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持続可能な開発目標

世界のリーダーが 2015 年 9 月の歴史的な国連サミットで採択した「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に掲げられ
た 17 の「持続可能な開発目標（SDGs）
」は、2016 年 1 月 1 日に正式に発効しました。今後 15 年間、すべての人に普遍的に適用
されるこれら新たな目標に基づき、各国はその力を結集し、あらゆる形態の貧困に終止符を打ち、不平等と闘い、気候変動に
対処しながら、誰も置き去りにしないことを確保するための取り組みを進めてゆきます。
SDGs は、ミレニアム開発目標（MDGs）の成果をさらに一歩進め、あらゆる形態の貧困に終止符を打つことをねらいとして
います。新たな目標の独自性は、貧しい国も、豊かな国も、中所得国も、すべての国々に対して、豊かさを追求しながら、地
球を守ることを呼びかけている点にあります。そして、貧困に終止符を打つため、経済成長を促し、教育、健康、社会的保護、
雇用機会を含む幅広い社会的ニーズを充足しながら、気候変動と環境保護に取り組む戦略も必要であることを認識しています。


＜出典：国際連合広報局作成プレゼンテーション＞

持続可能な開発目標と WFWP の取り組み
目標
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

WFWP の取り組みと掲載ページ
小口融資→ P3

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
栄養指導教室→ P4
な農業を促進する
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 エイズ予防教育→ P5-7
促進する
医療支援・マラリア予防→ P8-9
チェルノブイリ事故放射能汚染医療支援→ P10
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 初等教育支援→ P11-16
涯学習の機会を促進する
中等教育支援→ P17-18
就学支援→ P19-20
職業訓練→ P21-25
識字教室→ P26-27
教育輩出→ P27-28
青少年健全育成→ P29-31
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 家庭再建教育→ P32-33
行う
女性の地位向上教育→ P34
人身売買予防→ P34
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 衛生指導→ P35
する
井戸改修→ P35
目標 16. 持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべて
の人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて 難民支援→ P36
効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する

1

WFWP 隔年報告書 2015-2016

はじめに

「持続可能な開発目標」にいかに取り組むか
地
 球 （Planet）- 持続可能な消費と生産、
天 然 資 源の持 続 可 能な管 理、気 候 変 動への

世界平和女性連合（WFWP）は、
「人類は、
地球という一つの家に住む家族である」をモッ
トーに、1992 年に設立された女性の NGO で
す。1994 年より世界各国にボランティアを派
遣し、
「貧困からの脱却」を目指して、現地の
ニーズに合わせた開発協力活動を実施してい
ます。

緊 急 な 対 応などを通じ、地 球を劣 化から守

ることにより、現 在と将 来 の 世 代 のニ ーズ
を充足できるようにする（目標 12、13、14
および 15）。
平
 和 （Peace）- 恐怖と暴力のない平和で

公 正 かつ包 摂 的な 社 会を育てる。平 和なく

2000 年からは、21 世紀の国際社会の目標
である「ミレニアム開発目標（MDGs）」の達成
に対して、国連 NGO として取り組んできまし
たが、現在は 2015 年９月に採択された「持続
可 能 な 開 発 目 標 Sustainable Development
Goals（SDGs）」の達成に向かって取り組んで
おります。
MDGs は開発途上国の底上げのための目標
でしたが、SDGs は、開発途上国だけでなく、
先進国も含めて全世界で取り組む目標です。
目 標とターゲットの 数 も 17 の目標と 169 の
ターゲットに増えました。その膨大さの中で
も、目標達成のためには、
「経済成長」
「社会的
包摂（国民一人ひとりを社会の構成員として取
り込むこと）」
「環境保護」の３つの主要素を調
和させることが不可欠です。
SDGs の諸目標とターゲットはいずれも、人
間、豊かさ、地球、平和、パートナーシップ
の「5 つの P」という極めて重要な分野で、今後
15 年間の行動を促すことになります。
人
 間（People）- あらゆる形態と次元の貧
困と飢 餓 に 終 止 符 を 打 つとともに、すべて
の 人 間 が 尊 厳 を 持 ち、平 等に、か つ 健 全 な
環 境 の下でその 潜 在 能 力を発 揮できるよう
にする（目標 1、2、3、4、5、および 6）。
豊
 かさ（Prosperity）- すべての人間が豊
かで 充 実した 生 活 を 送 れるようにするとと
もに、自 然 と 調 和した 経 済、社 会 お よ び 技
術の進展を確保する（目標 7、8、9、10、お
よび 11）。

