれて、27
日にエべレストの見えるシャンボチェの丘で荼毘に付されました。8,000ｍの山々に見守られて、抜けるよ
うなヒマラヤの空に紫煙となって昇って行かれました。宮原さんにふさわしいヒマラヤの葬送を、お嬢様の
ソニヤさんが見守っておられました。1995年、バンガで雪崩のために亡くなった13人のご遺体をカトマンズ
からシャンボチェに上げて荼毘に付した宮原さんです。ご自身も、ヒマラヤの白い峰々に紫煙を昇らせたい
と思われても不思議はありません。ご冥福をお祈りします。
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Topics & News
エベレストでピアノコンサート
11月11日、エべレストの見える3,886mにある「エべレスト・ビュー・ホテル」から、ピアノの音が聞こ
えてきました。ベートーヴェンのピアノソナタ、モーツアルトのトルコ行進曲、ヘンデル、ショパンそして
日本の歌曲・・・なんてすばらしいコンサートでしょう。金沢在住の音楽家・和田啓子さんの壮大な夢の実
現でした。
3年前、JNFEAのフォローアップ・セミナーに参加した彼女は、ネパールの学校では、音楽教育がなされ
ていないことを憂えました。そして、その時訪れたエべレストの見える「エべレスト・ビュー・ホテル」（シャ
ンボチェ）で、ここにピアノをおいて行きかう人々が弾いて、ネパールの空に響いて・・なんてすばらしい
だろう!!と考えたのでした。それからの彼女の決断と行動は、素晴らしい速さで実現にこぎつけたのです。
まず、ネパール人となった日本人・宮原巍（たかし）さんを訪ねました。ネパールの生きる道は“観光”と
声を上げ、ネパールに3軒のホテルを建てた方です。その一つが、エべレスト・ビュー・ホテルです。即座
に賛同を得、協力を約束しました。（残念なことに、宮原さんは、このコンサートを聞くことなく、11月24
日に亡くなりました）。
彼女は、帰国後すぐに手持ちのグランドピアノを送る手はずを整えました。しかし、ネパールにピアノが
到着するまでには、2年かかりました。今年の5月20日、横浜港を船で出発、インド・カルカッタ経由、トラッ
クでインド・ネパール国境を越え、ネパール入り、8月3日、宮原さんの用意した、貨物用ヘリコプターで、
パプルーからシャンボチェへ空輸、そこからは、450㎏のピアノを、ホテルの従業員や村人が、かかえあげ
たのです。
和田さんは、11月早々に、夫の良一さん、調律師の竹田さんとともにネパールに入り、ピアノと対面しま
した。
11日当日は、日本からのお客さん20人、近くの学校―エべレストの初登頂者ヒラリー卿の建てた学校の生
徒たち（写真）を招待しての演奏会が開かれました。初めてのピアノに、生徒たちはびっくりしたことでしょ
う。ベートーヴェン、モーツアルト…クラシックから日本の歌曲、ネパールの歌、そして和田さんの透き通
るような声が、ヒマラヤの白い峰に響きました。
そして、近くを通っていく欧米のトレッカーが、「こんなところでピアノの音が?」と立ち寄り、ジャズや
ポピュラー、クラシックを弾いたそうです。和田さんの夢だった「駅（山）ピアノ」が実現したようです。
皆さんも一度訪れてみませんか！

真ん中ピアニスト山田ゆかり
さんを挟んで和田啓子、良一
ご夫妻
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ティハールのお祭り

現地マネージャー
Manju Dhoju
9月から1か月にわたる、ネパール最大の祭、ダサインが終わると、次は
ティハールです。ティハールは、毎年10月または11月上旬、5日間にわたっ
て祝われる,ヒンドゥー教徒のお祭りの1つです。それは、犬、カラス、牛
の崇拝とともに、富の神であるラクシュミ（豊穣と幸運の女神）の崇拝を
もたらす光の祭典です。街の商店や家々には、キラキラと輝く照明が吊り
下げられ、街や村が光の洪水となります。毎日、祝われる対象がちがいま
す。牛、カラス、犬、兄弟が、祝いの対象となります。カラスと犬は、死
の神ヤマの特使とみなされています。
最初の2日間は、彼らを礼拝し、ご馳走をあげ、犬の額にティカとよば
れる印を付けてお祭りします。野良犬と思われる犬が、オデコに赤い印を

