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さくら寮第 1期生卒業記念特集

5月 29日 、第 1期生が無事巣立ちました。 6月 2日 、日本の皆さんやさくら寮を訪れて励まして下さつ

た方々からのた くさんのお土産をもつて、故郷に,尋 りました。これからは、小学校の先生として働 くことに

なります。地元の学校や地域で女子教育の定着のために努力 してくれることでしょう。

JNFEA理事会では、ネパールでは行われていない 「卒業式」を実施 しようということになりました。また、

それに先立ち、修学旅行も実施することになりました。中西部や極西部地域の出身者は、なかなか首都カ トマン

ズに行く機会もありません。そこで、修学旅行一カ トマンズヘの旅行をプレゼン トすることになりました。世話

人・付添は岩谷栄子理事と新井場貞子理事でした。 2人は5月 19日 に成田を出発、20日 カ トマンズ着、21日 に

ポカラから来る、卒業生の本隊と合流 し、旅行を共にしました。その後、卒業生とともにポカラに向かい、29

日の卒業式の準備に入 りました。

28日 には山下泰子理事長、山下威士理事が、卒業式に参列 してくれる「国際ソロプチミス ト長浜Jの会員 4

名、JNFEA会員 2名 を同行 してポカラに到着 し、29日 に卒業式が無事寮内で挙行されました。

2ヶ 月前から準備が始まり、現地スーパーバィザー友松史子さん、カ トマンズでの案内者クリシュナ氏、そし

てさくら寮支援室間で相談を重ねました。その結果、目的は「ネパールの教員 としての知識や教養を身に付ける

こと」とし、具体的には①首都カ トマンズを知る、②ネパールの世界遺産や文化遺産を知る、③教育に関係する

国際機関として、ユネスコ、日本の機関としてJICAを 知る、④さくら寮建設に際し、お世話になつた日本大使

館を訪ねる、⑤自国のことを知ること、としました。日程は 5月 21日 ～24日 の3泊 4日 で、予算は 1人あたり

2500ル ピー約 4千円)で した。

21日 早朝スーパーバィザーと 10人の学生がバスでポカラを出発。午後 1時過ぎに、カ トマンズ南西にあるス

ンダーラ地区にある小さなホテル 「AAGAHNJに到着。案内人のカテワダ・クリシュナ氏の他に、カ トマンズ

の教員養成学校に勤めるサファラ先生の案内で、旧王宮広場からカ トマンズ市民のマーケットASANま で2グ

ループに分かれて、歩きながら見学。いたるところに古い寺院があり、文化遺産が市民のお参りの場として親し

まれているのを、案内人の丁寧な説明を受けながら見学。

22日  パタン地区にあるユネスコを訪問。DOTI郡出身の NPO担当

の TAF・ RAJ・ OANT氏が説明をしてくれました。DOTI郡はネパ

ールでも極西部にあり、生徒の中には 3人の同じ郡出身者がいるので、

親 しみを感 じてくれました。生徒たちは熱心にメモを取つていました。

午後は、近くにあるサファラ先生のお勤めの学校を見学。非常にめぐ

まれた施設と熱心な先生方がおられる学校でした。教員の再教育を目

的にした学校でもあり、地方から訓練のために集まつた 30人ほどの

先生たちの教室もありました。18歳から45歳の年齢層の方々が熱心



に研修 していました。夕方から、サファラ先生宅に招かれ、小学校で教えるための教え方や、教材の作 り方を教

わりました。

23日 モーニングティーを日本大使公邸でいただきました。水野達夫大使が自ら操作して日本紹介のビデオを

見せてくださり、みんな感激 しました。午後、動物園見学。ネパールに生息する動物を鑑賞、広場では象を触る

ことが出来、おそるおそるキャーキャーと叫びながらタッチ。その後、近くのЛCA事務所で JICAの これから

の計画を聞き、学生たちは、自分の村にプロジェク トがないか

等かなり関心を寄せていました。

24日  ヒンズー教の寺院 「パシュパティナー ト」、仏教の寺院

「スワヤンブナー トJをお参 り、見学 して、乗 り合いバスでカ

トマンズからポカラのさくら寮まで、 6時間くらいかかって帰

途に就きました。バスの中では疲れきつて、ほとんどの学生が

寝ていました。

カ トマンズは人が多い !