して持 続 可 能な開 発は 達 成できず、持 続 可
能な開発なくして平和は実現しないため（目
標 16）。

パ
 ー ト ナ ー シ ッ プ（Partnership） - グ
ローバ ルな 連 帯 の 精 神に 基 づ き、最 貧 層と
最 弱 者 層のニーズ を 特に 重 視しな がら、す
べ て の 国、す べ て の ス テ ークホ ル ダ ー、す
べての 人 々の 参 加により、持 続 可 能 な 開 発
に向けたグローバル・パートナーシップをさ
らに 活 性 化し、このアジェンダ の 実 施 に 必
要な手段を動員する（目標 17）。

本書は、WFWP 海外派遣員が、2015 年は
MDGs、2016 年は SDGs 達成に向けて取り組
んだ活動の一部をまとめたものです。SDGs の
達成に対する取り組みを理解していただくた
めに、SDGs の目標に沿って活動を報告してい
ます。MDGs のために取り組んできたことが、
SDGs においても引き継がれているものもあり
ますが、MDGs になかった分 野が、SDGs を
通して新たに脚光を浴びるようになったもの
もあります。MDGs から SDGs への意識を早
く転換して、取り組むべき課題に対して着実
に実行に移し、目標達成に貢献してゆきたい
と考えています。
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。


※参考・出典：国連広報局作成プレゼンテーション
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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

中東

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。返済金の２％を事
務費に充て、毎月返済金を回収しながら生活・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。

概要：2010 年 3 月、アフガニスタン女性協議会（ＡＷＣ）を
通して、小口融資を開始し、女性たちの自立を支援している。
AWC の運営する技術訓練校に１年間入学し、卒業者がロー
ン融資資格を得る。貸付システムは３段階からなり、2010
年に第１段階を開始した。

ヨルダン

※ JD ＝ヨルダン・ディナール
ビジネスの種類：衣類販売・化粧品販売・雑貨商・菓子店・
八百屋・テーラー・食料品販売など
進展状況
【2015】
● 新規 4 件、継続 38 件で計 42 件融資。
【2016】
● 新規 1 件、継続 40 件で計 41 件融資。返済率 100％。

アフガニスタン

貸付システム
（通貨は年度によって変動）
① AWC から BRAC 銀行が主催するトレーニングを完了した
女性スタッフが１人立つ
②１グループ 25 人の女性のみで構成され、その中から責任
者・会計を選出
③ロ ーン前の積立開始：２ヶ月間毎週各グループで積立。
ローン返済予備費となることと返済能力があるかを見る。
④第１段階貸付（１年目）→毎週のローン返済（46 週間で返
済）と週一回の会議参加→第１段階終了
第２段階貸付（２年目）→ローン返済（前に同じ）
→終了
第３段階貸付
（３年目）
→ローン返済
（前に同じ）
→完全終了
年齢層：20 才代〜 50 才代女性
返済率：100％
ビジネスの種類：野菜栽培・パン屋・洋服屋・洋裁・キル
ト作成・刺繍・ビューティーサロンなど
進展状況：
2015

2016

第１段階

２グループ 50 人

第２段階

２グループ 50 人

第３段階
融資人数合計

２グループ 50 人
２グループ 50 人

100 人

100 人

「ナン」というアフガンのパンを販
売して、小さな収入を得ている。

雑貨店を営む女性
夫の収入だけでは、家族を支えられない。特に、子供への教育費が必要なた
め、自宅で、雑貨を販売して収入を得ている。仕入れ金が十分でなかったため、
融資を受けることにした。

小さいながらビューティーサロン
を立ち上げた。苦しい家計の助け
になっている。
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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
アフリカ

