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「持続可能な開発目標」の採択によって、国際社会は持続可能な開発に向けた取り組みを再確認しました。万人を取り込む持
続的な経済成長、社会的包摂 *、
そして環境保護を協力と平和の下で進める取り組みです。これらは単なるカテゴリーではなく、
相互のつながりと共通点があります。パートナーシップは関係者間の連携を強化します。核となる３分野の改善には平和と正
義と有力な機関が欠かせません。中心にあるのが真の持続可能性です。これら 5 つの観点から各 SDGs を考えることが重要
です。
* 社会的包摂＝社会的に弱い立場にある人々をも含め市民ひとりひとり、排除や摩擦、孤独や孤立から援護し、社会の一員として取
り込み、支え合う考え方（出典：ウィキペディア日本語版、2019）
出典：YouTube 内「国連広報センター」チャンネル「持続可能な開発目標とは何か」
https://www.youtube.com/watch?v=znIf3AG_N_o&t=8s、WFWPJapan で SDGs ロゴを追加

持続可能な開発目標と WFWP の取り組み
目標
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WFWP の取り組みと掲載ページ

目標

WFWP の取り組みと掲載ページ

小口融資→ P3

初等教育支援→ P12-15
中等教育支援→ P16-17
就学支援→ P18-20
職業訓練→ P21-25
識字教室→ P26-27
教員輩出→ P28-29
青少年健全育成→ P30-31

栄養指導教室→ P4

家庭再建教育→ P32
女性の地位向上教育→ P34
人身売買予防→ P34

エイズ予防教育→ P5-8
医療支援・マラリア予防→ P9-10
チェルノブイリ事故放射能汚染医療
支援→ P11

衛生指導→ P35
井戸改修→ P35
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はじめに

「持続可能な開発目標（SDGs）
」と「人間の安全保障」
－誰ひとり取り残さない世界の実現
世界平和女性連合（WFWP）は、「人類は、地

自然災害だけでなく、保健医療、教育、ジェン

球という一つの家に住む家族である」をモットー

ダー、障害者、地域格差、環境などの分野でまだ

に、1992 年に設立された NGO です。1994 年

まだ多くの人々が取り残されています。

より世界各国にボランティアを派遣し、
「貧困から

SDGs も人間の安全保障と同様、人間一人ひと

の脱却」を目指して、現地のニーズに合わせた開

りに着目し、途上国の人も先進国の人も、豊かな

発協力活動を実施しています。

人も脆弱な人も、世界平和とパートナーシップの
下で、自然環境を大切にし、人間らしい暮らしの

2000 年からは、21 世紀の国際社会の目標で

できる安定した社会を作り、そこから経済成長を

ある「ミレニアム開発目標（MDGs）
」の達成に向

生み出していく豊かな世界の実現を目指していま

け、国連 NGO として取り組んできましたが、現

す。
「経済」
「社会」
「環境」
「平和」
「パートナーシッ

在は 2015 年９月に採択された「持続可能な開発

プ」が持続可能な世界のためのキーワードといえ

目標 SustainableDevelopmentGoals
（SDGs）
」

るでしょう。

に沿って活動しています。
本書は、WFWP 日本の 海外派遣員と WFWP
SDGs の理念は「誰ひとり取り残さない－ No

インターナショナルの会員が、SDGs 達成に向け

onewillbeleftbehind」です。これは 2000 年

て 取 り 組 ん だ 活 動 の 一 部 を ま と め た も の で す。

に日本が提案した「人間の安全保障」の理念にも

SDGs の達成に対する取り組みを理解していただ

共通するものです。

くために、SDGs の目標に沿って活動を報告して

人間の安全保障とは、人間一人ひとりに着目し，
生存・生活・尊厳に対する広範かつ深刻な脅威か
ら人々を守り、それぞれの持つ豊かな可能性を実

います。
WFWP の取り組みに対して、ご理解、ご指導
をいただければ幸いです。

現するために、保護と能力強化を通じて持続可能
な個人の自立と社会づくりを促す考え方です。1
『持続可能な開発目標報告 2018』によると、1
人当たり 1 日１ドル 90 セント未満で暮らしてい
る世界の労働者の割合は、2000 年の 26.9％か
ら 2017 年の 9.2％へと、この 20 年間で大幅に
低下しました。しかし一方で、2017 年に災害に
より生じた経済的損害は、3,000 億ドルを超える
とみられています。これは近年で最大の被害額で
あり、米国とカリブ海数カ国を襲った３つの大型

出典

1：外務省「人間の安全保障分野をめぐる国際潮流」
<https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/bunya/
security/index.html>
（最終アクセス 2019 年７月９日）
2：国 連広報センター「持続可能な開発目標（SDGs）報告
2018」




 https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_
<
development/sustainable_development/2030agenda/
sdgs_report>



（最終アクセス 2019 年７月９日）

2
ハリケーンがその主因となっています。
このよう

に、人間の力でなんとか貧困を克服できても、人
間の力が及ばない気候変動や自然災害によって新
たに貧困が作りだされ、取り残されてしまうのが、
現在の世界です。



WFWP 隔年報告書 2017-18

2

目標 1
あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる

ターゲット 1.4 2030 年までに、貧困層及び脆弱層をはじめ、すべての男性及び女性が、基礎的サービスへのアクセス、
土地及びその他の形態の財産に対する所有権と管理権限、相続財産、天然資源、適切な新技術、マイクロファイナンスを含
む金融サービスに加え、経済的資源についても平等な権利を持つことができるように確保する。

小口融資
中東

ヨルダン
小口融資

概要：2000 年 10 月、小口融資を開始し、女性たちの自立
を支援している。イスラム社会では女性の自由な外出が制限
されているため、自宅で小さなビジネスができる小口融資は
利用しやすい。首都アンマン他 4 地域に住む女性が対象で、
保証人 2 人をたてて契約し、
1 人について新規は 300JD（≒
$423）から融資し、
成功度と返済の姿勢に応じて 400JD（≒
$564）
、500JD（ ≒ $705） と 増 額。 無 利 子 で 融 資 し、
10 回で分割返済するシステム。返済金及びその２％の額を
事務費として回収し、生活・経営指導もしている。
融資を受けている女性の交流会を開催し、仕事の体験談の
分かちあいと、母親教育を行い、精神的自立も支援している。
※ JD ＝ヨルダン・ディナール

伝統菓子製作販売

ビジネスの種類：販売（衣類、古着、お菓子、雑貨、小物、
金物、化粧品）
、テーラー、美容室、自家製料理のデリバリー
サービス
進展状況
【2017】
● 40―50 歳を対象に計 20 件融資。返済率 100％。
【2018】
● 30―50 歳を対象に計 35 件融資。返済率 100％。

パン製作販売

3
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洋裁

野菜販売

ビーズ小物製作販売

目標２
飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、
持続可能な農業を促進する
ターゲット 2.2 5 歳未満の子どもの発育阻害や消耗性疾患について国際的に合意されたターゲットを 2025 年までに達
成するなど、2030 年までにあらゆる形態の栄養不良を解消し、若年女子、妊婦・授乳婦及び高齢者の栄養ニーズへの対処
を行う。

栄養指導教室

大豆粉と寄付された卵を配布

アフリカ

ザンビア
フードプロジェクト（栄養指導教室）

洋裁教室

●在 ザンビア日本大使館職員の夫人が栄養指導教室を見学
し、20 万円分の大豆粉を寄付。また、スタッフとしても
手伝うようになった。
●洋裁教室の生徒数は 35 人。
●現地スタッフの渉外により、農場より栄養指導教室の子供
達のために毎月 1,200 個の卵の寄付を受けた。

概要：1994 年、ンドラ市で 5 歳以下の栄養不良児を対象
に大豆紛の支給を開始した。1995 年 1 月より、首都ルサ
カ市の２ヶ所のクリニックにおいて、毎月隔週で 2 回、現
地医師・看護師・スタッフの協力により栄養指導教室を実施 【2018】

している。
●マンデーブ・クリニックとガーデン・クリニックの２か所
クリニックの定期検診で標準体重に満たない５歳未満の子
で実施。
供の母親に栄養指導教室を紹介し、教室では子供に大豆紛の
●マ ンデーブ・クリニックでは毎回 100 組の親子が参加。
おかゆを与え、個別に体重の増減を記録する。また、大豆粉
栄養士・看護師が、ボランティアで指導・カウンセリング
の栄養価、おかゆの作り方と食べさせ方をチャートを使って
を実施。
指導し、家でも与えられるよう 2 週間分（1kg）の大豆紛
●ガーデン・クリニックでは毎回 50 ～ 60 組の親子が参加。
と卵を支給する。指導通りに与え続けると子供は３～４ヶ月
●現 地 WFWP ザンビアメンバーがアプローチブックを作
で標準体重に達し教室を卒業できる。WFWP ザンビア副会
り、会社訪問で渉外して寄付を集め、運営費の一部を賄っ
長の医師による栄養・衛生指導も定期的に実施している。参
ている。
加者の母親が教育を受け、栄養促進員（ニュートリション・
●洋裁教室は、自立したい女性を募集したところ、28 人参加。
プロモーター）として積極的に手伝っている。また、現地ス
卒業生にミシンを貸し出し、自立できるように指導してい
タッフはアプローチブックでフードプロジェクトを紹介し、
る。
視察してもらうことで支援者を獲得している。
●農場より毎月 4,800 個の卵の寄付を受けた。
2010 年より、栄養指導教室に通う母親たちの経済自立の
ために、ルサカ市内の WFWP 事務局で洋裁教室を実施して
栄養指導教室に参加
標準体重に達した子
いる。
した子供（人数）
供（人数）
進展状況
【2017】

●チ ャイサ・クリニックとガーデン・クリニックの 2 か所
で実施。いずれのクリニックも１回約 50 組の親子が参加。
●チャイサ・クリニックでは、卒業生の母親がスタッフと共
に活動している。政府機関の栄養士が、ピーナッツの粉の
お菓子を調達し、寄贈した。


2017

2,153 人

251 人

2018

3,721 人

1,498 人

1994-2018

58,153 人

12,858 人
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目標 3
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、
福祉を促進する
ターゲット 3.3 2030 年までに、エイズ、結核、マラリア及び顧みられない熱帯病といった伝染病を根絶するとともに肝
炎、水系感染症及びその他の感染症に対処する。

エイズ予防教育
アフリカ

ガーナ
概要：2002 年 8 月よりエイズ予防教育を実施。コンドー
ム教育の不備を指摘し、結婚前の貞操を守る自己抑制教育を
基本とした教材を使用してエイズ予防を指導している。
2009 年より、WFWP 日本が作成した「エイズ時代に生
きる」「新しい性教育」や、
「フリーティーンズ」を使ってセ
ミナーを実施。
2014 年より、フリップとパワーポイントの両方を使い、
より効果的に実施。
実施状況
【2017】

2 月～ 12 月、首都アクラ市にあるプログレッシヴ・フェ
イス・スクール、ホーリー・チャイルド・アカデミーなど
15 校において、エイズ予防教育、家庭の価値教育を実施。
参加総数は、2,013 人。

アマサマムオパ小中学校にて授業

【2018】

2 月～ 10 月、首都アクラ市にあるアマサマムオパ小中学
校、ティーチャー・アダムズ・スクールなど 12 か所におい
て、エイズ予防教育、家庭の価値教育を実施。参加総数は、
1,000 人以上。里親奨学金を受けている医学生が活動をサ
ポートした。

モーリタニア
概要：モーリタニアの青少年に HIV 感染者が増えたことか
ら 2001 年より実施。「エイズ時代に生きる」のフランス語
訳にアフリカの資料を加えたパワーポイントを作成し、教材
として使用。電気が通っていない地域においては、フリップ
チャートを使用した。モーリタニアでは、一度エイズ予防教
育を受けた人がその内容に感動し、次の人を紹介してくれる
というように、人伝いに教育が広がっている。
実施状況
【2017】

●10 月 28 日、首都の外れにあるアラファト地区のコミュ
ニティ、カンダハール・アソシエーションで約 50 人の男
女を対象に、フランス語のプログラムを部族語のプラール
語に通訳し実施。
● 11 月 6 日、首都からで車で 3 時間の新興都市シャミ市
の中学校にて教師と生徒約 80 人を対象に実施。生徒た
ちから、「遠い国から自分たちの為に来てくれたことを感
謝している。この内容を家族や多くの人達に伝えていき
たい。
」との感想があった。
●11 月 17 日、首都ヌアクショットの国立公衆衛生学校に
て、教師と生徒 67 人にエイズ予防教育を実施。女性の校
長は「WFWP のエイズ予防教育は他の物とは違い大変す
ばらしい。これからも交流を深めていきたい。
」と感想を
述べ、感謝状を派遣員に贈った。
●12 月 2 日、元駐日モーリタニア大使の依頼により、大
5
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シャミ市の中学校にて授業

使の故郷バゴディンでエイズ予防教育を実施。市長も大歓
迎して下さり、周辺の村人たち 200 人以上が野外広場いっ
ぱいに集まった。
【2018】

●10 月 27 日、首都郊外アラファト地区のコミュニティ、
カンダハール・アソシエーションで既婚・未婚の男女 40
人にプラール語で実施。参加した医師が今までに聞いたこ
とのない内容に関心を示した。
●11 月 2 日、シャミ市の中学校を訪問。この学校の校長
先生が WFWP プログラムの内容を受け入れてくださり、
ここ数年毎年実施。約 60 人の生徒が参加し、熱心に聞き
入っていた。同学校より感謝状が授与された。
●12 月 1 日、世界エイズデーにちなみヌアクショットの
貧困地域エルミナ地区にて、小さな子供を持つ女性約 50
人にエイズ予防教育を実施。参加者は、「大切な内容だ。」
と真剣に聞いていた。



ケニア
概要：UNAIDS の 2018 年のデータによると、ケニアでは、
140 万人の 15 歳以上の大人が HIV に感染しており、女性
の感染者数が男性より多い。2018 年には 46,000 人（全
年齢）が新たに感染した。
ケニアはアフリカの中で HIV 感染率の高い国のひとつで
あることから、WFWP では 1995 年よりエイズ予防教育を
実施してきた。ハンドウ中学・高校の生徒や教職員、PTA
に「エイズ時代に生きる」のパワーポイントを中心として医
学的知識、予防法、生活の仕方も指導するとともに、人格教
育も行っている。
実施状況
ハンドウ中学・ 高校でのセミナ ー
【2017】


1 月 9 ～ 10 日と 2 日間、
ハンドウ中学・高校にてセミナー 【2018】
9 月 24 日、学校の食堂で全校生徒 600 人を対象に「エ
を実施。1 日目は「エイズ時代に生きる」を講義し、3,4 年
イズ時代に生きる」を講義。翌 25 日には人格教育を講義。
生を中心に 300 人が参加。また 45 人の PTA には家族の
価値、道徳教育の重要性などをスワヒリ語で講義を行った。 2013 年はマラクシ中学・高校の女生徒が妊娠したケースは
16 人だったが、2018 年は 1 人だけとなり、エイズ予防教
2 日目は人格教育を実施し、300 人の生徒が参加。セミナー
育・人格教育の成果を実感した。
終了後のアンケートで、講義の内容を真剣にとらえる生徒が
多い中、エイズにかかったかもしれないと不安をもつ学生も
いたことが分かった。

カリブ海

トリニダード・トバゴ
概要：1996 年よりエイズ予防教育を実施。英語版「エイズ
時代に生きる」の教材を使って現地のテーマを加えながらパ
ワーポイントでセミナーを開催。ニーズに応じて、
道徳教育、
自己抑制教育、人格教育のセミナーも開催。教育の対象は、
小学校高学年、中・高校生、各種専門学校、保護者、教育関
係者、コミュニティの人々。
実施状況
【2017】