つけているのを見かけます。3日目、朝は牛（ヒンゥー教では牛は神様です）が礼拝され、裕福な女神ラクシュ
ミが、夕方に礼拝者に幸運をもたらすと信じて、礼拝されます。女性は、この日も頑張って、女神に捧げる
ためにセル・ロティス（お祭り用のパン）を準備します。
すべての家の玄関や寺院の周囲は、光の列がかがやきます。通常はマスタードオイルの小さな粘土のボウ
ルに、ねじれた綿芯を浸した、伝統的なネパールのランプで飾られています（写真）。お店や、大きな家は、
屋上からいろいろな色の電飾でかざります。最終日、兄弟は、姉妹に迎えられ祝福されます
ティハールの最後は、バルティハールと呼ばれ、一般的にはバイティカとして知られています。この日、
姉妹は、兄弟たちの末永い豊かな生活のために祈ります。家のいたるところに、バターランプをつけてお祝
いします。子どもと長老は爆竹を楽しみ、ドアからドアへ歌いながら、デウシとバイロを歌います（伝統的
なティハールの歌と踊り）。

さくら寮

理事

新井場貞子

理事

新井場貞子

今年の9月半ばから10月末まで、ネパールに行き、滞在することになりました。
理事長の山下さんが左足踵を骨折し、1年に1回のカニヤ・キャンパスとの会議に出
席できなくなったからです。会議は9月14日ですから、11日に成田を出発、12日に
はPokharaに到着し、久しぶりにさくら寮に行きました。さくら寮は、女性の方が、
KCPから借りて女子学生寮として使用されていました。鉄の扉（13年間“さくら寮”
と書かれることのなかった）が真っ黒に塗られて、「SAKURA HOMES」と書かれ
ていました。“さくら”を引き続いて使ってくれていると嬉しい気持でした。15人
ほどの若い女性たちの寮として快適だと、私も顔なじみの若い女性経営者が言って
いました。フォローアップの間は、寮生を他に移して空けてくれました。

観光と開発

今回は長期逗留なので、つぎの仕事の間には、旅行することにしました。先ずはジョムソンです。ポカラ
から30分足らずの飛行で、アンナプルナ山旅の入口に行けます。
ジョムソン空港は、ダウラギリ（8167m）とアンナプルナ山群に囲まれ
た盆地にあります。間をカリガンダキ
川が流れ、周辺の村は、岩山に囲まれ
て荒涼としています。ここからは、ア
ンナプルナ山群は見えないが、アンナ
プルナ周遊をする登山者たちが通る道
路です。30数年前、アンナプルナ周遊
とまではいかなかったのですが、雪山を眺めながら、アンナプルナの山
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中を歩きました。その頃は、ジョムソンは山中の山道を歩いて、たどり着く村だったはずです。今は、ポカ
ラから4,000mのムクチナートという、ヒンズー教の聖地と言われるところまで、広い道路が通じています。
ジョムソン空港からリンゴ畑が広がるマルファという村まで、2時間歩いてみましたが、川沿いの山肌を削っ
た道路で、舗装されていないので、埃だらけになりました。車が通るたび、砂ぼこりがモウモウ。マスクと
帽子が必携です。荷物を担いだトレッカーは、車が通るたびに、真っ白になりながら歩いていました。河原
は開けていて、ニルギリやダウラギリの白い峰が見えて、景色はいいのですが、なんとも苦しいトレッキン
グでした。今年、ゴルカのフィルムに行ったクリシュナさんが、開発されていくマナスル地方を経験して、
開発に疑問を抱いているという文章を書いていました（赴任地訪問記）。

アイキャンプ
アイキャンプとは、数少ない眼科医を有効に活用し、医療施設の無い地方の町村にもその恩恵を受けられ
るように、ネパールやインドで行われている専門医による野外開眼手術活動のことです。前の号で、「ノー
モア子どもの失明プロジェクト」というテーマでご紹介しましたが、そ
れは、このプロジェクトのひとつです。メンバー構成は、眼科医、看護
師、医療助手、マネージャーなどからなる10人ほどのチームで、1~2週
間と期間を決めて、病院の無い地方に出向き、学校などの建物を借りて、
仮設の診療室や手術室、病棟を作り、外来診察や手術を行います。費用
は、海外のNGOやネパールの赤十字・ライオンズクラブなどが負担し、
患者は、すべて無料が原則です。現在ネパールでは、推定失明患者は約
15万人で、その内手術によって光を取り戻すことが出来る人々は、約10万人と言われています。
JNFEAのフォローアップ・セミナーで、コンサルタントの菅沼一夫氏率いるチームがいらして、アイキャ
ンプが開かれました。目の検査や視力検査の説明がありました。卒業生たちのなかにも、何人か治療の必要
な人がいたようです。（写真は、眼病について説明する眼科医）
西部地域の村から集まる卒業生たちの村にもアイキャンプ・チームが行くことになりました。卒業生たち
の学校や村を中心に、患者を集めて、診察し、必要な人は治療を受けられます。6期生の1人の左目が、子ど
もの時治療を受けられなくて、義眼です。菅沼グループの検査を受けたのですが、すでに治療を受ける状態
ではなく、1年に1回カトマンズの病院で取り換えるしかないということも判明しました。以来、卒業生たち
も協力して、目の悪い子どもや大人をアイキャンプグループに紹介しています。Sujataさんの母親が、老眼
と診断され、眼鏡を作ってもらえたと喜んでいるようです。