バリジョー先生からは、観光客が集まる「タメルJ地区には入 らないようにとの注意を受けていました。たし

かに賢明であつたと思います。学生が回つた場所はカ トマンズ市民が普通に利用する場所であり、学生はカ トマ

ンズのバザールの大きさに驚いたようです。

あれもこれも学ぼう

どこに行つても、説明や講演がはじまると、熱心にメモをとつ

ていました。そして、説明が終わると、担当者の周 りに集まって

質問をします。その熱意は、もちろん、自発的なもので学生たち

の貪欲なまでの学習意欲に感心しました。

カ トマンズは空気が汚い

「私の村Jと い う作文を書かせたことがあります。みんな自分

の村は不便な所にあるけど、緑いつぱいで、空気がきれいと書い

ていました。その生徒たちですからカ トマンズの排気ガスにはホ ト

ホ ト困つていました。口をハンカチでふさいで歩いていました。空気のきれいなポカラに帰って、ホッとしたよ

うです。

一生の想い出修学旅行…百聞は一見に如かず…修学旅行感想記

シタ

私たち 12年生の「カ トマンズ修学旅行」が実施されました。聞いたことは数 日残 りますが、見たことは一生

忘れません。

カ トマンズの修学旅行は強く印象に残 りました。美術・文化・宗教・世界遺産などのいろいろな情報を得るこ

とができました。ひとり、部屋で勉強するよりも、実際その場に行つて、経験することは、本当によい勉強にな

りました。サファラ先生の学校、ラ トバングラは強い印象に残 りました。サファラ先生のお家での勉強会は大変

ためになりました。日から鱗 とい う感 じでした。



カニヤキャンパスで 2年間勉強し、 lヶ 月の教育実習や筆記試験を受けましたが、まだよく分かつていません

でした。しかし、サファラ先生の研修を受けてから、少 しずつ良い先生になる自信がついてきたように感 じまし

た。それ以外に、日本大使館、ユネスコ、JICAの 情報を得ることができました。

スニータ

JNFEAに感謝 します。ネパールの遠隔地の私たちに 4日 間の修学旅行とい うチャンスを与えてくれてとても

うれ しく思いました。スーパーバイザーの史子さんのきちんとした手配で何の問題も無く、宿泊滞在ができたこ

とはとてもよかつたです。いろいろ手配 してくれた史子さんに感謝 します。

新 しいことがたくさん勉強できました。教育に関係のある JICAやユネスコ、ラ トバングラの学校見学では、

さまざまな形で、教育に貢献 していることが分かりました。また、パシュパティナー トやスワヤンブナー トなど

の観光地の見学もできて、勉強になりました。動物園でさまざまな動物に会えたこともうれしかつたです。

マヤ

カ トマンズは初めてです。この修学旅行は忘れられません。首都

カ トマンズをこの日でみて、心で、肌で、直接感 じることができま

した。 4日 間という短い期間で、少 し忙 しかったけれども、観光だ

けではなく、官公庁などの見学が出来たことは大変ラッキーでした。

同級生が一緒であることも大変楽しく、一生忘れられない想い出に

なりました。下級生たちにも、カ トマンズの修学旅行を実施 してほ

しいと強く思いました。この修学旅行に協力してくれた JNFEAの

皆さんに感謝 します。

アムリタ

カ トマンズの修学旅行で、古い歴史的な建物の見学をして、文化、社会、教育に触れることができて心から感

謝 しています。自分が体験 したこのすばらしいことを皆さんに分けてあげたいと思います。

修学旅行地がネパールの首都だつたことがとてもうれ しく思いました。この体験を楽しむだけでなく、勉強や

教育の発展につなげていきたいと思います。これから、教えなければならない宗教や文化、教育事情について、

今までは写真だけからの知識でしたが、実際に体験できて、より詳 しくお話できそ うです。本当によかつたと思

っています。今まで行ってみたいと思つていましたので、夢が叶い、これから、自分の生徒たちに指導 していき

たいと思います。

パシュパティナー ト、スワヤンプナー ト、クマリの館の見学、それからユネスコや ЛCAな どの教育プログラ

ムでいろいろ勉強ができたことや 日本大使公邸の印象などを村に帰つて伝えていきたいと思います。

プルダニ

スーパーバィザー史子さんの計画に従つて、3泊の修学旅行が実施で

きました。短い期間だつたから主なところしか見学ができなかったけど

貴重な体験でした。カ トマンズに将来、行くこともあるでしょうが、同

級生 10人が一緒とい うのはもう無いと思います。

楽しむとい うことよりも、いろいろ勉強になりました。日本大使公邸

などの官公庁を見学し、教育関係の情報を得ることができました。この

体験を郷里に帰って、いろいろ広めて行きたいと思つています。

私たち寮生 10人はいろいろの地域から集まっていますが、一つの家

族 となって、この修学旅行を体験 しま した。文化遺産や社会のこと、教育関係のことを勉強 しま した。得がたい
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体験でした。