●11 月に首都ポート・オブ・スペインの小学校 4 校と中
学校 2 校においてセミナーを開催。8 歳から 14 歳までの
児童・生徒 397 人と教師 22 人を対象に道徳教育と自己
抑制教育の講義と「エイズ時代に生きる」の講義を実施。
●11 月 18 日、首都ポート・オブ・スペインのオール・セ
インツ教会ホールにて、エイズ予防教育講師養成とプログ
ラム紹介のためのセミナーを開催。ドミニカ共和国より人
格教育の講師を迎え、
「人格教育の必要性と優先権」につ
いて講演をしていただいた。WFWP トリニダード・トバ
ゴ会員 8 人と教育関係者を含むゲスト 18 人が参加した。
【2018】

●4 月 19 日、キューロップにあるジョン・ジョン・ユー
スクラブの 10 歳から 18 歳までのメンバー 28 人を対象
に、道徳教育のセミナーを開催。
●4 月 25 日、サングレ・グランデ地区のマンザニーラに
あるマンザニーラ中学校の 13 歳から 16 歳までの 38 人
の生徒と教師 1 人を対象に、
「エイズ時代に生きる」のセ
ミナーを開催。
●11 月 5 日、キューロップのファティマ・RC・スクール
の 7 歳から 8 歳までの 80 人の児童と教師 6 人を対象に
道徳教育の授業を実施。


マラバル中学校での授業

ツナプナ AC 小学校での授業
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ドミニカ共和国
概要：2011 年 1 月より WFWP 日本の支援を受けて実施。
エイズ予防教育セミナーには「フリーティーンズ」と「エイ
ズ時代に生きる」
、家庭再建教育セミナーには 「人格教育セ
ミナーテキスト」
「アモール・プーロ」の教材を使用して実施。
女性をはじめ地域の青少年の社会道徳、倫理観の退廃が激し
く、国としても精神的自立教育の方策を必要としていた。し
かし、国の対策は十分でないことから、WFWP の教育内容
に賛同する教育者や学校からの依頼が相次いだ。また、女性
政治家や長年地元で NGO 活動をしていた女性も WFWP の
理念に感動し、
共に協力して組織的な教育活動を行っている。
ワールド・データ・アトラスのデータによると、ドミニカ
共和国の 15 ～ 49 歳の HIV 感染者は、
1999 年に 2.4％だっ
たが、2016 年には 1％に減少した。

実施状況
2017

2018

実施状況
【2017】

●ビジャリンダ地域の公立ルディ・マリア・コマス・バティ
スタ中学校・高校（日本の中学 3 年～高校 3 年）で 1 月
～ 5 月、9 ～ 11 月の 8 ヶ月間、全校生徒対象に、倫理
道徳カリキュラムのセミナーを WFWP で担当した。
●5 月 31 日、ルディ・マリア・コマス・バティスタ中学校・
高校の「十代の妊娠問題」の講義の後、WFWP 日本の思
春期講座インストラクターである菊池派遣員が自己抑制に
ついて講話。その後校長先生、オリエンテーション担当教
諭が参加し、全カリキュラムを修了した 31 人の生徒たち
に修了書を授与し、文房具もプレゼントした。
【2018】

●ルディ・マリア・コマス・バティスタ中学校・高校の校長
先生から依頼があり、公立学校の学年末に実施される倫理
道徳カリキュラムのセミナーを WFWP で引き続き担当す
ることになった。1 ～ 3 月、
5 月、
10 ～ 11 月の 6 ヶ月間、
毎回全校生徒の中から、いじめを受けたり、家庭問題や問
題行動のある生徒 30 人を対象に実施。1 年で 48 回の講
義を行い、のべ 828 人の生徒が参加した。学校のオリエ
ンテーション担当教師と WFWP 講師が一緒にカリキュラ
ムを作成している。
●4 月 15 日、国立 UASD 大学にて、教育学部の 230 人
の学生と 4 人の教授を対象に、道徳教育の授業を実施。
●10 月 1 日、エイズ予防教育の講師育成講座を開催。ニカ
ラグア、ハイチ、コスタリカの世界女性平和ネットワーク
（GWPN）大会参加者が 12 人参加。
●10 月 19 日、道徳教育授業を継続してきたルディ・マリア・
コマス・バティスタ高校からの紹介で、エリザベス・ラン
ティグア・ボニーヤ高校で道徳教育の授業を実施。
●11 月 19 日、アルカリソ市の協力で「純潔運動カルチャー
フェスティバル」を開催し、500 人の若者と住民を純潔
運動の行進に動員。純潔運動のスローガンを叫んだ。多く
のスポーツ団体や若者のグループからの参加があった。
●12 月 1 日、大統領夫人オフィス・青少年担当部門と心理
学教諭団体と共催で純潔教育セミナーと家庭再建セミナー
を実施。

セミナー
道徳教育授業

回数

人数

32

921

純潔教育セミナー

1

300

家庭再建セミナー

6

129

エイズ予防教育講師育成講座

1

15

合計

40

1,365

道徳教育授業

50

1,062

純潔教育セミナー

5

234

家庭再建セミナー

6

670

合計

61

1,966

参加者に文房具をプレゼント

アルカリソ市と共催の純潔を叫ぶ行進

カリブ海地域で他に取り組んでいる国：ジャマイカ
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中南米

アルゼンチン
概要：2013 年 3 月に開始した青少年健全育成教育、情操
教育を行なってきた大学、公共施設で、継続してエイズ予防
教育、人格教育を行なうようになり、2016 年よりツクマン
州、ブエノスアイレス市・州の地域と学校を中心にエイズ予
防・人格教育のみを推進していくことになった。
教材は「エイズ時代に生きる」のスペイン語版と自己抑制
講義「アモール・プーロ」のテキストを使用。

サン・ミゲル・デ・ツクマン市 No.5 技術学校にて授業

実施状況

実施場所

参加者

参加人数

2017

ツクマン（技術学校・国立技術大学・政府機関・ホテ
ル）、サルタ、フフイ（技術学校）、ブエノスアイレス

教師・学生・父兄・学校関係者・有識者・政府機関
関係者

2018

フフイ、ツクマン、コリエンテス、バンダリオサリ、
友人・知人・学生・VIP/NGO リーダー・州議員・
サルタ、リドロ（キンテロス学校）

657
750

ベリーズ
概要：ベリーズでは、13 歳の 80％がすでに性交渉を行っ
ているという統計があることから、早期のエイズ予防教育が
必要と考え、WFWP では、2013 年よりエイズ予防教育を
実施している。国が行っているコンドーム教育は対処法にし
かならず、専門的な知識を教えるエイズ予防教育が必要とさ
れている。
セイント・ジョン・ヴィアニー・RC・スクールにてセミナー
アメリカから講師を招き、
「クリーン・スレート・プログ
ラム」の教材を使用し、小学校や中学校でセミナーを開催し
●E.P ヨーク中学校はベリーズ・シティ市内で最もレベルの
ている。
高い学校だが、2 人の女子生徒が妊娠・出産して復学して
小学生には「私の体は大切（Mybodyisprecious）」と
いた。
いう絵本を使って「良いタッチ」と「悪いタッチ」を具体的
な例をあげながら、将来の夢をかなえるためには自分の身体
【2018】

を大切に守らなくてはいけないということを教えている。
●10 月 10 日、ベリーズ・シティのサミュエル・ヘインズ・
中学生にはアルコールやドラッグが脳に与える影響や
インスティテュート・オブ・エクセレンス学校にて、ドミ
SNS などの危険性、
さらに 10 代の妊娠がもたらす問題など、
ニカ共和国から講師を招き、75 人の小学生を対象にエイ
映像を使って講義している。
ズ予防教育と人格教育セミナーを実施。
●10 月 12 日、ベリーズ・シティのセイント・ジョン・ヴィ
実施状況
アネイ・RC・スクールにて、4 年生 86 人、5 年生65 人、
【2017】

6 年生 84 人を対象に、ドミニカ共和国の講師によるエイ
●10 月、首都ベリーズ・シティの 3 つの学校において、エ
ズ予防教育と人格教育セミナーを実施。
イズ予防教育セミナーを実施。206 人の小学 5 年生から
中学生までが参加。

東ヨーロッパ

ベラルーシ
概要：近年東欧地域で HIV 感染が爆発的に拡大しているた
め、政府もエイズ対策に力を入れている。HIV 感染が拡大
している現状を懸念し、チェルノブイリ原発事故による放射
能に対する危機感と共に、心身両面の教育の必要性を提案。
「エイズ時代に生きる」のロシア語版を使い、エイズ予防教
育と自己抑制教育のセミナーを、現地 NGO の青年スタッフ
の協力で実施。
実施状況
【2017】

●現地スタッフが積極的に学校でのエイズ予防教育を進めて
おり、合計 13 回で 491 人の生徒を対象に実施してきた。


チェチェルスク第 2 学校にてセミナー

●10 月 17 日、ゴメリのギムナジアにて、約 100 人対象の
セミナーを視察。
【2018】

●現地スタッフが合計 8 回で 317 人を対象に実施。
●9月24日、ゴメリのチェチェルスク第 2 学校にて、
78
人対象のセミナーを視察。
WFWP 隔年報告書 2017-18
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ターゲット 3.8 すべての人々に対する財政リスクからの保護、質の高い基礎的な保健サービスへのアクセス及び安全で効
果的かつ質が高く安価な必須医薬品とワクチンへのアクセスを含む、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）を達成
する。

医療支援・マラリア予防
アフリカ

ニジェール
①医療支援プロジェクト（移動診療所・衛生指導）

概要：ニジェールにおける死因のトップはマラリア。1997
年よりマラリア撲滅のため、予防薬の寄贈と服用法の啓蒙活
動を実施し、2000 年より無医村での移動無料診療、薬を通
常より安価に販売する薬箱の設置を進めてきた。不衛生な環
境が病気の原因であるため、衛生指導も並行して実施してい
る。2005 年より、再度マラリア撲滅指導に取り組み、マラ
リア発生率の最も高い地域で医療支援活動とマラリア予防指
導を展開している。
2006 年より、マラリア予防には蚊を防ぐことが最優先だ
と考え、蚊帳（殺虫剤を練りこんでいない普通のもの）を薬
と一緒に販売し、妊婦は優先的に安価に購入できるようにし
ている。
2013 年以降はテロリストの活動がニジェールで活発に

なったことから派遣員は入国できず、現地スタッフのみで活
動を実施。
実施状況
【2017】

5 月 15 日、ティラベリ州コロ県レレヒ・ママン・ガナリ
村で、3,000 人の村民を対象に、無料診療と薬の無料配布
を行った。386 人が診療を受けた。村を管轄する地域の病
院の医師と看護師が診察を行なった。診療結果は風邪が多く、
腹痛、関節炎も見られた。マラリアは流行時期前で少なかっ
たが、薬配布の際に水の衛生や、栄養補給、手洗いについて
など保健師がそれぞれに母親に指導を付け加えた。
【2018】

7 月から 9 月にニジェール南部のマラディ地域で深刻な
コレラの大流行が発生した。累計患者数は 3,692 人で、68
人が死亡した。そのため、この地域における移動診療と衛生
指導は実施できなかった。

②マデニタデタ村総合保健センター運営支援

概要：マラディ州マダロンファ県ガビ区マデニタデタ村に、
周辺の 5 つの村を含めて約 4,000 人を診療対象に、国の政
策の一環である総合保健センター（CSI：CentredeSante
Integre）建設の資金を WFWP が提供し、2016 年に保健
省が建設を完了した。上級看護師が常駐している。
進展状況
【2017】

● 1 月に医薬品を購入し、診療を開始。
●5 月にロッカー、机、椅子、などの備品を購入。さらに
ソラーパネル、バッテリーを設置し、太陽光発電設備を整
えて、診察室に電灯が灯り、診察がしやすくなった。
●10 月、センターが乳幼児を対象とするユニセフ支援の全
国予防接種キャンペーンの会場となり、多くの母親たちが
訪れた。
予防接種の活動がしやすくなったと保健省から感謝の言葉
を受けた。
【2018】

●センターは、全国予防接種キャンペーンの際の会場に指定
され、周辺地域から多くの人が訪れ、建物に人が入りきれ
ず、入口前に待合所を増設してほしいとの要望が出された。
その要望に応えて、
6 月～ 8 月の期間でトタン屋根を張り、
床と備え付けの椅子はコンクリートで塗り固め、待合所を
増設した。
●2019 年 2 月 3 日、2018 年に移動診療のために準備し
た医薬品であったが、コレラ大流行などの諸事情により、
移動診療活動が難しかったため、残された医薬品をセン
ターに寄贈した。
センターでは医薬品が不足していたため、
センター長からとても感謝された。
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予防接種キャンペーンでセンターに集まった母子

新しく設置された待合所



アジア

ネパール
ヘルスチェック・プロジェクト

概要：1997 年、無医村を巡回して無料の健康診断と薬の無
料配布を開始した。生活環境と食生活から病気になる確率も
高いため栄養指導と衛生教育も同時に行っていた。2013 年、
チトワン郡メゴウリ村の診療所「ワールド・ピース・ヘルス・
サービス・センター」の運営支援を開始。この診療所では週
3 回医療行為もできる看護師兼薬剤師が対応し、妊婦に対し
ては保健師が 24 時間対している。毎月 70 ～ 100 人ほど
の村人が利用し、手当てと薬の処方を受けている。
進展状況

●診 療所利用者 4 人にヒアリングし、貧しい暮らしをして
いる住民にとって、歩いて行ける距離に診療所があり、薬
も安く買えるので大変役立っているという事が分かった。
【2018】

●2018 年度の患者数は 670 人で、2013 年開所から延べ
4,110 人が受診。風邪、高血圧、胃腸疾患、呼吸器系疾患、
婦人病、栄養失調、皮膚病等が多いが、野生動物に襲われ
た患者の救急手当、妊産婦・乳幼児に関する緊急処置など
も実施。
●自家発電システムを導入し、電気が使えるようになり、扇
風機も設置し暑さ対策が改善され、診察台にマットレスを
敷き設備を充実した。
●医療従事者のユニフォームを揃え衛生的になった。

①乳がん・子宮がん・婦人科検診

【2017】

5 月 20 日、チトワン郡バラトプルのプレジャティ ･ シク
シャ・サダン学校にて乳がん・子宮がん・婦人科検診、薬配
布を実施。医師 4 人、看護師 9 人、WFWP ネパール会員
12 人、教師 5 人、その他 5 人のスタッフがボランティアで
参加。今回検診を受けたのは 7 歳～ 90 歳の 201 人の女性で、
受診者の 90％が骨盤内炎症疾患と診断された。その他、子
宮異常出血、子宮頚部 UV 脱出およびポリープと診断され
る人もいた。今回の検診で手術が必要な人は、指定された病
院へ行けば無料で治療を続けることができるよう措置され
た。貧しい農村地域のため、無料で検診を受けることが出来
た女性たちから、非常に感謝された。
【2018】

