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本号は、JNFEA設 立以来の懸案であつた、ポカラの力ニヤ・キャンパス内に建設 した女性教員育成のため
の女子寮 2年 目を特集 します。第 1期生の 1年 間の学生生活の紹介、そして 2期 生の学生のプロフィール、
そしてこの 1年 間女子寮の運営と学生を見守 つてきたスーパーバイザーからの感想を紹介 します。巻頭を
飾るのは、力ニヤ・キャンパスの校長バ リジュー氏の学生に対する抱負です。

ニ ュース レター に寄せて
カニヤ・ キャンパス校長

スレン ドラ

Bロ

バ リジユー

へ入学した第 1
主に遠隔地 (極 西部、中西部)か ら「さくら寮」
期の学生 10人 は、非常に限られた情幸闘こ基づいて選抜されま
した。選考委員会の委員全員 の心酉酬ま、多数の志望者の中から

いるようです。遠隔
地の学校では、最
川ヽ
限度の教材基盤

適切な選考ができたかどうか、と言うことでした。けれども、私達
が誰を選考したにせよ私達の選考に後悔する必要は無かった、

もなく図書室や教

と今は確信しています。十分な情報 (資料)が 無い 中での選考作
業はまさに困難な仕事でしたが、私達は選考委員会の委員全
員で念入りな協議をした上で選考したのです。
「さくら寮」
のこれら 10人 の学生達を理解し、世話をし、意思
疎通をはかり、見守ることを十分にするには1年 かかりました。私
は彼女らをとても誇りに思います。彼女らは気持も態度も純真で
誠実で正直なことがわかりました。彼女らは「カニヤ・キャンパス
の基本:目 標をよく理
における「JNFEA Pokhara Pnectさ くら寮」
」
解しました。彼女らは自分達が小学校教師になるための教育を
受けるすばらしい機会を得たのだということを実感しています。

NFEAと KCPに 深く層潮寸
このような機会を与えてくれたことを 」
しています。彼女らは 自分の村 に戻つて小学校教師として立派
にその任務を遂行する決心をしています。そしてその任務 に備
えているのです。自分達の村の女子教育の状況 は、親達が男
の子は教育するけれ ども女の子 の教育は考 えない傾向にある
勁翠していま
ために、改善できないでいることを彼女らは今よく理
す。ですから彼女らは女子教育の推進を託されていると思つて

科専門教員や専門
の環暖も整つてい
ないので、生徒達
の基礎学力は余り
十分とはいえませ
ん。それでも彼女
らは不十分なりに
より良くなろうと最
善の努力をしてい

ます。
色々なキャン :緻 鰈蜃≧轟颯錮羮趙
パスでのテスト結果は段 々 に良くなつて来 ていることを示してい

ます。
私は彼女らが期限内に課程をきちんと修了するように強く願
っています。KCPの 色々な教科の教師達はさくら寮の学生達は
学習態度がとても積極的で学習方法を身 につ けていると言って
います。彼女らはクラスの他 の学生達に対しても積極的に良い
影響を与えています。また、彼女らはキャンパスの特別活動にも
参加 し意義のある人生を送ることについてよく学んでいるようで

す。この体験 は将来きつと彼女らの生き方を方向付けると思いま
す。
現在、さくら寮の 10人の第 1期生はクラス 12の 教育課程を学
んでいます。昨年 1年 間 に彼女らは学習過程 と学習状況 に関し
てよC勁 翠を深めました。寮および KCPク ラスでの 1年 は彼女ら
にクラス 12に おいて更に大きな成果成功をもたらすでしょう。
さくら寮の新しい 10人 の第2期 生が到着し、教育課程のクラス
11の 学習に加わりました。彼女らの中にはとても遠い地域から

の学生もいます。彼女らはとヽ 簡素で純真のようです。中には
バスを見たのもそれに乗つたのも生まれて初めてだと私に言っ
た学生もいました。彼女らの表情や言葉遣いやしぐさは私達の
通常の習慣とは大いにかけ離れています が、私はこの選考結
果にとても満足を覚えています。彼女らがこれからどのように成
長して行くかを見守りましょう。私達の積極的な働き力ヽすと弛み
ない動機づ けの努力が彼女らをさくら寮プロジェクトの 目標達成
にきつと導くと私は確信しています。

― ‐
第 期:生 :の 1プ ロ フィ …ル と出:身 地域の紹1介
2‐

第 2期 生を選抜する選考委員会が 7月
19日 大木神父宅で開催 されました。今年

度は 26名 の応募があり、10名 が選ばれ
ました。
L/パ 、フムラの よ
今年 の特色は、① ドノ
うな遠隔地か らの応募者 があったことで
す。 これは事前に理事が訪問 してきた成
果です。②選考の規準にカース トの低い
子から採用するとい う合意がなされた こ
となどです。
(右 の写真は、入寮者選考風景。正面
大木神父、その右は、バ リジュー校長)

:

2暴

―
一旱
〕丁ョ
tu重 ―t,― ――
一―

ネパールの地 図上で見る、 1,2期 生たちの出身地

第 2期 生のプロフィールと全入寮生
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会 長のみなさま、こんにちは ′
理事長 山下泰子
「さ くら寮」へ行 ってまい りま した。 1期 生 10人 に、新 たに 2期 生 10人 がカロわ り、一層 にぎやかにな りま した。 日本語
の 「さ くら、 さ くら」 の歌で歓迎 されたの は、 うれ しい驚 きで した。
パ ネル シアダー も、ピアニカ もす っか り自分 の もの に してい ます。笑顔 に、
Sヾ りは、想像 以上です。
l期 生の この 1年 の成長 、
自信が溢れてい ます。
2期 生は、や っば り初 々 しいですね。 1期 生よ り、 もっと遠 くか ら来 た学生たちですが、お部屋 が、 1年 生 と2年 生の組み
合わせの 2人 部屋 ですか ら、す ぐに 「さ くら寮」 の生活に慣 れ ることで しょう。
「さ くら寮」 の 目的 は、壼井榮の 「二十四の瞳」 の大石先生の よ うな 「おなご」先生 を養成す ることです。今回、私 たち
は、高峰秀子主演 の英語字幕付 き「二十四の瞳」 (白 黒映画)を 持参 し、寮生たち と鑑 賞 して、感想 を話 し合 い ま した。涙 を
云わったことを確信 しま した。
流す寮生 もいて、私 たちの気持 ちが十分イ
今年は、 プ ロ ジェク トの完成年度 です。来年 6月 には、1期 生が 2年 間の課程 を終 えて、 それぞれの生 まれた村に帰 りま