いろいろ手配 してくれたスーパーバイザーの史子さんに感謝 します。2年間さくら寮で何も不満のない生活が

でき、勉強できる機会を与えてくれた JNFEAに感謝 します。ことばでは表現できないくらい感謝の気持ちでい

っぱいです。

ラミラ

この修学旅行は楽 しくて、うれしい体験でした。 2～ 3回カ トマンズに来ていますが、カ トマンズは歴史的な

遺産をたくさんもつていて、すばらしいところです。今回のツアーでいろいろな方とお会いして、意見交換や、

情報の収集ができました。この企画をしてくれた、JNFEAに感謝 します。カ トマンズは先祖たちが創つた街で

す。帰 りたくないくらいでしたが、仕方なく戻つてきたという感 じです。

リンク

船ぎEAに感謝 します。ネパール人なのに、ネパールのことを知らないことが多く、恥ずかしく思いました。

今回、分からないことがたくさんあることにあらためて気づかされました。 1人の市民として、自分の国につい

て、いろいろと知識を持たなければなりません。そ ういう意味でも、この 4日 間はとても勉強になりました。

カ トマンズで文化的なこと、歴史地理、ЛCAや NGOの活動内容や目的を勉強することができ、大変有意義

でした。 日本大使公邸も印象的でした。

1日 目はダルバール広場の見学で、宗教的なことや歴史の勉強をしま

した。 2日 目は UNESCOで 、今までの活動の様子や、目的などについ

て勉強することができました。 3日 目はサファラ先生のラドバンガラの

学校を訪問して、教育環境、教育教材、教育方法について見学できまし

た。そのすばらしさにびつくりしました。自分の村でもこんなすばらし

い教育ができたらいいな―と強く思いました。夕方からはサファラ先生

のご自宅にお伺いして、グループワークをやつていただき、これもとて

も勉強になりました。

その他、動物園の見学やパシュパティナー トやスワヤンブナー ト寺院の見学と充実した修学旅行でした。特に

印象深かつたのは、サファラ先生のラ ドバンガラの学校です。このような体験ができるのも、ハぽEAのおかげ

です。

サララ

古い建物、宗教、教育関係、INGOな ど、カ トマンズにあるさまざまなことを、勉強できました。このような

企画をしていただいた JNFEAに感謝 します。 13名 のツアー団体で、 3泊 4日 のツアーでした。

ダルバール広場、ハヌマン・ ドカ、クマリの館、アサン・チョーク、スワヤンブナー ト、パシュパティナー ト

など、見学ができました。UNESCO、 JICAや動物園など、本でもいつぱい見ていますが、実際に見ることがで

き、勉強になりました。この学んだことを本す人や生徒たちに伝えていきたいと思います。

サムジャナ

今までの人生で、一番印象的でした。ネパール人なのに、首都に行つたことが無かったし、話に聞いただけだ

ったので、残念に思つていました。今回、実際に行くことができて、大変 うれ しかつたです。

私たちは、将来先生として必要な、教育に関係のある官公庁を見学し、いろいろな方とお会いできて、大変ラ

ッキーでした。日本大使公邸でお会いした日本大使はとても優 しい方でした。旅行はとても楽しく、有意義だっ

たので、これからも是非続けてほしいと思いました。ありがとうございました。

サンタ

カ トマンズヘの旅行を企画くださつて本当にありがとうございました。カ トマンズではいろんな所を見学し、

いろんなことを学びました。 JNFEAは 私たちの勉強や生活に大きな影響を与えました。他の恵まれない人々



にもこんな機会が与えられるといいなあと思います。そ うしたら、ネパールの教育も日本と同じようにもつと発

展すると思います。私は、ネパールを良くするために頑張 りたいと思います。

さくら寮 第 1期生卒業式
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ネパールでは、卒業式という式典はないので、日本式の卒業式を行うことになりました。以下はプログラムで

す。

列席者は以下の通りです。(敬称略)