ザンビア
フードプロジェクト（栄養指導教室）
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、毎月第１・第３金曜日に、
現地医師・看護師・スタッフの協力により栄養指導教室を
実施している。
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
紛のおかゆを与え、個別に体重の増減を記録する。また、
大豆粉の栄養価、おかゆの作り方と食べさせ方をチャート
を使って指導し、家でも与えられるよう２週間分（800 ｇ）
の大豆紛を支給する。指導通りに与え続けると子供は３〜
４ヶ月で標準体重に達し教室を卒業できる。WFWP 副会長
の医師による栄養・衛生指導も定期的に実施している。参
加者の母親が教育を受け、栄養促進員（ニュートリション・
プロモーター）
として積極的に手伝っている。
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 事務局で週３回５時間の洋裁
教室を実施している。

体重測定

進展状況
【2015】
● ルサカ市内の政府機関のクリニック２ヶ所で隔週実施。
● 栄 養指導教室を卒業した母親たちがボランティアとして

手伝うようになった。

● 洋裁教室には 23 人の母親が参加。スタッフが１人で指導

していたが、洋裁教室の卒業生が手伝うようになり、負
担が軽減された。

毎年日本のスーパーから洋裁道具や布の寄贈を受ける

● 口コミで洋裁教室のことが広まり、生徒が増えている。

【2016】
● ルサカ市内の政府機関のクリニック２ヶ所で隔週実施。
栄養指導教室に参加した 標準体重に達した子供
子供（人数）
（人数）

● 現 地スタッフの教育が行き届くようになり、現地スタッ

フだけでも栄養指導教室が実施できるようになった。

● 現 地スタッフの渉外により、農場より栄養指導教室の子

ども達のために卵 1,200 個の寄付を受けた。

● 現 地日本人スタッフの友人が栄養指導教室に賛同して大

2015

2,395 人

298 人

2016

2,456 人

328 人

1994-2016

52,279 人

11,109 人

豆袋 66 袋 (3,300 ㎏ ) 分を寄付。それだけでなく、ボラン
ティアで教室を手伝って下さった。

● 洋裁教室には 21 人の母親が参加。卒業生もミシンが使え

るよう教室を開放している。生徒や卒業生は少しずつ収
益を上げることができ、生活の足しにすることができて
いる。
WFWP 隔年報告書 2015-2016
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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
【2015】
７月〜 12 月、首都アクラ市にあるオパ小中学校、リバティ
中学校など８校において、エイズ予防教育と人格教育を実
施。参加人数合計は 1,050 人。2015 年から WFWP 会長を
中心に、積極的にエイズ予防教育と人格教育を実施した。

フリップによるエイズ予防教育

【2016】
１月〜 12 月、首都アクラ市にあるグレース国際中学校、
グレース・メモリアル・ベーシック小学校など17校において、
エイズ予防教育を実施。参加人数合計は 2,335 人。

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」のフランス語版
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、次の人を紹介する
というように、人伝いに教育が広がっている。
実施状況
【2015】
● 10 月 24 日、南部ロッソ市から車で 30 分のケールムール
村の青年と女性約 70 人にエイズ予防・自己抑制教育を部
族語のウォルフ語で実施。イスラム教の教えに合った内
容であると受け入れられ、参加者も喜んでいた。
● 11 月 14 日、首都ヌアクショットの貧困地区のエルミナ

にて、約 80 人の母親たちを対象に部族語のプラール語で
自己抑制教育を実施。
「お金よりも大切な内容」と、参加
者は大変感動し、感謝していた。

● 11 月 19 日、首都ヌアクショットから車で 3 時間北上し

た新興都市シャミ市に新しく開校した中学校の生徒 41 人
と校長・教師５人を対象に部族語のハッサニア語で実施。
校長より、「とても素晴らしい内容。次回は他校からも人
を集めるので是非また実施して欲しい。
」
と依頼を受けた。

アフリカ地域で他に取り組んでいる国：ケニア
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母親たちを対象にしたエイズ予防教育

【2016】
● 10 月８日、ケールムール村で約 50 人にエイズ予防・自
己抑制教育実施。
● 10 月 22 日、里親支援をしているＮＧＯ
「シラト・ラヒム」

の学校の教師とスタッフ 15 人に自己抑制教育を実施。

● 12 月１日、現地スタッフが教鞭をとるヌアディブの中学

校にて、世界エイズデーにちなんでエイズ予防・自己抑
制教育を実施。生徒 63 人参加。電気の環境が良くなかっ
たため、パワーポイントが使えずフリップチャートなど
を使って実施。生徒たちは皆熱心に聞き、よく理解でき
たとの感想が寄せられた。

