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１．団体名 認定 NPO法人 IVY 

２．プロジェクト

名 

カンボジア算数教育支援プロジェクト 

３．該当の申請分

野 

教育支援 

４．活動地域 カンボジア王国 スバイリエン州 スバイチュルン郡 

５．支援対象者  アンクサット・ワットスバイ小学校 1・2年生及び教員 

８．事業実施の背

景と必要性 

カンボジアの小学生の就学率は高く90%を越えているが、中退率、留年率が高く、卒業出来

る生徒は半数にしかならない。いくつか原因はあるが，対象地域においては、教師及び教材

の質に問題があること、教科書が貸与でありかつ副教材と呼べるものがないことが挙げられ

ている。半数近くの子どもたちが、勉強についていけずに小学校を辞め、その結果、将来的

に収入の多い職業に就くことが出来ない状況を生み出している。そこで、生きていく上で基

礎的な科目である「算数」の学力を向上させることにより、退学、留年を少しでも減らすこ

とを目的として、このプロジェクトが誕生した。 

９．実施した活動

内容 

3年生前期と後期の 2冊のドリルを作成。9月と 3月に

約 2 週間の渡航を行い、現地の小学校 2校に贈呈した、

渡航中に、主にドリルを使用している 1～3年生の先生

方と話し合いの場を持った。話し合いによって、カン

ボジアの教育に関連して新たに判明したことがいくつ

かあったこと、信頼関係を築くこと出来たことが収穫

だった。  

ユース 2012年夏カンボジア渡航 

 

ユース 2012年夏カンボジア渡航 

１０．主な活動成

果 

私たちの活動に興味を持った高校から途上国援助講演会をしてほしいという依頼があり、

youth メンバー4 人が岩手県へ出向き、ワークショップをしてきた。ワークショップは「援

助する前に考えよう」という開発援助の手法を考えるというもの。ラオスへの支援をしよう

と考えていた生徒たちに“本当に彼らが必要としている援助はなんなのか？”ということを

考えてもらった。カンボジア支援をしながら何度も悩んできた私たちの経験を、今後の彼ら

の活動に活かせるような WS ができたのではないかと思う。 
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１．団体名 公益社団法人アジア協会アジア友の会 

２．プロジェクト

名 
農業・農村開発支援（井戸・飲料水供給） 

教育支援（教育里親制度） 

３．該当の申請分

野 

教育支援／農業・農村開発支援 

４．活動地域 アジア 8カ国（カンボジア、スリランカ、ネパール、バン 

グラデシュ、フィリピン、ラオス、インド、ミャンマー） 

５．支援対象者  安全な飲料水、生活用水を確保できない人たち 

経済的貧困のために、教育の恩恵を受けることが出来ない子どもたち 

６．事業実施の背

景と必要性 
農業・農村開発支援（井戸・飲料水供給） 

 2012 年度はアジア 8カ国（カンボジア、スリランカ、ネパール、バン 

グラデシュ、フィリピン、ラオス、インド、ミャンマー）の農村地域 47ヶ所では、安全な

飲料水、生活用水を確保することが難しい。 

 

教育支援（教育里親制度） 

経済的貧困のために、教育の恩恵を受けることが出来ない子どもたちがいる。 

７．実施した活動

内容 
農業・農村開発支援（井戸・飲料水供給） 

 2012 年度はアジア 8カ国（カンボジア、スリランカ、ネパール、バン 

グラデシュ、フィリピン、ラオス、インド、ミャンマー）の農村地域47ヶ所では、飲料水

のための井戸及びパイプライン73基を完成させ、安全な飲料水を含む、生活用水を確保す

ることができた。本事業において抱えている問題点としては、地下水の位置の低下により、

掘削が以前よりもさらに難しくなってきていることである。インドのタミルナードゥ州デ

ィンディガル県、ナマカル県については、3年間に及ぶ干ばつにより地下水位の低下が深刻

であり、地下水依存の水確保は更なる水不足をまねくという理由により井戸建設を中止し

た。 

教育支援（教育里親制度） 

経済的貧困のために、教育の恩恵を受けることが出来ない子どもたちへ初等教育の機会を

得るための支援事業を行った。教育里親制度（教育資金の提供）を通じ、アジア 5ヶ国（イ

ンド、カンボジア、ネパール、バングラデシュ、フィリピン）の児童 322 名の教育支援を

行い、学校の就学費用をはじめとして学用品の配布、補講支援など各地域の必要状況にあ

わせた支援を行い、高等学校教育までは経済的理由で退学することなく基礎学力をつけ、

各子どもが将来の人生設計が出来るための道づくりの支援をおこなった。 

 

＜パダトラ小学校について＞ 

1．寮建設は継続事業として取り組んでいく 

２．生活訓練（学校、寮の掃除、家庭菜園の育成など） 

  家庭菜園は放牧された家畜から食害を避けるために、高い垣根を作り、年長の生徒が

下級生を指導して、多くのスパイスを作り、給食に利用している。 
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８．主な活動成果 アジア8カ国（カンボジア、スリランカ、

ネパール、バングラデシュ、フィリピン、

ラオス、インド、ミャンマー）の農村地域

47ヶ所では、飲料水のための井戸及びパイ

プライン73基を完成させ、安全な飲料水を

含む、生活用水を確保することができた。 

各地域の必要状況にあわせた支援を行い、

高等学校教育までは経済的理由で退学す

ることなく基礎学力をつけ、各子どもが将

来の人生設計が出来るための道づくりの

支援をおこなった。 

 

ラオス完成した井戸の前で 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インドガッチロリ 2，3年生クラス、ナクサラ

イトに目の前で父親を殺された子供たちがい

る 
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１．団体名 特定非営利活動法人 ADRA Japan 

２．プロジェクト

名 

ジンバブエ教育及び水衛生環境整備事業 

３．申請分野 教育支援 

４．活動地域 ジンバブエ共和国ミッドランド州ゴクウェ・ノース地区 

５．支援対象者  子ども、保護者、学校教員 

６．事業実施の背

景と必要性 

本事業地では、小・中学校の施設・設備

の整備が非常に遅れており、校舎や井戸、

トイレなどの整備が急務となっている。そ

のためコンクリート製の校舎建設によっ

て、子どもたちが天候に左右されずに、よ

り安全で継続的に学べる環境を整備する

ことが重要である。加えて、浅井戸やトイ

レなどの学校の水・衛生設備を整備し、衛

生トレーニングを実施することによって、

子どもたちが下痢やその他の感染症にか

かりにくい環境を整える必要がある。 

 

現地調査（手洗い場） 

７．実施した活動

内容 

・現地にて 1 か月間の事前調査を行なっ

た。（※この調査は、外務省「NGO 事業

補助金」の助成も受けて実施された。） 

・校舎建設や井戸の設置などを行なうため

に、外務省「日本 NGO連携無償資金協力」

に対して助成申請を行なった。 

・校舎建設、浅井戸の設置／修繕及び衛生

トレーニングの実施に向けた準備を開

始した。 

 

現地調査（浅井戸） 

８．主な活動成果 ・1か月間、現地調査を行なったことによって、校舎建設や浅井戸の設置などに必要となる

情報を収集することができた。 

・JANIC「NGOサポート募金」、外務省「日本 NGO 連携無償資金協力」及び「NGO 事業補助金」

から助成を受けることができた。 

・校舎建設や浅井戸の設置／修繕、衛生トレーニングを行なうための 

実施体制を整えることができた。 
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１．団体名 （特活）アフリカ地域開発市民の会（CanDo） 

２．プロジェクト

名 

ミグワニ県・ムインギ東県における教育・保健事業／ナイロビ市スラムでの教育事業 

３．該当の申請分

野  

教育支援／保健医療支援 

４．活動地域 ケニア共和国ミグワニ県・ムインギ東県／ナイロビ市ムクル・スラム群 

５．支援対象者  小学校・幼稚園の児童・教員・保護／地域住民／高校生 

６．事業実施の背

景と必要性 

環境の厳しい乾燥地、スラムで住民は子どもへの教育を大切に考えているが環境は劣悪で

ある。健康面ではHIVエイズの広がり、妊娠にまつまる母子保健、小学校では妊娠による中

退といった問題がある。 

７．実施した活動

内容 

ミグワニ県・ムインギ東県で― 

◇教室建設・補修：運営能力向上も目的とし

た建設。土壌保全と補修。 

◇学校保健： 教員へのエイズ教育研修。早

期性交渉予防について、教員、保護者、子ど

もへ対象ごとの研修、および教員と保護者の

話し合いの場を作る。 

◇幼稚園での保健促進： 教師への保健研

修。体重計および成長記録活動の供与。保護

者対象の保健活動。 

◇地域住民へのエイズ・母性保護学習会の開

催。基礎保健研修。 

ナイロビ市ムクル・スラム群で― 

◇高校生への補習事業 

 

