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１．団体名 特定非営利活動法人 ICA文化事業協会 

２．プロジェクト

名 

インド国、ビハール州における村落開発事業 

 

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 インド国 ビハール州 マデープラ郡 

 

５．支援対象者  ２ヶ村 （Gopalpur村：人口約4000人, Rohta村：人口2200人）の住民 

 

６．事業実施の背

景と必要性 

インド北東部に位置するマデープラ郡は、         完成した農業指導に関する教科書 

コシ川の反乱で昔から洪水、旱魃、飢饉が多く

発生する地域であり、現在も2008年の洪水の被

害がそのまま残され、最も開発の遅れた地域の

一つである。また、この地域には男女差別、児

童労働、移民問題、搾取、低教育、貧困、低い

農業生産性、灌漑がないなど、多くの問題があ

り、解決のためには、根強く残されているカー

ストやジェンダー問題も視野に入れたコミュ

ニティ開発が必要である。これまでコミュニテ

ィ開発会議をする場所が確保できず、高いカーストの協力者の自宅中庭で行っているため、

最も低いカースト階級の住民は会議の場に入ることができずにいた。その問題を解決する

ため、昨年から外務省の支援で、初めて3つの村でコミュニティセンターを建設した。今後

はこれを拡大することで、現地に根強く残っているカースト制度の壁を超え、カーストの

高い人々とカーストの低い人々が共に村の発展のために話し合うことが出来るようにな

る。教育については、現在子供達300人のところ100人しか教育を受けられないという教育

施設の絶対的な不足と、教師の不足、大人は人口の９９％が読み書き出来ないという現実

があり、ICAとしては今年度にコミュニティセンターを建設する予定の2ヶ村を含めて、合

計5ヶ村でコミュニティセンターの建設と同時に、識字率をあげる教育の推進を実施する。

また、農業については、日本人の専門家により堆肥作りや接ぎ木の指導を行う予定である。

これにより将来的に村の発展に必要な施設と人材の確保をしたい。 

 

７．実施した活動

内容 

• 農業指導に関する教科書の作成 

８．主な活動成果 • 農業指導に関する教科書の作成 
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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 

アフガニスタン・バーミヤン州 4郡における教育環境整備事業 

３．該当の申請分

野 

教育支援 

４．活動地域 アフガニスタン 

バーミヤン県4郡（中央郡、シバール郡、パンジャーブ郡、ワラス郡） 

５．支援対象者  対象地域の児童、教員、保護者 

６．事業実施の背

景と必要性 

アフガニスタンの中でも、中央高地に位置するバーミヤン県はアフガニスタン34県の中で

も政府や援助機関からの支援が行き届いていない地域の1つである。他地域と比べ治安が安

定していることから、バーミヤン県都市部では支援が比較的入りやすいが、農村部は長く

厳しい冬季の間は積雪によりアクセスが困難となることから支援も入りにくくなってい

る。また、バーミヤン県の主要居住民族であるハザラ族がマイノリティとして長年社会的

に不利な立場に置かれており、アフガニスタン政府の行政職員の中にハザラ族が少ないこ

とが、同県への支援が少ない所以であるとも言われている。バーミヤン県教育局長によれ

ば、同県における子どもも就学人口は過去数年で伸びており、県及び郡教育局も教育分野

の環境改善に非常に高い意欲と関心を示している。 

７．実施した活動

内容 

1. 学校施設の整備：バーミヤン州4郡5校において、校舎・トイレ・外周壁の建設し、給水

施設の設置、机・椅子の供与を通じて教育環境を整備した。 

2. 衛生教育：バーミヤン州4郡5校の生徒、教員、保護者、児童に対し、衛生教育研修を実

施し、他の児童・生徒や地域住民へ研修で受けた内容を広めた。 

3. 教員研修：バーミヤン州4郡5校の教師に対し教員研修を実施し、学科知識や教授法を学

んだ。 

８．主な活動成果 1. 学校施設の整備：バーミヤン州4郡5校にお

いて、58教室、25室のトイレ、1160組の机・

椅子の他、外周壁を建設、給水施設の設置

をし、教育環境を整備した。 

2. 衛生教育：バーミヤン州4郡5校の生徒・児童、

教員、保護者に対し、衛生推進委員が衛生教

育研修を実施した。当初の予定、生徒・児童

（105人）、教員（25人）、保護者（25人）を

大きく上回り、生徒・児童1543人、教員67

人、保護者59人が直接研修を受けることがで

きた。更に児童・生徒や地域住民へ研修で受

けた内容を伝達し、広め、間接的に衛生教育

を勉強した児童は374人、大人は1706人にな

った。 

3. 教員研修：バーミヤン州 4郡 5校の教師に対

し 3 か月の教員研修を実施し、女性教師 20

 
完成したバーミヤン中央郡のスークダル女子校

（日本の国旗が見える） 
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人、男性教師 10 人が学科知識や教授法を学

んだ。教員養成学校を修了していない教師に

とって、基礎的な学科知識を十分理解し、子

どもたちが理解しやすい教え方をすること

について、実践やグループワークを通して身

に着けることができた。 

新しい教室で勉強する 1 年生 
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１．団体名 特定非営利活動法人 アフリカ地域開発市民の会（CanDo） 

２．プロジェクト

名 

ケニア共和国ミグワニ県における総合的な社会開発事業・ムインギ東県における保健事

業・マシンガ県における総合的な社会開発事業 

／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・マシンガ県 

／ナイロビ市ムクル・スラム群 

５．支援対象者  村落部の小学校・幼稚園の教員、保護者、地域住民／高校生 

６．事業実施の背

景と必要性 

自然環境の厳しい半乾燥地の村落部、学習環境が整っていないスラムでは教育協力が必要

とされていた。村落部では環境保全と保健―特にHIVエイズと母性保護―の課題もあり、早

期性交渉の問題も判明した。 

７．実施した活動

内容 

学校： 小学校保護者の運営能力向上

と教室建設・補修 

学校： 併設幼稚園での園児用トイレ

の建設 

学校： 小学校への水タンクの供与 

学校： 保護者による環境活動の促進 

学校： 保健‐早期性交渉予防研修 

学校： エイズ公開授業・子ども発表

会の実施の促進 

学校： 併設幼稚園での保健活動の促

進 

地域： 保健‐基礎保健研修 

地域： 保健‐エイズ・リーダー研修 

教育： 高校生への補習授業への支援 

 