カリブ海
ドミニカ共和国

セミナー

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。
実施状況
【2015】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」で１月から、上級学年２クラス
に週２回、エイズ予防教育セミナーと人格教育セミナーを
導入することになった。この学校は郊外の新興住宅地域に
2013 年に開校したばかりで、教師もカリキュラムも不十分
だったため、WFWP ドミニカ共和国支部メンバーが２人で
エイズ予防教育と人格教育の授業を１月から５月まで担当
した。最初は授業に対して不平を言う生徒もいたが、数か
月経つと授業の内容を受け入れるようになった。校長先生
はこの成果を見て感銘を受け、９月の新学期から 12 月まで
は全学年全クラスで実施した。
【2016】
●「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 で担当する
ことになった。１〜３月、９〜 11 月の６ヶ月間、全校生
徒対象で、毎月約 30 回、毎回約 20 人の生徒が参加した。
校長先生自ら問題行動の生徒たちを引率し、カリキュラ
ム担当教諭なども参加。地域が新興住宅地で、コミュニ
ティのつながりなどもまだ十分ではなく、家庭に複雑な
問題を抱えている生徒たちが多数いる。女子生徒の中に
は妊娠したり、出産して通学する生徒もいるし、麻薬、
暴力や犯罪などの環境も彼らを取り巻いている。地域の
教育委員会のスタッフがセミナーに参加し、内容に感銘
を受け、教育委員会上層部に報告すると言っていた。全
カリキュラムに参加した生徒30人に修了証が授与された。
倫 理道徳カリキュラムの評判がよかったため、引き続き
特別授業「純潔教育セミナー」を３回同校で開催。
「十代の
妊娠」
、
「絶対性と絶対愛」
、
「青少年の麻薬問題」をテーマ
とした。
● 学 校や各グループからも、女性達を対象としたセミナー
の開催の要望が多くなってきたため、青少年を対象にこ
れまで多くセミナーを実施してきたが、母親と女性対象
のセミナーも強化することにした。青少年の健全な成長
と人格形成のためには健全な家庭と社会環境が不可欠で
あり、特に母親と女性達の教育、家庭の価値確立、女性
の自己抑制啓発が急務となってきている。
● 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。



2015

回数

人数

13

1,007

7

261

人格教育セミナー

177

3,898

合計

197

5,166

道徳教育授業

177

3,931

純潔教育セミナー

3

576

女性のための家庭再建教育セミナー

5

325

185

4,832

エイズ予防セミナー
家庭再建教育セミナー

2016

合計

ホンジュラス中学校・高校におけるセミナー

ルディ・マリア・コマス・バティスタ中学校・高校での授業

カリブ海地域で他に取り組んでいる国：ジャマイカ、トリニダード・トバゴ
WFWP 隔年報告書 2015-2016
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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、人格教育を実施するようになり、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。
実施状況
【2016】ツクマン市では、教育を受けた教授、青年たちの中
から自発的にネットワーク作りが始まり活動展開の提案、
友人の輪を広げたいとの活発な意見も出て希望を感じた。
ツクマン市の教授や NGO リーダーたちと交流を深めること
が出来た。
大学生へのセミナー

2016 年

場所

目的

対象

参加人数

7月8日

ホテル・ヴェルサイユ・サロン

エイズ予防教育講義

大学教授・学生・父兄

7月9日

エスタシオン

WFWP の紹介とエイズ予防のチラシ配布

有識者・学校関係者・学生・父兄

アラオス

35

8 月 12 日

コンセプション

WFWP の紹介と人格教育

有識者・学校関係者・学生

30

8 月 18 日

モンテロ

人格教育

大学生

25

11 月 18 日

ナシオネス・ウニダス学校

エイズ予防教育講義・人格教育

教育関係者・父兄

30

11 月 18 日

ミトレ学校

エイズ予防教育講義・人格教育

教育関係者・父兄

30
合計

中南米地域で他に取り組んでいる国：ベリーズ

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
【2015】
● 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 回で約 430 人を対象に実施。
● ９ 月 19 日、ビテプスク市の高等専門学校で約 40 人対象
のセミナーを視察。
【2016】
● 現地スタッフが合計 11 回で約 430 人を対象に実施。
● 10 月 13 日、ビテプスク市の医学系専門学校で約 60 人対
象のセミナーを視察。