完成した教室の前で保護者が記念撮影 

 

８．主な活動成果 ◇前年度に開始した5校で教室建設が完了。5

校で運営能力向上等の学習会開催後、建設開

始。3校で教室の基礎保全。4校で構造補修を

実施。 

◇エイズ教育研修（第1～3課程）を修了した

教員はのべ538名。早期性交渉予防研修を10

校で実施。教員100、保護者703、生徒2005

名が参加。 

◇保健研修（前期・後期）を修了した幼稚園

教師はのべ123名。 

◇エイズ・母性学習会は合わせて57回開催。

944人が参加。基礎保健研修は、30準区で開

催。1327人が修了。 

 

早期性交渉予防でコンドームの説明 
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１．団体名 認定 NPO法人 ESAアジア教育支援の会 

２．プロジェクト

名 

ジョナキ小学校 

３．該当の申請分

野  

教育支援 

４．活動地域 バングラデシュ・チッタゴン・チャーラキヤ村 

５．支援対象者  貧しく教育の機会に恵まれない子どもたち 

６．事業実施の背

景と必要性 

世界の最貧国50カ国に名を連ねるバングラデシュは独立から40年に満たない若い国で、い

まだ道路、治水、電気、ガス、水道といった生活基盤が整っていません。読み書きができ

ないため低賃金で働く人々は物価の急激な上昇により、さらに貧しくなっています。貧困

から脱出するには子どもたちが「知識」を得ることが必要です。しかし、この村の子ども

たちには通う学校がなく、教育の機会が失われています。 

７．実施した活動

内容 

6教室に加え、新たに増設した3教室を利

用し、新入生を多く迎え、幼児クラスか

ら5年生までの303人の生徒に教育を提

供することができました。8人の教師が、

算数、国語、英語、社会、理科、宗教な

ど、国で定められた履修科目の授業を行

いました。また、通学するために必要な

教科書、教材、制服を支給し、栄養状態

改善のために補助食品や給食も提供し

ました。地域女性のための裁縫教室も下

校後の教室を利用して継続しました。 

 

学校大好き 

８．主な活動成果 数年前から、全国の教育レベルの向上を

目指して実施されている全国共通小学

校卒業試験のために、4，5年生には補習

授業をするなど、習熟度を上げるための

努力をし、卒業生全員が合格することが

できました。中には、成績が優秀であっ

たため、奨学生に選ばれた生徒もいまし

た。また、指導力向上のために、カルカ

ッタから、教師指導の専門家を派遣し、

特に教師の必要とする英語指導力の強

化に努めました。2009年に最初の卒業生

20人を輩出して以来、数人を除いて全員

が中学に進学しています。また地域の女

性たち40人が裁縫教室に参加し、製図、

裁断、縫製の技術を学びました。 

 

マドゥ先生の教師指導 
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１．団体名 特定非営利活動法人エイズ孤児支援 NGO・PLAS 

２．プロジェクト名 ケニア共和国・ウクワラ母子感染予防事業 

３．該当の申請分野  教育支援、保険医療支援 

４．活動地域 ケニア共和国ニャンザ州ウゲニャ県ウクワラ郡 

５．支援対象者  活動地域における妊娠適齢期のカップルや夫婦などの地域住民 

６．事業実施の背景

と必要性 

支援対象地域の人口は約6万人。この地域は、ケニアの中でもHIV感染率が非常に高く、

ケニア全体でHIV感染率が約8.3％なのに比べて、この県は38.4％にのぼる。この地域で

は、およそ二人に一人の妊産婦が、病院に来て初めて母子感染について知るという現状

があり、母子感染自体を知らない人が多いことが指摘されている。このため、地域住民、

特に妊娠適齢期のカップルや夫婦などへの母子感染予防啓発が必要とされている。 

７．実施した活動内

容 

地域のリーダーに対して、ＨＩＶ/エイズ

や母子感染予防についての研修を行い43

名の啓発リーダーを育成。啓発リーダーた

ちは、4、5名程度のグループを組み、地域

で妊娠適齢期のカップルや夫婦、住民らに

対して、啓発活動を実施。 

 

エイズ予防教育を届ける啓発活動の風景。 

 

啓発リーダーに現地駐在員より感謝状が渡

されます。 

８．主な活動成果 1年間で延べ9,000名以上の地域住民にエイズ予防教育を提供。育成した43名の啓発リー

ダーに年2回のリフレッシャー研修を実施し、HIV/エイズの基礎知識から、エイズやエイ

ズ孤児への偏見をなくすための啓発活動を実施。2009年の本事業開始から累計で21,000

名以上の地域住民にエイズ予防教育を提供してきた。 
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１．団体名 特定非営利活動法人グッドネーバーズ・ジャパン 

２．プロジェクト

名 

チクジャラ地域教育支援プロジェクト 

３．該当の申請分

野  

教育支援 

４．活動地域 インド バンガロール チクジャラ 

５．支援対象者  就学前の子ども、様々な問題から学校に通えない子ども達、保護者 

６．事業実施の背

景と必要性 

チクジャラ地区は、カルナータカ州バンガロール市にあり、中心部より 24 キロの所に位

置します。 

バンガロールはインドのシリコンバレーとして名高いＩＴ産業の街です。多くのＩＴ会社

ビルが建設中で建設用の石材需要が高く、チクジャラはそのための採石地区となっていま

す。そこでは他州や他地区から多くの移住労働者が石切り・運搬労働者（多くがアウトカ

ースト）として働いており、地元政府の施策も行き届いていません。  

この地区に住む労働者は、小さな子どもたちを家において働きに出かけます。そのため、

年長の子ども達は学齢期であっても、下の子の面倒をみなければならず、学校に行けない

子どもが多くいます。 

他にも、・貧しいために学費が払えない、学用品を揃えることが出来ない・近隣地域で学

校の数が不足している・言語の問題がある（多言語のインドでは、移住者が言葉の問題を

抱えています）・親が学校に行っていないため、教育の重要性が理解されず学校に行かせ

てもらえない、といった理由から、学校に通う事ができない子どもがいます。 

そのため、無料で初等教育や補習、学用品を提供し、学校に通えるよう学力向上のサポー

トをし、保護者に教育の重要性を理解してもらうよう働きかけるプロジェクトが必要とな

ってきます。 

７．実施した活動

内容 

487名の子どもに教育支援 

*初等/中等放課後教室プログラム、図書館運営、職業訓練教育 

*3校の学校に対して学用品や設備の支援を実施。 
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８．主な活動成果 *放課後プログラムに参加した受益者の80％

が、学校の試験の成績が向上 

*3校の学校から5人の教員が教員研修に参加し

ました。 

 

D. Kumaran さん（GRG記念高等学校の校長） 

教育庁は無償教育と学校への教育物資の配給

を行ってはいますが、意欲、意識、識字力の欠

如、経済的な困窮等によって部族の子ども達の

中退が多くみられます。これらの問題を克服す

るため、グッドネーバーズは公立学校に追加教

員を送りこむことで、教育の質を向上させまし

た。また、教科書や学校鞄、制服、通学費用等

を支援してくれました。このおかげで子ども達

の出席日数は上がり、中退は減りました。本校

生徒780人の内162人がグッドネーバーズの支

援を受けている子どもです。 

この地域には地元の部族のための公立小学校

が1校と中学校が２校ありますが、ほとんどの

生徒が最終試験に通らず、高等学校へと進めな

い状況でした。しかし、グッドネーバーズがこ

れらの学校で教育支援を行ったおかげで、生徒

が試験に合格できるようになりました。 

 

D. Kumaran さん（GRG記念高等学校の校

長） 

 
石切り場で働く女性 
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１．団体名 特定非営利活動法人 国際子ども権利センター 