教室の補修 

 

エイズ・リーダー研修 

８．主な活動成果 ・小学校の教室建設が、前年度から継続している5校5教室で完成、3校3教室で実施。補修

が継続の4校12教室で完成、5校13教室で実施。 

・早期性交渉予防研修を個別の小学校を対象に14校で実施。 

・エイズ公開授業が30校で開催された。 

・地域保健でエイズ・リーダー研修を33準区で実施し、リーダーによる地域エイズ学習会

の開催に協力した。 
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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ない。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る。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ある。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る。 

７．実施した活動

内容 

事業概要：貧しい農村に 2004 年に建設した

ジョナキ小学校において、幼児クラスから 5

年生までの教育を実施した。現地の青年によ

る教師と生徒に対する英語、環境、道徳など

の総合教育を 1か月にわたり行った。 

実施地：バングラデシュ、チッタゴン、チャ

ーラキヤ村 

裨益対象者：生徒数合計 ３４１人 

達成目標：村の子どもたちがみんな小学校に

入学し、読み書き、計算を学び、小学校卒業

試験に合格する。 

 

植物を育てる 

 

 

 

 

 

 

ハンドペインティング 

８．主な活動成果 バングラデシュの総選挙実施に伴い3月から政情が不安になり、学校の休校、公的試験の

遅延、物価の上昇など難しい状況の中、現地の教師、スタッフの努力のおかげで、6教室

において、6人の正規雇用の教師と2人の臨時雇用の教師によって幼児クラスから5年生ま

での教育を順調に実施し、生徒の教育のために必要な教師の給与、教科書、文房具、給

食制服などを、提供することができた。 

また、生徒の栄養状態改善が急務であることが判明したため、給食の質を向上して、生

徒の健康が向上した。 

最上級生5年生に対する補習授業が8月から実施され、12月に実施された全国共通小学校

卒業試験には31人全員合格することができた。中にはトップクラスの成績を収めたもの

もおり、半数が優秀な成績で合格した。 
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海外経験豊富な指導者による総合教育の内容はアートから社会問題まで多岐に渡るもの

となり、子どもたちは多くの新しい知識を得ることができた。特に植物を育てる喜びか

ら環境を守る責任、自国の歴史や世界の人との関係を学んだことは子どもたちが将来の

自分を描く助けになった。地域の女性のための3か月の裁縫教室を年に4回実施し、40人

の女性の自立支援を行った。 
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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／保健医療支援 

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2人に1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 

活動地域でのHIV母子感染の予防。地域で活動する啓発リーダーを通して母子感染やHIV/

エイズについて正しい知識を地域へ広める。事業終了までに、累計23,000人の住民に啓発

活動を提供するのが目標。これに対して、2012年3月から2014年7月末までの間に、目標の

23,000人を大幅に上回る25,842人の地域住民に対して計811回の啓発活動が啓発リーダー

により行われた。 

８.主な活動成果 具体的には、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50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。啓発プログラムに

地域住民が参加することを通して、医療機関で出産することで、HIV母子感染を未然に防ぐ

ための「母子感染予防プログラム」を受けることができることを伝え、HIV感染率を低下さ

せるだけでなく、新たに生まれてくる赤ちゃんを救うことも視野に入れて活動を実施。 

事業対象地域での人口およびHIV感染率から、ケニア共和国ウクワラ郡の人口約60,000人

のうち本事業による支援がなければHIV/エイズに関する包括的知識を得られなかった住民

は、13,700名と算出された。 

また、本事業を通して、医療機関での出産数に大きな変化が認められ、事業開始前と比

較して120%増となっている。特に顕著なのは対象4区の中心に位置するウクワラヘルスセン

ターの出産数で、事業開始前に比べ250%増となった。事業終了に際して当会が地域住民に

対して行ったインタビュー結果によると、本事業の啓発リーダーの啓発プログラムに参加

したことがあると答えた女性の方が、直近の出産を医療機関でおこなう傾向にあることが

確認できた。 

さらに、副次的効果として、啓発リーダーが新たに連携したCBO数は250団体にのぼる。

構成メンバーの多くが女性であり、潜在的な妊産婦にアプローチし、エイズ予防・母子感

染予防の知識を届けることができた。 

本事業の終了にあたり実施した啓発リーダーへのマニュアル配布や終了研修を通して、

現在は、プラスの支援をはなれ、啓発リーダー自らが地域での啓発活動を継続している。 
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９．活動写真 

 

啓発活動を行うリーダー 

 

最終研修を終えて修了証を手にするリーダー 
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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 

チクジャラ教育支援・デイケアセンタープロジェクト 

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 インド バンガロール チクジャラ 

 

５．支援対象者  乳幼児、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、その保護者、兄姉 

 

６．事業実施の背

景と必要性 

チクジャラ地区は、インドのシリコンバレーとして名高いＩＴ産業の街、バンガロール市

にあります。ビルの建設に伴う砕石地区であるチクジャラでは多くの移住労働者が働いて

います。石切り場の上下水道はほとんど整備されていないため劣悪な衛生環境にあり、住

民（特に子ども）の健康を脅かしています。また子ども達は仕事をする両親の代わりに、

幼い兄弟の面倒をみなければならず、教育に対する親の意識も低いままです。学校に通わ

せたくても、言語の違いや学費が払えない、学校の数が不足しているなどの理由から、教

育を受けられない子どもが多くいます。 

 

７．実施した活動

内容 

7カ所あるデイケアセンターには、１～12

歳の子ども達が在籍し、年齢に合ったケア

や基礎教育を受けています。教育の質を保

つために先生へのトレーニングの他、数学、

英語、化学などの、子ども達にとって苦手

な科目の補習授業を実施することで、学力

のサポートをしました。退学や進級できな

いケースを未然に防ぐため、このような補

習授業は重要です。 

また、性や思春期、衛生や正しい栄養の知

識など、子ども達が健全に生活していくた

めの教育も定期的に実施しました。 

その他にも、チクジャラでは子どもの両親

も読み書きができないことが多く、数字や

アルファベットの読み書きを学ぶため、デ

イケアセンターに来ることもあります。 

チクジャラに住むお母さんと子ども達 

 

健康診断 
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８．主な活動成果 784人の子どもがデイケアセンターや学校で適切な教育を受け、教育に必要な学用品（制