(2007.09.05記

す。文字通 り「おなご」先生にな る彼女 た ちに、私は大いに期待 してい ます。

2期 生の入寮に伴い、私 たちは、以下の ようなア ンケ
ー ト調査をしま した。その際、1期 生にはこの 1年 間の

〔
hgh

輛

す ご く期待 してい る。
2.ネ パール語
l。

寮生活 、授業 についてのアンケー ト、そ して彼女 らが
育った村 の様子を書いてもらいま した。

3.い い教師 にな りたい
4。

ア ンケー ト1:2期 生 (11年 ω に 聞 きま した

)

別 々の先生が教 えていた。

umh G―

g

質問項 目

l.先 生や上級生にいろいろなルール (生活のルールや生き
方)を 学んだ:田 舎で女性も勉強するべ きとい う知識をみ

項 目 1:さ くら寮にどんな期待を しています力ち
丸
項 目2:あ なたの好きな科 目ヤ

なに教えたい。
2。 ネパール語

項 目3:ど んな教師 にな りたいです力Ъ
項 目4:小 学校では 1人 の教師 が全教科を教 えていました力■
(回 答はプロフィールの紹如1贋 )

3.識 字率の低い 田舎でいい先生になつて、
みなに教 えたい。

4.別 々の先生が教 えていた。
H nm Budha
環境も良いしゆった り勉強できる。卒業後はいい教師 に
な りたい。

l。

Sash Kah Neupane

2.数 学

さくら寮のおかげで新 しい積極的な考えを進む ことがで
きる。将来、能力のある先生にな り、女性の発展のために

1。

3。 生徒が理解できるように教 えたい。

協力できるようにな りたい。
2。 ネパール語

4。

Pttha K―

3.能 力のあるいい先生になるためどんなことがあつてもが 1・
んばつていきたいcl
4。 いいえ、何人かの先生が教科 ごとに教 えていた。

M肛 山a

Upadhayaya

3。

さくら寮の生活がよくて、いい人生がお くれる。田舎で
いい教師 になつて生活が豊力ヽこな りたい。
4。

英語
3.い い先生になると、自分に対する世間の見方が変わって
い く。
4。

別 々の先生が教 えていた。

Ltty就

いい教育を受けて能力をつ けいい人になりたい。皆 と仲

良く過 ごしたい
2.ネ パール社会についての科 目、ネパール語

1。

2。

1人 の先生が全教科を教 えていた。

経験豊かないい先生になりたい。 しつか りした内容の勉
強を教えたい。
別 々の先生が教 えていた。

Lahava Budha
1・ 田舎で教育を受けていない女性たちに勉強するべきとい
2。

うことを教 えたい。
ネパール語

3.能 力があ り、性格的にもいい先生にな りたい。
4.別 々の先生が教 えていた。

格別不満はない

(バ

食事当番や掃除当番 について
①良い点
・いろんな料理を教 えて もらえる ・皆ですることが楽 し
い 。自分の身の回 りをきれいにすることが大事だと′
思っ
3。

Ganga Pnar
l.さ くら寮で学んで、 田舎で低 いカース トの人

(ほ ぼ全員)

リアー

ノ
の も差別 せず に教 えたい。

2.経 済
3.能 力 の あるいい先生 、差別 せず に教 えたい。
4.別 々の先生が教 えていた。
Rれ u Budha
l.さ くら寮 の生活 か ら、 自分 の これか らの人生 も うま く開
け、いい先生になれ るよ うに頑張 りたい。
2。 ネ パ ール 語

た ・基本的なことであり大事なことである 0計 画的に
仕事をす るよ うになる ・みなが責任 を持つ ようになる
お互いに努力 してい ることがわかつていい。
いノ
点
C凛黒
試験の ときや 自分が勉強 したい 日が当番 になると困る
ゴ釜華ミ)
ヤ

(ほ

③改善 したい点は
水が不足 していてシャワー も浴びれない し、洗濯 もできな
いのでどうにかしてほしい (全 員) ・水場の横の学校の

3.教育 を受 け られない人に教 えてい きたい。

4.1人 の先生が教 えていた。
(今 年の新入生の選択基準として、選考委員会では高等学校卒

業資格試験 (SLC)の 成績とカース トの低い人から選ばうとい うこ
とを決めました。ネパールでは、名前からカース ト (社 会的身分)
がわかるのです。また、地方に行くと、小学校ではすべての科目
を 1人 の先生が教えるところと、科 目ごとに先生が分かれている
ところがあるので、それを調べるために質問4を 設けました。
)

アンケー ト2: 1期 生 (12年 生)に 聞きま した

4。

トイ レのにおいを何 とかしてほしい (3)
奨学金 について

①額は充分ですか、もし充分でないならその理由は
充分 (9)・ しか し病気 の ときは援助 してほしい (2)・
不足 (1)

②個人的に支給される 1,500ル ピーの使 い道は
0衣 服 ・食物 0身 の回 りの品 ・家族への送金 ・貯
金 ・その他
(※ 一番多いのは学用品も含めた身の回りの品で、次に食物で、これが 1,2

○寮生活について。
1.寮 設備について
点は
①不満なノ
水が不足 してい る
(場 所)の 不足

( )内 はノじ期
〔

位を占めている。3位 4位 と利欄 こ
使い、貯金をしている子が5人 、また、
家族に送金している子も2人 いる。病院や薬代 と答えた子もいた )
5。

(10)

(3)

・ 図書 が不足

(5)

・遊戯室

・外 の水場 の とな りにある小学校

の トイ レが匂 う (2)