２．プロジェクト名 人身売買・児童労働防止のための啓発ネットワークメンバー・生計向上のための自助グル

ープの能力強化事業 

３．該当の申請分野 教育支援 

４．活動地域 カンボジア王国スバイリエン州コンポンロー郡 

５．支援対象者  子どもの人身売買・児童労働防止のために啓発活動を行う3校の子ども代表と11の村の地域

の農民代表(40名)が生計向上と啓発活動の技術と知識を得て、地域住民のネットワークを

利用し、地域の人々（約8000名）に働きかけ、お互いを支え合うコミュニティーを作る。 

６．事業実施の背景

と必要性 

支援対象地域は9割の住民が農業に従事しているが非常に貧しく、生計手段としてプノペン

やベトナムに出稼ぎに行くケースが多い。家計を助けるために出稼ぎに出されたり、自ら

行く子どもも多い。また、学校を辞め働きに出ることで人身売買・児童労働の被害にある

リスクが高くなる。 

７．実施した活動内

容 

１．事業対象地 全戸調査 

コミューンの11か村で生活する全ての

世帯1425世帯を訪問し、各世帯の家族構

成、資産、生産（コメ、野菜、養鶏など）

について聞き取った。また各世帯をGPS

で登録し、生産性の管理のためデータ入

力した 

２．啓発活動 

啓発の活動を学校が中心に運営するよ

うに、教師と校長と活動について話し合

ったり、違法な出稼ぎの原因や要因につ

いて教師と子どもたちと話し合った。ま

た、子どもたちの代表と、今後の活動の

計画を立てたり、他の子どもたちを対象

にした啓発活動を実施した。 

３．生計向上支援 

対象世帯（200世帯）に対して農業指導

とモニタリングを行う20世帯の農家（キ

ーファーマー）を選定し、フォローアッ

プを定期的に行い、野菜栽培等の農業技

術指導を行ったり、月次ミーティングを

実施した。プロジェクトが終了した後も

活動が継続できるように農業組合を形

成する準備を行い、運営能力強化のトレ

ーニングを行った。 

 
キーファーマーのトレーニングの様子 

 

 
子どもたちが抱える問題を挙げ、分析する生徒

たち 

 

８．主な活動成果 キーファーマー自身が村を良くしていきたいという自覚と責任意識をもち、そのような気

持ちをキーファーマー同士で話し合いながら実践にうつしている。ピア・エデュケーター

（子どもから子どもへ伝える）の子どもたちが子どもの権利について知識を増やし、子ど

もたちが学校に通えなくなる原因について分析できる力が身についた。また、問題解決に

向けて取り組みたいという気持ちが生まれた。 
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１．団体名 特定非営利活動法人国境なき子どもたち 

２．プロジェクト

名 

アジアの恵まれない青少年支援 

３．該当の申請分

野  

教育支援／保護が必要な子どもの支援 

４．活動地域 アジア9ヵ国 

５．支援対象者  恵まれない状況下にある子どもたち 

６．事業実施の背

景と必要性 

世界にはストリートチルドレンが1億人いる

とも2億人いるともいわれています。その多

くはアフリカや南米、そしてアジアに集中し

ており、彼らを取り巻く環境は、人身売買や

児童労働、病気や犯罪など、常に危険があふ

れています。 

子どもが路上生活者となる大きな要因であ

る「貧困」の連鎖を断ち切るためには、子ど

もたちへの適切な教育と、子どもが子どもら

しく過ごせる環境づくりが必要とされてい

ます。 

 

カンボジアの自立支援施設「若者の家」で英

語クラスを受講する青少年 

 

 

バングラデシュ、ダッカのドロップインセン

ターで食事をとる少年 

７．実施した活動

内容 

カンボジア （バッタンバン州、バンテアイミンチェイ州／ 直接裨益者数 790 名） 
 自立支援施設「若者の家」における安定した衣食住と教育・訓練機会の提供。 
 収入創出活動（絹織物、縫製、籐家具）。 
 職業訓練（絹織物、縫製、籐家具、コンピュータ、英語）。 
 州刑務所（2ヵ所）で未成年収監者へ教育・職業訓練。出所時の支援。  

フィリピン （マニラ首都圏ケソン市、カラオカン・ノース市／ 直接裨益者数 594名） 

 スラム地区（2ヵ所）で青少年と保護者への非公式教育や課外・啓発活動。 
 自立支援施設「若者の家」における安定した衣食住と教育・訓練機会の提供。 
 職業訓練（コンピュータ、縫製、手工芸）。 
 2012 年 8 月の洪水被災家庭へ、収入創出活動訓練を実施。 
 非行青少年収容所の訪問、教育活動。 

パキスタン （ハイバル・パフトゥーンハー州マンセラ郡／直接裨益者数 1,200 名）  
 マンセラ郡 8村で、2005 年の大地震で被災した 10校を再建中。 

バングラデシュ （ピロジュプール県 、ダッカ県／直接裨益者数 707名） 
 ビロジュプール県 5村で、職業訓練（縫製、機織り）修了生対象の協同組合設立、

非公式教育を提供。 
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 首都ダッカでストリートチルドレン対象のドロップインセンター運営。 
ヨルダン （アンマン／直接裨益者数 876名） 
 ユースセンターで貧困層の青少年対象に、情操教育などの課外活動を提供。 セ

ンター職員へスキルアップ研修を実施。 
 ヨルダン北部の難民キャンプにて、シリア難民支援調査実施。 

インドネシア （ジャワ島ジョグジャカルタ市近郊バントゥル県／直接裨益者数 100名） 

 2006 年の大地震で被災した青少年対象にユースセンター運営。 

 青少年の自立を目的とする職業訓練プログラム実施。 

ミャンマー（ビルマ）  

 2008 年のサイクロン被災児へフォローアップ。 

 モン州の少数民族支援に向け調査を実施。 

東ティモール 

 青少年への教育支援を準備。 
パレスチナ （エルサレム県 アイザリア村、アブディス村、アルサワフラ村／直接裨益
者数 1,600名）  
 近隣の青少年対象に、ユースセンターで職業訓練、非公式教育、ユースプログラム実

施。 

８．主な活動成果 海外の約6千人の子どもたちに、教育及び自立支援を提供することができた。 
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１．団体名 特定非営利活動法人ＪＨＰ・学校をつくる会 

２．プロジェクト名 音楽教育事業 マーチングバンドプログラム 

３．該当の申請分野  教育支援 

４．活動地域 カンボジア プノンペン市 

５．支援対象者  市内の３小中学校に通う児童・生徒 約200名 

６．事業実施の背景

と必要性 

現在カンボジアの多くの小学校では、教室不足

から 1日を 2～3部に分け、生徒を入れ替えて授

業が行われており、限られた授業時間の中では、

音楽など主要科目以外の優先度は低くなってし

まう。しかし、子どもたちへの情操教育にとっ

て、音楽はなくてはならないものと考え、カン

ボジアのすべての学校で子どもたちに授業が行

われることを目的に、音楽教育事業を推進して

いる。音楽教師育成に取り組むとともに、生徒

や社会全体の音楽に対するモチベーションを高

めるため、マーチングバンドのクラブ活動の事

業を実施している。 

 

日本人専門家による指導 

 

パレードの様子 

７．実施した活動内

容 

①各校インストラクターと担当スタッフのミーティング実施。 

②各学校での練習 

Ａ.ワットプノン中学校…週2回6時間 

Ｂ.コラップⅠ小学校…週1回3時間 

Ｃ．クバルチュロイサクラ小学校…週1回3時間 

③日本からマーチングバンド専門家の派遣 

④8月 12日 国際青少年の日にパレード実施 

８．主な活動成果 ①2カ月毎にミーティング実施 

②各校の練習 

学校名 練習回数 

ワットプノン高校 44 回 

コラップⅠ小学校 51 回 

クバルチュロイサクラ小学校 51 回 

③7月 25日～8月 13日に専門家を派遣し、集中指導、指導員への指導、楽器管理状況把

握等を実施 

http://www.jhp.or.jp/katsudo/ongaku/marchingband.html
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１．団体名 特定非営利活動法人シャプラニール＝市民による海外協力の会 

２．プロジェクト名 家事使用人として働く少女支援 

３．該当の申請分野 教育支援 

４．活動地域 バングラデシュ 

５．支援対象者  家事使用人として働く少女たち 

６．事業実施の背景

と必要性 

2005年に実施した少女たちの実態調査を皮切りに2006年より支援活動を開始。少女たち

が仕事の合間に通う支援センターを設置し、料理・衛生教育、性教育等のカリキュラム

を実施するとともに、雇用主やバングラデシュ社会への訴えを行ってきた。その結果、

少女の給料が上がる、衛生習慣が向上する、雇い主の暴力が減るなどの成果を得てきた。

一方、センターでのプログラムの改善や、地域住民のさらなる理解・働きかけが必要と

なる。 

７．実施した活動内

容 

少女たちが暴力や性的虐待、搾取、

仕事仲の事故から守られ、心身とも

に健康に成長し、自らよりよい将来

を描けるようになる環境を作り出す

ことを目的に少女たちへの活動、雇

用主や地域住民への活動を実施す

る。具体的には以下の通り。 

インフォーマル教育（簡単な読み書

きや計算）、衣料支援、スキルアッ

プトレーニング（アイロンがけ、刺

しゅう・料理研修など）、雇用主お

よび地域住民等への啓蒙活動（子ど

もの権利ワークショップ、活動報告

会等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゲームを使って保健衛生について学んでいる様

子 

 