水野達夫駐ネパール日本大使

ケダル・マテマ元駐日ネパール大使 (JNFEA顧問)

大本文章次郎神父 (JNFEA相談役)、  S■り|1岡俊子 (さ くら寮運営委員)

ほ か 、

レクハ トマン・ラバジュKCP理事長 スレン ドラ。バ リジョーKCP学長

KCP各学部長、 日1理事長、 教員組合長、 英語、家庭科教授ほか

国際ソロプチミス ト長浜 :川瀬洋子 北村晃子 平山博子 神野喜美子

JNFEA会員加藤玲子 西森晶子 山下泰子理事長 岩谷栄子事務局長

山下威士理事 新井場貞子理事

さくら寮 友松史子スーパーバィザー 寮母 MsAttu

卒業式の準備 :歌「今日の日はさようなら」を日本語で挑戦 しました。

修学旅行から帰つて 1日 置いた 26日 から卒業式の準備と練習が始まりました。まず、式作法の練習。証書を

いただいてから来賓両方向にするお辞儀は珍しいもののようです。ネパールでは証書をもらつたら、「これよ !」

と皆に掲げて見せるとい うのが一般的とのこと。そこで、お辞儀のあとその動作をとりいれることになり、何度

も練習をしました。

一一卒業証書授与式

開式の辞

卒業証書授与

校長の式辞

来賓の祝辞

在校生送辞

卒業生答辞

別れの歌

閉式の辞

一―祝賀会

開会の言葉

来賓あいさつ

乾杯

記念品授与

閉会の言葉



また、歌は「今 日の日はさようなら」を英訳 して歌お うと持ち込み

ましたが、彼女たちは日本語で歌いたいとのことで、急遠、発音をネ

パール語に表記して覚えることになりました。英語訳 した “I have tO

say good by to you until we meet again"で 内容が把握できたことも

あり、みんな気に入つたようでした。何度も練習を繰 り返 しましたが、

どうしても音程が落ちる場所が 2箇所ほどありました。全体的にとて

もよくハーモニーがとれているので、その部分を繰 り返 し練習 し

ました。

壁面の掲示物についても仔細に点検 し、きれいに展示 し、お客様が見易いように、説明なども加えて整備 しま

した。各部屋の掃除や、 トイ レ、廊下は日常的に清潔に保たれていましたので、大助かりでした。

練習の合間 :教務手帳、出席簿、算数セットについての学習をしました。

よい教員となるためには、日々の記録をとりためていくことが重

要であることを学んでほしいと考え、日本の教務手帳を英訳 して持

つていきました。これから、自分でも作成できるように、表紙だけ

は、日本から和紙を持参 し、一緒に作成 しました。書き方について

の説明はあらかじめ、ネパール語で模造紙に書いておいたので、よ

く理解 してもらえました。また、算数セットを一組ずつ赴任地に持

つて行つてもらうことにしました。日本の先生方にお願いして探 し

てもらつたものです。特に低学年が、算数に興味をもつてもらえる

ように、楽しみながら、数を理解 していくとい う教材です。おは

じきゲームやすごろくなど、各グループ対抗でのワークショップをや りましたところ、大変盛 り上がり効果的で

した。擬音と英語の説明でも、学生は一生懸命に打ち込んでくれました。

ダンス喫茶 ?と勘違いするほどに…練習に燃える学生たちでした。

26日 から毎日歌舞音曲のまかり通るさくら寮でした。謝恩会(祝

賀会)の出し物の練習があるのです。掃除や調理が終わつたら、寮全

体にカセットが響き渡 ります。こちらの音は生半可な音ではなく、

ボリュームいっぱいにあげ、ダンスの練習がいたるところで始まり

ます。特に得意な学生 6人 くらいが中心でしたが、それは見事なも

のでした。当日には、衣装もつけて変装 し、プロかと見紛 うほど堂々

たるものでした。

みんなで心を込めて、卒業式の舞台創 りをしました。

下級生の役割は大方、接待係や受付など。日本式の礼儀作法で訓練 しました。歓迎の文字は日本語を見ながら、

学生が上手に書いてくれました。『 日本語つて絵みたいといいながら……・。』また、グラフィックデザイナーにし

てもいいくらいきれいに幾何学模様を描く学生もいました。学生は 1人 1人がその個性を発揮 して、卒業生のた

めに舞台創 りをしてくれました。舞台正面の飾 り付けはサララが中心に下級生と共に美 しくデコレーションして

くれました。玄関の修学旅行の写真掲示は、スニータが中心に、それから、全体の掲示物の補正はサムジャナが

中心で、そして、模造紙に書くのは、主にサンタとラルマヤが推薦されました。靴箱、来賓用の トイレの清掃は

プルダニが見事にきれいにしてくれました。お客さんを迎える卒業式はスペシャル・イベン トであること、そし
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て、卒業生にとつてはラス トレッスンであること、在校生は、卒業生への感謝の気持ちを精一杯示すチャンスで