スパ ー バ ィ ザ ー ゃ 寮 母 へ の感 想 は

0い ろん な こ とをお しえて くれ る
導 して くれ る

。悪 い こ とを した ら指

。しつ けを して くれ る ・家族 の よ うで良

い人

6.寮 での特別授業について

②良い点は

TVや 輝覇舌があ り、始 も
よく、トイ レ、シャワー も
あ り、
友達 とも仲良くでき、
勉強に専念できる環境で
ある。
③要望または期待 は ?
03年 間の地元での教師を
つ とめた後のことが′
い酉己
そ の後 の保証 があれば う
れ しい (4) ・大学にも
いきたい

(1)

・霧
舞市に

なるとき教材 をもらえた
らいい (1)

食事について
①寮の食事 とあなたの家の食事の違いは ?
田舎では野菜、果物、牛乳、 ヨーグル ト、魚、みな新鮮な
もの (自 家製 らしい)を 食べていた。 ここではみな買わね

①英語の授業を続けたいですか
英語 は大切な科 目だ し、基本 となるものだか ら続けたい
英語で交流 したい (全 員)
ON‐ FEAの メンバーによる特別授業

(数 学、裁縫、 日本語

等)は 役 に立っていますか、また希望はありますか
。とても役 に立ってい る ・算数は学校ではや っていない
ので役 に立 ってい る ・ 教材 の作 り方 も役 に立 って い
る 0数 学、裁縫、英語の トレーニ ングをして欲 しい
(※ 全員 が制 lj授 業に関心をよせている。
)

③寮でのイベ ン ト (パ ーテ ィ等)に 興味ありますか、 どんな
ことをしたいですか
遠足、旅行、料理、どれ も楽 しい し、新 しい知識を増やす
機会でもあるの御

2。

ばならない し、新鮮でない し高い (全 員)
②寮の食事に対する意見はありますか

OKCP(学校)で の授業について
1.授 業についていけますか
・ネパール語がよくわからない

(4)・ 英語が難 しい (6)
2.あ なたが先生 となるために今受けている授業で充分だと
思いますか、もし充分でないなら何が必要だと思いますか

・数学、社会科、ネパール地理についての知識が必要、教
材を作る方法や知識 の習得、実際の トレーニングが必要
3。

小学校の先生 となるにはどんな知識、技能や能力 が必要
と思いますか
。生徒の性格や家族を知 り、その上で教 え方を考 える 。

子 どもの発達 と心理に関心を持つことが必要 0子 どもに
い
や さしくす る ・子 どもを理解す る 0子 どもが楽 しく勉
強できるよ う教材を作る方法や能力の習得が必要
4。 もし、
あなたの本
寸で学校に行 っていない女の子がいたら、
あなたはどうしますか
。まず理由を探 し、親 に 女の子にも教育が必要"と 説得
する ・経済的理由であれば、何 らかの方法を考える 0
それでも学校に来なければ、自分がつれてくる ・ 自分の
お金で学用品を与えた り、学校 に来 させるよ うにする
○さくら寮や KCPで 、残 り 1年 間にどんな ことをしたいか
具体的に教 えてください。

m:も つ と勉強する。余った時間はスキルアップのため

Π

寮生の食事風景
穏やかなところです。村 にバス停はなく、近 くのバス停まで
は 2日 間歩かなくてはな りません。ダサイ ンやティハールな
どのお祭 りがあります。
村の女性は、特に仕事 もないので家事 をしていますL男 は

の訓練を受けたい。
Pwdh田 正 自分の勉強を しつか りして、教 えるための訓練を

毎 日仕事を しにいきます。ある男性はオフィスで働きますが、
教育を受けていない男性は畑作業をせ ざるを得ません。少 し

する。また、後輩 にも教える。
Sattjhana:英 語を中心にもつ と勉;虫 したい。塾に行 って勉
強 したい。旅行 もしたい。友人 と田舎のことについて語 り

頭 のいい男性は ビジネスをします。
何人かの子 どもは学校に行きますが、教育をうけていない
親 の子 どもは学校に行きません。学校に行 っている子 どもた

合いたい。

Shanta:教 育訓練を受けたい。寮 とKCPに も自分の名前が

ちはスポーツなどいろいろ楽 しむ ことができます。
村 は私の生まれた所であり、心のふるさとです。私は死ぬ
思います。すべてのネパ
まで村のことを忘れることはない と′

残るように したい。
説面ね :英 語の塾や特別授業を受けてもつ と勉強 し、いろん
な知識を得たい。

ールの人々に言いたい、自分の生まれた土地を忘れないでと。

Mtta:勉 強 して新 しい知識を得たい。教育旅行 にも行きた

AmriL Shama

い。後輩 に教えたい。家庭教師 もしたい。
Sarala:教 師の トレーニングを勉強 したい。英語塾に行 って

私の村は Baglung県 の西部にある paxpataと い うとこ
ろです。車がないので空気はきれいで、木々が多く緑がいつ
ぱいですL気 候は寒 くない し、タライ地方 のように暑 くもな

勉強 したい。後輩 にも教えたい。
血 ね :も つ と英語の勉強を し、機会 があれば実際に使いた
い

。

Siね :先 生になる準備を したい。英語 を中心に勉強 したい。

性格をなお したい。仲間 と仲良く過 ごしたい。
自分の悪しヽ
つ
R田 己
と勉]会 して、将来のために新 しいいいことを学

=も

んでいきたい。

スは通 つていません。それぞれの家は小 さく、石 と土ででき
ています。一番近 くのバス停までは 1時 間かか ります。
主なお祭 りはダサイ ン、テ ィハール です。ダサイ ンでは
Dygraに おまい りし、甘いお菓子 を食べ、目上の人からテ ィ
カをつ けてもらい、お/Jヽ 遣いをもらつた りします。ミ＼ はカ
ー ドで遊んだ り、大や牛、兄弟姉妹のために祈 ります。女性

わたし礫村
1期 生の作文の い くつか を紹介 します。

Maya Rokaya
私 の村 は Martadi Bttwaと いつて、Bauliり

およそ 23,000人 の住民の うち、
く過 ごしやすい ところです。
女のほ うが男より人数は多くいます。小学校は少なく、その
ひとつが私の村 にあります。幹線道路は通 つていますが、バ

￨￨の 近 くにあ

ります。大変 きれ い な ところで、村人は大変仲がよく、協力
的です。私は この村 が大好 きです。町 よ りも好 きです。なぜ
つて、 とて も面 白く魅力 的な ところだか らです。特に 目立つ
もの はない けれ ど、大変静 かで、 ヒマ ラヤ の 山々 に囲 まれた