家事使用人として働く少女たちのために何かし

たい、と集まった地域住民たち 

８．主な活動成果 毎日20名以上の少女がダッカ市内にある4つのセンターに通っている。センターでの活動

を継続するほか、各センターの運営を地域住民に任せられるように、住民リーダーの育

成を目指して地域住民との話し合いを開始することができた。 
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１．団体名 公益社団法人シャンティ国際ボランティア会 

２．プロジェク

ト名 

ラオス移動図書館活動 

３．該当の申請

分野  

教育支援 

 

４．活動地域 ラオス人民民主共和国ヴィエンチャン首都 

５．支援対象者  少数民族が多く図書環境が不十分な小学校の子どもたち 

６．事業実施の

背景と必要性 

ラオス国内では首都ヴィエンチャン近

郊でさえ図書室のある学校はまだまだ少

なく、図書館へ行くための公共交通も発

達していないため、子どもたちが「本」

に触れ、「おはなし」の楽しさを実感す

る機会が限られてしまっている。 

「本」はラオス語の言語能力を高めるだ

けでなく、子どもたちの夢や才能を広げ

るために重要な役割を果たすものであ

る。 
SVA職員による本の読み聞かせ 

７．実施した活

動内容 

・ヴィエンチャン首都サイタニー郡およ

びナーサイトーン郡の小学校8校での移

動図書館活動 

【移動図書館活動の内容】 

・絵本の読み聞かせ 

・クイズ・言葉あそび 

・ゲーム 

・歌 

・子どもたちによる自由読書 

・図書の貸し出し管理  

本を読む子どもたち 

８．主な活動成

果 

移動図書館活動 

・訪問小学校数：8校（2012年1～5月／4校、9～12月／4校） 

・延べ活動回数：101回（全8校分） 

【各学校における成果】 

対象郡 小学校名 訪問回数 
延べ利用者

数 
貸出冊数 

サイタニー

郡 

ソムサマイ

小学校 
11 4,166 565 

〃 ナーサラ小

学校 
12 4,560 443 
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ナーサイト

ン郡 

ノンサー小

学校 
12 3,360 807 

〃 パークヘッ

ド小学校 
12 2,695 512 

〃 ホングア小

学校 
12 1,813 805 

〃 ノンギャオ

小学校 
12 3,136 964 

〃 ダンシー小

学校 
14 1,414 862 

〃 アンナムフ

ム小学校 
16 2,610 730 

  101 23,754 5,688 
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１．団体名 NPO 法人 聖地のこどもを支える会 

２．プロジェクト名 イスラエル・パレスチナ・日本 

第二回 若者がつくる『平和の架け橋 in 東北』 

３．該当の申請分野  教育支援／平和構築・難民支援 

４．活動地域 岩手県大槌町 

５．支援対象者  岩手県大槌町被災者 及び イスラエル・パレスチナ・日本の学生参加者 

６．事業実施の背景

と必要性 

2003年秋当法人の招聘によって日本を訪れたイブラヒム・ファルタス神父の熱い望みにあ

る。同神父は、2002年春ベツレヘムで起きた聖誕教会包囲事件の際、当事者の一人として

話し合いによる解決に尽力した人である。各地での講演会で同神父は、この時の「人のい

のちを救う体験」をつぶさに語り、さらに「平和と和解」のためには「対話」がいかに不

可欠であるかを熱心に語り、聴衆に大きな感銘を与えた。滞日中広島を訪れたイブラヒム

神父は、被爆の悲惨な実情を目の当たりにして、非常に強い衝撃を受け、『この破壊と再

生の町広島・長崎でこそ、イスラエル・パレスチナの子どもたちに「平和の学び」をさせ

たい』と考え、その実現を強く望んだ。 

こうして当 NPO 法人は、彼の望みに応え、2005 年と 2007 年夏にパレスチナとイスラエ

ルの青少年を日本へ招いて、日本の青少年を加えて特にヒロシマ・ナガサキにおいて交流

プロジェクトを実施した。 

 また 2009 年夏には、この実りをさらに充実させるため、イスラエル・パレスチナでプ

ロジェクトを行い、3か国の青少年（前 2回の参加者を含む）を交流させた。 

 2011 年に「平和の架け橋」が東北の地で築き始められた。このプロジェクトの継続によ

って、さらに多くのイスラエル・パレスチナ・日本の若者が、友情で結ばれ、力を合わせ

て、苦しむ人々に奉仕する喜びや被災者とのふれあいの体験と通し、「共に生きることの

大切さ」を実感することができた。 

 この大きな実りをもたらした４回のプロジェクトを踏まえ、2012年度も東北の被災地で

復興支援活動を行った。 

 イスラエルとパレスチナから責任者を含め 9人を招聘。当法人と目的を同じくするエル

サレムの NGO “John Paul II Foundation”（理事長イブラヒム・ファルタス神父）との

共催でった。 

 また、東北の被災地における協力者とも、ボランティア活動の内容、実施地などについ

て話し合っている。 

 

７．実施した活動内

容 

イスラエル、パレスチナより学生各 4名、引率者 1名の計 9名を招聘し、日本からは学生

８名、スタッフ 9名が参加して、東北におけるボランティア活動及び東京における報告会・

セミナー・講演会を行った。 

（１） 事前研修：イスラエル・パレスチナ・日本、それぞれの地において、当プロジェ

クト参加する若者のために研修を行い、三カ国の学生が被災地で共により良い奉仕

活動を行えるように、ボランティアとしての心構えを準備した。実り多い対話・交

流をするため、互いの国についての問題点（紛争の問題やそれぞれの社会が抱える

苦しみ）を学び、人間の感情と紛争との深い関係性、対立する者同士が互いに理解

し合うことの大切さを学んだ。「人間・平和と紛争」についても、それぞれの国で事前研

修を行った。 

（２） プロジェクト：岩手県大槌町にて一週間、震災復興支援のボランティア活動に携
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わる。（①仮設住宅訪問、②運動公園の草取り、③河原の石拾い）。被災地の状況が

刻々と代わるため，ボランティア活動の内容は直前に決まった。被災者との交流を

積極的に図った。被災者から壮絶な体験談や心の奥底にある思いを吐露され、若者

達は正面からそれに向き合い受け止めた。また、として、互いの違い（民族・宗教

など）や不信・敵意を乗り越え、人とは何かを考え、共に生活し、働き、生かされ

る事の大切さを実感した。 

（３）ワークショップ・報告会：JICA 東京において、ワークショップ、シンポジウムお

よび交流会を開催。「平和構築」に関心を持つ日本の学生、一般市民のための理解

と協力の場とした。今回も、当 NPO 法人の｢平和プロジェクト｣に参加した若者た

ちに主体的に計画・実施に関わった。 

８．主な活動成果 被災された方も紛争地に住む人々も、同じよ

うに家族や家を失い、仕事を失っている。そ

れぞれ苦しみや困難の中にあっても、互いに

励まし合い、助け合い、希望を見出そうと努

めた。イスラエル・パレスチナの若者は被災

地での奉仕活動を通して、協力・協働し、被

災者とも絆を結び、命の大切さと平和への理

解を深め、国境を越えた友情を得た。 

 

岩手県大槌町の仮設住宅にて盆踊り大会 

 

河原での石拾い作業のボランティア 
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１．団体名 （特活）地球市民 ACT かながわ/TPAK 

２．プロジェクト

名 

タイ、ミャンマー少数民族の子ども達に対する教育支援。日本における啓発活動 

３．該当の申請分

野  

教育支援 

４．活動地域 タイ北部チェンマイ県、ミャンマー中部ヤンゴン管区、東部シャン州、日本国内 

５．支援対象者  タイ、ミャンマー少数民族、日本国内 

６．事業実施の背

景と必要性 

国籍がないことや差別により厳しい生活を強いられている少数民族には、自らの未来を切り

開く力を身につける為の教育が必要不可欠である。 

７．実施した活動

内容 

タイ 

・衛生・栄養改善プロジェクト 

・町の寮借り上げプロジェクト 

・奨学金制度 

ミャンマー 

・学校建設プロジェクト 

・学校寮建設プロジェクト 

・衛生・栄養改善プロジェクト 

日本 

・啓発活動ほか 

 