●11 月 3 日、ネパール東部のスンサリ郡イタハリ・サブ・
メトロポリタン市のラムジャナキ老人ホームにて無料眼科
検診を実施。ネパールネトラジョティ協会とイタハリ・ア
イケアセンターの協力のもと、医者 2 人、看護師 3 人、
薬剤師 2 人、WFWP ネパール会員 14 人、地域のスタッ
フ 20 人 が ボ ラ ン テ ィ ア で 参 加。45 歳 ～ 55 歳 の 男 女
173 人が受診した。
 多かった症状は白内障 33 人、翼状片 6 人で、手術の
必要な患者には無料で実施し、受診者の 7 割に無料の薬
を処方した。白内障手術を受けた患者からは「目がはっき
りと見えるようになって生活がしやすくなったので嬉し
い。無料でありがたい。助かった。
」との感想があった。
●12 月 8 日、チトワン郡メゴウリ村のメゴウリ・ヘルス・
センターにおいて、チトワン癌病院、チトワン大学病院、
メゴウリ・ヘルス・センターの協力のもと、医者 2 人、
看 護 師 2 人、 薬 剤 師 1 人、WFWP ネ パ ー ル 会 員 3 人、
地元スタッフ 3 人で、婦人科及び内科の健康診断、薬の
無料配布を実施。0 歳～ 55 歳の男女 106 人が受診。
 多かった症状は、月経不順、避妊手術後の傷の異常、子
宮筋腫、胃腸不調、風邪症状など。受診者から、
「婦人科
の医師が女性で良かった。定期的にこのような無料の健康
診断があったら有り難い。
」などの感想が寄せられた。

無料眼科検診

「ワールド・ピース・ヘルス・サービス・センター」に薬の寄付

②メゴウリ村の診療所「ワールド・ピース・ヘルス・サー
ビス・センター」

【2017】

●8 月に大雨による浸水で、診療所の多くの薬や医療用具
が使用できなくなったため、約 2 万円分の薬を支援した。
この月は水害で体の不調を訴える住民たちが多く、1 ヶ月
の患者数としては最多の 137 人が受診した。


薬の配布
WFWP 隔年報告書 2017-18
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ターゲット 3.9
減少させる。

2030 年までに、有害化学物質、ならびに大気、水質及び土壌の汚染による死亡及び疾病の件数を大幅に

チェルノブイリ事故放射能汚染医療支援
東ヨーロッパ

ベラルーシ
チェルノブイリ被災地域の医療支援活動

概要：チェルノブイリ原発事故は、被曝から 30年以上経過
した今もベラルーシの人々の健康に悪影響を及ぼし、特に食
習慣による二次被曝で体の発達が未熟な青少年への健康被害
が強く懸念されている。
1995 年にゴメリ州のゴメリ小児専門病院から依頼を受
けた物資や医療器具の支援を開始して以来、被災者のための
支援活動を継続している。
2006 年より現地青年ボランティア団体「アルテラ」に
被災者支援プログラムの活動費を支援。
2007 年に放射能防護研究所「ベルラド」を訪問。この研
究所は、定期的に汚染地域付近の子供達の体内放射能を測定
し、その数値を下げる効果が期待できる健康食品「ビタペク
ト」を開発。体内に蓄積された放射能が危険なレベルを超え
る子供達に投与する活動を地道に実施。病気を未然に防ぐた
めに一人でも多くの子供達を助けたいという趣旨に共感し、
2008 年に WFWP 日本による「ビタペクト」配布支援活動
を開始。
進展状況
ゴメリ州立小児専門病院への
医療物資支援

「ビタペクト 3」投与支援金
健康指導センター

医療物資寄贈

2010 年に「ベルラド」と協力して、汚染地域に近い小
中一貫校にて、
「健康指導センター」を設置。採取した食品
中の放射能量を子供達に調べさせて、放射能の脅威に気づか
せ、どう防いでいくのか健康への意識を啓蒙している。

2017 年
・心電図の記録デバイス用ケーブル
・6 チャンネル心電計
・口を拡張するエキスパンダー
・楕円生検鉗子
・熱表示板
・カテーテル固定用の石膏フィルム包帯
40 人分を寄付
ベルラドからゴメリ州ルチトシ地域のギムナジ
ウムを推薦され視察し、活動の継続費用を支援
した。

2018 年
・手術器具を洗浄するための特殊溶剤レジン
パックＥ-315 3 個
・多目的コンピュータコンプレックス電極ヘル
メット 3 種
・リハビリ用マッサージチェア 1 台
11 人分を寄付
ゴメリ州チェチェルスク第 2 学校を視察。

ウクライナ
ウクライナ ･ チェルノブイリ被曝児のための医療支援

概要：1999 年 11 月より、キエフ市を中心として、多くの小児病院、孤児院などに医療器具、医薬品、治療費などの支援を
してきた。2010 年よりチェルノブイリ原発事故の被害者団体「チェルノブイリ・ソユーズ」の要請による支援を行っている。
（2017） エリザベータ・シュルツちゃん（10 歳） 被曝 2 世
母親は、チェルノブイリで生まれ育ち、1 歳の時に被曝。
病名：先天性奇形脊椎ヘルニア。仙骨脊髄麻痺。骨盤機能不全。神経因性膀胱（膀胱の神経機能障害）
リザちゃんは一人でトイレに行けず、カテーテルとおむつを使用。2011 年に膀胱の移植手術をしたが、うまく神
経が繋がらず、再手術が必要。現在、成長期のため手術ができず、2018 年 4 月超音波検査費用を支援し、様子をみ
ることとなった。
（2018） ジャスティナ・ザモイシカちゃん（12 歳） 被曝 2 世
母親の妊娠中に、先天性水頭症とわかり、帝王切開で生まれたが、歩行機能に関係する脳の部分が冒されていたため、
8 歳まで歩くことができなかった。
その後、手術とリハビリによって、つかまりながら歩けるようになった。これから集中リハビリをすることによって、
ひとりで歩けるようになる可能性があるため、リハビリ治療の費用を支援。

11

WFWP 隔年報告書 2017-18 

目標 4
すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、
生涯学習の機会を促進する
ターゲット 4.1 2030 年までに、すべての子どもが男女の区別なく、適切かつ効果的な学習成果をもたらす、無償かつ公
正で質の高い初等教育及び中等教育を修了できるようにする。

ターゲット 4.2 2030 年までに、すべての子どもが男女の区別なく、質の高い乳幼児の発達・ケア及び就学前教育にアク
セスすることにより、初等教育を受ける準備が整うようにする。

初等教育支援：小学校建設・運営
アフリカ

ギニア・ビサウ
学校名

ソナック小学校

校舎建設完成年月 2003 年 2 月
開校年月

2003 年 10 月

教育内容
政府指定の一般教育を実施。教科は国語（ポルトガル語）
、
算数、
理科、社会、体育、図工に加え、3 年生から英語、フランス
語を学ぶ。午前と午後の 2 交替制で午前中は 1 ～ 4 年生、午
後は 5 ～ 6 年生が学ぶ。5 年生からは各教科ごとの教師が教
える。
土曜日に校長が道徳教育を実施。夏休み中には、高学年の児
童を対象に自己抑制特別夏期講座と題して道徳教育を実施し
ている。
9 月始業、6 月修了。
卒業生総数

483 人

概要
クーデターや内戦が頻発するギニア・ビサウでは、国民の
およそ 6 割が国際貧困ライン（1 日 1.9 ドル）以下の収入
で暮らしている。学校を含め基礎的インフラも十分に整備さ
れておらず、学校不足が深刻な社会問題となっている。
地域の要請を受け、首都ビサウ市ルアンダ地区に小学校を
建設。女性の社会的地位が低い国でありながら、女子の数が
多いことが特色。教師のストライキによって授業が行われな
い公立学校が多いのに対し、ストライキもなく年間を通じて
授業を行っていることに父兄から感謝されている。
2008 年より貧困家庭の子供達を里親制度で支援してい
る。卒業生の多くはソナック中学校へ進学。

現在の校舎


進展状況
【2017】
●校庭にベンチを設置。
●ロータリークラブの支援で職員室の建設、第 4 教室の窓・
壁の修繕、貯水タンクの設置を行った。
● 9 月 6 ～ 13 日、教師を対象に「ソナックをギニア・ビ
サウ一の学校にするために」とタイトルを掲げたセミナー
を実施。
● 9 月 23 日、父母会を開催し、100 人以上が参加。
●全体の進級率は 84％。
● 6 年生 52 人が卒業。
●児童数（2016 年 9 月～ 2017 年 6 月）
いち

男子

女子

合計

117

146

263

【2018】
● WFWP USA からの支援で遊具（ブランコ、シーソー）
の設置と屋根の修繕を行った。
●ソナック小学校・中学校の卒業生が事務長に就任。
● 9 月 28 日、父母会を開催。90 人の父兄が参加。
● 6 年生 44 人が卒業。
●児童数（2017 年 9 月～ 2018 年 6 月）
男子

女子

合計

111

148

259

ウィンテン・シガさんはソナック小学校・ソナック中学校の卒業生。大
学を卒業し、2018 年にソナック小学校の事務長を務めるようになった。
WFWP 隔年報告書 2017-18
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現在の校舎

遊具で元気に遊ぶ子供達

アフリカ

赤道ギニア
学校名

 モトコ・シロマ学校（幼稚園・小学校・
①
中学校）

校舎建設完成年月 1999 年 3 月
開校年月

2001 年 10 月

教育内容
国の規定のカリキュラムを幼稚園（2 年間）から中学校 3 年
生まで教える。増築によって教室数が増えたため、午前中に
全クラスの授業が行われるようになった。9 月始業、6 月修了。
卒業生総数

321 人

バザーで販売し、収益金を学校の運営費に充てている。
児童数が年々増加しているため、増築工事や学校の設備充
実と環境整備に努めている。
学校の名前は現地で殉職した赤道ギニア派遣員城間礎子
（しろま もとこ）さんを偲んで名付けられ、命日である 2
月 9 日には毎年追悼セレモニーを行っている。
進展状況
【2017】
●教育省の指導を受け、傷んでいる各教室の床タイルの修繕、
校庭の土入れなど生徒の安全のための工事を実施。
● 1 教室を増設し、11 教室となる。
●小学6年生24名が全員卒業し、全員中学へ進学。
●児童数（2016 年 9 月～ 2017 年 6 月）
男子

女子

合計

概要
1999 年に「女性自立のための職業訓練校モトコ・スクー
107
168
275
ル」を首都マラボに開校したが、近隣の父兄や教育省の要請
を受け、2001 年にモトコ・スクール内に「モトコ・シロマ 【2018】
●中学 2 年クラスを開設。
幼稚園・小学校」を併設し、2002 年からは幼稚園・小学校
●小学 6 年生 25 名が全員卒業し、全員中学へ進学。
のみ運営している。2016 年に中学クラスを開設し、学校名
●児童数（2017 年 9 月～ 2018 年 6 月）
を「モトコ・シロマ学校」に改めた。
政府の認可を受け、教育省から教師が派遣されている他、
男子
女子
合計
教師の資格を持つ WFWP 赤道ギニア会員が校長や教師を務
めている。WFWP 赤道ギニア支部が日本からの支援物資を
136
152
288

学校名

②ピラール・モモ幼稚園・小学校

校舎建設開始年月 2004 年 7 月
校舎建設完成年月 現在も進行中
開校年月

2011 年 9 月

概要
「モトコ・シロマ学校」よりも、もっと大きく運動場のあ
る学校を、という WFWP 赤道ギニア支部の要望により首都
マラボ市に建設。土地探しから設計、技術者と工事の監督等
一切を WFWP 赤道ギニア支部が労働省と協力して実施。学
校名は、赤道ギニア初の女性教師の名前に由来する。学校周
辺は住宅地でありながらも、学校がない地域。地域住民と教
育省からの切なる要望により 2011 年 9 月に開校。
WFWP 日本では校舎建設、施設設備、貧困家庭の児童の
支援のみ実施。
13
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現在の校舎

進展状況
【2017】子供の安全確保のために設置した道路側のコンク
リートの頑丈な塀が完成。階段部分の屋根を設置。
【2018】塀、校舎の外壁、学校名看板のペンキ塗りを実施。



アフリカ

カメルーン
学校名

サンルナ小学校（「バフ・トレーニングセ
ンター」内）

校舎建設完成年月 2013 年 6 月
開校年月

2015 年 9 月

教育内容
国規定のカリキュラムを幼稚園から小学校 6 年生まで教える。
9 月始業、6 月修了。

教師と児童たち

進展状況
概要
【2017-2018】
1995 年より、女性の経済自立支援とエイズ予防教育促進
政情不安のため、バフ村に位置するすべての学校が閉鎖さ
のために、
北西州バフ村にトレーニングセンター建設を計画。
WFWP カメルーンのメンバーとその協力者達が資金を募り、 れ、サンルナ小学校も 2018 年 10 月に休校となった。
日本からの支援を得て、2013 年 6 月に完成。地域の要望
児童数
幼稚園
1年
2年
3年
合計
があり、2015 年 9 月サンルナ小学校開校。
2017

12

1

6

―

19

2018

―

1

2

5

8

初等教育支援：小学校運営と運営支援
アフリカ

エチオピア
ノン・フォーマル教育子供支援プログラム
初等教育クラス「ワン・ホープ・ガーデン」運営

概要：1997 年、首都アジスアベバ市ワレダ 10 地区で、貧
困のため就学年齢に達しても学校に行けない児童のために無
料の識字教育を開始したのが始まりである。2001 年に政府
より初等教育学校として認可された。3 年間教育した後、制
服・学用品を支援し、アジスアベバ公立小学校の 4 年生に
編入させてきた。公用語のアムハラ語、算数、英語、社会科
学、美術、音楽、体育を教えた。2003 年より「ワン・ホー
プ・ガーデン」に通う貧困家庭の児童の学費を里親制度で支
援している。
エチオピア政府が普遍的初等教育の達成に取り組んできた

最後の児童たち

結果、7 歳の就学年齢に達した子供はすべて公立の小学校に
入学するという方針がだされた。それに伴い「ワン・ホープ・
ガーデン」のノン・フォーマル教育の使命が終了することに
なった。2017 年 6 月、18 人の 3 年生を公立小学校の 4
年生に編入させることで初等教育クラスを終了した。

アフリカ

リベリア
託児所・幼稚園・小学校「ピース・ハナ・スクール」運
営支援



概要：1998 年 9 月、政府の認可を受け、首都モンロビア
市内の貧困地域に開校。託児所・幼稚園は、3 ～ 6 歳の児
日本からの支援物資を寄贈
童を対象に、基礎的な読み書き、歌、スポーツ、遊び、日本
●教室の壁がブロックになり、屋根の改修工事も実施。
語、聖書などを教えている。
●地域の学校対抗スピーチコンテストで当校の子供達が優勝
2002 年、小学校コースを開設。教育省が定めたカリキュ
し、学校のイメージアップになった。
ラムに沿った教科と外国語（日本語）に加えエイズ予防教育、
●小学生高学年にはコンピューターの授業を開始。
エボラ対策のための衛生教育、家庭教育、道徳教育も実施。
【2018】
学校は 9 月開始、7 月修了。
●教室の床をセメントで張り、イス・黒板・教室の仕切りの
学校行事などを通じて、PTA や地域の人々とも交流して
新設、壁の塗装、トイレのパイプ修理などを実施。
いる。
●運動会やスポーツ大会などの学校行事に地域の子供達を招
進展状況
待することが、学校 の PR と地域の交流に役立った。
【2017】
●エボラ感染拡大時に子供達はおもちゃに触ることができな
児童数
託児所
幼稚園
小学校
合計
かったため、子供達の心のケアも兼ねて音の出る絵本、ぬ
2017
40
18
51
109
りえセット、ぬいぐるみを日本から持参して 1 月に寄贈。
2018
31
15
66
112
あわせて消毒薬、虫除け用品なども寄贈。
WFWP 隔年報告書 2017-18
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3 歳児のクラス