服・鞄・文房具など）を受給、更に定期的な健康診断を受けました。また特に貧しい家庭

の子どもはグッドネーバーズから学費支援を受け、通学を続けることができました。 
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１．団体名 公益財団法人 ケア・インターナショナル ジャパン 

２．プロジェクト

名 

遠隔農村地域におけるコミュニティ運営による初等教育事業 

３．該当の申請分

野 

教育支援 

４．活動地域 アフガニスタン パルワン州及びカピサ州 

５．支援対象者  小学校が遠く通学できない就学年齢児童とコミュニティの地域住民 約2,863名 

６．業実施の背景

と必要性 

山岳地帯にあるパルワン州とカピサ州は、アクセスが困難なため、従来より支援が行き届

かなかった地域である。公立学校は山岳地の中に点在し、多くの就学対象児童は、山道を

何キロもかけて通学しなければならない。また特に女子においては、社会的・文化的背景

により移動が制約されているため、より困難な状況に置かれている。 

 

７．実施した活動

内容 

１）住民の協力の元、民家・モスクを活用し 62の学習教室を運営した。 

２）初等教育就学年齢の子ども約 1,713 名（うち女子 7 割）に、教育の機会と教材・文具

を提供した。 

３）住民から教師候補を選出し、62 名（うち女性 3 割）への教師研修を実施した。女子教

育の充実と女子の就業機会創出のため、特に女性教師を多く採用した。 

４）住民から選出された学校運営委員会 180 名（うち女性 5 割）を組織し、委員の能力向

上を図った。女性と男性の両方の運営委員会を組織することで、女子生徒が女性の運

営委員に相談しやすくなるよう配慮し、女性の社会参加を促進した。 

５）政府教育省や公立学校との連携を常に図り、定期協議を毎月数回実施する他、公立学 

校と同様の履修内容を児童に提供した。 

6) 教育省と事前準備を十分に行い、村に新設された公立学校に271名の児童が2014年新学 

期に転入できるよう調整した。 

 

８．主な活動成果 当財団が設立した62校に通学する1,713名は現在小学校2～4年生に在学している。2013年

12月に実施された学年末試験の全生徒の平均点は90点であり、全員が優秀な成績で次学年

に進級することができた。 

本事業を開始した2011年から既に3年間が経過しており、以下の3点が主要な成果である。 

① 子ども達は学校で学んだ知識を活用して、読み書きのできない両親を日常的に助けて

いる。例えば、外出時に地名を読んであげる、父親の商売の収支帳簿を作成する、家

族が下痢になった時に学校で学んだ経口保水液を作り看病してあげるなど、家族の

日々の生活の改善に貢献している。 

② 両親は子どもの教育が家族の生活を良くするのに役立っているという実感があるの

で、以前よりも、更に深く教育の大切さを理解するようになった。その結果、娘や息

子たちを小学校のみでなく中学校まで通学させたいと希望する声が増えている。 

③ 子ども達は、課外活動でグループ学習・自由研究を行っているため、教科書で学ぶ内

容のみでなく、いろいろな社会的事象に関心を持つようになっている。男子及び女子

の双方が、小学校のみでなく中学・高校へ進学する希望を持つようになっている。 
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９．活動写真 民家やモスクを活用し、教室で学ぶ女子生徒たち 

 

グループでの課外活動によって、社会性やリーダーシップも育成している 
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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 

カンボジア・スバイリエン州コンポンロー郡タナオコミューンにおけるベトナムへの出稼

ぎによる子どもの人身売買及び児童労働防止プロジェクト 

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コンポンロー郡の１コミューン 

５．支援対象者  農民代表(40名)。学校でビアエジュケーターとして活動を実施する生徒たち(40名)。教師

（50名）。常習的にベトナムに出稼ぎに出ている子どもの家族（100世帯）とその子どもた

ち。出稼ぎに出されるリスクが高い子どもがいる世帯（100世帯） 

 

６．事業実施の背

景と必要性 

事業地は、ベトナム国境沿いに位置し、非常に貧しい地域である。特に農閑期に生計手段

を求めて多くの村人がベトナムや国内の都市部に出稼ぎに行く。出稼ぎには、仕事を紹介

してくれた人からだまされたり、労働搾取・性的搾取の被害にあってしまうという危険が

ともなう。家計を助けるために出稼ぎに行かされる、または自ら行く子どももいる。子ど

もが学校を辞め、働きに出ることで、教育の機会が奪われ、児童労働や人身売買の被害に

あうリスクにさらされている。 

 

７．実施した活動

内容 

 生計向上活動：シーライツ職員の指導の下、農民の代表と子どもたちを通して対象世帯

に生計向上活動を実施し、違法な出稼ぎに頼ることない安定した生計を確保する。有機

肥料を使った営農を奨励し、安全な食の文化を広める。 

 啓発活動：シーライツ職員と農民代表から対象世帯に、危険な違法出稼ぎや児童労働に

ついて啓発活動を行い、同時に教育の大切さを理解する啓発活動を実施する。シーライ

ツ職員の指導の下、学校でピアエジュケーションシステムを構築し、子ども同士で子ど

もの権利、児童労働、人身取引と違法な出稼ぎの危険性を教え合い、学校のみならず地

域や家庭で活動を広めて行く。 

 ネットワーク構築：シーライツ職員の指導の下、農民代表をリーダーとするグループ会

議を行い対象世帯の協力関係を強化し、長期的に協力し合う制度を作る。 

  

８．主な活動成果  生計向上活動・ネットワーキング 

違法な出稼ぎを行う可能性の高い世帯を支えるため、野菜作りで比較的安定した収入

を得ている世帯を対象に、他の農家をサポートできるような協力体制を構築。有機肥料

の使用による土壌の改良や他の住民を巻き込んで新しい品種を取り入れるような参加型

の活動を行った結果、野菜作りによる世帯の収入が増加した。 

コミューン内で、住民による農業組合が設立され、シーライツの生計向上活動が引き

継がれた。 

 啓発活動： 

校内で子ども代表（ピアエジュケーター）を自薦・他薦で選出し、トレーニングを継

続的に行った結果、彼らの知識や判断力が向上し、強い責任感を持ち、ほかの子どもた

ちへのピア・エデュケーション活動を担っている。 

今年度、子どもの権利についてストーリー仕立てになっている啓発教材（フリップチ

ャート）を制作し、啓発活動で活用したところ、子どもたちの「子どもの権利」、「児童
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労働」、「人身取引」、などについての理解が深まった。 