タイ「町の寮借り上げプロジェクト」により高校に進

学した山岳少数民族の子ども達 

 

ミャンマー「学校寮建設プロジェクト」により高校に

進学した少数民族の子ども達 

８．主な活動成果 

 

 

 

 

 

タイ 

・衛生・栄養改善プロジェクト⇒山岳少数民族の学校生徒約400名 

・町の寮借り上げプロジェクト⇒山岳少数民族の高校生約50名 

・奨学金制度⇒山岳少数民族の中学校生徒約50名 

ミャンマー 

・学校建設プロジェクト⇒本年度は未実施 
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・学校寮建設プロジェクト⇒高校生寮建設1件 

・衛生・栄養改善プロジェクト⇒僧院孤児院の子ども達約300名 

日本 

・啓発活動ほか⇒年間100件のイベントにおいて約15000名 
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１．団体名 認定 NPO法人地球市民の会 

２．プロジェクト

名 

ミャンマー連邦 循環型共生社会の創造事業 

貧困村落の高校生のための寄宿舎運営プロジェクト（タンボジ青年研修センター） 

３．該当の申請分

野  

教育支援 

４．活動地域 ミャンマー連邦 南シャン州 ニャウンシュエ・タウンシップ カウンダイン・ビレッジト

ラクト タンボジ村 

５．支援対象者  高校生 

６．事業実施の背

景と必要性 

貧困なために中学卒業後高校にいけない優秀な村落部の青年が多数いる。また、村の将来を

支える次の世代のリーダー候補の育成が必要ながら仕組みが存在しない。経験的な慣行農業

に頼る農業に循環型農業等の農業技術へのニーズが高い。 

７．実施した活動

内容 

ニャウンシュエ第2高校への就学支援 

タンボジ寮の運営 

農業研修の実施 

リーダー育成セミナーの実施 

８．主な活動成果  ２０１２年6月に新9年生の8名を迎え、16名でスタートしたタンボジ寮。日本からインタ

ーンが、２０１３年３月末、無事に8名の10年生が卒寮した。隔年で「人生生き方セミナー」

と「環境教育セミナー」を実施するが本年は環境教育を実施。インレー湖の富栄養化にかか

わる湖畔の人の営み、森林保全、植樹、生態系、や衛生的な水、世界的な環境の問題など、

多岐にわたり学習した。リーダー研修ワークショップなども実施 
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１．団体名 特定非営利活動法人 地球の木 

２．ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名 ネパール「幸せ分かち合いムーブメント」 

３．該当の申請分

野  

教育支援 

４．活動地域 カブレパランチョーク郡、マンガルタール行政村・カルパチョーク行政村 

５．支援対象者  マンガルタール行政村・カルパチョーク行政村の住民 

６．事業実施の背

景と必要性 

ネパールは、世界で最も貧しいレベルの後発開発途上国のひとつである。先進国の援助によ

る開発のあり方は必ずしも良い結果をもたらしておらず、ネパールが貧困から抜け出せない

現状がある。そのような状況の中、教育への機会を制限されていた歴史を持つ少数民族にと

って、一部の人々だけが恩恵に浴するのではなく、地域全体の生活向上を目指す参加型開発

プログラムをおこない、教育への関心、主体性や自信の向上、村全体の生活向上を目指すこ

とが必要である。 

７．実施した活動

内容 

●プログラム実施内容 

・高校進学、継続のための奨学金の支給(16

名) ・高校生校外研修（88名）・教師トレーニ

ング（21名）・作文トレーニング、作文コンテ

スト（2回） ・図書室の運用と充実 ・ニュー

スレターの発行（３回） ・環境への意識向上

プログラム ・植林（7月） ・協同組合づくり

のための意識改革キャンペーン（３カ所、65

名）・貧困農家の収入創出（32名） ・駆るパ

チョーク村の参加型状況調査（10月） 

●現地訪問・国内活動 

・幸せ村民キャンペーンで国内の参加者に「村

だより」を送付 、はがきの交流 ・５年間の

評価調査 ・PRAワークショップとネパール料理

の会・報告会 ・国連大学グローバルセミナー

湘南セッションなどでワークショップ 

 

植林活動 

 

協同組合づくりのための意識改革キャン

ペーン 

 

８．主な活動成果 マンガルタール村の支援から始まって6年が経過した．同村では主体的な活動が定着しつつ

ある。また、周辺の地域にも波及効果があり、活動をしたいという声があがっている。２つ
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の対象村の合同委員会を作り、新しい村への一部シフトに着手した。奨学金は高校生に可能

性を開き、教師トレーニング、作文コンテスト、植林活動は、参加者たちの意識の向上に寄

与した。他村の協同組合との交流により、協同組合への関心が高まった。 
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１．団体名 特定非営利活動法人 チャイルド・ファンド・ジャパン 

２．プロジェクト

名 

子どもが読書に親しむプロジェクト 

３．該当の申請分

野  

教育支援 

 

４．活動地域 フィリピン 

５．支援対象者  小学校、教師、生徒 

６．事業実施の背

景と必要性 

1. フィリピンの初等教育は、就学率こそは周辺諸国の中でも比較的高いレベルであるが、

小学校の第１学年に入学した子どもが最終学年まで残る率は７割（世界子供白書 2009）

で、その原因の多くは、経済的な問題が根底にあり、教育の機会を享受できない貧し

い環境に暮らす子どもたちへの対応が課題となっている。 

2. また、教育予算も十分ではなく、人口増加に追いつかない公立小学校の教育不足、質

の低下は近年大きな問題となっている。 

3. フィリピンの公立小学校では、４年生を境に退学する子どもの数が顕著となる。兄弟

姉妹の世話や家事、家業の手伝いなど、家事労働の担い手としての役割が大きくなる

一方、学校の授業に魅力を感じることができず、学習についていくことが難しくなり、

親、子ども共に、就学の意義を見出せなくなることが大きな要因と考えられている。 

4. 一方で、この年代の子どもは本来、読書を楽しみ、読書を通じて知識を吸収し、考え

る力を育むことができる成長期にある。 

７．実施した活動

内容 

【パート I：読書プログラム】 

1. 教員研修： 

対象公立小学校で４年生を受け持つ全ての教員を対象に、読書を切り口とした様々な教

授法、その教材の活用方法に関する２～３日間の研修を実施。この研修を受講した教員

が、小学校の他の学年の教員に対して同様の研修を提供できるよう、研修実施方法も合

わせて研修した。 

2. 書籍の配布： 

対象公立小学校の第４学年を対象に、以下の観点から選定された（最低）60 冊の書籍

セットを配布。 

・ フィリピンの家庭的価値観を表したもの：  

自己アイデンティティ（慈愛、尊敬の念、誠実さ）、 

自尊心（自分を大切にする気持ちや愛国心）、 

責任感（協調性、平和を尊ぶ気持ち、勤勉さ）、 

美徳（自己規律、忍耐）などを育む内容のもの 

・ 文学的魅力を備えたもの：  

創造性に溢れ、色彩豊かでフィリピン語で書かれたもの 

・ 年齢相応の文章レベルであるもの： 

9歳から 10歳を対象としたもの 
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3. 読書プログラムの実践： 

教育研修に続く実践プログラムとして、対象公立小学校で、教員とともに、４年生に通

う子どもたちが３１日間、毎日本を読むプログラムを実践。プロジェクトでは、この実

践プログラムの様子を記録し、学校にフィードバックし、その後の改善に向けた助言を

行ない、プログラムの定着を図った。 

【パート II：学校図書機能強化プログラム】 

パートIの読書プログラムを修了し、導入に積極的な成果を示した学校に対し、学校図

書機能の強化のために、書籍の追加配布を実施。 

８．主な活動成果 2012年度は、教員研修、絵本の配布、読書月間、学習用書籍の配布などを実施した。各学

校から、子どもたちの読解力や読む速さが向上し、読書を楽しむ習慣がつき、語彙が増え、

創造力やコミュニケーション力・文章の構成力や書く力、生活態度が向上したという成果

が報告された。 

９．活動写真 

（2枚程度）の 

キャプション 

※写真の元データ（２枚）はメール添付にてお送りください。 

写真１．キャプション：教員研修 

写真２．キャプション：本を熱心に読む子どもたち 
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１．団体名 特定非営利活動法人燈台 