国民的歌手の WFWP バングラデシュ副会長が学校を訪問

オセアニア

アジア

ソロモン諸島

バングラデシュ

「ニューホープアカデミー」幼稚園運営支援

概要：2011 年 2 月に首都ホニアラにて、WFWP オースト
ラリアの支援を受け開園した幼稚園の運営支援を、2013 年
に開始。
3 ～ 5 歳児が対象。政府指定の幼稚園カリキュラムに加え、
海外（日本、アメリカ、韓国）のカリキュラムを参考に改善
している。1 学期 10 週間の 4 学期制。
授業料は、1 学期約 7,500 円で、私立幼稚園の中では低額。
行事の資金等は母親たちが募金活動で賄っている。人格教育
を取り入れた道徳教育に力をいれ、質の高い教育を提供して
いる。
保護者達が教育熱心で、父母勉強会、読み聞かせ習慣の推
進を図っている。

「ジャイギール小学校」運営支援

概要：現地 NGO がマニクグンジ県シンガイル郡ジャイギー
ル村に建設した小学校で、1994 年より WFWP 日本で黒板、
机、椅子、教科書等を支援してきた。開校当時は藁ぶき屋根
の校舎で土の上に座って授業をしていたが、1997 年に、
WFWP 日本が派遣した日本の青年たちが手伝って、レンガ
造りの校舎に建て替えた。
幼児から小学 5 年生まで 7 つのクラスがある。午前は低
学年、午後は高学年の授業を実施。
バングラデシュは小学 5 年生まで義務教育で政府が無償
教育を行っているが、農村では子供が労働力に駆り出される
ことから小学校の脱落率が高い。そのため、
「子供達を必ず
学校に通わせる」という条件で、母親対象の小口融資プログ
ラムを 2007 年より学校が実施している。
村の 85％の子供達がこの学校に通っており、私立学校で
あるが公立学校の教科書を使用して着実に学力がつく教え方
をしているため、成績が大変良い。地域の教育委員会が行う
卒業生（5 年生）対象の統一テストでは総合点で近年 1 位
を保っている。
この学校ができるまでこの村には大学に行った子供はいな
かったが、今では名門ダッカ大学に行く卒業生を輩出するこ
とができるようになった。
現地 NGO が運営から撤退し、WFWP バングラデシュが
運 営 を 引 き 継 い だ が、 資 金 不 足 の た め、WFWP 日 本 で
2015 年に支援を再開した。2017 年に政府から公立学校
として認可され、
2019 年に私立から公立学校に移行する。

進展状況
【2017】
●幼稚園をククムアベニューに移転。売店を設置した。
●WFWP オーストラリアより iPad 40 台の寄贈があり、5
歳クラスの希望者 20 人に対して IT クラスを開始した。
ソロモンの幼稚園では初めての試みで、保護者にも喜ばれ
ている。
●WFWP 日本の会員の娘である大学生がボランティアとし
て活動に参加。園児たちに対し、絵本や紙芝居の読み語り
を行い、折り紙や英語の手遊び歌を指導した。又、絵本の
修理作業を行い、本の扱い方のポスターを作成、寄贈した。
●本棚と日本から持参したプリンターを寄贈。
● WFWP ソロモン会長兼ニューホープアカデミー校長のセ
リナ・ガロ先生が来日。千葉市内の幼稚園を視察した。
進展状況
【2018】
【2017】
●小学校仮教室 3 クラスが建設され、
小学校第 1 期生が入学。 ●国民的歌手であるWFWPバングラデシュ副会長（当時）
●学校登録がホニアラ市に受理された。2020 年より登録校
が学校を訪問し、児童や父母を激励した。
として認可され、教育省より教科書や教師の給与等が支援
● 11 月に地域の卒業生対象の統一テストが実施され、35
される。
人が参加し全員合格。地域の学校別成績では、27 校中第
●倉庫を改装して、各クラスを広くした。園児たちが活動中
1 位を獲得。
教室から出てしまわぬよう、各教室に簡易ドアを付けた。 【2018】
メインロードからの砂埃を防ぐため、屋根下と窓に専用の
● 11 月に地域の卒業生対象の統一テストが実施され、46
ネットを設置。食器棚にも埃除けの扉を作った。
人が参加し全員合格。成績優秀者 8 人に政府の特別奨学
●ニューホープアカデミーの理事の子供たちをモニターとし
金が授与された。地域の学校別成績では、27 校中第 1 位
てプログラミング教育を実施。アプリをインストールすれ
を獲得。
ば PC とテキストで自主勉強も出来、十分に教育可能であ
●農村地域でありながら、小口融資のおかげで児童の脱落が
ることがわかった。
なくなり、女子の数も男子と同数、または男子を上回る学
年もでてきた。
児童数

3 歳児

4 歳児

5 歳児

小学 1 年

合計

2017

40

35

35

―

110

2018

35

34

35

32

136

児童数

男子

女子

合計

2017

187

155

342

2018

189

160

349

その他実施国：ジャマイカ
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中等教育支援：中学校・高校建設・運営

2018 年、在モザンビーク日本大使（左から３人目）が訪問。図書室で。

高校 2 年生の卒業試験

アフリカ

モザンビーク
学校名

モザンビークの太陽中学校・高校

開校年月

1995 年 3 月

新築校舎完成年月 1999 年 1 月
教育内容
政府指定の一般教育カリキュラムに沿って実施。中学は 3 年
（8
～ 10 年生）、高校は 2 年（11 ～ 12 年生）。午前は中学生、
午後は高校生が学ぶ。
卒業生総数

11,366 人

給与の支払いをする宝山派遣員

かった。
●卒業生から当校 5 人目の医師が誕生した。
●首都マプトにて当校出身の大学生を中心に卒業生交流会を
実施した。国立大学や外交官養成大学に通う大学生やすで
に企業や官公庁で働いている社会人など、約 30 人が集
まった。
●当校の卒業生 2 人がロシアの大学に、2 人がブラジルの
大学に国費留学した。
●国立大学総合格者総数：70 人

概要
1992 年の内戦終結後、モザンビークは復興の途上にある
が、中高校不足はモザンビーク全土で未だ深刻な問題である。
第二の都市ベイラ市に、1995 年に中学校、2001 年に高
校を開校した。すべての教師が大卒で、教師の質の高さ、卒
業試験の合格率の高さ、大学入学者の多さから、安い学費で
質の高い教育を行う学校として知られ、毎年大勢の生徒が入
学を希望してくる。長年の安定した運営と高い教育実績が評
価され、2008 年 10 月にモザンビーク教育省より私立学校 【2018】
●前年度の成績が特に優秀だった生徒 5 人を月謝免除とし
の最高ランクに認定され、公立学校と同等の権限を与えられ
た。
るようになった。
●数学オリンピックのベイラ市レベルの大会が行われ、当校
教科書や参考書、辞書を中心に約 8,800 冊以上の学校図
の生徒 4 人が合格。優秀校として、市の教育省より賛辞
書を備えた図書館は、生徒の学力向上に役立っている。
があった。
貧困家庭の子女たちにも広く教育の機会を与えることを目
● WFWP 会員の青年が 1 カ月滞在し、学校運営等を手伝っ
的としているため、モザンビークの私立学校で学費は最も安
てくれた。
い。
●池田敏雄駐モザンビーク日本国大使が当校を訪問。
高校開校以来、大学を目指す生徒が増加し、毎年多くの大
●学校のメンテナンス：自転車置き場のトタン屋根交換、全
学合格者を輩出している。また、
国費留学生に選ばれ、マレー
教室のペンキ塗り替え、生徒用トイレ入口に水道を、その
シアなどの海外の大学で学ぶ卒業生も多数輩出している。
上にトタン屋根を設置。
進展状況
●中 3 の卒業試験合格率が 87％、高 2 の卒業試験合格率が
【2017】
96％で、いずれも前年を上回った。
●前年度の成績が特に優秀だった生徒 4 人を月謝免除。
●卒業生から当校 6 人目と 7 人目の医師が誕生した。
●WFWP USA からの支援で、印刷機と教室の天井用扇風
●当校の卒業生 1 人がロシアの大学に国費留学した。
機 2 台を購入し、図書室、職員室、校長室の床のタイル
●国立大学総合格者総数：77 人
張りを実施。
生徒数（年度末）
中学生
高校生
合計
●学校のメンテナンス：地中電線の付け替え、教室の窓枠の
取り換え、壁のペンキ塗り（生徒用トイレ及び図書室・売
2017
285
270
555
店の外壁、図書室の内壁）
、東屋の屋根の補修、机の修理。
2018
285
264
549
●中 3 の卒業試験合格率が 84.5％と過去 5 年間で最も良
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校舎の壁の絵で将来の職業選択を指導

アフリカ

ケニア
学校名

ハンドウ中学校・高校

校舎建設完成年月 1997 年 10 月より学校設備建設続行中
開校年月

1998 年 5 月

教育内容
中学・高校レベルで 4 年間学ぶ。科目は一般教養科目（国語 ･
化学 ･ 歴史 ･ 地理 ･ 数学 ･ 物理・生物）、商業、音楽、体育、
農業技術、道徳（エイズ予防教育）。

概要
ルガリ地域マラクシ村が資金不足で建設を中断していた中
学校を WFWP が引き継ぎ、1998 年に開校。
2003 年にケニア政府公認の公立学校となり、教師の半数
は教育省・地方教育委員会から派遣されている。
ケニアでは 2008 年より中学校の無償化政策が推進され、
就学率が上昇。しかし、授業料以外の教育経費負担は変わら
ず家計を圧迫し、政府からの学校への支援も滞りがちで、依
然として運営支援は必要な状況。
PTA は自助自立の精神で自主的に資金を集め、学校の施
設の拡大・整備を行っているが、不足分は WFWP が支援し、
安定した学校運営と設備の充実に貢献している。
学業継続が困難な生徒に対し、里親制度で学費を支援して
いる。
栄養事情がよくない貧困地域のため、昼食時に給食を提供
し、生徒が学業に集中できるようにしている。
ルガリ地域の中ではかなり設備の整った科学実験室を持
ち、周辺地域の保護者や生徒の人気が高い。
ラグビーやサッカーをはじめ、クラブ活動も活発に行われ
ている。
進展状況
【2017】
● 1 月、派遣員入国時に校長・副校長と学校運営に関する
ミーティング、里子とのミーティングを実施。また文房具
などを学校に寄贈した。
●職員宿舎と女子寮の増設。
●教室の外壁塗りを実施。

17
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授業風景

【2018】
●コンピューター室のパソコンを追加し 20 台となる。地方
の学校にコンピューターがあるのは珍しく、学校から遠く
離れた地方から来ている生徒もいる。
●図書室の蔵書を追加。
●女子寮とキッチンの排水システム改善。
●井戸の増設。
●フェンスの強化。
● 12 教室のうち 6 教室の床の修繕を実施。
● 9 月、派遣員入国時に校長・副校長、PTA 会長・役員、
WFWP ケニアメンバーとミーティングを実施。文房具な
どを学校に寄贈。
生徒数

男子

女子

合計

2017

345

264

609

2018

324

282

606

日本からの支援物資の寄贈



里親制度
アジア
カンボジア

【対象】タケオ州のワットアン中学校とその他の小学生から高校生までの孤児・片親・貧困家庭の児童・
生徒
【支援期間・金額】年間 18,000 円を支援。100 ドル分を里子へ支援し、残りは経費。
（レートにより
変動あり）100 ドルは 3 回に分けて支給。
【開始年度】1996 年
【里子数】（2017）139 （2018）76 【里親数】
（2017）119 （2018）68

タイ

【対象】メーホンソン県バンファイシン学校の中学１～３年生と同校を卒業した高校１～３年生
【支援期間・金額】中学生は１年間 15,000 円（事務費 3,000 円含）を３年間。寄宿舎代、制服代、文
房具代、帰省交通費、散髪代などを支援。
高校生は 1 年間 27,000 円（事務費 3,000 円含）を 3 年間。学費、交通費などを支援。
【開始年度】（中学生）2000 年 （高校生）2018 年
【里子数】（2017）52 （2018）61 【里親数】
（2017）50 （2018）55

ネパール

【対象】学習意欲があるが経済的に困窮 したエカタアカデミーの児童・生徒
【支援期間・金額】１年間 12,000 円を学費・教材費として支援
【開始年度】2011 年 1 月
【里子数】（2017）80 （2018）78
【里親数】（2017）80 （2018）78

ミャンマー

【対象】小中高生、大学生
【支援期間・金額】年間 15,000 円 ( 事務費 3,000 円含）を大学を卒業するまで支援。
医・歯学生は年間 63,000 円（事務費 3,000 円含）を 12 回に分けて支給。
【開始年度】1997 年 11 月
【里子数】（2017）259 （2018）263
【里親数】（2017）240 （2018）245

ラオス

【対象】ビエンチャン県ハーサイフオン市のセンスリー小学校の児童
【支援期間・金額】1 年間１人 12,000 円で授業料一部負担
【開始年度】2009 年 3 月
【里子数】（2017）12 （2018）20
【里親数】（2017）12 （2018）18

アフリカ
エスワティニ（旧スワジランド）

【対象】孤児や貧困家庭の小学生から高校生まで
【支援期間・金額】１年間 15,000 円を最低２年間
【開始年度】1997 年 1 月
【里子数】（2017）57 （2018）57
【里親数】（2017）57 （2018）57

エチオピア

【対象】ワン・ホープ・ガーデン（小学校）に通っていた児童
【支援期間・金額】毎月 3,000 円で１年間 36,000 円。12 年生まで支援。
【開始年度】2003 年２月
【里子数】（2017）20 （2018）20
【里親数】（2017）20 （2018）20
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ガーナ

【対象】ガ地区アマサマム地域・アクラ市・アクラ市郊外の小中高生
【支援期間・金額】学費・制服・くつ・文房具の費用として毎年 12,000 円を小中学生に支援。授業料
として 50,000 円を高校生へ支援。1 年ごとに見直し。
【開始年度】2002 年１月
【里子数】（2017）54 （2018）51
【里親数】（2017）55 （2018）55

ギニア・ビサウ

【対象】ソナック小学校の児童、ソナック中学校の生徒
【支援期間・金額】毎月 3,000 円または 1,000 円
【開始年度】2001 年 1 月
【里子数】（2017）43 （2018）41
【里親数】（2017）43 （2018）41

ケニア

【対象】ハンドウ中学校・高校の生徒
【支援期間・金額】１年間 15,000 円。１年ごと更新（希望があれば継続）
。
【開始年度】1998 年５月
【里子数】（2017）40 （2018）40
【里親数】（2017）19 （2018）18

赤道ギニア

【対象】モトコ・シロマ幼稚園・小学校とピラール・モモ幼稚園・小学校他数校に通う 5 ～ 15 歳（幼
稚園～小学 6 年生）の生徒
【支援期間・金額】１年間の授業料（学用品含）10,000 円の支援
【開始年度】2002 年 10 月
【里子数】（2017）100 （2018）107
【里親数】（2017）95 （2018）92

マラウィ

【対象】優秀だが経済的な理由で学業継続が困難なムズズ大学保健科学部の看護学生
【支援期間・金額】年間の学費 62,500 円を支援
【開始年度】2016 年３月
【里子数】（2017）6 （2018）8
【里親数】（2017）6 （2018）8