コミューンにコミュニティセンターが建設され、地域住民がいつでもりようできる図

書室や子どもたちが情報交換や勉強、活動できるアクティビティ・スペースが併設され

た。 

 

「子どもの権利ってなあに？」とアイディアをリストアップす

るピア・エデュケータ―たち 

 

有機肥料作り研修の様子 
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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 

世界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 世界8ヵ国と地域 

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。 

７．実施した活動

内容 

世界 8ヵ国と地域のニーズにあわせて下記の活動を展開 

＊ 自立支援施設や、チルドレンセンターの運営 

＊ 非公式教育や職業訓練機会の提供 

＊ 大規模自然災害被災児への教育・生活支援 

＊ 未成年収監者へ教育・職業訓練および法的サポートの実施 

 

８．主な活動成果 海外の約8千人の子どもたちに、教育及び自立支援を提供することができた。 

 

９．活動写真 

 

 

大型台風ハイエンで被災した学校。KnKは近くにチルドレンセンターをオープンした。（フィリピン／レイ

テ島） 

 

シリア難民キャンプ内の学校で子どもたちに音楽や演劇などの情操教育を提供している。（ヨルダン／ザ

アタリ難民キャンプ） 
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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。 

 

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（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 ①5月から 7月に計 4回関係者を交えたミー

ティングを実施した。 

②2013年度は、ワットプノン高校 48回、コ

ラップⅠ小学校 49 回、サクラクバルチュロ

イ小学校 47 回の練習を行った。また、青年

海外協力隊員 1名が継続的に指導に携わり、

マレーシアの国際大会視察、技術向上のため

の「ソロコンテスト」の開催も実施した。ワ

ットプノン中学校のバンドは、JHP300 棟記

念校舎贈呈式や商業施設オープンイベント

等に出演し、日頃の成果を発表することがで

きた。 

③7 月 25 日～8 月 13 日に専門家 2 名を派遣

し、集中指導、指導員への指導、楽器管理状

況把握等を実施した。 

④本年度は、7 月 28 日に実施されたカンボ

ジア国内の総選挙の結果により、治安が不安

定となった為、プノンペン市のアドバイス

で、王宮前でパレードを実施するのではな

く、教育省が主催で開催した青少年の為のイ

ベント（プノンペン技術大学）にて演奏を披

 

練習風景 

 

青少年の日イベント 

http://www.jhp.or.jp/katsudo/ongaku/marchingband.html
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露するという形で実施した。今回は、教育省

から来賓として参加していたイムソティ長

官にも演奏を見てもらう機会となった。 
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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 / 保護が必要な子どもの支援 

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。今後は

各地域で住民自身が支援センターの運営を担えるようになることを見据え、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。 

・子どもたちが日中集まり、勉強や遊びの機会が得られるセンターの設置、運営。 

・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） 

・センターを運営している地域限定で、6月の児童労働反対世界デ―にあわせ、バングラデ

シュ社会に広く課題の存在を訴えるキャンペーンを実施。 

 

８．主な活動成果 ・ダッカ市内の4つのセンターで、運営を一部でも任せられるようになることを目指して、

各地域で住民有志によるグループを結成することができた。 

・バングラデシュ社会に広く課題の存在を訴えるキャンペーンを実施し、関心はあっても

活動に関わるきっかけがなかったという、大学生など若い世代の積極的な協力が得られ、

他のNGO関係者とあわせて120人ほどが参加してくれた。これをきっかけに、類似の活動を

行うNGOと定期的な会議が持てるようになり、2014年度以降の協働の枠組みができた。 

 

９．活動写真 

 

家事使用人の少女たちが通うセンターの様子 

 

キャンペーンに参加してくれたダッカの大学生た

ち。 
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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・ヴィエンチャン首都 

５．支援対象者  貧困地域や図書の環境が不十分な小学校の教員と児童 

６．事業実施の背

景と必要性 

ラオス政府は読書推進を政策として進めているが、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。また、少数民族の子どもたちにとっては公用語であるラ

オス語を楽しみながら学べるツールともなる。 

 

７．実施した活動

内容 

ヴィエンチャン首都内で、少数民族が多

く暮らす地域の小学校を対象に、読書推

進も目的にした移動図書館活動を実施

した。現在のラオスでは、教育スポーツ

省が学校教育の質を確認し、改善する目

途となる「学校の質の基準」を設け、そ

の基準の中に、各小学校において図書室

を設置すること、読書推進を図ることが

書かれている。この計画に沿って、各小

学校の教員も読書推進を進めていきた

い意思はあるものの、読書推進に必要と

される知識・技術がなく、これらの教員

をフォローアップし、指導できる教育行

政官もいないため、読書推進が図られて

いない状況にあります。この状況の改善

を目指して、移動図書館活動を通じて、

教員を対象にした図書サービスに関す

る知識と技術を習得するための研修会

と、児童への読書の機会の提供を行っ

た。 

 

 
移動図書館活動：読み聞かせの研修会の様子 

 

移動図書館活動：大きな木の下で行われる活動の様子 

８．主な活動成果 移動図書館活動受益者数 

・教員 女性：45人、男性 41人、合計：86人 

・児童 女子：942人、男子：1,008人、合計：1,950人 
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１．団体名 特定非営利活動法人 聖地のこどもを支える会 

２．プロジェクト

名 

第三回 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（東日本大震災被災地）、東京都（JICA東京） 

５．支援対象者  被災者（不特定多数）、プロジェクト参加者 

６．事業実施の背

景と必要性 

中東和平の一助となることを願って2005年以来イスラエル・パレスチナ・日本の青少年事

業を広島、長崎、イスラエルなどを舞台に行い、2011年の大震災を機に活動の地を東北に

移して3回目となる。 

甚大な被害を受けた被災地のために、イスラエル・パレスチナ・日本の3ヵ国の若者がボラ

ンティア活動を行い、彼ら同士、また被災者との間に「平和の架け橋」を築き続けること

である。 

遅々として復興が進まない被災地を決して忘れてはならず、支援を継続していく必要があ

る。若者達は支援を必要としている人々のために力を合わせて奉仕する喜びを通して、「人

間」「命」「平和」とは何かを考え、また共同生活の中で対話や助け合いを通して、相互

受容と信頼のうちに対立や敵対心を乗り越えることを体験する。被災者の方々との出会い

と絆が非常に大きな助けとなった。 

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 2名の計 10名を招聘し、日本からは学生

８名、スタッフ 8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わ

る。（①仮設住宅訪問、②学童保育支援③海岸や墓地などの清掃）。前回得た心の絆

をさらに深め、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。 

地元の方々とイスラエル・パレスチナの若者との楽しい文化交流会を開催した。 

（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。 
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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。 