２．プロジェクト

名 

教育支援 

３．該当の申請分

野  

教育支援 

４．活動地域 アフガニスタン共和国ガズニー州ジャグリー県 

５．支援対象者  小学校～高等学校生徒、教師、スタッフ等 

８．事業実施の背

景と必要性 

アフガニスタンの再建とそのための人材養成 

９．実施した活動

内容 

① 小学校～高等学校生徒の知育・体育・情操教育の実施 

② 教育に必要な施設・教材の整備・教師、スタッフの給与等の援助 

③ ①、②の活動を進めるための経済的支援 

④ 教育支援の運営・管理、現地ニーズの把握等の打ち合わせのため現地代表を定期的に派

遣 

１０．主な活動成

果 

① 小学校～高等学校までの一貫

教育が継続的に行われている。 

② 高等学校卒業生の大学進学率

が高い。 

③ 地域との信頼関係が築かれて

来ている。 

①  学校に対する評価が良好。 

 

 

クラスの授業風景(高校生) 

 

全校集会風景 
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１．団体名 
一般社団法人 日本カトリック信徒宣教者会 

２．プロジェクト

名 
ステンミエンチャイ「子どもの家」活動 

３．該当の申請分

野  

教育支援 

４．活動地域 
カンボジア・プノンペン市郊外 ステンミエンチャイ地区ルッセイ村 

５．支援対象者  ステンミエンチャイ地区に住む104世帯 

６．事業実施の背

景と必要性 

対象世帯はゴミ収集・換金によって生計を立てており、子どもも労働している。子ども達が

地域の公立小学校に通うことができるよう、また継続して通学できるよう支援する必要があ

る。 

７．実施した活動

内容 

年齢と理解度によって３つのクラスに分

け、カンボジア人スタッフ１名、教員２名、

アシスタント３名で実施。 

平日午前中に幼児教育、衛生教育、識字教

育のプログラムを行う。保護者に対して

は、母親ミーティングや家庭訪問を定期的

に行い、教育の必要性や小学校への入学手

続き方法などを伝えている。 

「大きな子どもの家」：クメール語子音の

読み書き、１～１０までの数字が分かる６

歳から１４歳の児童対象 

「小さな子どもの家」：クメール語子音の

読み書きが分からない４歳から８歳の児

童対象 

「小さな小さな子どもの家」：３歳から５

歳の乳幼児対象 

 

ぬり絵の時間 

 

そろばん教室 

８．主な活動成果 担任制を導入。就学前の子どもが多いクラスは、特にクメール語及び算数の理解が早くなっ

た。 

他の活動地（コンポンルアン）の識字教室スタッフと共同研修を行い、質的向上が図ること

ができ、授業に反映できた。 
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１．団体名 特定非営利活動法人パレスチナ子どものキャンペーン 

２．プロジェクト

名 

難民キャンプの補習クラス 

３．該当の申請分

野  

教育支援 

４．活動地域 レバノンのパレスチナ難民キャンプ 

５．支援対象者  小学校１年から３年生  約360人 

６．事業実施の背

景と必要性 

難民生活が65年以上になるレバノンのパレスチナ難民キャンプでは生活環境と同時に教育

環境も厳しい。特にレバノンの国定教科書とカリキュラムは小学生から（英語の）バイリ

ンガル教育になっていて、難民キャンプの子どもが授業についていくのには大変な困難が

ある。小学校でもドロップアウトする子どもが2割になり、ただでさえ職に就くことが困難

な難民の子どもは将来がまったく閉ざされることになる。 

 

７．実施した活動

内容 

・ 放課後の補習クラスによる学習保障（週5日、2時間ずつ） 

・ リクリエーションと心理サポート（週1日、3時間ずつ） 

・ 難民キャンプの住民を指導員として雇用 

・ 母親向けの子育て支援ワークショップ 

・ 特別な支援の必要な子どもたちへの対応 

 

８．主な活動成果 ・参加者たちはドロップアウトすることなく進級

できた。 

・新1年生も学校に適応することができた。 

・特別な支援が必要な子どもたちへのサポートが

できた。 

・家庭訪問や母親向けのワークショップにより家

庭との連携がとれた 

・国連の小学校と良好な関係が作られている 

・指導員たちの作成した教材が冊子にまとまっ

た。 

 

 

難民キャンプでの補習クラス１ 

 

難民キャンプでの補習クラス２ 
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１．団体名 特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン（PWJ） 

２．プロジェクト

名 

イラク北部小学校改築事業 

３．該当の申請分

野  

教育支援 

４．活動地域 イラク北部 

５．支援対象者  小学生と学校職員 

６．事業実施の背

景と必要性 

1978年から始まったイラン・イラク戦争と 1990

年の湾岸戦争、そして 2003 年のイラク戦争の

三つの戦争の影響のみならず、1980年代の旧フ

セイン政権によるアラブ化政策やアンファー

ルキャンペーンによる村落の破壊、さらに 1990

年代は国連決議と前中央政府による 2重の経済

制裁のため、イラク北部の地方にある学校は老

朽化が著しい。2003年以降は、現地教育省によ

り学校建設や修復が進められているが、予算不

足や人口の急激な増加により対応できていな

い地域が多い。 

PWJは、クルド政府教育省からの要請を受け、

アクレ郡とハバット郡、ザホ郡において支援が

必要とされる学校計24校のうち、老朽化が著し

い地方の学校計7校を対象として施設の改善を

図る。 

 

改築後の教室１ 

 

改築後の教室２ 

７．実施した活動

内容 

１．小学校 7校の改築事業 

２．学校・職員室家具提供 

補足：本事業（第1期）では上述の小学校改築事業を実施し、第2期と第3期においては、小

学校改築事業と並行し、学校運営能力向上トレーニングの実施を計画している。 

８．主な活動成果 (1) 対象小学校の教育衛生環境を改善した。 

(2) 交替制や合同授業をなくし、授業の質改善に寄与した。 

(3) 教室数増加により、男女ともに初等教育を地元で修了できる可能性を高めることに寄

与した。 
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１． 

団体名 

公益財団法人 プラン・ジャパン 

www.plan-japan.org 

 

２．プロ

ジェクト

名 

アフリカ： ブルキナファソ 

中等教育改善プロジェクト 

３．該当

の申請分

野 

教育支援 

４． 

活動地域 
ブルキナファソ 南西地方イオバ県ディサン郡ナカール村 

５． 

支援対象

者  

ナカール村の中学校生徒162人 

６． 

事業実施

の背景と

必要性 

ブルキナファソ南西地方は貧困率が高く、住民の多くは農業や小規模畜産業で生計を立てていま

す。2003年の世帯調査によると、南西地方の貧困率は56.6％と、国の平均である46.4％をはるかに

上回りました。南西地方では、子どもたちの教育に関する課題も顕著です。2009～2010年に、中学

校に入学した子どもは30.1％と、3人に1人に過ぎませんでした。さらに、女の子の10人に9人は中

学校を卒業する前に中途退学してしまいます。女の子は中学校になると、早すぎる結婚を強いられ

たり、労働力（家事労働を含む）と見なされ、教育の機会を奪われてしまいます。 

対象の中学校の生徒数は、現在、162人（男子109人・女子53人）。教師は3人のみです。女子生徒

の数が男子生徒の半数以下という数字に表れているように、女の子の多くは学校に通っていませ

ん。 

この地域には中学校がありませんでしたが、中学校開設を望んだ住民たちが協力し廃墟を修繕し

て、中学校の仮設校舎に改築、2010年の開校にいたりました。しかし、現在教室は2つしかなく、

生徒数に対して教室が不足しています。老朽化した建物は室内が暗く、授業に適していません。さ

らに、トイレや給水施設といった衛生設備が不備な上に、教材や図書も足りないという劣悪な学習

環境にありました。 

 