“歯”の衛生指導を全校に…JOCV－青年海外協力隊員の鈴木このみさん発
彼女は、2018、19年とKapilvastuとPokhalaのフォローアップセミナーに参加・
協力してくださいましたが、彼女が配属されているKabrepalanchok郡Dhulkhelの
小学校はとても大きな学校なので、看護師さんが1人常駐しているそうです。彼女
が、2018年にJNFEAがJICA事業として実施した“歯の衛生指導”のことを話した
ら、早速保健指導として学校全体のプログラムに取り入れて実施しているとのこと
です。
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Kanchanpur

Dhangadhi

日本

Dolpa

Rolpa

Anita
Kumari
Budha

Sushila
Kumari
Rawat

Kamala
Shahi

Laxmi
Devkota

Raju Kumari
Magar
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44

45

現住所
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写真

氏名

No.

さくら寮卒業生の追跡調査

未婚

未婚

・出席状況：少女たちは全員入学す
るが、何人かは未成年結婚のため
年の半ばで中途退学する。
・働きかけと結果：親を訪ね、3 年
間の勤務期間に 10 人の少女を入学
させることができた。

・活用：パネルシアターや折り紙、
歌を実施。
・成果：生徒たちは喜んでもっと 家族の世話
学びたがった。また、他の先生た
ちも支援してくれた。

・活用：絵と折り紙を実施。
・成果：生徒たちはこの授業に非
小学校教師非正
・出席状況：少年少女とも全員が 常に興味をもち、毎日出席するよ
子育てと家族
規雇用、給料 Rs
うになった。
登校している。
18,000とボーナス
・課題：これらの方法を使うのは
難しくなかった。

小学校教師非正
規雇用、給料 Rs
35,000
（2019年教員採用
試験合格）

現職

おなご先生の努力と成果
現在の関心事、そのほ
女子の出席状況や親への
さくら寮の教育の活用と
か
働きかけ
成果
・出席状況：家事労働のため、毎日
・活用：教材が入手できないため、
登校できない少女たちがいた。
泥を使った図工とピアニカを使っ
・働きかけ：親たちと話しをし、毎
た音楽の授業しかできなかった。
小規模金融銀行勤 日登校させるようにした。私は、
音楽の授業では年少の子どもたち
既婚 (1人） 務、正規雇用給料 栄養学専門家になるトレーニング
に童謡を教えた。
もしたので、この方面の相談も受
Rs 25,000
・成果：とても効果的で、生徒た
けている。
ちは私に親しみを覚え、私の授業
・結果：よい影響を与えており、日々
にもとても興味を持った。
改善が見られる。
・活用：パネルシアターや算数の
・出席状況：多数ではないが、登
授業法、音楽の授業、いくつかの
校していない子どもが何人かいる。
ゲームを実施。
・働きかけ：親たちと話をした。学
・成果：生徒や先生たちが私のこ
一生、教職を続けるこ
校に興味を持てない少女がいたの
既婚 (0人） 大学院生
とを多才な教師と思ってくれた。
と。
で、私は彼女たちと話し、教育の
・課題：生徒たちが始終、遊んだ
大切さを理解させた。
り歌ったりしたがること。ただし、
・結果：今、彼女たちは学校に来
今はこれらの活動もコントロール
ている。
できている。
・活用：折り紙とパネルシアターを
試みた。また、パネルシアターを
使ってアルファベット ABCD を教
・出席状況と働きかけ：5 ～ 6 人の
えた。生徒の注意が散漫になると
2016年4月～ 日本
現在の授業
既婚 (0人）
生徒の欠席があったが登校するよ
童謡を歌った。
在住
う促した。
・成果：生徒たちの覚えが早かった。
授業のあと、生徒たちと打ち解けた。
・課題：村に教材がない。

結婚
（子どもの数）

卒業生の追跡調査報告（その 3）
（第 5 期生、第 6 期生）
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Rupandehi

Rolpa

日本

Argakhanchi 既婚（1人） 主婦

Bajura

Shyamdulari
Tharu

Sanju
Gautam

Kamala
Gurung

Sita B.K.