 

仮設住宅の住民との触れ合い 

 

学童保育の子どもたちとのランチのひととき 
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１．団体名 特定非営利活動法人 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 

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 
・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 

 
「町の寮借り上げプロジェクト」により高校・大学に進学し、

母校に教師として帰ってきた卒業生たち 
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「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 
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１．団体名 特定非営利活動法人 地球市民の会 
２．プロジェクト

名 
図書館プロジェクト 

３．該当の申請分

野 
教育支援 
 

４．活動地域 タイ東北部イサーン地方 
 

５．支援対象者  ジョムシー小学校の生徒・教師・地域住民 
 

６．事業実施の背

景と必要性 
当会では、26年前からタイ東北部の貧しい子ども達を対象に活動を続けている。タイ東北

部は、タイ国内で人々の生活が最も厳しいところとされている。農業従事者が90％を超え、

雨量が少なく農繁期以外は大都市に出稼ぎに出る人も少なくない。住民の教育に対する意

識も低く、田舎の小規模の小学校では、国からの学校経営費も最小限であり、充実した図

書室を設置することが出来ずにいる。この事業は、現地の小学校校長の「子ども達がわく

わくして感性を育める図書館を作りたい」という要望により平成24年度より実施している。 
 

７．実施した活動

内容 
①教師向けワークショップ 
②親子ワークショップ 
④ 書館の整備 

 
８．主な活動成果 ①教師向けワークショップ 

周辺地域の幼稚園・小学校より22名が参加。「子どもたちがわくわくする図書館づくり」

をテーマに、本の選定や設置方法、図書館で楽しめる仕組みづくりを学んだ。 
②親子ワークショップ 
全校生徒27名中26名、保護者20名が参加。「親子で図書を楽しむ」ことを重視し、読み聞

かせや、廃材を利用したおもちゃ作りを行った。 
③図書館の整備 
タイ語と日本語(訳付)計103冊の図書を補充。図書番号を付け、手入れ方法も学び、子ども

たちの手で図書館を維持していく方法を学んだ。 
 

９．活動写真 親子ワークショップ 
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子どもたちとプログラム終了後 
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１．団体名 特定非営利活動法人 地球の木 

２．プロジェクト

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  カブレパランチョーク郡の住民 

６．事業実施の背

景と必要性 

気候変動の影響、都市や外国への若者人口の流出、環境破壊、都市と村との格差の拡大な

ど、ネパールの村は劇的に変わりつつある。マンガルタール村で７年間、開発のモデルと

なるような、住民主体のプログラムをめざし、「幸せ分かち合いムーブメント」を実施して

きた。高校を拠点として、地域の文化や伝統、村人がもつ力を尊重し、教育・人材育成・

収入創出などをサポートするプログラムである。昨年度実施した５年間の評価を活かし、

今年度は活動の一部を隣のカルパチョーク村にも拡大して、女性、青少年への働きかけと

共に協同組合の活性化を目指した。 

７．実施した活動

内容 

＜教育支援＞ 

・奨学生支援（16名）・作文コンテスト（3回）・小学校教師サポート 

＜生活改善支援＞ 

・収入創出プログラム（38名参加）・女性協同組合支援・植林 

＜ムーブメント推進＞ 

・季刊誌「ロシ・ラハール」15～16 号発行・「マンガルタールともだちキャンペーン」で

日本と村人のメッセージ交換 

● 地球の木の国内活動 

・ネパールのワークショップ・展示などの実施（鎌倉女学院、横浜隼人高校、いそご国際

フェスタ、大和桜丘学習センター） 

・現地調査（8月）・ネパール・スタディツアー（2月） 

・「ロシ・ラハールを読む会」6回開催・村だよりを発行 

８．主な活動成果 奨学生たちが村に貢献し、収入創出

プログラム参加者は、野菜などを売

り、家計を助けることができるよう

になった。季刊誌「ロシラハール」

は、ロシ地域の環境問題や開発につ

いてなど、「幸せ分かち合い」のコ

ンセプトを地域に広げる重要なツ

ールとなっている。マンガルタール

ともだちキャンペーンに高校生も

参加するようになった。 

 
協同組合トレーニング 

 

小学校教師サポート 
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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 

子どもにやさしい学校環境整備プロジェクト 

３．該当の申請分

野 

教育支援 

 

４．活動地域 ネパール ラメチャップ郡 

５．支援対象者  公立小中学校に通う生徒、保護者、教員、学校運営委員会のメンバー、PTAのメンバー 

６．事業実施の背

景と必要性 

ネパールでは、1990年代後半より続いた武力闘争により、子どもたちの教育機会も大きく

損なわれてきた。2008年に国連が実施した調査においても、「2015年までにすべての子ど

もに初等教育を提供する」ミレニアム開発目標は、「達成困難」と認められたという結果

が報告された。この背景には、社会不穏や貧困の他に、未だ根強く残るカーストや女性軽

視による差別があると考えられる。 

７．実施した活動

内容 

2013年度は、1校で3教室の建設を支援しました。また、2ヵ所の集落に設立された幼稚部と

12校に、カーペット・座卓・座布団、ホワイトボード・棚、1校に図書と図書棚、3校に顕

微鏡などの教材を支援しました。 

今年度は、生徒の成績向上に焦点をあて、教師への成績表分析ワークショップと研修を行

いました。また、お弁当を持ってくる習慣がなく、昼休みに帰宅したまま学校に戻らない

生徒が多いので、大豆やとうもろこしをお弁当に持ってくる運動を、教師を通して開始し

ました。 

８．主な活動成果 2014年4月には、出席率が75%以上の生徒の割合が昨年度の65%から75%に増加しました。ま

た、習熟度の低い生徒に対する補習授業が行われるようになり、45%以上の成績で進級した

生徒の割合が昨年度の66%から72%に増えました。 

成績表分析ワークショップによって、より正確に成績表を作成できる教師が増えました。

また、学校にお弁当を持ってくる生徒が増え、生徒が学校にいる時間が長くなりました。 

９.活動写真 
 

 