7

1,500
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医学系専門学校のセミナーを視察

1,650

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

血圧測定

衛生指導

アフリカ

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。

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、

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。2013 年まで実施していた「医師の定期巡回診
療・薬箱調査・地域保健員教育プロジェクト」は休止。

実施状況
ティラベリ州フィレンゲ県バレヤラ区ブーデ村（人口：約 6,000 人）
実施年月

2015 年 6 月

2016 年 9 月

診療人数

257 人

780 人

診療の特徴

農作業による関節痛、疲労が多く、腹痛など腹部のト
ラブルも多かった。女性は婦人科系の病気が目立った。

雨期の終わりで時期的なこともあり、マ
ラリアが非常に多かった。関節痛も多く、
胃炎、皮膚病、風邪も多かった。

マラリア感染率

1%

32%

マラリア予防指導

中央広場にて、村の女性 50 人に対して保健師が、水の
衛生指導、栄養指導、手洗いの励行、マラリア予防対
策のための指導を実施。

村の女性 30 人に対して水の衛生指導、栄
養指導、手洗いの励行、マラリア予防対
策のための指導を実施。

実施年月

2015 年 9 月

2016 年 2 月

診療人数

276 人

237 人

診療の特徴

マラリア発症者の約 30％が乳幼児。大人の半数は胃炎。
主な症状は関節痛、腹痛、疲労。
赤痢は 2014 年の倍。

マラリア感染率

13%

データなし

マラリア予防指導

中央広場において保健師が、女性約 50 人に保健衛生指
導を実施。沼の水ではなく、改修工事したポンプのつ
いた井戸水を利用するよう勧めた。

実施せず

実施年月

2015 年 9 月

2016 年 2 月

診療人数

595 人

168 人

診療の特徴

下痢症、胃炎

マラリア感染率

6%

マラリア予防指導

診療で集まった人々 100 人に対して、水の衛生、栄養、
実施せず
手洗い、マラリア予防対策の指導を実施。

マラディ州マダロンファ県ガビ区マデニタデタ村（人口：1,956 人）

マラディ州マダロンファ県ガビ区ガリンワリ村（人口：954 人）

赤痢の症状が多くでていた。

データなし
データなし

※マラリア感染率は、診療対象者の中の割合
WFWP 隔年報告書 2015-2016
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②マデニタデタ村総合保健センター建設
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
一環である保健小屋建設の資金を提供し、2016 年に建設を
完了した。
ニジェールの首都ニアメを除く大半の地域では、半径５
㎞以内で医療施設を利用できる人の割合は、地域の人口の
半分以下である。特に僻地の村では交通手段も乏しく、医
療機関への道のりは大変な苦労である。そのため、僻地に
おいては小さな保健小屋（CS：Casa de Sante）の建設が、
2001 年の大統領特別プログラムにより、実施されるように
なった。
医師か上級看護師が常駐する総合保健センター（CSI：
Centre de Sante Integre）から半径 15km 以上の地域に優
先して保健小屋は建設される。マデニタデタ村は 2004 年
に一度保健小屋建設の候補地として準備が進められていた
が、資金不足で中断していた。数年前から村長はじめ村民
の WFWP への熱心な要望があり、WFWP の診療活動の拠点
とすることもできるメリットがあるため、2016 年に建設資
金協力を決意した。建設予定地の確保、保健省の認可の準
備はすでに整っていたためスムーズに進んだ。最初は CS を
建設するつもりだったが、設計の時点で変更しているうち
に、CSI に格上げになり、上級看護師が常駐することになっ

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 時間対応している。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。

センターの看板

た。71.3 ㎥
（約 22 坪）の建物が完成。WFWP の看板を入口に
設置した。
2016 年 12 月 31 日に、ガビ区の区長を立会いとして、
「CSI
マデニタデタ」完成セレモニー（鍵の授与式）を開催。派遣
員は治安問題で入国できないため、活動に協力して下さっ
ている日本在住ニジェール人がセレモニーに代理で参加し
た。セレモニーにはマデニタデタ村長の他に、ガビ地域の
族長、保健省地方局長などが参加した。