Anjana
Kumari
Sarki

47

48

49

50

51

・活用：パネルシアターを実施。
・成果：生徒たちはとても興味を
持ち、学習のモチベーションが上 家族
がった。
・課題：困難は感じなかった。

（2019年教員採用
・出席状況：全員が登校している。 ・活用：歌やピアニカの授業を実施。
試験合格）

・出席状況：家事労働のため、親
たちは娘を学校へ登校させなかっ
た。
・働きかけと結果：親と話をし、3
年間で 8 人の少女を学校へ連れて
くることができた。

既婚

―

・活用：生理パッドの作り方を女性
徒に教えた。また、パネルシアター
も上演した。
・出席状況：子どもたちは全員登 ・成果：他の同僚たちもこのやり方
をまねした。生徒はこれらの授業
校してる。
にとても興味を持ち、喜んで勉強
した。
・課題：困難はなかった。
・活用：アルファベットの学習のた
め、フラッシュカードやパネルシ
アターを使用。
・出席状況：全員登校している。 ・成果：生徒たちが覚えるのが早
くなり、親たちはこの教え方に本
当に満足した。
・課題：困難はなかった。

現在は、今の仕事を続
けたいと思っている。

教員採用試験に合格す
ること。

2017年4月～ 日本
・出席状況と働きかけ：登校しな
・活用：音楽を実施。
5％の生徒が中途退学
在住
い生徒 5 人の家に行って説得し、3
既婚 (0人）
・成果：生徒たちは授業に集中した。 することもある。
（2019年教員採用
人の生徒が登校した。
試験合格）

既婚

既婚 (1人） 主婦

Rolpa

46

・活用：KIM グループに教えても
らった泥の絵を教えた。
正規雇用の教師になる
小学校教師非正規
既婚 (0人）
・出席状況：全員が登校している。 ・成果：村の子どもにとっては新鮮
こと
雇用
だった。
・課題；困難はなかった。

Dhan
Kumari
Magar
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Bajhang

Achham

Dolpa

Rolpa

Bipana
Kumari B.K.

Dipa Kumari
Bista

Janaki Singh

Kamala B.K.

Kamala
Dangi
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54

55

56

57

Doti

Rolpa

Bam
Kumari
Magar

52

未婚

・活用：教わった歌で子どもたちと
親しくなれた。パネルシアターと
できるだけ長く日本に
折り紙も実施。
・成果：生徒たちは喜んでもっと いること。
学びたがった。他の先生たちも協
力的だった。

（2019年教員採用
・出席状況：全員登校している。
試験に合格）

・課 題：村 には 教 材 が ない た め、
これらの方法を使うことができな
かった。

・活用：折り紙、パネルシアターや
歌を実施。
・出席状況：少女たちは全員、毎 ・成果：生徒たちは喜んで、もっと
教職を続けること。
学びたがった、また学校の活動に
日登校している。
積極的になった。他の先生たちも
協力的だった。

・出席状況：全員登校しているが、・活用：KIM グループに教えても
早婚が大きな問題であり、子ども らった泥を使った絵画を教えた。
たちは、14 ～ 15 歳で結婚すると 普通の紙を使った折り紙も効果的
教員採用試験に向けて
小学校教師非正規 学校をやめ、仕事のためインドや だった。
・成果：他の教師も同じトレーニン 一生懸命勉強中。
ドバイへ渡航する。
雇用
・働きかけと結果：生徒 4 人の親 グをやりたがった。村の子どもた
を説得し、2 人を学校へ来るよう ちにとっては新鮮だった。
・課題：困難はなかった。
にさせた。

・活用：パネルシアターと童謡を
・出席状況：全員が登校している。
実施。
小学校教師非正規
教員採用試験に合格す
ただ、低カースト層の女子 5 人が
・成果：生徒たちはこれらの教材
雇用
ること。
登校が不規則だったので、登校さ
や教え方に驚き、楽しんだ。
給料 Rs 25,000
せた。
・課題：困難はなかった。

・出席状況：少女たちは全員入学
するが、特に女子は弟妹の世話の
ため毎日は登校できない。
小学校教師非正規 ・働きかけ：親たちを訪問し、毎日
登校を依頼した。
雇用
・結果：親たちの大半は教育を受
けていないため、受け入れは困難
だった。

小学校教師非正規
・出席状況：全員登校している。
雇用

既婚 (0人） 主婦

未婚

未婚

未婚

未婚

・活用：普通の紙を使って折り紙
を教えた。また、身体を動かすゲー
教員採用試験に向けて
ムも効果的だった。
・成果：生徒たちが毎日授業に出 一 生 懸 命 勉 強 し て い
るようになった。これらの授業の る。
後、 生 徒 た ち と 親 し く な っ た。・
課題：困難はなかった。