は歌を歌い、お互いにたすけあい、お金をあげた りします。
村 の女性は早起きで、掃除を し、 ご飯を作 り、子 どもの世
話を し、また、近所の人の手伝いをします。男は起きるとシ
ャワーを浴び、朝食をし、仕事 に出かけます。買い物は普段
は近 くで しますが、店は小 さく、あま り品物がないので、ち
ょつ と大きな買い物は Bagl■ lngや Kosmaの 市場へ行きます。

今年 の夏、日本からの出前講座は元校長先生の会 「退職
女腋 長会」のメンバーによる講座で した ooo7年 8月 12日 )。

す。ゲームで優勝 した子 どもになにかの賞 を与えることがで
きたら一生懸命にや つてくれると思います。何で も早 く理解

校長先生方 の楽 しく学び、教 えるとい うテーマのゲームを
した り、あるいは体育の実技など、寮生たちは初 めての経
験にびつ くり。その際、映画 「二十四の瞳」卿
も鑑

して くれた り、先生 とも仲良 しになつた りするでしょう。 自
分の悩みや うれ しいことを先生 と相談するようになると思い
ます。特 に小学生にこの方法はベス トと思いま九

賞 しました。講座への驚き、感動を感想文 として紹介 しま
しょう。

8月 12日 いろいろなことを挑戦 して楽 しみました。日本人

Lalmaya Budha(11年 生)

の学生や他 のメンバー と一緒にディーナー もできて うれ しか
つたです。私たちは日本語で 「さくら、さくら」の歌も歌い

パール暦 :2064年 4月 27日 )に 実行され
た歓迎会について述べます。 このプログラムは、私たちが将

ました。小学校での教 え方やゲームやいろいろなことで楽 し
む ことができました。その前に 「二十四の瞳」の映画も見ま
した。その映画について も日本人 の学生 と意見を交わ しまし

来先生になるとき必要な技術を勉強する機会で した。私は教
えられた ことを身につ けて実行 したいと思 つています。

た。その映画の内容は、先生が生徒の悩みを聞いた り、生徒
のことを考 えて、楽 しい方法で授業 した りするなどの場面が

私は遠隔地で生まれ育って、村で教育を受けてここに来る
チャンスを頂いて 自分はとても運の良い子だと思つています。

ありました。私も将来はこの先生みたいにな りたいです。

Dolpoの ような遠隔地から、ちゃんとした設備 があるよい環

Sarala MaJhi(12年 生)

境で勉強 し、いろいろな場所から来た友だちと仲良く過 ごせ
るとは思っていませんで した。 また 日本か ら来た先生たちの

私たちの さくら寮でとても楽 しいプログラムが開催 されま
した。そのプ ログラムには、さくら寮の設立者の山下泰子先

ことが印象 に残 りました。 日本人の先生たちが自分の教員時
代の話 しをして くれました。教員 の役割や勉強に興味を持た

生 と他 4人 の 日本人 の先生 と文京学院大学の 13人 の学生 と
お客様たちが参加 して くれました。いろいろ楽 しく勉強する
ことができました。

2007年 8月 12日

(ネ

せる方法や教員 と生徒の信頼関係を深める方法を、具体的に
教 えてくれました。
私もこの寮に住んで一生懸命に勉強 して、
学力 と指導力 を身につ けて、故郷へ戻 つて優秀な教員になっ
て楽 しい環境で子 どもたちに質の よい教育を与 えるよ う努力
します。JNFEAか らチャンス与えてくれたので期待通 り優
秀な教員になれるよう努力 します。
Sam」

hana saru(12年 生)

JNFEAの 主催でさくら寮にて楽 しいプログラムが開催 さ

4人 の先生たちは 20年前の 自分の教 え子について語 つて
くれました。今も大切 にしてい る誕生 日のお祝い として子 ど
もたちからもらつた作品や写真、手紙などを持参 してくださ
り、いまもその子 どもたちと仲良くしてい ることを話 してく
れました。
先生たちの話を聞いて ̀One hand doesゴ t dap'と い うこ
とわざ通 りだとノ
思いました。拍手をするとき、ひとつの手だ

れました。その 日、 日本か らい らつ しゃつた 4人 の先生たち
が授業の指導方法を教えてくれました。そのプ ログラムにさ

けでは音がでない。両手で拍手すれば音がでる。先生が一生
懸命に子 どもたちに優 しく教 えたから、生徒も先生を大事に
して誕生 日の 日に花々で飾 った椅子 の準備を した り、手紙や

くら寮の 20人 の学生 と日本からの文京学院大学の 13人 の学
生 も参加 しました。小 さい子 どもにどうや つて教 えてい くか

絵などを送 つた りしたので しょう。先生 と子 どもたちの間の
信頼関係が深いことがわか ります。

とい う指導は役に立つ と思います。先生の誕生 日や送別会の

1人 の先生は子 どもたちか らもらつたい ろい ろなプ レゼ

時に生徒から先生に贈 られた作品や絵やプ レゼン トを持 つて

ン トを見せてくれました。 もう1人 の先生は地球上の重力 に

きて見せてくださり、感動 しました。
私たちも日本人の先生の よ うに楽 しい授業をして、生徒 と

ついて実験を して教 えてくれました。他の 2人 の先生たちは
いろいろなゲームの楽 しさを教 えてくれました。そのゲーム

仲良 しになつて 自分の兄弟や家族の ように和気藷 々 と教 えら
れるようにな りたい と思います。先生のお話は、私たちを勇

はとても楽 しかったです。ゲームがとて も楽 しかったから他

気付けてくれました。1人 の先生は、新 しい学生同士が早 く
お互いを紹介できるようなゲームを教えてくれました。私も

は全部忘れるぐらい集中できました。ゲームで教 えることは
とても効果があると思います。
ネパ ール でもい ろい ろなゲームの知識がある人がい るけ

学校でこのゲームをや つてみたい と思つています。他 の 1人
の先生は理科 の実験について教 えてくれました。 とても大事

ど、教材が必要です。教材を調達するにはお金がかかるので
経済的に実行できない状態です。で も、̀や る気があれば何で

な ことだと思いました。 こ うや って実験 して教 えると興味を
もつて勉強するのです ぐ理解 して くれると思います。
4人 の先生たちはいろいろなゲームも教えてくれました。