あることを理解 して、各人が嬉々として取 り組んでくれました。

教職課程を修了した証、卒業証書をもらいました。

式の当日、お客様が見える頃は晴れていた空が、式が始まったとたんに

激 しい風と雨になりました。停電になり、マイクも使えない、電気もつか

ないなかでの式典です。ほぼ 1時間でやみましたが、せっかくの来賓の祝

辞が聞こえにくく残念でした。予定通 りに進まないのがネパールとはいえ、

式典 1時間の予定が、かなり延びました。各人のこの日を迎える感動が、

時間を忘れさせてしまったようでした。

祝賀会は生徒の主催による歌舞音曲いっぱいのお楽しみ会。、貸衣装で

本格的に装い、ボリュームをいつぱいにして踊る、学生の踊 りのなんとう

まいこと。このまま舞台に出しても恥ずかしくないくらいでした。

記念品やプレゼン トをたくさんいただきました。

理事長からの記念品の時計の他に、たく

さんのプレゼン トをいただきました。当日

ご出席いただいた「国際ソロプティミス ト

長浜」の皆さんからハンカチやアクセサリ

ー (ま た、ほかに本プロジェク トにとご寄

付をいただきました)、 JNFEA会員から文

房具、日本大使から「JAPAN」 と印字さ

れたエンピツ、郷里の学校でそれぞれの児

童に使つてもらえるようにと、アメリカの

プリンス トン大学のフィロメナ・フィッシ

ャー先生からは各人が 50人分の文房具

セットをいただきました。第 1期生は、『二

十四の瞳』の大石先生のような先生になり

たいという大きな希望と期待に胸を膨ら

ませ、たくさんのお土産と一緒に旅立って

いきました。



「おなご先生J第 1回卒業式に出席して

国際ソロプチミス ト長浜 北村晃子

今回、「おなご先生」の初めての卒業式へのお誘いを受け、国際ソロプチミス ト長浜より3名 、長浜市国際交

流協会より1名 が滋賀県長浜市よりやつてまいりました。 ソロプチミス トとはラテン語の SOROR(姉妹)と

OPTIMA(最良の)から成 り、女性にとって最良のものという意味です。職業を持つ女性で構成 され、女児と女

性の幸せを願 う奉仕団体です。現在、世界中で約 90,000人、日本で約 14,000人 の会員が活動 しています。

まずは 10名 の卒業生の皆さんおめでとうございます。私達にとりまして初めてのネパール訪間です。今まで

ネパールは遠い遠い国でしたが、「里親Jと して支援させて頂くこととなり、とても身近な国になりました。

「さくら寮」でどんな方々が学んでいらっしゃるのか楽しみにして参 りました。20人の皆さんにお会いして、

とても明るく、健康的でかつ利発そうな方ばかりで大変嬉 しく思います。卒業するにあたつて述べられた抱負も

皆それぞれに希望と決意に満ちてお り感動致 しました。「さくら寮」も生徒さんの個室もお掃除が行き届き、ご

指導に当たられた先生方の御苦労をお察 し致します。夕食に頂いた生徒さん手作 りのネパール料理も珍しく、美

味しく頂きました。ご馳走様でした。

そして彼女達をここまでお育て下さつた JNFEAの皆様、本当におめでとうございます。皆様方のご努力で、

桜の若本に初めて 10個の実が実られましたこと、心よりお祝い申し上げます。

どつしりと何事にも動 じないあのヒマラヤの山々の様に、この日の決意を胸に、女性のリーダーとなるべく、

力強い第一歩を踏み出して頂きますようご祈念申し上げます。そしていつの日か彼女達の中からソロプチミス ト

が誕生する事を願つています。

卒業生・ ソロプチミス ト長浜の皆様 (前列)「水野達夫在ネパール日本大使と共に」

NPO法 人 日本ネパール女性教育協会 (JNF亜強 )
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