31

日本

Dolpa

Sita Gurung

Shrijana
Budha

59

60

Doti

Khima
Kumari
Magar

58

小学校教師

・出席状況：全員登校している。

―

―

・活用と成果：教師として初めての
3 年間、素晴らしい日々も困難に
直面した日々もあった。さくら寮
で学んだ方法をいくつか試みたが、
担当教科が英語であったため、ゲー
ムはできなかった。生徒たちが勉
強に退屈したとき、歌を聞かせた よい教職を探すこと。
未婚
日本語学校の学生 ・出席状況：全員登校している。
り一緒に歌ったりして気分転換を
図った。
・課題：ゲームをしたこともあった
が、英語コースにはゲームはない、
勉強に集中するようにと校長から
の苦情があった。
・活用：KIM グループに教えても
らった泥を使った絵画を教えた。普
・出席状況：全員登校しているが、
通の紙を使った折り紙も効果的だっ
早婚が大きな問題であり、子ども
た。身体を使ったゲームもいくつか 大学の卒業試験に合格
既婚 (0人） 主婦
たちは、14 ～ 15 歳で結婚すると、
すること。
試みた。
学校をやめ、仕事のためインドや
・成果：子どもたちの気分転換に
ドバイへ渡航する。
なった。
・課題：困難はなかった。

―

JNFEA活動報告
6月
・3日 JICA 業務報告 6月派遣計画提出
・10日 ネパール パトレ研修会準備
・18日 ネパール パトレ研修会準備
・21日 7月派遣計画提出
・30日 活動推進会議・ニュースレター発送
大泉資料室
7月
・1日 ＨＰ編集会議
八丁堀会議室
・6日 JICA6月業務報告
・21日 第17期第3回理事会
八丁堀会議室
8月
・6日 パトレ研修会事前打ち合わせ
・9日 パトレ研修会事前打ち合わせ
・29日 男女共同参画推進フォーラム
国立女性教育会館
9月
・7日 HP 編集会議
八丁堀会議室
・14日 現地理事会
ポカラ
・15－25日 パトレ研修会
パトレ

・16－18日 Doti 訪問、加藤基金について
ドーティ
10月
・10/18-11/6日 フォローアップ研修・Kapilvastu
・30日 JICA プロジェクト報告書・支出最終報告書提出
東京 JICA
10月
・6日 HP 編集会議
八丁堀会議室
・11－25日 2019 FUS ブロック会
ポカラ
・23－24日 全国女性退職校長会 ( 梅の実会 ) 大会参加
京王プラザホテル
11月
・4－20日 赴任地訪問日
ゴルカ
12月
・2日 ニュースレター編集会議
二子玉川
・14日 JICA 報告会打ち合わせ
記念誌について打ち合わせ
ニュースレター編集会議
大泉資料室
・23 JICA 報告会
JICA 東京

編集後記
今号も大冊となりました。活動結果を逐一書くのがいいのか、要約がいいのか迷いながら28号まで逐一書
くスタイルできてしまいました。ついでに、書き足すと、山下泰子理事長は、7 月半ばに新橋駅近くのビル
の階段で足を滑らせ、左踵を骨折しました。踵には大きなボルトが埋設され、当初１か月半は左足をつくこ
ともままならず、立つことができませんでした。その間は、夫の威士さんがそれまでの昼夜逆転の生活を改
め、台所仕事をこなしていました。半年たった現在、とりあえず両足をつけるようになり、外出も可となり、
夫は以前の生活習慣に戻っているとのこと。1 月半ばにはそのボルトも取れるとのこと。補助具装着中もな
んのその、あちこち講演に会合にととびまわっていました。理事長の頭の中には、“不可”という字はない
ようです。JNFEA 活動の総記録集を出版すべく張り切っています。皆様にも、JNFEA の活動を逐一お知
らせしましたので、最後までどうぞお付き合いください。（新井場貞子）
ネパールでの活動も大詰めを迎え、記事を読んでいるうちに、担当者の方々の努力とその成果に、パワー
をいっぱい感じました。きっと現地ネパールの関係者の方々は、それ以上に、様々な面で新しい発見、知恵
や経験を得られたことでしょう。( 佐伯律子 )
会費・里親基金払い込み及び寄付金受付口座
郵便振替口座
銀行口座

00130－4－370983

（口座名）NPO法人日本ネパール女性教育協会

三菱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.co.jp

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/

佐伯律子

岩谷栄子

白柳彰子

さし絵；山下紗衣