も可能 'と い うことわざがあるよ うに不可能な ことはなにも
ないです。先生たちの授業を受けて私もあきらめないで、前

とても楽 しくて うれ しかつたです。 このゲームで、果物の名
前とい うのは簡単に覚 えることができていい とノ
思いますL子
どもたちも友だちと協力 しなが ら仲良く勉強できると思いま

向きに頑張 りたい と決心 しました。その とき自分の地域の教
員 について も語るチャンスがありました。映画「二十四の瞳」
を見て、大石先生のよ うな教員はいないけど 50%達 成 した教
員たちは私の地域にもいますL ドテ ィ (Do )の 寮の先生も

同 じことをしています。2054年 休パー/囲 にネパールで内戦
がはじま り、村の子 どもたちは学校へ行かずにマオイス トと
歩かなければならない状態が続 いていました。その とき、そ
の先生はできるだけ多 くの少女たちを寮に入れてくれました。
1人 の子に SLCの 試験まで勉強するために援助 した り、結
婚 させた り、教員 になるまで育ててくれました。彼女の名前
は Bishnu Maya Shreshthaで 九 私も将来、良い先生に
な りたいです。
最後 に、戸外のお食事会 もとても楽 しかったです。 あいに
くの雨で、テ ン トで食事をす るのは大変で したけれ ど、 これ
は自然です。時々雨が降る し、時々晴れます。すべて素晴 ら
しかったです。

次に この 1年 間、スーパーバ イザーとして寮生を見
守 つてきた、友松史子 さんか らのさくら寮便 りです

並べ、水を溜 めて生活用水をなんとか確保 してきましたが、
日常生活を送 ることのなん と大変な こ とか と痛感 した次第
です。
寮生が 20名 とな り、水の需要が 2倍 に増 えた 8月 、水不
足が一段 と深刻化 したので、ダムから水を引き、生活用水 と
して利用する工事を しています。 どこの家でも水問題は深刻
で、人 と会えば 「家 に水来てい る ?」 「来てない。全然水ない
わ」 とい う話題で持ちきりです。
寮生 とははじめはなかなか通 じあ うのが難 しかったのです。
とい うのも、様 々な地方の出身の寮生が話すネパール語が標
準ネパール語ではなく、カース トの言葉であった り、極西部
や北部の特有の言葉遣いや訛 りのあるネパール語が飛び交い、
加えて若者言葉も混 ざつてい るので、彼 らのお喋 りについて
い くのは大変でした。私のネパール語を彼女 らが解す るよう
にな り、また、私も彼女 らのネパール語の意味がどうや らわ
かるよ うにな りといつた具合で、意思疎通もできるようにな

皆様 こんにちは
日本 で は よ うや く
秋 とい う便 りが届 い
てい ますが、ポカラ
は雨季が過 ぎ、すで
に乾季 に入 り、 日中
は 日差 しが強い もの
の朝夕 めつき り寒 く
なつてきました。
ここさくら寮に赴
任 して、1年 3カ 月
経 ちます。7月 下旬
には 2期 生を迎え、
寮生は20名 にな りました。17,8歳 の女の子が 20名 い ると、
賑やかなこと、学校の休 日はロビーに集 まつて しゃべ りの渦

SLC合 格か ら少なくとも 1年 は経過 していた応募者が大
半だつた昨年 とは違い、今年度 の入寮生は、 この春 の SLC
を合格 したばか りの者が殆 どとあつてか雰囲気があどけない
です。 2期 生を迎え、また、新 しい寮生を指導せねばと考 え
ますが、先輩の 12年 生たちが率先 して共同生活のルールや
勉強の仕方を教 えてくれていま九

11年 生 と 12年 生 とでは、学年カラー も違います。時には
評い も起 こ りますが、いろいろ人間関係や出来事を経験 し、
思います。
各 自大きく成長 していって欲 しい とフ
SVと しては、JNFEAの 目的を完遂するための指導を、毎
日の生活や課外活動の中で実践 していきたい と思っています。
皆様の応援をどうかよろしくお願 いいた します。

¨
¨

です。
1期 生を迎えた頃 は、まだ建物が内装等を含め建築途上で
あり、いろいろと建物にまつわる騒動があ りました。長 さ2

りました。

メー トル以上のカーテ ンが落っこちた り、総ガラスに買れな
いネパール人が、ガラスにぶつかつて割 った り、生の木材で

止シール を貝
占るための工事、一つの工事が終われば、また次
の工事が待ち構 えてお り、工事が倦む ことなく続 いたとい う
のが実感です。一番困つたのは、水です。 ポカラは 2日 に一
度、 3時 間の給水 システム となつています。雪をかぶ つた ヒ
マ ラヤからの雪解け水が豊富にあるのにと思われるで しょう
が、水や電気のイ ンフラは十分ではありません。寮生には 5
日おきのシャワー とし、 トイ レのフラッシュにも口うるさく
注意 し、飲料水 にも事欠 くありさまです。
雨季 に入 り、水ガメを買い、樋 のない屋根から鎖を伝 わせ
て雨水を集 め、更にはみ じめにもあらゆる器を、屋根の下に

一理

作ったキャ ビネ ットや戸棚が乾燥 して、木が狂い、鍵 が合わ
なくな り、何度も取 り換 える羽 目になった り、床 のペ ンキの
塗 りなお し、グリル (鉄製 の柵)の かわ りにガラスに飛散防

さくら寮には寮生の生活や勉強について指導 し、監督を
するスーパーバィザーが日本か ら派遣 されています。友
松史子さんです。この 1年 間の経験をイ ンタビュー しま
した

(聞 き手

:新井場貞子)。

聞 この 1年 間は じめての経験で大変だったと思います。ネ
パール人の若 い女の子を 10人 預かつて苦労 したことは何
ですか ?
答 ポカラ、さくら寮での生活は、都市部 の生活スタイルで
す。寮生は全員、山間部の村出身なので、村 と都市では生