【2016】
● ３ 月８日、カトマンズ近郊サク地区のバギョダヤ高等中
学校にて、医師２人、看護師２人、ボランティア 20 人
で国際女性の日記念の乳がん・子宮がん検診を、村の女
性 139 人を対象に実施。結果は子宮脱 25 人、子宮感染症
10 人、卵巣異常・子宮筋腫・慢性子宮頸管炎等の婦人科
の異常 13 人、過酸症 25 人、異常無しが 66 人だった。検
診前には、乳がん・子宮がんについて講習会を開催して、
早期発見方法なども指導。
● メ ゴウリ村の診療所では毎週のように血圧測定や健康相
談に訪れる患者が増加。

進展状況
【2015】
● チトワン中心部のメディカル・カレッジより内科医２人、
看護師６人、薬剤師２人の協力を得て、７月 13 日に診療
所近くの中学校を借りて、無料診療・薬の配布を行い、
226 人が受診。
● 村人の強い要望で、11 月よりメゴウリ村の診療所では診
察回数を週３回から４回に増やした。また、トイレと井
戸を新しく設置し、衛生環境が向上した。

井戸を設置

9
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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
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」
投与支援金
健康指導センター

医療物資寄贈

年に WFWP 日本による
「ビタペクト」
配布支援活動を開始。
2010 年に「ベルラド」と協力して、モギリョフ州の小中一
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。

2015 年

2016 年

・緊急用輪状甲状膜切開用カテーテル４セット
・パラフィン用保温装置 1 台
・光ファイバー挿管の喉頭鏡セット 16 パック

・生検鉗子
・ホルター心電モニターケーブル 2 種
・電子自動ディスペンサー２台
・コンプレッサー式吸入器１台

40 人分を寄付

21 人分を寄付

ゴメリ州チェチェルスク地区ロフコビッチ学校では担
当教官が不在になることから終了。指導内容は学校に
定着した。ベルラドから新たにゴメリ州ルチトシ地域
のギムナジウムとジェルジンスク学校を紹介され、視
察。学校スタッフとの交流後、校庭の空気中の放射能
量を測定したところ、焼却場付近で日本の除染基準
（0.21 マイクロシーベルト）
を超える数値が出た。

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。
進展状況
【2015】
● ダニル・ボロニンくん
（10 歳）
被曝３世。脳性小児麻痺で、今まで 5
回の手術を受け、以前は歩けなかったが、
今は支えがあれば歩けるようになった。
ご家族は支援に対して大変感謝している。

ベルラドと協議の末、健康教育支援の学校
はロフコビッチ学校とルチトシ地域のギム
ナジウムの２校に絞ることにし、そのため
の継続費用と運営費を支援。ギムナジウム
を視察。ベルラドのスタッフがクラブの子
供達に放射能について説明し、今までの様
子を報告した。

【2016】
● アルチョム・ミリトフスキーくん
（3 歳）
被曝３世。病名は、心房中隔欠損と心室中隔欠損及び高
血圧で、手術を受けなければならない状態。生まれた時か
ら心臓に雑音があり、生後３ヶ月で心臓検査の為、心臓専
門のセンターに送られた。アルチョム君の祖父母はチェル
ノブイリ事故後の処理に関わった。
その結果、祖母は後に癌で甲状腺と
子宮の手術をしている。両親は長い
間子どもが出来なかったが、ようや
く生まれた子どもがアルチョム君。
2017年１月11日に無事手術を終え、
心臓に開いた穴を閉じることができ
た。手術後の経過も順調。
歩けるようになった
ダニル君

元気になったアルチョム君
WFWP 隔年報告書 2015-2016
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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

３８７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 1.90 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。

WFWPUSA から寄贈されたプレート
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進展状況
【2015】
● 自 立運営を目指し取り組んできた結果、初めて黒字を計
上。
● WFWP USA の支援で記念プレートを作り替えた。
● 福岡の２高校からの支援物資
（鉛筆、靴）を配布。
● 6 月 27 日に父母会を開催し、約 100 名が参加。校訓など
学校理念の説明を行った。
● 全体の進級率は 84％。
● ６年生 48 人が卒業。
● 児童数
（2014 年 9 月〜 2015 年 6 月）
男子

女子

合計

130

139

269

【2016】
● 授業料を銀行振込にすることで、学費納入率が上昇。
● WFWP USA からの支援で机とイスのセットを 20 台設置。
● 全体の進級率は 85%。
● ６年生 31 人が卒業。
● 10 月、派遣員を交えた職員会議と父母会を開催。
● 児童数
（2015 年 9 月〜 2016 年 6 月）
男子