７． 

実施した

活動内容 

・ 校舎と図書館の建設（校舎１棟４教室と図書館１棟） 

・ 男女別トイレの建設（２棟） 

・ 教材、教室の備品、図書の支給（図書館の書籍200冊） 

・ 安全な水を供給するための井戸建設（１基） 

・ 校内暴力防止と女の子の中学校入学促進を目的とした意識啓発キャンペーン 

（地域住民 1,450人） 

・ 教師への能力強化研修（10人） 

・ 学校運営委員会の設立と能力強化 

８． 

主な活動

成果 

地域住民の力で継続的に学校を運営していける仕組みを作るため、学校運営委員会が設立されまし

た。学校運営委員会は教師と保護者により構成され、校内暴力の防止をはじめ、子どもが安全に学

べる環境づくりと質の高い教育の提供に努めます。運営委員として研修に参加したPTA代表のコグ

さんは研修内容に感銘を受け、さっそく他の保護者たちを集め、子どもの教育を受ける権利や中途

退学の原因のひとつである10代の妊娠を防止する方法などについて話し合いました。子どもたちの

中学校への就学率を改善するために保護者として果たすべき役割について認識を深めることがで

きたと、他の保護者からの評判も上々です。また、劇団と連携して行われた住民への意識啓発キャ

ンペーンも大きな成果をあげました。公共の劇場を会場とし、女の子が中等教育を受けることで生

まれるさまざまな効果について発信。キャンペーンには市長も参加し、コミュニティ全体で女の子

に質の高い教育を受けさせるための重要性を広げることができました。 

もともとこの地域には中学校がありませんでしたが、住民たちが協力して廃墟を修繕して校舎が建

設されました。当初彼らが建設した校舎は子どもが快適に学べる環境とはいえませんでしたが、子

どもたちに勉強をさせたいとい願う住民の思いが本プロジェクトにつながりました。今年3月に強

風と雨で、建設中の校舎が一部倒壊し、工事のやり直しを余儀なくされましたが、住民たちが一丸

となり、無事に建設を終えることができました。今後も、地域住民が連携し、子どもたちに質の高

い中等教育を提供することが期待されます。 
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９． 

活動写真

の 

キャプシ

ョン 

 

 
完成した校舎 

 

 
住民への意識啓発キャンペーン 
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１．団体名 特定非営利活動法人 フリー・ザ・チルドレン・ジャパン 

２．プロジェクト

名 

インド・ウダイプール・ウダワド村 保健教育・健康改善プログラム 

３．該当の申請分

野 

教育支援 

４．活動地域 ラジャスタン州ウダイプール周辺のウダワド・コミュニティ 

５．支援対象者  この地域に住む子どもやおとな（特に妊産婦など母親） 

６．事業実施の背

景と必要性 

当団体 FTCJ が支援しているインドのラジャ

スタン州ウダイプール周辺に位置するウダ

ワド・コミュニティでは、栄養失調と不衛生

な環境によって 5歳までに命を落とす幼児が

2 割弱いることが判明したため、この地域に

住む子どもやおとな（特に妊産婦など母親）

を対象にした保健教育・健康改善プログラム

に取り組み、健康的な生活をおくり自立でき

るよう手助けをすることにした。 

 

ワークショップを受けているコミュニティ

の人々 

７．実施した活動

内容 

コミュニティの人々の健康向上に向けたサ

ポートプログラムや、人々を対象にした保健

教育を実施し、保健衛生の知識向上に努め

る。 

具体的には、 

・保健衛生に関する教科書の作成と配布。 

・学校での子どもや母親を対象にした保健教

育指導の実施。特に学校内で保健係（スクー

ル・ヘルス・クラブ）を生徒で構成し、学校

に通う生徒とコミュニティの健康維持と保

健衛生の向上に努めるよう活動をサポート。 

・家庭訪問を通じた母親や保護者への保健教

育に対する意識付けやヘルスキットの配布 

・栄養不全の子どもや妊産婦を対象にした栄

養補強となるビタミン剤の配給や健康指導

及びチェック、寄生虫駆除プログラムの実施  

等に取組んだ。 

 

 

 

 

 

検診を受けている子ども 

８．主な活動成果 １）保健衛生に関する意識向上 

ウダワド村の住民（子ども、親、大人）884人に対して、保健衛生に関する意識向上のため

のセミナーワークショップを実施することができた。この時、冊子を使って説明し、冊子

を配布するなどし、884人が保健衛生について理解を深めることができた。 
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→保健衛生に関するセミナーを実施したことで、学校でヘルス・クラブが設置され、生徒

が主体的になって健康管理や保健衛生に関する啓もう活動に取組むようになった。 

 

２）家庭訪問による健康向上指導（27週間実施） 

妊産婦や母子がいる家庭を現地メディカルスタッフが訪問し、健康指導やヘルスチェック

を実施し、72家庭を訪問することができた。 

 

３）村人に対して健康チェックを行い、栄養不全の子どもや幼児、妊産婦や母親を対象に

ビタミン剤や栄養補助剤を配給することができた。妊婦44人、母親90人のほか、子ども幼

児に対しては月に425人を対象に支援をした。 

 

今後の課題 

2012年度から健康向上、保健衛生に向けた取り組みを行ったところ、換気をすることや手

洗いの実践や家畜との区別を付けるなど日常生活の中で徐々に村人の意識に変化が現れは

じめたが、栄養不全や栄養不足状態の子どもや妊産婦が未だに多く存在するため、今後も

継続的な栄養補助剤の配給支援や、高栄養価がとれる野菜や病気予防になるハーブの接種

を推奨し、免疫力、体力をつけ持続的に健康改善につながる支援活動が求められている。 
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１．団体名 （認定）特定非営利活動法人 ラオスのこども 

２．プロジェク

ト名 

①読書推進活動 

②出版プロジェクト 

③子どもセンター支援 

３．該当の申請

分野  

教育支援 

 

４．活動地域 ラオス 

 

５．支援対象者  子ども、親、教育関係者 

 

６．事業実施の

背景と必要性 

ラオスでは社会一般に読書の習慣がな

く、小学校に入学し初めて文字にふれる児

童が多い。教育は多民族・多言語社会であ

りながらラオ語のみで行われ、ラオ語以外

の言語での出版は認められていない。教員

は多くが農業などとの兼業で生活をたてる

必要があり、教育者としての意識は高くな

い。近年、援助機関・団体などによる学校

建設が急速に進み、教科書の普及も急がれ

ている。しかし、低学年児童の進級試験不

合格率は高く、最終学年(小学 5 年生)まで

残る率は未だ 70％に届かない。ラオス政府

は 1989年にすべての小学校に図書を配置す

る「読書推進活動」を開始し、現在、小中

学校約 1万校中約 6,000校に図書セットが、

約 1,100 校に図書室が設置されている。し

かし、多くの教員は自ら読書経験を持たず、

読書推進の意義をなかなか実感できずにい

る。 

読書活動は、子ども達が生きる上で不可欠

な識字力を獲得し、自らの能力を広げるこ

とで、人身売買などの脅威から身を守り、

自らが望む職を得、幸せな生活を築くため

の基礎となる。同時に、教員の教育への姿

勢を向上させる取り組みとして重要な意味

を持つ。 

 

 

本を使って授業をする先生 

 

 

学校図書室にて本を読む子どもたち 

７．実施した活

動内容 

①読書推進活動 

学校への図書配布、学校図書室の開設支援など、子どもたちが図書に日常的に接することが
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できる環境整備や、自立的で活発な図書活動が展開されるための仕組みをつくる。 

②出版プロジェクト 

質の高い本作り、多様な図書を出版。 

③子どもセンター 

子ども達が自ら表現していく情操教育の場として重要な役割を担っている子どもセンタ

ー。そのセンターのプログラムを支援。 

またセンター職員の運営能力強化の研修を実施。 

８．主な活動成

果 

①読書推進活動 

小中高校に新たに学校図書室を 11 校開設。また既設 31 校に補充図書を配布。さらに既設

17 校を訪問し、図書の活用法を指導するなどのフォローアップを実施。結果、各学校で継

続的で活発な図書活動が行われている。 

②出版プロジェクト 

図書 3作品、計 9,500 部を出版した。 

③子どもセンター 

  6ヶ所の子どもセンターにおいて、合計 17のプログラムを実施する 

ための講師料・教材費・交通費を支援した。 

またセンター職員のための、運営能力強化研修も実施した。 
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１．団体名 （NPO 法人）れんげ国際ボランティア会 

２．プロジェクト

名 

ミャンマー難民キャンプ 学校建設・運営支援 

３．該当の申請分

野  

教育支援／平和構築・難民支援 

４．活動地域 タイ国ターク県メソット 

５．支援対象者  メラ・ミャンマー難民キャンプの保育園児、小中高の学童学生 

６．事業実施の背

景と必要性 

タイとミャンマーの国境沿いには、ミャンマーの圧政を逃れて来た約14万人の人々が難

民キャンプを作って生活をしています。 

当会はその中でも最大のメラ･キャンプ（人口約5万人）の支援を行っています。これまで

キャンプの食糧や物資などの最大の支援を行ってきたEUは近年の経済危機によりその支援

が激減しており、支援の必要性はさらに増して来ています。 

７．実施した活動

内容 

 ●保育園…園児87人 

   ・園長先生他5人の先生、スタッフの

サラリー 

・建物のメンテナンス  ・給食の支援 

  ●シリミングラ校…生徒数320人 

      ・校長先生と他12人の先生のサラリー 

   ・建物のメンテナンス 

      ・本の整備（カレン語、宗教書） 

 ●シリサンダ校…生徒数415人 

      ・校長先生と他27人の先生のサラリー 

   ・建物のメンテナンス 

      ・教科書の整備（カレン語） 

  ●シリヤダーナ校…生徒数95人 

      ・校長先生と他6人の先生のサラリー 

      ・建物のメンテナンス             

 