間

この 1年 間の さくら寮の管理 と運営についての問題点

は?
答 建物の維持費が高くつ くこと。水の供給が寮の 日常生活
を賄えきれていないことです。
間 新学期 がはじま り、新 しく10人 の学生が入 つてきまし
たが、今年度の抱負は ?
答 遠隔地域で 10年生 を修了し、SLCを 合格 している女の子
とい うこの学歴だけで、彼女 らの地域ではす ごいことです。
SLC後 の更なる高等教育をポカラで受けているので、出身
地へ戻れば、かな りのエ リー トにな ります。卒業後、彼 ら

活 スタイルが異な ります。彼 らの村では、家 に水道はあっ
ても、電気もない寮生の家もあ ります。大きく異なる生活

は知識階級になるわけですから、出身 コミュニテ ィに貢献
し、村 の開発 に役立つ人材に育って欲 しいです。

スタイルの中で、消費や便利 さを好むようにな り、村 の生
活に戻 りたくない と言い始めない よう気を遣いました。
また、カニヤ・ キャンパ スの女子学生は、華や かです。

また、国が大きく変わ りつつある今、自分を見失わず、
自分の使命に向かつて邁進 して欲 しいです。

都会の年頃の女の子 らしく、膨 らんだ化粧 ポーチ、携帯電
話を持 つていますし この ような姿 に憧れて、外見は都会風
の女の子に成長 して も、心は故郷 の村落開発 (つ ま りは、

「記
さくら瞭J目舌体瑚灸
味つ けは民族の好み

地元の学校の先生)に 貢献することを忘れないで欲 しい と

新井場貞子

心を砕きま した。
間 楽 しかった ことや面白かった ことは ?
答 昨年度 1年 間の一番の思い出は、寮生全員 とマナカマナ
とゴルカー泊旅行へ行 ったことです。女の子ばか り 12人
で、傍 か ら見ると変わった集団に映 つた ことと思います。
旅行中、皆 くたびれ果てなが ら、お互い思いや り、道中、
バスに揺 られた ことは忘れ られませれ
この 1年 間に寮生の成長や変化 があつた と思いますが、
はじめの頃 とくらべてどうですか ?

間

答 寮生たちには、この 1年 間、「自分が今、何をすべ きか、
自分で考 えて動きなさい。時間 とお金は自分でや りくりす
るものです。」 といい続けました。そ うしてい るうちに次
第 に、自分で考 えて、行動できるようにな りました。 この
よ うな方針で生活を送る中で、我慢強くな り、忍耐力がつ
き、落ち着きが身につ きました。
間 寮生が NEAの 理念 を理解 した小学校の教師 になるため
には、どんな指導が必要 と考 えますか ?
答 ネパールの教員 は、概 して子 どもの様子 に無頓着で、授
業は機械仕掛けの ようです。質の よい教育を求めて、私立
学校に通わせることがはや つてい る流れ の中で、公立学校
にも質のよい教員 を増やすべ きだと思いま丸
子 どもの成長 に気を留め、教科書の字づ らのみを教 える
だけでなく、子 どもにも夢を持たせ、創造力を養 わせる授
業進行 のプロセス・時間を膨 らませる創意工夫、臨機応変
思つ
に物事に対応できる能力 を身につ けることが大切だとノ
ています。
間 遠隔地域の女の子の就学率を上げるための女性教師の
養成 が 目的ですが、生徒 はどう考 えていますか ?
答 重要な使命だと認識 してい るようです。

7月 19〜 25日 までさくら寮に滞在 した。10人 の学生たち

は一段 と成長 していてまぶ しい くらいである。
今回は 8月 に現地で開かれる現地理事会の準備 のために、
また、新入生選考の会議出席のために杉浦理事 と訪れた。雨
季で山が見えないのは残念である。 しか し、今回はゆつ くり
とさくら寮の生活を経験できた。
寮生は 6時 頃起きだす、1階 のロビーからネパール語のラ
ジオが聞 こえだす。私も起きなければいけない。 なぜ つて、

7時 半 ごろには寮生がお茶をもつて来るからだ。あま―い ミ
ルクテ ィである。 この甘いお茶を何杯飲んだ ことだろう。
全員で決められた場所の掃除を し、食事当番は 9時 ごろま
でに食事を作 り上げる。そのあとは自室で勉強 した りして過
ごし、 9時 半頃朝食をとる。私は日本の習慣から7時 半 ごろ
には朝食を とつてい るので、別行動をする。パ ンとチーズ、
スープを用意 し、SVと 食べ る。SVは 普段は学生 と一緒であ
るが このときは私に合わせて一緒 に食べ る。
彼女 らの食事 は 1日 2回 だが、量はタップ リとる。野菜の
炒 め煮、豆のスープそれから漬物風のお浸 し。野菜の種類が
変わるが大体同 じメニューである。
野菜は日本 と変わらない。玉ねぎ、じゃがい も、ニンジン、
ブ ロッコ リー、 トマ ト、キャベ ツ、 ゴーヤ、オクラ、青丸
ある日は南瓜のつ るをいためて食べていた。私も食べたがな
かなかに うまい ものである。ニ ンニクは必ず入 つてい るが、
日本で匂 うニ ンニク臭 さがない。 ゴーヤは日本では中の種を
除いて調理するが、 こちらでは種 ごと炒めていた。味付けは
塩が主体で香辛料がいろいろ入 つている。その塩の量が半端
でない。日本では一つまみだが、こちらでは一つかみである。
あま りに塩辛いので、SVは 味をつ ける前に別にとり、自分
で味付け しているとのこと。

学 していた。村の子 どもたちがもつ と楽に学校 に通えるよう
にしたい。 とい う一念 で、現在校長を してい る LAYMAN
SHARMA氏 と一緒 に、本寸人たちと学校つ くりを始めたとい

カ トマンズのあるお宅で食事をごちそ うになつたが、私の
ことを考えて、とりあえず味付け した ものを私の皿に取 り、
そのあと、パ ッと一つかみの塩を自分たち用に投げ入れたの
にはびつ くりした。私用でも十分塩辛かったのだが。