補習授業の様子 
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座卓、カーペット、座布団の支援を受けた教室 
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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 

アフガニスタン国内における医療活動支援・教育活動支援 

３．該当の申請

分野 

教育支援／保健医療支援 

４．活動地域 アフガニスタン共和国カブール市ほか 

５．支援対象者  マラリヤ・リーシュマニア患者、小学校～高等学校生徒 

６．事業実施の

背景と必要性 

・フガニスタンの風土病対策の為、医療活動の自立的対応を促しつつ、なお暫らくの支援

を必要としている。 

・教育の機会均等を目指し、小学校から高等学校生徒の教育を支援し将来の国を担う人材

を育成する 

７．実施した活

動内容 

・風土病治療のため活動支援 

  ・薬剤購入支援 

  ・医療資材購入支援 

  ・人件費支援 

  ・診療所管理費用支援等 

  ・その他 

・小学校から高等学校生徒の教育に必要な教材他支援 

  ・教師他人件費の支援 

  ・教育施設の整備 

  ・その他 

８．主な活動成

果 

  ・風土病治療患者数 １５４２６人 治療終了 ２３１８人 

  ・小学校～高等学校 ９８６名の学年別教育実施(教材他) 

  ・教師・スタッフの人件費、施設整備、その他支援を継続 

９．活動写真 小学校～高等学校朝礼 

 

風土病(リーシュマニア)の治療 
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１．団体名 特定非営利活動法人 2050 

２．プロジェクト

名 

中国シルクロード緑化活動 

３．該当の申請分

野 

環境保全・環境教育／女性の自立支援 

４．活動地域 中国黄土高原の農村地域 

５．支援対象者  中国黄土高原の地元農民 

６．事業実施の背

景と必要性 

中国で深刻化する環境悪化と経済格差、特に中国黄土高原における砂漠化とそうした環境

の変化によって影響を受ける貧困農民に着目（男性は出稼ぎ労働者が多い当該地域では、

対象は家庭を守る女性が大半）。事業を通じて、中国黄土高原の緑化、砂漠化防止ひいて

は地球規模の温暖化防止の一助となること、また、換金性・採算性の見込める事業を通し

て貧困農民の自立ある発展・生活向上の道標となることをミッションとしている。 

７．実施した活動

内容 

中国黄土高原の土地整備、植林するための沙棘(サジー) の苗木の管理、沙棘の植林、植林

後の管理。 

※これらの作業は中国の当団体関係者監修のもと、地元農民が自主的に行った。 

また、これまでに植林し管理している沙棘については、農民の自助努力による果実収穫、

加工、商品化、販売を目指しているため、商品化実現に向けたインフラ整備、人的資源整

理等の準備を進めた。 

 

８．主な活動成果 中国甘粛省にあるプロジェクト基地において、沙棘(サジー)、竹柳等乾燥に強い木30haに

わたって植林。昨年敷設した水分確保のための大型パイプラインに続き、貯水池・放水シ

ステムの整備を進めた。 

これまでに植林し管理している沙棘については、収穫した果実の加工・商品化実現に向け

たファンディング、インフラ整備、人的資源整理等の準備を進めた。 

NPO2050は、事業推進のための経済的な支援の他、植林活動への参加及び、植林後の管理の

視察、その他全般に監修・助言等を通して支援を実施。また、3年ぶりの開催を計画してい

る2014年度植林ボランティアツアーの開催に向け、会員への情報提供や各種準備を進めた。 

９．活動写真 現地ボランティアによる植林活動 
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NPO2050による活動視察の様子 
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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 

貧困や家庭の事情で小学

校に通えない子ども及び

落第や退学が多い対象地

域での就学前の子どもた

ちを対象に小学校への橋

渡し教育として幼児教育、

衛生教育、識字教育を実施

した。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。 

基礎的社会能力や知的能

力を学び取れる体験の場

を月曜日から金曜日の午

前中、能力別に分かれた三

クラスで週 5日 8時半から

11時まで活動を実施した。 

 

子ども達同士で楽しむ輪投げ（幼児教育） 

 

カードを使って識字教育 

８．主な活動成果 生徒数は常時60～90名。2013年度は、18名の子ども達が小学校に入学した。 
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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 

パレスチナでの子ども向け環境教育の実施 

３．該当の申請分

野 

教育支援／環境保全・環境教育 

４．活動地域 パレスチナ・ガザ地区 

５．支援対象者  小学生多数、中学生、母親など地元住民 

６．事業実施の背

景と必要性 

パレスチナのガザ地区は、軍事侵攻や封鎖、人口増加などの影響を受け、水資源の不足、

塩水化、砂漠化、水や土壌の汚染など環境問題や恒常的な電力不足が深刻である。 

次世代を担う子どもたちが環境や資源の問題に関心を深め、環境保全に参加できるような

知識や手段を広める。 

７．実施した活動

内容 

・環境教育の実施（約700人） 

・環境に関する子どもによる発表（参加者60人） 

８．主な活動成果 活動は、ガザにある「アトファルナろう学校」および「ナワール児童館」を中心に実施し

た。 

 太陽発電実験ワークショップ（太陽光発電パネルを用いての太陽光発電の仕組みを学

ぶ）中学生約 40人、小学生約 20人が参加。 

日本人スタッフが指導。 

 水資源環境ワークショップ（水の循環やガザの水不足問題、日常での節水について）

を実施。小学生約 20名、母親など 10名が参加した。日本人スタッフが指導 

 農業ワークショップ（ガザの農業や食の安全について）を実施。小中学生約 150 人、

親 40人が参加。現地専門家が指導。 

 農場遠足としてガザ北部で環境保全型農業を実施している農場を訪問し、育苗体験や

食の安全性について体験学習を行った。小学生約 240人が参加。 

 児童館において子どもたちによる緑葉樹の植樹を実施。専門家の指導の元、子どもた

ちが継続的に水やりなどの世話をしている。 

・ ろう学校での食育活動（農場見学と関連付けた給食への野菜提供） 

９．活動写真 

 

 