モーリタニア

【対象】５～１５歳（中学生）の孤児もしくは貧困家庭の子ども
【支援期間・金額】毎月里親会員 3,000 円・サポート会員 1,000 円。この会費の 8 割が養育費となる。
コレージュ（中学３年）を卒業するまで支援。
【開始年度】1997 年 10 月
【里子数】（2017）13 （2018）14
【里親数】（2017）6 （2018）7

ルワンダ

【対象】ニューホープ技術専門学校に通う孤児・貧困者
【支援期間・金額】１年間 30,000 円
【開始年度】1999 年１月
【里子数】（2017）57 （2018）53
【里親数】（2017）56 （2018）60

その他実施国：インド、カメルーン、スリランカ、ホンジュラス
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奨学金制度
国名

対象

支援期間・金額

開始年度

成績優秀ながら貧困家庭の高校
生、大学生、専門学生

高 校 生： 年 間 12,000 円 を
原則として 2 年間
大 学 生： 年 間 22,000 円 を
卒業まで

ガンビア

成績優秀で就学継続困難な中学 1
年～高校 3 年

ザンビア

奨学生
2017

2018

2002 年 11 月

24

26

中学生は年間 7,000 円、高
校生は年間 15,000 円

1995 年 9 月

68

67

優秀だが貧困のため学費の払えな
い国立デビッド ･ カウンダ・テク
ニカル・ハイスクールの生徒

年 間 60,000 円 を 学 費 と 寮
費として、3 期に分けて支援。

2013 年 9 月

10

3

大学生

年間 500,000 円

2001 年 11 月

14

12

イゼルディン・アブエライシュ医
師 が 創 設 し た「 ド ー タ ー ズ・
フォー・ライフ財団」が支援する
パレスチナ出身の女子大学生

2017 年に 8,000 ドルを財団に寄付。

アジア
スリランカ
アフリカ

中東
ヨルダン
パレスチナ

その他実施国：ウガンダ、モーリタニア

里子たちの感謝の声

ルワンダ
ニューホープ技術専門学校卒業生で三角弘子さん（WFWP 福岡第 1
連合会、写真右）の 2 人の里子が、2018 年 10 月 19 日に開催された
「ニューホープ技術専門学校創立 20 周年記念式典」にて、卒業生を代
表して感謝のメッセージを里親の三角さんの前で述べました。

ウィネジア・イマキュリー（中央）

「内戦で両親を亡くし、虐殺孤児となり、夢も希望もなかった時、
ニュー

ホープ技術専門学校の学費支援のおかげで入学でき、卒業し、レストラ
ンのシェフを任せてもらうようにまでなりました。その後結婚して、家
族の支援もできるようになりました。この支援のおかげで、虐殺後孤独だった私に生きる自信を与えてくれ、考えもしな
かった将来を描かせてくれました。学校が私を支えてくれたように、今度は私が学生たちに学外実習の機会を与えてあげ
ることができるよう支援したいです。
」

ニシムウェ・ジャン（左）

「虐殺で両親を亡くしましたが、何とか生き残り、故郷に帰って、修繕した家に住んでいると、家族を殺した敵民族が、

故郷に帰ってきました。僕が家の中にいる時に、家を焼かれました。何とかそこからも生還し、しばらく入院して、よう
やく退院。唯一の親族のおばさんのところに行くと、その夫から同居を断られ、行く当てもなくストリートチルドレンと
して生活していました。その時に、ニューホープ技術専門学校の前学長に町で出会い、『現状から抜け出すために学校に
来て勉強しなさい。
』と言われ、里親に支えられ、何とか卒業し、自分で起業することができました。ニューホープの支
援がなければ今の自分はありません。
」
現在は、VIP なども相手にするやり手の美容師に成長した。在学中唯一の頼りだった里親の三角さんの写真を携帯の待
ち受けにして大事にしている。
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ターゲット 4.3 2030 年までに、すべての人々が男女の区別なく、手の届く質の高い技術教育・職業教育及び大学を含む
高等教育への平等なアクセスを得られるようにする。

ターゲット 4.4 2030 年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、働きがいのある人間らしい仕事及び起業に必要な技
能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させる。

職業訓練校建設・運営
アフリカ

ルワンダ
学校名

ニューホープ技術専門学校

開校年月

1996 年 2 月

を指導。修了者には、修了証を授与した。
● 10 月 28 日、5 人の里子の家庭訪問を行い、現状を把握
した。
● 2017 年 度 卒 業 式 を 2018 年 2 月 9 日 に 開 催 し、103
人が卒業。卒業生の就職率は 43％。（2018 年 3 月現在）
●生徒数

校舎建設完成年月 1998 年 7 月

洋裁

理容・美容

料理

合計

新築学校開校年月 1998 年 8 月

41

42

37

120

【2018】
● 10 月 16 ～ 25 日、ルワンダ視察ツアーを行い、WFWP
日本より 19 人の会員が参加した。
･ ニューホープ技術専門学校視察
・ 6 人の里子の家庭訪問
卒業生総数
2,417 人
・ルワンダ・日本兄弟姉妹結縁式参加
概要
・ガクバ上院副議長とのミーティング
内戦終結後の復興を支援するため、女性が経済的に自立で
・観光：虐殺記念館、アカゲラ国立公園でサファリ、王宮
きるよう、技術教育を目的に 1996 年、首都キガリ市に開
博物館、国立民族学博物館
校した。2000 年から少数の男子生徒も受け入れている。
● 10 月 19 日、「ニューホープ技術専門学校創立 20 周年
2007 年より世界銀行の支援プロジェクト「除隊兵士社
記念式典」を開催。ジェンダー・家庭推進省大臣代理、駐
会復帰のための職業訓練」推進校に推薦され、除隊兵士を受
ルワンダ日本大使、キガリ市長代理、日本からのツアー参
け入れていた。
加者など約 200 人が参加。ルワンダ国営放送でもニュー
料理コースと理容・美容コースの卒業生の就職率が他の
スとして放映された。先生・生徒・卒業生が学校で培った
コースに比べて高い。
能力を思い切り発揮して準備し、盛大に祝賀することがで
1999 年より里親制度を導入し、学業継続が困難な生徒を
きた。
支援している。
●開発雇用局（WDA）より、コンピュータークラスの設置
技術とノウハウを生かして、自分でビジネスを立ち上げ、
が義務づけられ、週 4 時間の授業を開始した。
成功している卒業生もいる。
●2018 年度卒業式を 2019 年 2 月 8 日に開催し、83 人
毎年保護者会を行い、学校運営や雇用推進に対する理解を
が卒業。
求めている。
●卒業生の就職率は 54.2％（2019 年 3 月現在）
2015 年より日本の青年が美容コースのマッサージとネイ
●現在、卒業生に対する未就労者の割合が 60％。この問題
ルを指導している。
の解決のため、学外実習センター建設を開始することが決
定した。
進展状況
●生徒数
【2017】
洋裁
理容・美容
料理
合計
● 10 月 16 日～ 11 月 2 日、美容コース卒業生と在校生を
対象にタイ式マッサージセラピスト田中晴菜さんが特別
39
28
25
92
マッサージを指導。ネイリストの田中みのりさんはネイル
教育内容
洋裁、理容・美容、料理の技術コース。各コースとも英語、
フランス語、道徳、経営学の授業が必修。教育期間は 1 年間
で卒業前に学外実習を 3 ヵ月間実施。

マッサージの指導
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上院副議長と共に



職業訓練校運営

新しく建設された２号校の校舎

優れた刺繍の技術で自立する卒業生

アフリカ

セネガル
社会自立支援センター「ジャモー」

概要：1995 年、女性の自立支援を目指して首都ダカール市
で開校した。洋裁、刺繍、レース編み、ビーズ飾りの技術と
家庭教育を 1 日 6 時間の授業で、4 年間学ぶ。修了者は卒
業試験に合格すると政府公認の卒業証書が授与される。年度
末の修了式に作品展示即売会を行い、地域にアピール。隔年
で卒業式を行い、地元の有識者や政治家を招待している。生
徒の保護者会を通じて、地域に根付くよう努力している。
2001 年から卒業生の研修店「サロン・ド・クチュール・ジャ
モー」で自立に向け 1 ～ 2 年間の実務研修を行っている。
2018 年 1 月に日本政府の支援により、ダカール市の郊
外ティバワンプール区に 2 号校の建設が完成し、2019 年
1 月に開校。30 人が学んでいる。
進展状況
【2017】
●「ジャモー」で教えている刺繍の技術は他にはないため、
その技術を学ぶために他校から転校してくる生徒もいる。
就職後も、卒業生が職場で他のスタッフに頼まれてその刺
繍技術を教えることもある。
●研修店では、2 年間研修を積み重ねた卒業生達の仕上げた
洋服は丁寧に作られており、お客様からの評判もよく、リ
ピーター客が多い。
●卒業生の勤務先を訪問。刺繍がとても上手な生徒だったの
で、刺繍をとりいれた洋服を多く制作。その生徒の兄弟が
イタリアに住んでいることから、イタリアでもその洋服を
販売している。
【2018】
●研修店では、3 台の電動ミシンを新しく設置。
● 1 月 19 日、
「ジャモー」に協力的な女性・家庭・子供省
プロジェクト評価部長の紹介で、文妍娥 WFWP インター
ナショナル会長（当時）
、堀 WFWP 日本会長、ディオプ
「ジャモー」校長、川名派遣員、大久保派遣員で女性・家庭・
子 供 省 を 訪 問 し、 副 大 臣 と 会 談。
「セネガルにとって
JAMOO のようなセンターが必要とされている。今後よ
り良いセンターができるように協力をしていきたい。
」と
のお話をいただいた。


生徒数

ジャモー

研修店

2016 年 12 月～
2017 年 8 月

生徒数：20
卒業生：4

研修生：7
卒業自立：2

2017 年 12 月～
2018 年 8 月

生徒数：21
卒業生：0

研修生：2
卒業自立：2

女性省副大臣と共に

研修店の内部
WFWP 隔年報告書 2017-18
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アジア

ネパール
職業訓練校「クリエイティブ・トレーニング・センター」
概要：女性の識字率・就学率ともに低く、女性に対する教育
の重要性が社会的に認知されていないため、女性の教育は必
要ないという考えが強い。女性のエンパワーメントと生活向
上のため、15 ～ 30 歳の女性を対象に 2005 年 1 月に開校。
カトマンズ、テチョ村、バラトプルへと、地域のニーズに合
わせて場所を移動させながら、洋裁教室を実施。
現在は刺繍コースと洋裁コースを実施。
刺繍コースは年 3 回、3 ヶ月で週 6 日 4 時間学ぶ。
洋裁コースは年 1 回、6 ヶ月で週 6 日 4 時間学ぶ。
両コースとも WFWP 会員が講師を務める。卒業時には家
庭道徳教育を実施。
他の教室に比べ
て、受講料が安い
ことが特徴。自宅
で家事労働に従事
するしかなかった
多くの女性たち
に、自立のチャン
スを与える場と
なっている。
洋裁の授業

進展状況
【2017】
●生徒数は 42 人。初級・上級コースに各 3 ケ月で分けて
いた洋裁コースは最終的に 6 ヶ月の洋裁コースとなった。
●同じバラトプル内の広い教室へ引っ越しした。
●22 人が卒業し、5 人が収入を得られるようになった。
【2018】
●バラトプルで洋裁コースを 1 回、刺繍コースを 2 回実施。
生徒数は 9 人。
● 6 月、教室をニーズのあるチトワン郡コレシモル市へ移動。
洋裁コースは 3 ヶ月の初級コースを 2 回実施。生徒数は
10 人。刺繍コースの講師が見つからず、
実施できなかった。
● 2 つの教室から 19 人が卒業し、3 人が収入を得られるよ
うになった。

アジア

ミャンマー
職業訓練校「さくら専門学校」

概要：女性の経済自立を促進するために、最大都市ヤンゴン
市内で 2008 年 2 月 7 日に開校。編物コースと洋裁コース
があり、いずれのコースも週 2 回、1 回 3 時間。
編物は 3 ヶ月学ぶ。ビーズでバッグ、ネックレス、ぬい
ぐるみ、キーホルダーなど生徒が作製したいものを教える。
洋裁は初級コース・中級コースがあり、それぞれ 3 ヶ月
学ぶ。初級コース 3 ヶ月でエンジー（伝統的シャツ）やロ
ンジー（伝統的スカート）を 7 種類、中級コースでスカー
トを 3 種類、エンジーを 5 種類、ガウンを 2 種類作製。
いずれのコースも WFWP 会員が講師となっており、生徒
からの信頼も厚く、技術的なこと以外にも、生徒のよき相談
相手となっている。
進展状況
【2017】
●いずれのコースも平日に実施していたが、生徒が通いやす
いよう、土日に実施するようになった。
●洋裁コースでは服にビーズやスパンコールを付けたり、刺
繍を施したり、手作りブローチを作ったりするので、人気
がある。学んでいくうちに、デザイナーになりたい、お店
を持ちたい、洋裁の先生になりたいと、生徒たちの夢も膨ら
んでいる。編物講師も手が空いたときは洋裁を教えている。
●里子たちへ支援する制服も少しずつ作製し、その縫い賃が
生徒たちの収入につながっている。
●編物コースは編物 3 ヶ月、ビーズ 3 ヶ月を 6 ヶ月教えて
いたが、編物のニーズがあまりないので、バッグ、ネック
レス、ぬいぐるみ、キーホルダーなど、生徒たちから要望
のあるものを 3 ヶ月で教えるようになった。
●NGO「ジェンダー・グループ」のメンバーで、2016 年
に編み物コースで小物作りを学んだ卒業生 6 人が、
「パン
タジン」というビーズ小物を作製・販売するグループを
作った。性的虐待を受けた女性たちに寄付収益の 10％を
寄付し、彼女たちに小物作りを教えるようになった。

卒業生の声
サムジャナ・シュレスタさん
「看護師の資格持っていますが、
就職をすることができず、家で
家事をするしかなく、悶々とす
る日々を送っていました。クリエイティブ・トレーニング・
センターの事を近所の人から知り、刺繍や洋裁に興味が
あったのですぐに受講しました。銀行員の夫は時間のある
時、糸にビーズを通してくれたりして、手伝ってくれるよ
うになり、お陰で夫婦の楽しい会話も増えました。妻が楽
しんでやっている姿を見て、夫は『これを続けてライフワー
クにしたらいい。
』と励ましてくれています。私に新しい
生きがいと希望を与えてくれたクリエイティブ・トレーニ
ング・センターに心から感謝しています。」
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洋裁の授業