幼稚園から上級高
う。幸い 日本のある支援団体の協力を得て、
子 どもたちは 1,180人 在籍 して
校 (10+2)ま での学校規模で、

寮の食品購入費用 をみると、昨年 の 7月 から 1年 半で塩を
27 kg買 つてい る。学生 10人 、寮母、SV、 ガー ドマン 2人 の
13か ら 14人 用である。我 が家では 5人 家族の ときでも塩 1

い る。
ネパールではコミュニテ ィーが学校をつ くり、運営する歴

買つた塩だか忘れてい るくらいである。ついでに砂糖 の購入
量をみてみると、11l kg、 油 95 kg。 11月 に寮のイベ ン トを
してい るのでその時はふだんの 2倍 に月
彰らんでい るが、それ

史がある。1971年 には政府が これ らの学校を公立学校 として
認知 してきた。行政側がすべての地域に学校をつ くることが
困難であるなかで、 この制度は現在も続け られている。学校
はコミュニテ ィー主導でつ くり、臨時教員 の定員枠を地方政

にしてもす ごい量である。またついでに米は、758 kg、 1日
2 kg。 肉はほとんど食べ ない。 タンパ ク質はたまに卵、 ヨー
グル トはたびたび食べてい るようだ。

府 が負担 し、正規教員の定員枠を中央政府 が負担 している。
この学校は教員 の給与は政府より支給を受け、運営はコミュ
ニテ ィーに任 されている学校である。

kg買 うと8カ 月 ぐらいはもつていたのではなかろう力Ъ いつ

私が、 日本から持 つて行 つたカ レール ウでカ レーを作 って
味見させた ら、皆少 し食べたが、不満そ うな顔付であつた。
思っていた
味が薄いのだろう。私は これでも味付けが濃い と′
のに。食事をごちそ うになつた家庭で、なぜそんなに塩を入
れるのか聞いたところ、入れない との どが ヒリヒリして、 ご
飯がの どを通 らないなどと言 つていた。健康 とか体にいい と
か悪い とかい うより、その民族にあつた味付けがあるのだと
実感 した。

サテ ワタ高校訪 問
岩谷栄子

この地域では、就学年齢に達 した子 どもたちは 100%近 く
学校に行 っている。特に女の子の就学率が高いわけを、村人

今夏、ネパールで、 とても良い教育が実践されてい る地域
の学校・サテ ワタ高校 (Share Satyawati Higher Secondary

達は、
『 この村では大学に行 つた女の子、先生になつた女の人
もい る。チャンスがあれば、女の子も能力に差がない。
』
『女

school(Dhadeng郡 ))を 訪問することができた。 さくら寮生
が、やがて 自分の地域に帰 って、 コミュニテ ィーの皆 さんと

の医者 も都会で見た。将来は看護婦や医者 になつて、親の面
倒を見てもらいたい』 とも話 してくれた。 この村では、教育

協力 しながら、 こんな学校が経営できた らすばらしいなと思
い見学することにした。この学校は、
ネパール を訪問する時、

に対 して、非常に意識が高 く、村人たちが力を合わせて、み
んなでつ くつた学校であるとい う誇 りを強 く持 つてい ると感

通訳 としてお願 い してい るクリシュナさんが理事長を務 める
学校である。カ トマンズか ら、バ スで北上すること3時 間く

じた。
また、1人 の村人が、
『 学校をつ くるとき、理事長 も校長
も先頭にたつて、一緒になつて、木を運んだ り、石を積んだ

らいで、ちょうどポカラまでの半分 くらいの距離 に位置 して
い る。

りした。共に汗を流す姿を見て、村人たちが立ち上がったん
です。
』と話 してくれた。リーダーの強い理念に基づいた熱意

クリシュナさんたちが、15年 前、 1時 間以上歩いて高校 に通

とその人間性 が村人を動かしている事を実感 し感動 した。
この学校は、近隣の 35の 学校から、それぞれの規模の学
年を終 えた ら、集 まつてくるとい う。そ この小学校の女性の
先生方 も交 えて、女性の先生方 と話 し合 う機会 がもてた。
ネパールでは、女の子は学校に行 かなくても良いなど、男

鋒 7‐
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磋暉

尊女卑の考 え方が根強い とい うなかで、先生方が教員になる
ことについて、家族 の人たちの態度はどうであつたかと聞い
たところ、1人 の小学校 の先生が『 大いに応援 してくれまし
たよ。 しかし、学校 から帰 って、家の仕事 は一切、女性にか
かつてくるので、大変です。
』とのことであった。また、子 ど
もをもつている先生が多かったが、産体制度について、60日
10

だけであるとい う。現在 90日 に延期するよ う要求 している
とのことであったが困難な ようである。なお、 3人 目からは
産体はとれない とのことである。 これには驚かされたが、家
庭 との両立のなかでは、 日本でも厳 しい現状 があることに思
い至った。
将来先生になる女子学生へのエール をお願 いした。 自信を
持つこと、教 えることに喜びを感 じること、正直・誠実であ
ってほしい、教育 についての研修を しつか りすること、助言
が うまくできるようにすること、健康に留意すること、良く
子 どもたちと言
舌す こと、な どを挙げてくれた。
さくら寮生がやがて遠隔地の教員 として、生き生きと活動
してい る姿を夢見つつ…… 大変充実感 のある旅であつた。

JNFEAIの 1年 間の1活 動
(2006年 10月 〜2007年 11月

10.9 理事懇談会 (杉 浦理事 の報告)
10.20 友松 スーパ ーバ ィザーの一日
判弔国報告会
11。

6〜 7 友松 スーパーバ ィザー と理事有志 の意見交換会

11。

11「 ピース&ラ ブ 想いよとどけ、ネパールの空へ」(日

本・ネパール国交樹立50周 年イベ ン ト)開 催
11。 18 理事懇談会
11。

26 升本基金授与式

12。

4

12。
12。

ポカラ・ プロジエク ト理事会の報告
岩谷栄子

2007年 8月 6日 午前 11〜 14時 まで、さくら寮ホール にお
いて第 2回 ポカラ・プ ロジェク ト理事会が開かれました。 日

)