水資源ワークショップ 
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太陽光発電実験 
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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および学校運営能力向上トレーニング 

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、学校職員、校長 

６．事業実施の背

景と必要性 

イラク北部の教育インフラの状況について

は、過去3度に渡る戦争の影響を受けただけ

ではなく、1980年代は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

による村落の破壊や避難民の発生、さらに

1990年代は国連決議と前中央政府による2重

の経済制裁を受けたため、特に地方にある学

校は十分な維持管理ができておらず、壁が劣

化し、屋根崩落の危険もあり、安心して勉強

できる環境ではない。2003年以降、現地教育

省の指揮により校舎建設・修復が進められて

いるが、予算不足や人口の急増により対応で

きていない地域が多い。一方、ソフト面にお

いても、イラク中央政府教育省の組織強化、

教育システム再構築や教育改革のための能

力向上に力が注がれており、次世代の人材育

成の中心である教育現場における教育の質

の向上は重要であると考えられているにも

かかわらず、政府内にそのためのノウハウが

蓄積されていないため、手がつけられていな

いのが現状である。教育現場における質の向

上は、校長の学校運営能力に左右されること

が多く、校長を対象とした学校運営能力向上

トレーニングが求められている。 

 

完成した教室 

 

トレーニングを修了した教員たち 

７．実施した活動

内容 

１．小学校1校の修復増築と、2校の建設 

２．改修・建設した小学校3校への学校・職員室用家具提供準備 

３．学校運営能力向上トレーニング10日間の実施  

８．主な活動成果 １．小学校3校の教育環境が改善し、交替制と合同授業が減少することで授業時間が増え、

のべ1100名の生徒たちが意欲的に学習に取り組める環境が整った。 

２．トレーニング通して、マスタートレーナー25名が育成された。さらにマスタートレー

ナーの指導で、それぞれの地域でのべ120名が研修を受講できた。受講した校長・副校長の

学校運営能力が向上した。 
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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 
女の子のための教育プロジェクト 

3. 

該当の申請分野 
教育支援 

4.活動地域 パキスタン、ギルギット・バルティスタン州ディアメール郡 

5.支援対象者  イスラム女子学校に通う5～10歳の女の子1,000人 

６． 

事業実施の背景

と必要性 

ギルギット・バルティスタン州は歴史的にも部族文化と宗教指導者の影響が強い父権社会

です。 女の子が教育を受けている割合は20％と、ギルギット・バルティスタン州（平均66％）

のなかで最も低い状況です。 女の子のための公立学校は郡の中心部にある高校だけです。 

私立学校もいくつかありますが、数が限られ、学べる子どもの数も多くはありません。 こ

の地域では非公式のイスラム女子学校が唯一の女の子の教育の場となっています。 こうし

た学校では、貧しい家庭の子どもに食事や住む家を無料で提供しながら、主にコーランを

教えていますが、パキスタンの公用語であるウルドゥー語の読み書きや算数などの基礎科

目の勉強ができないことが問題となっています。 

 

７． 

実施した活動内

容 

・公教育カリキュラムの導入の教師採用とトレーニング（10人） 

・学校運営委員会の設立とメンバーのトレーニング（10校、20人） 

・教室建設や給水施設の設置（10校） 

・教科書の支給（算数 1,042冊、ウルドゥー語 1,042冊、英語 1,042冊） 

・文房具や教室備品の支給 

 

８． 

主な活動成果 

プランは、ディアメール地区で長年活動する唯一の団体で、既に地域の人々との信頼関係

を築いている地元のパートナー団体と連携しながら実施しました。 地域の慣習や文化、伝

統、イスラム教の教えを尊重し、住民が最も信頼を寄せるイスラム学者や長老に意見を求

めながら慎重に活動を進めました。 最初にイスラム学者をメンバーとする諮問委員会の設

立と対象校の選定し、各学校での学校運営委員会の設立と活動計画に合意しました。 最初

は外部の団体がイスラム女子学校（マドラサ）の運営に介入することへの反発があり、諮

問委員会の設立までに時間を要しましたが、イスラム学者と学校との話し合いを重ね、プ

ロジェクトの内容や実施に対して理解を得ることができました。 女性教師8人と男性教師2

人を新たに採用し、トレーニングを実施、さらに必要な教科書や文房具、黒板などの教室

備品を支給し、2013年10月から10校で、週18時間、ウルドゥー語、算数、英語の授業を行

いました。 児童は授業時に学力チェックをうけ、学習進度に合った学年で勉強しました。 

2014年3月に、州教育省の基準に従った進級試験を実施したところ、約７割の児童が上の学

年に進級できました。 

当初は反発もありましたが、現在は宗教指導者をはじめ、親も行政官もこのプロジェクト

を高く評価しています。 また、子どもたちも新しい教室で、新しい科目を楽しみながら学
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んでいます。 

 

９． 

活動写真 

 
新しい校舎 

 
公教育を学ぶ女の子たち 
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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・ウダイプル地区 農村自立支援事業 

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 インド・ウダイプール地区 

５．支援対象者  インド・ウダイプール地区 子ども達および地域住民500人 

６．事業実施の背

景と必要性 

インド・ウダイプル地区でも最も隔絶された村落の一つで、インフラが整備されていない

ウダワド村。また、収入が安定してないことで村人は貧困状況の中で生活しており、2009

年度から人々の自立に向け支援を開始しました。2012年度までに学校建設と井戸補強、保

健衛生の教育の提供により、子どもの就学の定着化と、女性労働の緩和、村民の栄養改善

を行っています。2013年度も引き続き保健教育・健康改善のためのプログラムを行ってい

きます。 

 

７．実施した活動

内容 

村人の保健衛生の知識を高め、健康向上の活動を行った。具体的には学校敷地内に、スク

ールガーデンを設置し薬草や野菜類などの苗木を植え、学校に通う生徒とその家族がそれ

らの植物を育て健康のために使えるようなセミナーを行った。また、家庭訪問を通じた女

性の保健教育に対する意識付けに取組んだ。 

 

８．主な活動成果 ・村人の保健衛生知識の向上 

・助成の保健教育に対する意識の向上 

・アロエベラ、アドゥルサ、トゥルシー(ホーリーバジル）、カキドオシ、アンドロカスミ

ソウ、プナルナーバ、ニーム、インドボダイジュ、レモングラス、カッシア、トマトなど

のハーブや野菜類の草木を植えたガーデンの完成 

９.活動写真 

 