【2018】
●開校から 10 年周年を迎え、順調に運営されている。
生徒数

編物

洋裁

合計

2017

17

24

41

2018

12

25

37



WFWP ルサイファセンター

ワークショップの修了証書を授与

中東

ヨルダン
WFWP ルサイファセンター

概要：2000 年 1 月、首都アンマンの貧困地域ワディシー
ルに職業訓練センターを設立し、
女性の自立支援を目指して、
洋裁、美容、コンピューター、手工芸、健康管理の体操、子
供と青年対象に英語、数学を教えてきたが、2016 年 12 月
でワディシールセンターを終了。
国のニーズが変化したことから、2016 年 10 月 10 日、
センターをザルカ県ルサイファ市へ移転。この地域に学校の
勉強に追いつけず、読み書きができない子供達が多いことか
ら青少年の識字教室を中心に行い、引き続き女性の自立支援
も実施。
進展状況
【2017】
●当センターでの識字教室は、9 ～ 13 歳の青少年を対象に、
アラビア語と英語の授業を週 2 回実施。大学生が親身に
なってほぼボランティアで教えている。
●難民の子供達対象の識字教室を現地 NGO の協力で、スー
プ難民キャンプ、サパーセンター、ザルカ市のザルカ難民
キャンプ内にあるコミュニティ開発センター（CDC）に
て実施。アラビア語の授業を週 2 回 4 時間行った。
● 2016 年 11 月～ 2017 年 1 月、
政府福祉課の協力を得て、
15 人の貧困家庭の婦人たちが、当センターに通い、美容
の技術を習得。授業料は政府が負担。参加者全員に卒業証
書を授与した。
● 1 ～ 4 月、青年たちの自立支援のため、理容教室を開講。
【2018】
● 3 月～ 8 月、女性対象の美容教室を実施。終了後、ＷＦ
ＷＰより 5 人に修了証書を授与した。
● 5 月、「ラマダン時における美味しいピクルスの作り方」
についてのワークショップを開催。25 人の女性が参加。
● 10 ～ 11 月、王室関係の NGO ヌールフセイン財団と
WFWP ヨルダンの共催で「家庭における母親の役目と妊
娠時と出産後の健康管理」の 3 日間のワークショップを
6 回開催。のべ 168 人の母親が参加。ヌールフセイン財
団からワークショップ参加者全員に、毎回、交通費、昼食、
コーヒー、スナックが提供された。
● 11 ～ 12 月、女性対象の教育プログラムとしてアラビア
語、英語、コーランの授業を実施。



子供達のアラビア語教室

美容教室

２017 年生徒数（のべ人数）
アラビア語
（他 NGO)

アラビア語
（センター）

英語

美容

理容

177

94

65

60

20

2018 年生徒数（のべ人数）
青少年対象

アラビア語
（CDC）

アラビア語
（センター）

女子対象プログラム

305

725

195

女性対象









美容

アラビア語

英語

コーラン

出産後

ピクルス

5

3

23

32

168
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職業訓練教室
アフリカ

サントメ・プリンシペ
洋裁教室

概要：2004 年、高校女子の情操教育のために、首都サント
メの市街地で開始。
現在は、
学生に限らず女性を対象に実施。
基本的に週４回、
１日２時間半学ぶ。期間は 10 ヶ月で、５ヶ
月間は理論と基本的な技術を学び、５ヶ月はより深く技術を
学ぶ。
週４回の授業のうち１回は、自己抑制と理想家庭教育、市
民と社会発展のための教育を実施。
年度末に展示会を行い作品を披露し、修了証を授与する。
進展状況
【2017】
● 2 月、初級コースを実施。６人が学び、４人が修了。
●12 月に修了式を実施。修了式の際には作品の展示即売も
行った。
【2018】
● 6 月、初級コースを実施。通常 10 ヶ月のコースが、6 月
～ 12 月までの 7 ヶ月となったため、週 4 回 1 日 4 時間
で実施。10 人が学び、5 人修了し、5 人は翌年も継続。

洋裁の授業

中東

アフガニスタン
女性の経済自立の為の技術養成教育プロジェクト

概要： 洋裁で起業している 20 ～ 40 代の女性達の技術向上
のために、2012 年 9 月より日本から講師を派遣し、技術
指導支援を開始したが、政情が不安定なため、2018 年にア
フガニスタンでの指導を中断した。
2018 年に拠点をインド・ニューデリーに移し、アフガン
難民のためのサイドジャマルディン・アフガンスクール
（1994 ～ 2004 年 WFWP 運営支援）の卒業生、在校生の
中から希望者を募り、専門学校「デザインアカデミー」で洋
裁技術指導を再開した。
縫製コースでは基本的な服の縫製を学び、デザインコース
ではデザインした服の縫製を指導し、経営できるように育て
る。それぞれ 6 ヶ月のコースとなっている。

縫製コース修了生たちと

進展状況
【2018】
● 6 月 1 日、専門学校「デザインアカデミー」縫製コース
にサイドジャマルディン・アフガンスクールの卒業生 10
人が入学。縫製コースでは、
6 ヶ月間で基本的な上下服、襟・
袖・スカートのバリエーションを学んだ。
●コース終了時にはファッションショーを開催した。
●縫製コース修了者は 8 人。

生徒の作品
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学習報告をする生徒



ターゲット 4.6 2030 年までに、すべての若者及び大多数（男女ともに）の成人が、読み書き能力及び基本的計算能力を
身に付けられるようにする。

識字教室建設・運営
カリブ海

ハイチ
学校名

①識字教育センター

校舎建設完成年月 2012 年 10 月
開校年月

2013 年 1 月

教育内容
成人男女を対象としたハイチ語の識字教室。授業料は無料。
2015 年 9 月から初級コース・中級コース・上級コースの 3
クラス。授業は週 4 日、16 時から 18 時まで。
【初級コース】政府発刊の「教科書 1」を 3 ヶ月学習後、第 1
次国家試験とテキスト音読テストを受け、合格者は「教科書 2」
に進む。50 点以上で合格。「教科書 2」と「足し算・引き算・
掛け算」を 3 ヶ月間学習後に第 2 次国家試験とテキスト音読
テストを実施。すべての試験合格者には合格証書が授与され、
不合格者でも 50％以上の出席率の生徒には参加証書が授与さ
れる。
【中級コース】WFWP 独自のコース。初級コースの合格者を
対象に、幼稚園年長クラスの教科書を使用して、読み書きの
上達を目指す。4 ヶ月学習後、筆記試験とテキストを読む試験
を実施し、成績表を渡す。
【上級コース】WFWP 独自のコース。中級コースの合格者を
対象に、小学校 1 年生の教科書を使用して、読み書きの上達
を目指す。4 ヶ月学習後、筆記試験とテキストを読む試験を実
施し、成績表を渡す。

概要
ユ ネ ス コ に よ る と、 ハ イ チ の 15 歳 以 上 の 識 字 率 は
60.7％（2015 年）。1804 年にラテン・アメリカで最初の
独立国になったにもかかわらず、公用語はフランス語で、国
民の 80％が理解できるハイチ語（クレオール語）が公用語
になったのは 1987 年だった。それまで教育はフランス語
で行われていた為、貧困層や地方の人々が良い教育を受ける
ことが非常に困難だったことが現在の低い識字率につながっ
た。
2010 年 1 月に M7.0 の大地震が発生し、首都ポルトー
プランスは壊滅状態に陥った。WFWP で識字教室を定期的
に行っていた学校が完全に崩壊し、識字教室の継続が困難に
なった。そこで、WFWP 日本で義援金を集めて、復興支援
として、識字教室の建設を決定。2011 年 9 月に建設を開
始し、2012 年 10 月に完成、2013 年 1 月に開校。国立識
字教育デルマ事務局の指導を受けてきた。
生徒数

2017

2018



コース

男性

女性

合計

初級Ⅰ

3

37

40

中級Ⅱ

0

23

23

上級 I

2

34

36

上級Ⅱ

0

21

21

合計

5

115

120

初級 I

0

14

14

中級 II

0

18

18

上級 I

2

15

17

合計

2

47

49

授業の様子

進展状況
2017 試験結果
コース

受験者数

合格者

合格率

初級 I

43

38

88%

中級 II

21

10

47%

上級 I

26

26

100%

上級 II

16

16

100%

コース

受験者数

合格者

合格率

初級 I

11

6

55%

中級 II

18

16

89%

上級 I

13

11

85%

2018 試験結果

学校名



②ミラゴアーヌ識字教室

校舎完成年月

2018 年 7 月

開校年月

2018 年 11 月

教育内容
成人男女を対象としたハイチ語の識字教室。授業料は無料。
初級コースを週 4 日（月～木）、16 時から 18 時まで 2 時間
授業を行う。

概要
2014 年 4 月 12 日、ミラゴアーヌ市長が WFWP ハイチ
主催 GWPN 大会に参加し感銘を受けたことから、ミラゴ
アーヌ市が社会貢献を目的に WFWP に無償で土地を提供す
ることを決定。その後 WFWP インターナショナルの支援を
受け、2018 年 7 月に識字教室の校舎が完成し、10 月 5
日 に ミ ラ ゴ ア ー ヌ 市 長 を 招 待 し て 開 校 式 が 開 催 さ れ た。
WFWP 韓国より「平和は母の心から始まる」というメッセー
ジの入ったプレートが寄贈された。
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識字教室支援
アジア

バングラデシュ
識字教室運営支援

概要：オールドダッカ地区スラム街マジッド・サルディ・コ
ミュニティに現地女医が開設した無料診療所の中の教室に
て、スラム街に住む母親を対象に 2008 年 1 月に開講。母
親が教育を受けていないため、薬の与え方を誤り治療効果が
出ないことから、母親対象の識字教室が必要と考えた。学校
に通えない子供たちも通ってくるようになったことから
2015 年に子供のクラスを新設した。授業料は無料。
【母親対象の識字教室カリキュラム】
●ベンガル語、数字、時刻、計算、生活に密着した単語等の
読み書き
●私達の生活：家族、親戚、友人、食事、洗濯、料理、買い
物等に関する絵を見ながら説明文字を読み、出てくる単語
や会話を覚える
●私たちの社会：学校、市場、役所、病院、モスク、銀行、
仕事場等に関する絵を見ながら単語、説明文字を読み、出
てくる単語、会話を覚える
各クラス週 5 日 90 分で 1 年間教える。
教育を受けていない女性たちが小学 1 年生レベルの読み書
きができることは現地では画期的なこと。
【子供のための識字教室】
小学校 1 年から 5 年生までの児童が午前 9 時から午後
12 時まで毎日学ぶ。授業の後、スラム街の貧困家庭の子供
達のため、栄養を考慮した給食を提供。定期的に健康診断を
行い、栄養剤も補給している。必要な子供には、回虫の駆虫
剤、ビタミン剤、皮膚病の薬、注射薬、抗生剤なども投与す
る。
進展状況
【2017】
●中級コースの母親のうち数名は卒業後就職することがで
き、生活が改善できたと喜んでいた。
【2018】
●勉強している婦人たちは、毎日働きながら子供の面倒や食
事の準備もしなければならないため、定期的に集まること

アフリカ

エチオピア
識字教室「ワン・ホープ・ガーデン」運営

概要：1997 年から 2000 年まで実施していた女性のため
の識字教室を、政府から要請があり、首都アジスアベバ市ワ
レダ 8 地区の「ワン・ホープ・ガーデン」内で 2014 年に
再開。1 年間で、アムハラ語、基礎算数、基礎英語のほか、
家族計画、モラル教育、育児、ビジネスの基礎知識について
も学ぶ。週 2 回午後 90 分の授業を実施。
2016 年度からから性別・年齢にかかわらず学びたい人々
を受け入れている。
進展状況
【2017】15 人の成人女性・児童が学び、10 人修了した。
【2018】18 人の成人女性・児童が学び、10 人修了した。
27
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給食をとる子供達

が難しい状況。また、理解度にも大きな差があり、最初は
出来る人と、遅れている人と 2 組に分けていたが、先生
が 1 人であり時間的に難しいことなどから、一緒にやる
ことになった。そのため、遅れている人が追いつけるよう
に何回も繰り返してやっており、進展のスーピードは遅く
なったが、出来る人はますます自信が出来、遅れている人
に教え、助けるようになった。
●婦人達は、文字が書け、読めるようになり、計算もできる
ようになることで、今までは家政婦が主な仕事だったが、
商店や衣類工場など働ける場が広がってきた。子供にも少
しは教えることができるようになった。
●ダッカの貧しい地域では多くの子供が学校にも行けず働い
ていて、病弱な子供も多いが、この教室に通う子供たちは
基礎的な勉強もでき、身体的にも健康になっていくので親
達から大変感謝されている。
●ユニセフなどから保護されていた 4 人の子供たちを受け
入れた。
●この教室を卒業した子供達は職業訓練学校などに入学でき
るようになった。
生徒数

子供

母親初級

母親中級

合計

2017

30

7

5

42

2018

30

15

45

参加者の喜びの声

「地方にいる親戚から送
られてくる手紙が読めるよ
うになったが、自分で書く
ことはまだできないので、
継続して学びたい。」
「携帯電話が使えるよう
になった。」
「これまで物売りの仕事
をする時誰かいないとお釣
りの計算ができなかった
が、今は一人でできるよう
になった。」



ターゲット 4.c 2030 年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国における教員研修のための国際
協力などを通じて、質の高い教員の数を大幅に増加させる。

美術教員輩出
カリブ海

ドミニカ国
美術教育支援

概要：公教育に美術教育が欠けていることを憂慮した元教育
大臣のスケリット首相から、美術教育への協力を依頼された
WFWP 派遣員は、2002 年 11 月より、ドミニカ唯一の国
立大学「ドミニカ・ステート・カレッジ（DSC）
」教育学部
で 1 年生の必須科目である美術の授業（週 2 時間、1 学期
内 7 ～ 8 回を年 3 学期）を担当している。また、現職の教
師たち自身が学校で美術教育を受けていないため、保育園や
公立小学校の教師たちにもカトリックが運営するソーシャル
センターで美術教育を指導し、デッサン、水彩、彫塑、デザ
インなどの基本的な実技と美術教育の目的を教えている。
青少年の情操教育とモラル教育推進のため、青少年更正施
設や小学校からも依頼を受け、美術の授業を行なっている。
派遣員が行うまでドミニカ国の公立の小中学校では美術の
授業をしていなかったため、美術を専門的に学んでいた派遣
員が中心となって教科書を作成した。生徒が使う画材もドミ
ニカ国には充分でない為、日本からの寄付品を生徒に配布し
ている。
進展状況
【2017】
●ドミニカ・ステート・カレッジにて、毎週木曜日（滞在中
4 回）の午後 2 時から 5 時まで、デッサン、水彩画、ク
ラフトなどの小学生の為の美術教育、デザイン、ポスター
画を指導した。16 人の学生が受講。
● 5 月 18 日、コンベント小学校を訪問。学校に画材を寄
贈し、日本の NGO が主催した「世界の子供の美術展」に
入賞した児童に賞品を授与した。
● 5 月 31 日、デリース小学校にてアートクラスを実施。
20 人の児童が参加。学校に画材を寄贈し、
「世界の子供
の美術展」に入選した児童に賞品を授与した。
● 5 月 25 日、青少年厚生施設「オペレーション・ユース・
クエイク（OYQ）にてアートクラスを実施。7 人参加。
● 6 月 2 日、ステート・カレッジの 4 人の生徒に補習授業
を行った。
● 6 月 4 日、教育大臣のご自宅の昼食に招待された。
食事の後、教育大臣御夫妻が近所の子供達を集めてくださ
り、簡単な折り紙とクラフト教室を開催した。
● 9 月にハリケーン・マリアがドミニカ国全土を襲い、被
害も甚大だったため、9 月以降の現地での活動を中止せざ
るを得なかった。
● 12 月、
WFWP 日本で義援金を集め、物資を購入して支援
しようと計画していたが、首都ロゾーの店舗はすべて閉店
しており、物資を調達することができなかった。今まで支
援してきたドミニカ・ステート・カレッジ、ソーシャルセ
ンター、青少年更生施設（OYQ）や教育大臣を訪問して
必要な物資のリストを入手した。
【2018】
● 2 月、
WFWP 日本で集めた義援金で支援物資を購入し、
OYQ、ドミニカ・ステート・カレッジ、カトリック教会