2006年

12。

さくら寮支援室会議

10 第3期 第4回 理事会
21 資料室会議
24〜 31 山下理事長・山下理事がネパール訪問

2007年
2.11 さくら寮支援室会議
2.11 第4期 第5回 理事会
2.19〜 27 杉浦理事がネパール訪問

本 からは山下理事長 と岩谷事務局長 が出席、KCPか らはラバ
ジューKCP理 事長、Co K.グ ルン副理事長、バ リジュー校長、
De D。 グル ン理事、R.デ ュワジュ理事、そ して大木神父、さく

3.10 升本基金報告会

ら寮の友松 SV、 現地採用のサ ン・ギタ寮母です。議題 と合意
事項は以下の通 りです。

3.16〜 29 新井場理事がネパール訪問

会計については、NEAと KCPの 各会計担当者 の連携が
うまく機能 し、問題なく合意。
2.教育の交流については、洲門Aか ら講師を派遣 し、初等

4.8 第5期 第1回 理事会
4.18 さくら寮支援室会議
5.9 さくら寮支援室会議
5.19 さくら寮支援室会議
5.20 同上
5.20 第5期 総会
6.9 さくら寮支援室会議
6.20 ‑時 帰国の友松スーパーバィザー との ミーテ ィング
7.1 さくら寮支援室会議
7.8 第5期 第2回 理事会
7.18〜 26 新井場理事がネパール訪問
7.19 第2期 生の選考委員会開催
7.18〜 24 杉浦理事がネパール訪問
7.30〜 8.12 岩谷事務局長がネパール訪問 (ひ まわ り会メン

1。

教育の重要性 を高めるとともに各教科 の授業実践を随時
行 うことに合意。
3.寮 生の選考試験については、募集のあ り方、カース ト問
題、高校時代 の成績などより深 く検討する。
4.さ くら寮の施設関係 の検討、その他

3.16〜 25 山下理事長がネパール訪問
3.15〜 4.3 伊藤理事がネパール訪問
3.24〜 4.1 岩谷理事がネパール訪問

バー と)
8.3〜 15 山下理事長がネパール訪問 (文 京学院大学学生 と)

8.10 磯理事がさくら寮訪問
8.16 伊藤理事がさくら寮訪問
8.31〜 9.2 国立女性教育会館主催の「男女共同参画のための
研究 と実践の交流推進 フォー ラム」に参加、JNFEAを
8.29 資料室会議
現地理事会 の 模様
佐 前面より山下理事長・大木神父・岩谷事務局長、右前面はバ リ
ジュ‐校長)

9.16 第5期 第3回 理事会
9.18〜 28

杉浦理事がネパール訪問
10.14 理事懇談会 (杉 浦理事の報告)
11.4 第5期 第4回 理事会

PR

JNFEA 升本美苗基金 を 2年 連続 で受ける
升本美苗基金は「開発途上国の女性のエ ンパ ワーメン トと
ジェンダー平等を目的 とする活動を支援す る基金」でユニフ

SVの 経費 に当てています。 (50万 円)

ェム (国 連女性開発基金)日 本国内委員会 に設置 されています。
故升本美苗 さんは女陛新聞記者の先駆者 として開発途上国の

の成果報告会がありました。団体 としては 側FEAの ほか、NPO
法人地球市民 ACT神 奈川の 「サーキ 0プ ロジェク ト (ウ タラ
L//1劇 における貧民層 の女性のための人権センターの設
ンチャノ

2007年 2月 下旬に東京 で、2006年 決定受賞団体 と受賞者

女性たちに熱い想いを持たれ、その遺贈により2004年 から助
成が始ま りました。1件 年間50万 円が限度です。2005年度か
らは、奨学金30万 円も助成 しています。
脚門Aは 「ネパールの女性教員養成 プ ロジェク トのための

立とリーダー (サ ーキ)育成プロジェク ト)」 と、奨学金 とし
て武居利恵 さんの「途上国での リプ ロダクティブヘルス・ライ
ツの確 立に関する研究 (ネ パールの事例)」 と広瀬敦美 さんの
「緊急分娩施設へのアクセスについて (ア フガニスタンの事

専門家派遣」で2005年 に50万 円いただき、2006年 の友松スー
パーバイザーの「さくら寮」
オープ ン準備・オープン以降の経
費 に当てました。2006年 も再度、応募 し受賞、2007年 の友松

例)」 の発表が、ありました。今年度の成果報告会は 2008年
2月 23日 、津田塾会で開催 されま九
(宮 坂洋子)

ご寄付 あ りが と うございます 1教 育里親 の皆様、そ して ご協 力者の皆様ヘ
○里親 として ご協力 いただいてい る方 々 :個 人 62名 、団
体 ソロプテ ィ ミス ト長浜 ソロプテ ィ ミス ト東京 けや き

「さくら寮」での生活 と勉学への意欲 に胸ふ くらませて、新
学期のスター トをきりました。 これまでは一方的に学生の様

側イ シカ ワ
○ご寄付・ご寄贈いただいた方々 :個 人 50名 、団体 閉東芝、
ュニフェム 日本国内委員会、神奈川東 ロータリークラブ、劇 ￨1市 立

子をお知 らせするのみで したが、 これからは教育里親の皆様
方 と学生 との交流も図つていきたい と考 えてお ります。学
生たちはいままで漠然 としか里親の皆様のことが考えられな

第九小学校、新潟大学教育学部付属小学校、練馬区立石神井台小学
校 (ピ アニカ・鉛筆・裁縫箱・学用品など)

かったとフ
思いますが、交流することによつてより身近に感 じ
られ励みになるのではないかと思います。
是非皆様か らのお便 り、メッセージ等を下記までお寄せ く
ださい。

○里親 の皆様 には 日ごろか ら、心温かい ご支援 をいただき
ま こ とに有難 うござい ます。
昨年 の 「さくら寮」オー プンか らはや

1年 がたちま した。
さくら寮 の学生 10名 もお 力ヽずさまで 1年 生か ら 2年 生に無

お待ちいた してお ります。

事進級 し、「さくら寮」はあ らたに新入生 10名 を迎 えて総勢

〒229¨ 0012 神奈川県相模原市西大沼 1‑33‑26

里親担当

20名 の入寮者 とな りま した。2年生は決 意 も新 たにそれぞれ
が素日
青らしい教師像 をめざして、 1年 生は これか らの新 しい
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