ハーブガーデン① 

 

 

ハーブガーデン② 
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１．団体名  特定非営利活動法人 ラオスのこども  

２．プロジェクト

名  

読書推進プロジェクト  

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  ラオスの子どもたち 学校関係者  

６．事業実施の背

景と必要性  

長い間ラオスでは、書店や図書館がほとんどなく、子どもの本も存在せず、子どもたち

が図書を通じて文字に親しみ、広い世界に接する機会に恵まれていなかった。このよう

なラオスのこどもたちの教育環境の向上を願い、ラオス語図書の出版をすすめ、全国の

学校への図書配付、絵本の作り手の育成、読書推進活動を担う先生の育成、さらに子ど

もたちの居場所の確保など、ラオスの子どもたちが、自らの世界を豊かにし、人生を主

体的に選択していく力を身につけることが出来るようにと、支援活動を続けている。  

７．実施した活動

内容  

1.読書推進  

小中学校への図書配付、学校図書室の開設支援、先生方のトレーニングなど、子どもた

ちが図書に日常的に接する環境を新たに整備し、これまで図書を配付した学校をフォロ

ーアップする。  

2.出版  

子ども向け図書やラオス人作家による創作作品、民話、日本や海外の翻訳本等を現地で

出版する。  

3.子どもセンター（児童館）支援  

子ども達が自らを表現できる情操教育の場として、子どもセンターの運営を支援する。  

８．主な活動成果   1.読書推進 

①開設にあたっては、図書室に必要な図書

と本棚、読書用の机椅子を整備。オープン

時には、読書推進活動のノウハウを提供す

るセミナーを実施。今期は計画より多い15

校を6県にて開設。 

これまでの開設累計は246校になった。 

② 2010年度以降に開設した図書室28校に

対し、補充図書セットを送付。 

2.出版 

図書5作品、計10,500部を出版。 

また質の高い本の出版を目指し、出版プロ

セスの見直しも実施。 

3.子どもセンター（児童館）支援  

4ヶ所の子どもセンターにおいて、合計9つ

のプログラムを実施するための講師料と教

材費を支援した。 

 

本を授業に取り入れている先生。  

 

届いた絵本を早速読む子どもたち。  
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１．団体名 特定非営利活動法人 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 

 

４.活動地域 ミャンマー国イラワジ管区 

５.支援対象者  イラワジ管区の小、中、高生 

６．事業実施の背

景と必要性 

 民主化に向けて大きく踏み出したミャンマーですが、長期の軍政により農村部での教育

の機会は大きく損なわれています。教師の不足、校舎の老朽化、貧困による途中退学者な

ど問題は山積しています。これらを解決するために、村ぐるみでの学校運営費の調達と校

舎の新設をセットにした学校建設事業を進めています。 

７．実施した活動

内容 

 ミャンマーイラワジ管区において、今季10校を新築しました。また、並行して新築の地

域に運営費を捻出する各種事業を村人達自身が行い、永続的な学校運営を可能にしていま

す。村人が運営する事業は学校農園、寮の運営、作物運搬事業、橋の通行手数料などです

。 

８．主な活動成果  10の村で初年度1220名の生徒たちが新し

い学校で勉強することができます。遠くて

通えなかった高校も近くにできて、今後は

高等教育を受けることのできる学生数も格

段に増加が見込めます。 

 

鉄骨2階建校舎（パウッコン校） 

 

村人総出の労働奉仕 
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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／保護が必要な子どもの支援 

４.活動地域 ベトナム、アフガニスタン、マラウイ 

５.支援対象者  出産に危険が伴う母親、誕生後の保護が十分でない子どもたち 

安全な水が手に入りにくく、不衛生な環境での生活を強いられる子どもたち 

６．事業実施の背

景と必要性 

途上国の妊産婦および赤ちゃんを取り巻く環境は、保健施設や専門家、人々の知識の不足

などにより、大変厳しく、妊産婦死亡率は10万人当たり290人（日本は同6人）、1歳未満の

乳幼児の死亡率は1,000人中44人（同2人）に達しています。出産時の保健施設や人材の不

足、不衛生な自宅での出産や、出産に伴う危険に関する知識の欠如、不衛生な水の摂取、2

歳の誕生日を迎えるまでに適切な栄養を摂取できていないことなどにより、5歳未満児死亡

率は1,000人中63人となっています。 

７．実施した活動

内容 

＊ほとんど検診を受けることができないベトナムの妊産婦 

ベトナムの少数民族が暮らす地域では、医療施設もほとんどなく、検診の必要性の理解も

不足しており、妊産婦死亡率・乳幼児死亡率も著しく高いのが現状です。WVJはこの様な地

域において、保健環境の改善や啓発を通して、妊産婦や新生児の健康改善の支援を行いま

す。 

＊世界で最も女性と子どもが生きることが難しい国、アフガニスタン 

長年の内線と不安定な政権により、世界最貧国の１つであるアフガニスタンでは女性と子

どもの保護が十分ではなく、宗教・文化的理由から、女性は男性医師の診療を受けられま

せん。WVJは、医療施設や専門家が著しく不足している地域で、助産師や看護師育成のため

の施設や教育の整備を行い、妊産婦や5歳未満乳幼児の死亡率の改善に貢献します。 

＊妊娠・出産に関する正しい知識が乏しいマラウイ 

特に貧困の厳しい地域では数少ない保健センターのほとんどで電気・水道が通じず、必要

機器も不足し、緊急時に対応できる体制もありません。また、妊娠・出産に関する正しい

知識が不足しているため、多くの母親が不衛生な自宅で出産しています。WVJは医療施設の

建設や、電気・水道施設の設置に加え、妊産婦や地域住民に対して、正しい妊娠・出産や

母子保健や栄養についての啓発活動を行います。 

 

※2013年11月現在、上記事業は児童保護募金により予定している活動の一部です。今後、

現地状況等により変更となる可能性があります。不測の事態により活動中止となった場合

は、他の地域での児童保護支援のために役立たせていただきますので、ご了承ください。 

８．主な活動成果 2014年2月に報告書発行予定 
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９．活動写真 

 

小児検診を受ける子ども（アフガニスタン） 

 

お母さんたちに栄養ある料理方法を指導しているところ（ベトナム） 

 