ドミニカ・ステート・カレッジでの指導

ドミニカ・ステート・カレッジに支援物資を寄贈

小学校での授業

が運営する保育園に寄贈した。
● 5 月、ドミニカ・ステート・カレッジでの授業を再開した。
滞在中 180 分の授業を 3 回、120 分の補習を 1 回行った。
16 人の学生と教員が受講した。
● 5 月 22 日、マリゴット小学校で小学生を対象にクラフ
トの授業。最後に、折り紙の指導書、折り紙、クレヨン等
の画材を学校に寄贈した。
● 5 月 24 日、教育大臣から依頼を受けたドミニカ東海岸
の小学校 3 校を訪問し、ホワイトボード、ノート、鉛筆、
クレヨン、ドローイングパッド、絵本、物語の本等を寄贈
した。
● 10 月 16 ～ 18 日、小学校 3 校にて、62 人の児童を対
象に折り紙を使った工作の授業と画材の寄贈を実施。
WFWP 隔年報告書 2017-18
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人格教育教員輩出
カリブ海

キューバ
①人格教育推進プロジェクト

概要：教員の研修・教育についての研究などを行いキューバ
の公教育の改善に努力しているキューバ教育者協会（APC：
Asociacion de Pedagogos de Cuba）が、WFWP ドミ
ニカ共和国支部が実施している人格教育の内容に深い関心を
寄せ、これをキューバに適した形で導入したいということか
ら、WFWP キューバ派遣員に本プロジェクトの提案があり、
2014 年 1 月に支援を開始。
進展状況
【2017】
●新規参加 4 校の師範学校で、2017 年 1 月から生徒を対
象にした人格教育のパイロット授業を実施。505 人の生
徒が参加。
●マヤベケ校では、2 ヶ月に 1 回保護者教育の場があり、
保護者と個別に面談することもある。教官が各生徒の抱え
る問題を理解することで、より適切な助言ができるように
なった。

ラスツナス師範学校の人格教育ワークショップ

【2018】
●全国の多数の師範学校からプロジェクトへの参加要請があ
り、新たに 2 校が参加し、合計 9 校となった。
●マタンサス大学で、
参加 9 校の人格教育講師
（コーディネー
ターを含む）を対象にした研修ワークショップを 2 泊 3
日で開催した。全国から 24 人の教員が参加。

②価値倫理教育推進プロジェクト

概要：キューバの公教育における価値・倫理教育の向上に貢
献することを目的に、2012 年度より国立教育大学教育倫理
学講座（所属教授約 10 名）に対して倫理教育関係の著書出
版経費や、国家倫理ワークショップ運営費用、事務経費の一
部を支援。

「新たな黄金賞」を受賞した松本派遣員

進展状況
【2017】
5 月 16 日、国立教育大学にて、同大学倫理学講座主催の
「国家倫理ワークショップ」が開催され、松本有利子キュー
バ派遣員が冒頭に主賓として挨拶を行った。
【2018】
5 月 23 日、国家倫理ワークショップが開催され、150
人の教育関係者が参加した。
その中で、松本派遣員が 2 人の教授と共著した書籍が紹
介された。これらの書籍の出版を含めた教育倫理学講座への
教育・研究活動に対するプロジェクトの継続的な貢献が認め
られ、松本派遣員に「新たな黄金賞」が国立教育大学副学長
より授与された。

共著した書籍

その他人格教育実施国：セントルシア
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青少年健全育成

清掃キャンペーンを呼び掛ける子供達

中東

ヨルダン
恵まれない青年と子供たちへの教育

概要： 2015 年 10 月、第 2 の都市ザルカにおいて、難民キャ
ンプ内の青年グループの希望により、難民キャンプ内の子供
達のための演劇を通じた情操教育の支援を開始。青年や子供
達が困難な環境に打ち勝ち、心の持ち方で可能性が広がるこ
とを演劇を通して体験し、精神面での強さを身につけること
を目的としている。
ヨルダンでは、
10 年間の基礎教育校が小・中学校レベルで、
義務教育となっている。しかし、貧困地域の公立学校には、
遠足、運動会、スポーツの競争など、子供たちのための行事
がない。学校の勉強にも、1 クラス 40 ～ 50 人の児童の内、
15 人ほどしかついていけない。学力の低い子供たちに対す
る対策はなく、そのまま進級しても 8、9 年生で、学校を去
る子が多い。その後、
仕事を探しても良い仕事には就けない。
そのような子供たちの情操教育を目的とした活動を企画する
ことにした。

中南米

ホンジュラス
青少年の健全育成プロジェクト

概要：ホンジュラスでは貧困ゆえに勉学の機会が失われたり、
小さい時から仕事を強いられたり、ドラッグに手を出す子供
達も多い。青少年の性の乱れ、早期妊娠、未婚の母などの問
題解決のために、
青少年の健全育成活動が必要とされている。
2001 年テグシガルパ市レパルト地区で、WFWP がサッ
カーと純潔教育を実施したことがきっかけとなり、この地域
に青年団体が結成された。この団体では定期的に、
スポーツ、
エイズ予防・道徳教育、社会奉仕活動を実施。WFWP では
2015 年よりエイズ予防教育の教材提供、エイズ予防・道徳
教育講座の指導とともに、活動資金の一部を支援している。

難民キャンプで劇を演じる子供達

進展状況
【2018】
● 7 ～ 8 月、ヨルダン人の 40 人の 12 ～ 14 歳の基礎教育
校の生徒達が、4 つの物語を作成し、3 か所のパレスチナ
難民キャンプへ演劇公演ツアーを実施。100 人の難民の
子供たちの前で劇を演じた。

＜ツアーに参加した子供たちの感想＞
「僕は良い人間になりたいです。もう喧嘩はしたくありま
せん。地域の為に尽くしていきたいです。
」
（12 歳男子）
「今まで学校に行ったことがありません。小さい頃から、
お父さんとダンボールを集める仕事をしています。今回参
加してみて、一生懸命勉強して、将来は、何かの技師にな
りたい。いつまでも、ダンボールだけを集める人間になり
たくないです。お父さんを助けることは続けますが、その
合間に、
センターに来て勉強をしてゆきます。
（14 歳男子）
」
● 11 月、WFWP ルサイファセンター周辺に住む 70 人の
子供たちが清掃キャンペーンを実施。4 人 1 組のグルー
プを作って、家庭訪問をして、
「街をきれいにするキャン
ペーンに協力してください。
」とパンフレットを見せ、協
力を承諾してくださったら、パンフレットを玄関に貼らせ
てもらい、最後に、チョコレートのプレゼントを渡した。
子供たちにとって、訪問し、説明し、プレゼントを渡す
という過程は貴重な体験となり、多くの子供たちが参加し
た。家庭訪問した先の住民の方々にもとても喜ばれた。
人達を罰する必要は無くなる」というメッセージのバナーを
掲げた。

【2018】
9 月 22 日、WFWP 杯サッカー大会開催。12 チームが参
加。レパルト地区でサッカーチームを持っている小学校から
子供達が参加。観客を含め 250 人参加。大会ではボランティ
アが食事を用意し子供達にふるまった。

進展状況
【2017】

７月８日、WFWP 杯サッカー大会開催。レパルト地区で
サッカーチームを持っている小学校から５チーム（うち２つ
が女子チーム）が参加。観客を含め約 100 人が集まった。
人格教育に力を入れており、当日「子供達を教育すれば、大
サッカーボールを賞品として授与
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リコーダーのクラス

折り紙教室

東ヨーロッパ

ロシア

障害児及び病気療養中の子供たちへの芸術活動支援

概要：モスクワ市で、障害児や病気療養中の子供達のリハビ
リテーションの一環として、芸術教育活動を推進している慈
善基金団体「パヴェーリ・ヴ・ミチトゥ」を通して、2013
年より絵画材料の支援、展覧会運営の支援を実施。
2014 年より、日本で開催されている「世界の子供の絵画
展」に支援している施設の子供達の絵を出品。
進展状況
【2017】
「パヴェーリ・ヴ・ミチトゥ」の子供達の作品を「世界の
子供の絵文化交流会」に 6 点出品。
【2018】
● 5 月 28 日、
「パヴェーリ・ヴ・ミチトゥ」を訪問。折り
紙教室を実施し、絵本と絵画材料とリハビリ道具購入のた
めの支援金を寄贈。6 人の子供達に「世界の子供の絵文化
交流会」からの賞状と賞品も授与。
● 5 月 30 日、
リハビリテーションセンター「ケンタウルス」
を訪問。折り紙教室を実施し、絵本と支援金を寄贈。
●「パヴェーリ・ヴ・ミチトゥ」と「ケンタウルス」の子供
達の絵を「世界の子供の絵文化交流会」に 9 点出品。
● 6 月 2 日、モスクワ中心部のツェレテリ芸術ギャラリー
にて、
「復活と希望財団」主催の子供達の芸術支援のイベ
ントに参加。派遣員は、折り紙体験ブースを出展した。

賞状と賞品を授与
これから出品する
子供達の絵

その他実施国：アルゼンチン
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中南米

ベネズエラ
音楽教育支援

概要：ベネズエラは政治が不安定で、インフレが激しく、月
収は世界最低レベルで人々は生活を脅かされている。音楽は
学校の教科にはないが、もともと音楽が好きな国民性もあり、
学外での音楽教育には価値があると考えた。また、音楽は情
操教育にもよいことから、子供たちに希望をもってほしいと
いう願いもあり音楽教育の支援を決定した。
2014 年 2 月に、首都カラカス内リベルタッド市サン・
アグスティン・デル・ノルテ地区にある現地の青年ボランティ
ア団体の会議室を借りて音楽教室「サン・アグスティン・ム
シカル」を開講。WFWP 日本では 2015 年に音楽教室の運
営支援を開始。
受講希望者は、火曜日と土曜日のオーディションに参加し、
受講が決まる。
ソルフェージュ（読譜訓練）
、ギター、リコーダー、伝統
民族楽器（マンドリン、クアトロ、マラカス、アルパ、バン
ドラ）のクラスを週 4 日の午後、1 時限 45 分授業を 1 日
5 時限実施。登録料無料、月謝約＄25。7 ～ 17 歳は奨学
金制度あり。自分の楽器がない場合は、貸し出す。
2016 年にカラボボ州の州都バレンシアにも教室を開講
し、伝統民族楽器クアトロ、ギター、リコーダーを教えてい
る。
進展状況
【2017】
●国の経済状況が劣悪で食糧確保が困難なため、数人の子供
達は音楽を学ぶことを断念した。通い続けている子供や大
人は厳しい生活の中でも音楽に喜びを見い出し前向きに生
きている。
●学校で音楽の授業がないため、ソルフェージュの授業は人
気がある。楽器を習いながらソルフェージュの授業を習う
生徒が多い。
● 7 月15 日、ユーロビルディング・ホテルにてカラカス教
室の発表会を開催。40 人の生徒が日頃の練習の成果を披
露した。110 人が集まった。
【2018】
●カラカス教室：9 月 7 日に前期発表会を開催し、45 人の
生徒が演奏、75 人参加。12 月 15 日に後期発表会を開
催し、15 人の生徒が演奏、50 人参加。
●バレンシア教室：国の情勢が悪化しているため休止。
カラカス教室
7 ～ 18 歳

19 歳以上

バレンシア
教室

2017

25

19

10

2018

32

18

－

生徒数

目標 5
ジェンダー平等を達成し、
すべての女性及び女児の能力強化を行う
ターゲット 5.1

あらゆる場所におけるすべての女性及び女児に対するあらゆる形態の差別を撤廃する。

家庭再建教育

チョシカ市長より毛布の寄付に対して感謝状

新しいセンターの開所式

中南米

進展状況
【2017】

●8 月 30 日、WFWP ペルーのリーダー研修会の最終日に、
洪水被害を受けたチョシカ市を訪問。日本の青年ボラン
貧困地域の共同食堂で家庭再建教育
概要：ペルー政府は貧困地域の対策として、共同食堂で安価
ティア隊が支援した日にハプニングがあり、毛布を最後ま
な食事を提供している。食堂周辺地域の婦人リーダーを中心
できちんと渡すことができなかったため、その穴埋めも兼
に近隣に住む婦人たちが料理を作り、それを販売して資金を
ねて支援に出かけていき、32 枚の毛布を被災者に直接手
得て運営されている。貧困地域の女性の多くは、
家庭内暴力、
渡した。青年ボランティア隊と合わせて 217 枚を被災地
家庭不和、麻薬、育児放棄、未婚女性の妊娠出産など深刻な
に寄贈した。
問題を抱えている。
●8 月 31 日、チョシカ市役所を訪問し、チョシカ市長か
WFWP は 2007 年 8 月に、リマ市の貧困地域の中の 9 ヶ
ら毛布支援の感謝状を授与された。
所の共同食堂に会員制のファミリーセンター（FC）を開設し、 ●トゥルヒーヨ市は、支部長が夫と共に、模範的で安定した
周辺地域の母親を対象に家庭再建教育を開始した。9 ヶ所の
講義活動を続けている。講義を聞くときは必ずノートをと
センターにはＷＦＷＰ派遣員と日本の支援者の名前がセン
るように指導し、婦人たちの意識もずいぶん変わってきて
ターの名前としてつけられており、派遣員や支援者は自分の
おり、
「生活が良くなってきている。」という声が多く上がっ
名前がついたセンターの教育を支援している。
てくるようになった。また、年 2 回プレゼントしているホー
継続して 1 ヶ所のセンターで年に数回講座を開催。5 月
ル・ケーキは、食べたら無くなるので残るものが良いとい
の母の日と 12 月のクリスマスに参加者全員にホール・ケー
う参加者の希望があり、この年の母の日から、小さな花瓶
キをプレゼントする。
の置物など食品ではない物に変えた。
WFWP の理念に基づいたセンターの教育は、センター周
辺地域の女性の地位向上、夫婦関係や親子関係の修復などの 【2018】

家庭再建、そして地域の治安向上に重要な役割を果たしてい
●10 月の訪問時に、塩沢派遣員は、リマ市ワイカンのファ
る。
ミリーセンターの 70 人のリーダーたちひとりひとりを 4
日間で直接訪問して交流した。広島の支援者からの手作り
バッグをプレゼントした。
会員数と講義数
2017
2018
●10
月 11 ～ 13 日、トゥルヒーヨ市でＷＦＷＰペルーの
都市名
FC 数 会員数 講義数 FC 数 会員数 講義数
リーダー研修会を開催。3
か所のセンター開所式に椅子と
9
234
9
234
リマ市
4
1
ホワイトボードを寄贈。毎月模範的な訪問講義活動をして
45
386
45
366
いるトゥルヒーヨの支部長の活動現場に一緒に同行して体
プーノ市
6
132
3
6
132
0
験することで、リマやプーノの理事たちにとってよい刺激
トゥルヒーヨ市
6
293
9
9
330
10
になった。

ペルー

合計



66

1,045

16

69

1,062

11
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国際協力青年ボランティア・ペルー隊
★ 2017 年 8 月 17 日～ 30 日

青年 6 人参加

＜活動内容＞
●リ マ市の貧困地区ワイカンにある「ファミリーセン
ター」
4 ヶ所を訪問し、
支援物資を寄付。そのうち 2 ヶ
所でファミリーセンターの外壁のペンキ塗りと昼食の
調理の手伝いをした。
●WFWP で支援している「サン・ファン・デ・ベジャ・
ビスタ小学校」を訪問し、先生方と児童一人ひとりに
文房具を贈呈。
その後歯磨き指導とミニ運動会を開催。
●洪水の被災地チョシカ市を訪問。日本から 160 枚の
毛布を運び、現地で 25 枚の毛布を追加して、合計
185 枚の毛布を被災者に直接手渡した。
●カトリックの老人ホームを訪問。
●「国際青少年デー記念イベント・姉妹結縁式」を開催。
日 本の青年たちでカレーライスとコーヒーゼリーを
作って参加者にふるまい、エンターテインメントでは
浴衣を着て踊った。
日本のペルー隊の青年と、ペルーの青年たちが姉妹結
縁を結んだ。
●リマ市内観光：カテドラル、ワカプクヤーナ、アルマ
ス広場、ラルコ博物館
●世界遺産「クスコ」と「マチュピチュ」を観光。
●3 年間日本のボランティア隊を受け入れてくださっ
た WFWP ペルーに感謝して、記念植樹と記念植花を
行った。