 

支援校のシリサンダ校 

（Donor by ARTIC JAPAN）ARTIC＝れんげ国

際ボランティア会 

 

同行した九州看護福祉大によるデンタルケ

ア 

    の授業の様子 

８．主な活動成果 50名の先生たちの努力により、約1,000人の難民の子ども達に教育の機会を提供すること

ができた。 
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１．団体名 特定非営利活動法人ワールド・ビジョン・ジャパン 

２．プロジェクト

名 

児童保護募金 

３．該当の申請分

野  

教育支援／保健医療支援／保護が必要な子どもの支援 

４．活動地域 カンボジア、マラウイ、タンザニア、東ティモール、南スーダン 

５．支援対象者  水不足に苦しむ人々、内戦の影響で保健衛生サービスを受けられない人々、妊産婦と5歳未

満の乳幼児、医療従事者等 

６．事業実施の背

景と必要性 

開発途上国には、貧困により、予防や治療可能な感染症に苦しむ子どもたち、劣悪な衛生

環境下で暮らす子どもたち、HIV/エイズで親を亡くし、食べ物がない子どもたちなど、そ

の日一日を生き抜くのが困難な子どもたちがおり、年間760万人もの子どもたちが5歳にな

る前に命を失っています。 

７．実施した活動

内容 

【水不足に苦しむ人々のために】  

タンザニアおよび東ティモールの水不足が深刻な地域において、水源近くに貯水タンクを

設置し、人々の生活圏内まで水道管を敷設し、水へのアクセスを容易にします。当該施設

の維持・管理を行う委員会を地方行政と共同で設立するとともに、住民への衛生管理に関

する研修を実施、特にトイレ使用や手洗いの習慣について啓発を行っています。  

【内戦の影響で保健衛生サービスを受けられない人々のために】  

南スーダンにおいて、ジャパン・プラット・フォームと協力し、子どもたちの水衛生、教

育環境を改善する活動を実施しました。手洗いのデモンストレーションや、屋外での排泄

がどのような悪影響があるかの啓発、水保管のためのバケツ配布を実施しました。教育環

境改善について、学校運営を担うPTAの研修や20名の教師を対象に基礎英語研修を実施しま

した。  

2013年末に発生した国内での武力衝突により、活動は休止状態にあるが、今後の状況を鑑

みたうえで、支援の再開を予定しています。 

【妊産婦と5歳未満の乳幼児、医療従事者のために】  

カンボジアにおいて、40の村を対象に聞き取り調査を行い、栄養不良の子ども数、産前産

後に健診を受けていない妊産婦の割合などの状況を把握し、現地保健センターのサービス

改善のために、スタッフへの研修を実施、夜間出産に必要な照明とバッテリーを支援しま

した。また保護者に対する保健衛生の研修の実施、病気予防の啓発キャンペーンを行い、

子どもたちに「はしかと風疹」の予防接種を行いました。  

マラウイにおいては、現地ワールド・ビジョンスタッフが医療従事者とともに家庭をまわ

り、安全な出産と母子保健のための啓発を行いました。また男性も含む地域の人々と集会

を開催し、衛生的な施設での分娩の重要性について啓発を行いました。  

８．主な活動成果 【水不足に苦しむ人々への支援成果】  

対象となるタンザニアのサウニ村においては、水不足が深刻であり、毎日の生活に必要な

水の確保は主に、子どもたちの仕事となっています。飲料水をはじめ、食事の準備や洗濯、

掃除、家畜に与える水、さらに学校での掃除や手洗い、木にやるための水も毎日学校へ持
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っていかなくてはならないため、学校が始まる2時間以上前に水を探す必要がありました。

そのため授業に遅れ、勉強する時間も失われ、身体的な負担も大きなものとなっていまし

た。給水システムが完成すれば、これらにかかる時間や労力がなくなり、子どもたちが学

校で学び、遊ぶ時間が確保されます。  

東ティモールのボボナロ県においては、3つの集落で水資源開発の支援を行っています。貯

水タンクをはじめ、給水システムの完成後は人々の住居から200m以内で、いつでも水を手

に入れることが可能となり、主に子どもや女性の仕事であった水汲みの負担が軽減され、

子どもたちは勉強や遊びの時間が増えます。  

また両国に言えることですが、現地の人々が自ら参加することで、施設が自分たちの財産

であるという意識を持つようになり、設備の仕組み等についても教えることで、自力での

補修が可能となります。  

【内戦の影響で保健衛生サービスを受けられない人々への支援成果】  

ワールド・ビジョンはスーダン（北）と国境を接する南スーダンのアッパーナイル州ファ

ショダ郡で支援を行っていますが、ここでは清潔な水の入手が難しく、人々は濁った川の

水を飲んでおり、トイレ使用の習慣もないことから衛生環境の悪化が深刻で、子どもたち

は教育を受ける校舎もなく粗末な小屋で授業を受けています。  

2013年12月に発生した国内の武力衝突により、現在は活動を休止中ですが、それまでの間

に子どもたちに対し、国際手洗いの日（10月15日）に、石鹸で手を洗う大切さを伝え、手

洗いのデモンストレーションを行いました。また子どもたちの衛生意識を育てるため、屋

外で排泄した汚物がいかに人体に悪影響を及ぼすかを伝えました。また、水の保管のため

に800世帯にバケツを配布しました。  

さらに、教育環境の改善のため、学校運営を担うPTAの研修や、先生たち20名を対象に基礎

英語研修を行いました。  

【妊産婦と5歳未満の乳幼児、医療従事者への支援成果】  

カンボジアでは、5歳未満の子どもたちの平均死亡率は1,000人あたり43人（日本では3人）、

妊産婦死亡率は10万にあたり250人（日本では5人）と、乳幼児や妊産婦にとって厳しい環

境にあります。特に重点的な支援地域であるバンティミエンチャイ州では5歳未満の子ども

たちの死亡率は96人、妊産婦死亡率も270人と全国平均よりも高くなっています。この背景

には、住民の保健衛生に関する知識不足、保健センター（公立の医療機関）利用への関心

の低さがあります、また政府予算の不足による保健センターの医師不足なども、大きな要

因となっています。  

ワールド・ビジョンでは、40の村を対象に聞き取り調査を行い、栄養不良の子ども数、産

前産後に健診を受けていない妊産婦の割合などの保健状況を把握しました。このデータは、

今後の保健センターの活動を通した支援に役立てられます。  

保健センターのサービス改善のために、スタッフへの研修を行うとともに、夜間の出産に

必要な照明とバッテリーを支援しました。合わせて、地域住民が保健センターを利用しや

すくなる環境づくりの一環として、保健センターの利用をどのように広めていくかについ

て、センターと住民リーダーとで隔月に話し合いの場を持つようにしました。  

また、地域の子どもはじめ住民を対象に、病気の予防の大切さなど保健衛生の基礎につい

ての啓発キャンペーンを行い、実際に子どもたちに、はしかと風疹の予防接種を行いまし
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た。さらに、地域で蔓延している急性呼吸器感染症の予防と対処法、栄養不良の改善方法、

産前産後健診の重要性など、保健センタースタッフを通して住民に伝えました。啓発活動

は今後も続けられます。  

母子保健の状況把握のための調査では、54名の青年が活躍し、521世帯を訪ねて、調査を実

施しています。これらの経験を通じて、青年たち自身も知識を得、意識を高めることがで

き、今後、人々の健康づくりに対する彼らの貢献が期待されます。  

マラウイにおいては、ンチシ県において保健衛生環境の改善、安全な出産に係る支援を行

いました。  

本支援は今後3年間続く予定の支援で、今回はワールド・ビジョンスタッフが医療従事者と

家庭をまわり、安全な出産と母子保健のための啓発を行いました。また、男性も含む地域

の人々との集会を開催し、衛生的な施設での分娩の重要性について伝えました。啓発のた

めのポスターを作成し配布します。  

 

 

予防接種を受けた子どもたち。紫色の指先は、接種を受けた証明です。  

 

水衛生啓発事業による、手洗い方法のデモンストレーションに参加する子どもたち 。 

 