親子でペンキ塗り

昼食の準備をお手伝い

日本から運んだ 160 枚の毛布

チョシカの洪水被災者一人一人に毛布を寄贈

小学校で歯磨き指導

参加者の感想
吉田 奈美 （高校卒業）
日本では衣食住不自由なく暮らしていますが、そのような生活が当たり前でない人たちがいることで現地の現状を知り
たいと思いました。
ペルーの活動を通して印象に残ったことは 2 つあります。
1 つ目はペルーの歴史から謙虚と感謝の心を感じ取りました。ペルーには色々な文明があって、太陽の神や大地の女神
など自然のあらゆるものを神として崇拝していたと知りました。博物館や観光を通して、ペルーには自分は 1 人で生き
ているのではなく、周りによって生かされていることに感謝している人々が多くいることが分かりました。
2 つ目は女性連合の活動を知ったことです。ファミリーセンターでは現地の方々がとても優しく笑顔で私たちを迎えて
くださいました。私からしてみると生活は不便なことばかりですが、深刻そうではありませんでした。しかし、昔は物を
「私にもくれ、私にもくれ」と大変だったそうです。女性連合のセミナーで為に生きる喜び、女性の価値、幸せに生きら
れる手助けすることで人々の心が変化したと聞きました。物を与えることも必要ですが、心のあり方を変える教育も大切
だと知りました。そのような女性連合の活動を知り、そして実際に心を込めて私たちを迎えてくださるペルーの方々を見
て素敵な活動だと思いました。
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進展状況
【2017】

●「WFWP コスタリカ・レポート」というホームページ
（http://eradelamujer.org/）を立ち上げ、そこに今まで
「女性の時代」で制作したものをアップして閲覧できるよ
うにした。
●川 の汚染をテーマとする 1 本のマイクロドキュメントを
制作。新しいシリーズ 506 を 3 本制作した。
●「女性の時代」放映開始から 10 周年を迎え、派遣員の入
国の際に放映 10 周年記念式典を開催した。国連関係者は
じめ 70 人が参加。
「女性時代」放映 10 周年記念式典

中南米

コスタリカ
「女性の時代」TV 番組制作

概要：コスタリカでは離婚率が 48％と高く、家庭崩壊が深
刻なため、子供たちが大きな痛手を受けている。女性の家庭
観・価値観と青少年のモラルの向上を目的に、メディアを通
して広く啓蒙できるよう、2007 年 9 月にケーブルテレビ
｢テレパス 52 チャンネル」で WFWP のテレビ番組「女性
の時代 (EradelaMujer)」を制作し、放映開始。
  2011 年からは、各分野の専門家をインタビューし、4 ～
5 分のマイクロドキュメンタリーを制作。コスタリカの抱え
る問題について取り上げている。国立コスタリカ大学放送局
15 チャンネルに提供し、定期的に流れている。同時にコス
タリカ大学放送局独自のインターネット網にも流されている
他、Facebook や YouTube などでも視聴することができ
る。

【2018】

●TV 番組の制作からドキュメンタリー制作へ重点を置くよ
うになった。
●7 本のマイクロドキュメンタリーを制作。
●女性が携わる分野は多岐にわたりテーマに事欠かなくなっ
てきたため、女性にこだわる必要がなくなってきた。
【マイクロドキュメンタリーのタイトル】

2017

崩壊寸前 秩序を見失った都市
使い捨て文化の行先 道路や川はごみ捨て場 ?
あえぐ文化－先住民居住区

2018

使い捨て文化の行先 電子廃棄物の毒性を知っていますか
使い捨て文化の行先 煽られる消費主義
使い捨て文化の行先 まもなく来る数十億人単位の水不足
使い捨て文化の行先 宇宙からはっきり分かる森林消失①
②
使い捨て文化の行先 地球資源採掘に伴う犠牲を知ってい
ますか
使い捨て文化の行先 多国籍大企業に押される農業の現実

Facebook：
https://www.facebook.com/AgeofWoman
You Tube:：
https://www.youtube.com/user/AOWTV/videos

ターゲット 5.2 人身売買や性的、その他の種類の搾取など、すべての女性及び女児に対する、公共・私的空間におけるあ
らゆる形態の暴力を排除する。

東ヨーロッパ

モルドバ
「子供デイケアセンター」運営支援

概要：モルドバは、ヨーロッパの最貧国のひとつで、人口の
50％が外国に出稼ぎに出ている。子供たちの多くは祖父母
や親類に預けるが、子供を保護する制度や施設がないため、
生活苦から預かった家族が子供たちを売ってしまうことがあ
り、モルドバは人身売買の主要な供給国のひとつとなってい
る。
また、衣服や下着や教材が買えず、食事もできない孤児の
ような状況にありながら、両親がいるため孤児院に入れず、
カザネスティセンターの子供達
保護されない子供達がすべての学校にいる。現地の教育者や
知識人からの強い要請を受け、小学校１年から 15 歳までの
毎日 30 人の子供たちが通い、カウンセラーなど６人のス
義務教育対象者の子供達を保護するため、2001 年、カザネ
タッフがケアしている。子供たちの学習意欲は飛躍的に向上
スティ村の公立カザネスティ小中学校に「子供デイケアセン
し、日本人が支援していることに誇りを持っている。
ター」を開設した。教室の一部、遊戯室、食堂兼講堂を無料
2016 年より、カララシ地域にセンターを開設し、毎日
で借り、センターとして利用している。センターに通う子供
30 人の子供達が通っている。
たちに洋服や下着、教材を支援して学校に通わせ、放課後は
給食を提供し、宿題や手芸、歌、遊戯ができるようにしてい
進展状況
る。
【2018】海外や日本から多くの人々が視察に来た。
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目標 6
すべての人々の水と衛生の利用可能性と
持続可能な管理を確保する
ターゲット 6.1 2030 年までに、すべての人々の、安全で安価な飲料水の普遍的かつ平等なアクセスを達成する。

ターゲット 6.2 2030 年までに、すべての人々の、適切かつ平等な下水施設・衛生施設へのアクセスを達成し、野外で
の排泄をなくす。女性及び女子、ならびに脆弱な立場にある人々のニーズに特に注意を向ける。

衛生指導

手洗い指導

きれいになったトイレ

アジア

RSP 幼稚園での歯磨き指導

オセアニア

ミャンマー

ミクロネシア

学校保健衛生・環境プロジェクト

概要：1998 年、保健省とタイアップして、小学校の公衆ト
イレ、給水タンク、手洗い場の建設開始。手洗いや歯磨きな
どの衛生指導も実施。
進展状況
【2017】

●8 月、テッスー小学校の生徒にハンカチをプレゼントし、
青年たちと寸劇やペープサート（平面紙人形）を使って手
洗い指導を実施。
●11 月、テッスー小学校の約 70 人の児童にハンカチを配
布し、里親と寸劇やペープサートを使い、手洗い指導を実
施。爪のチェック、ばい菌の話をし、衛生について楽しく
学ぶことができた。

保健衛生指導プロジェクト

概要：歯科衛生に力を入れているポンペイ州の小学校の保護
者から歯ブラシの要望があり、2008 年よりネット、ウー、
ソーケスの３地区、2016 年よりキティ地区も入り、４地区
の小学校へ歯ブラシ配布と水だけで行う歯みがき指導を実施
している。
進展状況
【2017】

●ソーケス RSP 幼稚園、アワック小学校、ラワティック小
学校にて 107 人の児童に歯磨き指導を実施。また、
ぬり絵、
工作指導も行った。
●日 本の歯ブラシメーカーの協力により 11,200 本の歯ブ
ラシの支援を行なった。

【2018】

【2018】

●6 月、ニャンドン地区小学校分校「ティンゴン小学校」 ●ソーケス RSP 幼稚園、アワック小学校、ラワティック小
でトイレを建設。
学校、サラボック小学校、オーミネ小学校にて 205 人の
●8 月、テッスー小学校のトイレを修繕し、手洗い場を水
児童に歯磨き指導を実施。虫歯予防と歯磨き指導の紙芝居
槽式から蛇口式に改築。
を使用した。
●11 月、手洗い指導をテッスー小学校 66 人の児童を対象
●日 本の歯ブラシメーカーの協力により 11,200 本の歯ブ
に実施。
ラシの支援を行なった。

安全な水の利用確保
アフリカ

ニジェール

井戸修復プロジェクト

な状態を改善して、村人に安全できれいな水を供給できるよ
うに、井戸をポンプ式に改修することにした。

概要：僻地の村の井戸は屋根もなく、野
進展状況
ざらしであり、古い井戸は廻りの壁にカ 【2017】マラディ州環境衛生局に依頼して、井戸改修予定
ビや苔が生えて非常に不衛生な状態であ
地を選定していただき、11 月半ばから 12 月初旬にかけて、
る。さらに大きな井戸では井戸水を汲み
マラディ州 マダロンファ県セルキン・ヤンマ区ガリンブー
上げる際に、井戸の縁に立って桶の皮袋を吊り下げるので、 ゼ村で、村の井戸 1 基をポンプ式井戸に改修した（左写真）
。
子どもが中に落ちる事故も起きている。井戸の危険で不衛生
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国際協力青年ボランティア
日本の青少年に「地球家族」を体験する機会を与えるため、1997 年より、他の NGO との共催で、開発途上国へボランティ
アチームを派遣している。2006 年より、WFWP の派遣国に派遣し、WFWP 海外派遣員と共に活動を体験することを通して、
後継者を育成している。若者達はカルチャーショックを覚えながらも、現地の人々と共に汗を流し、語り合う生活を通して、
日本では忘れていた大切なものを発見しているようだ。ボランティアとは何か、国際協力・国際貢献とは何かを体感しながら
学ぶことができる貴重な機会となっている。
（P33 にペルー隊掲載）

ミャンマー隊
2017 年 1 月 4 日～ 13 日 青年 5 人参加
＜活動内容＞
●盲学校を訪問し、日本の歌とリコーダーを披露。
●孤児院「太陽の家」訪問。
・子供達と一緒に建物のペンキ塗り。
・昼食は日本のカレーライス。
・子供達とゲームで交流。
●日本の青年とミャンマーの青年との姉妹結縁式。
● WFWP が校舎建設を支援したニャンドン小学校訪問。
・開校式に参加。村をあげて盛大に開催。
・図書スペースが設置され、図書贈呈式を開催。
・開校記念運動会を開催。
●里子が通うテッスー小学校訪問。
・
「さくら図書室」が設置され、図書贈呈式を開催。
・子供達と日本の遊びとサッカーで交流。
・里子の家庭訪問。
●教育省職員と夕食会
●アンズィーヤーミン僧院で僧侶の講話を聴く。
●日本人墓地参拝。
●観光：シュエダゴンパゴダ、チャイティーヨ―、バゴー観光。

開校式のプレゼント

「さくら図書室」

姉妹結縁式

孤児院でペンキ塗り

タイ隊
2018 年 1 月 5 日～ 14 日 青年 7 人参加
＜活動内容＞
●里子が通うバンファイシン学校訪問。
・WFWP で建設した寄宿舎「はなの家」開所のための調印
式・タンブン式を開催。
・運動会開催。
・花壇作り。
●カレン族の里子家庭訪問。
●チェンマイ観光：メーテーン・エレファントパーク。
●世界遺産アユタヤとバンコク市内観光。
●日本の青年とタイの青年との姉妹結縁式。
● WFWP タイとの交流会。
寄宿舎「はなの家」開所

堀会長と校長の間で調印式

姉妹結縁式



象のかわいいいたずら
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ウクライナ隊
2018 年 9 月 3 日～ 15 日 青年 9 人参加
＜活動内容＞
●チェルノブイリ原発事故被害者団体「チェルノブイリ・ソ
ユーズ」訪問。
●「チェルノブイリ博物館」で事故について学習。
●原発事故の際、最初に現場に駆けつけ被曝した消防士の遺
族である母親を訪問。
●キエフ大学と学生シンポジウムを開催。
日本の３人の青年がプレゼンを行った。
● WFWP ウクライナと交流会。
●ウクライナ国際文化基金主催のミュージックフェスティバ
ルに出場。
●日本とウクライナの青年との姉妹結縁式を開催。
10 組の姉妹が誕生。
●東部難民の親子とジトミール市の孤児院の子供達に日本文
化紹介。
●農場でジャガイモ掘り体験。
●イルピン市訪問。
・日本・ウクライナ友好のための植樹式。
・世界遺産「ソフィア大聖堂」見学。
・マイダン革命の舞台となった場所を訪問。
● WFWP で 2015 年に支援したダニル君と 2016 年に支援
したアルチョム君を訪問。
●世界遺産「ペチェールシク大修道院」見学。

キエフ大学の学生と共に シンポジウム 農場で収穫体験

支えがあれば歩けるようになったダニル君

華やかな浴衣姿でダンスを披露

雑誌の表紙に

参加者の感想
＜タイ隊＞
大井 丹麗（大学生）
私が一番心に残っているのは、里子との交流の時間です。
家が貧しかったり、両親が居なかったりと恵まれているとは
到底言い難い環境の中であっても、夢に向かって頑張ってい
る姿を見て、不思議と涙が込み上げてきました。恵まれてい
る環境にいるにも関わらずで、気づかないうちに感謝するこ
とを忘れ、傲慢になり、少しの不便が大きく感じるようになっ
て、不平不満ばかり並べている自分の今の姿に気づいたとき
に、本当に愚かで情けなくて、変わりたい、変わらなければ
いけないと強く思いました。私は今大学で奨学金をもらいな
がら通っているのですが、この１年学校に通いながら奨学金
に重みを感じ、奨学金をもらう事をやめようか、学校をやめ
ようか悩んでいた中でのボランティアの参加でした。もらえ
る立場にあるなら 100％しっかり感謝して受けたうえで、
しっかり勉強し、夢である助産師になり、自分が受けた恵みを、
次は他の人に与えられる人になりたいと思い、またそれが自
分に与えられた責任なのではないのかと思いました。自分が
行くべき道が明確になりました。
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＜ウクライナ隊＞
原田 珠実（大学生）
ウクライナへの国際協力を通じて、やりきれない思いをし
ました。それは、政府の紹介する支援者や、支援団体でない
と支援できないということです。ウクライナは戦争などによ
り他のヨーロッパに比べ孤児が多いことが問題となっていま
す。私たちが援助した孤児院は、設備や教育が非常に充実し
ており、
特別な孤児院でした。本来ならば、
貧しい孤児院にもっ
と援助しなければならないはずであるのに、それが難しい状
況であることが悲しく、国際協力の難しさを学ぶことができ
ました。また、被曝者 2 世、3 世を支援する際も、限られた
人しか支援することができず、平等に支援することができな
いという現状を知ることができました。多くの人を国際協力
を通じて、助けたいと考えていましたが、このような問題点
にぶつかり、まだまだ学ばなければならないことが多くある
ことを痛感しました。今回の活動を通して、無知であること
がとても恐ろしいことだと感じました。今後は、与えられて
学ぶのではなく、自ら進んで学びたいと思います。
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