女子

合計

102

126

228

４年生のクラス

現在の校舎

４年生のクラス

アフリカ

赤道ギニア
学校名

①モトコ・シロマ学校
（幼稚園・小学校・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１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
業が行なわれるようになった。
９月始業、６月修了。
卒業生総数

２７２人

概要
1999 年に「女性自立のための職業訓練校モトコスクール」
として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
幼稚園・小学校」を併設。2002 年からは幼稚園・小学校の
み運営している。
政府の認可を受け、教育省からも教師が派遣されている
他、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 赤道ギニアが日本からの支援物資を
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。

学校名

増築で中学クラス用の教室を確保できるようになり、
2016 年に以前より教育省や父兄から要望のあった中学クラ
スを開設した。
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
【2015】
● 教 育省の指導を受け、子どもの安全を守る頑強な塀を設
置。
● 新館の 3 階部分に 2 教室を増設し、10 教室となる。
● 中学進学率は 100％。
● 児童数
（201 ４年 9 月〜 2015 年 6 月）
男子

女子

合計

134

182

316

【2016】
● WFWP USA からの支援で、机とイス 20 セットを設置。
● 教 育省の指導を受け、外塀の改善、校庭の改善、渡り廊
下にタイル張りを実施。
● 中学進学率は 100％。
● 2016 年 9 月、中学 1 年クラスを開設。生徒数は 15 人。
● 児童数
（2015 年 9 月〜 2016 年 6 月）
男子

女子

合計

136

178

314

②ピラール・モモ幼稚園・小学校

校舎建設完成年月 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、施設整備、貧困家庭の児童の
支援のみ実施。

現在の校舎

進展状況
【2015】
校舎のペンキ塗装が完了。
【2016】子供の安全確保のため、道路側にコンクリートの頑丈
な塀を設置。
WFWP 隔年報告書 2015-2016
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パソコンの授業

スクールバスを導入

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。
概要
1995 年より、女性の経済自立支援とエイズ予防教育促進
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、日本からの支援を得て、2013 年 6 月に完成。
地域の要望があり、2015 年９月
「サンルナ小学校」開校。
センター内では、キルティングの技術指導プロジェクト「ユ
ニキルツ」
を実施している。

進展状況
【2015】
● ９月にサンルナ小学校開校。７人が入学。
● 私 立であることを活かし、パソコンの授業に力を入れて
いる。
【2016】
● 幼稚園クラスと３年クラスを開始。
● スクールバスの導入で通学区域が拡大した。
● 運 動場の整備が完了し、体育の授業も敷地内で行なうこ
とができるようになった。安全面が向上したことで保護
者にも好評。
● PTA が発足し、父兄の協力を得て、学校運営ができるよ
うになった。
児童数

幼稚園

１年

２年

３年

2015

-

6

1

-

7

2016

11

3

4

1

19

アジア

ミャンマー
洪水災害支援ニャンドン小学校建設
2015 年７月に発生したモンスーンとサイクロン
による大雨で、ミャンマー中央部を流れるエーヤ
ワディー川が氾濫し、Ｗ FWP が支援する里子たち
が多く住むヤンゴン北西部のニャンドン村に大き
な被害をもたらした。
村に１つしかない小学校が洪水で全壊。政府に
再建を申請したが、受け入れてもらえず、何とし
てでも教育を受けさせたいと考えた村人は、お金
を出し合って竹とトタンで仮校舎を建設した。
同年８月に WFWP 日本が全国から義援金を集め、
洪水に負けない丈夫な校舎を建てるための建設費
を支援することにした。さらに、2016 年のミャン
マー隊の青年たちが建設作業を手伝った。
（P37 参照）
2015 年 11 月下旬に工事が開始され、2016 年 12
月に新校舎が完成。2017 年１月９日、堀 WFWP 日
本会長はじめミャンマー隊のメンバーを迎えて盛大
に開校式が開催された。
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村人達が作った仮校舎
小学校へ義援金の贈呈。校長は 19 歳。

2017 年１月に開校
青年ボランティアが建設作業をお手伝い

合計

日本からの義援金で建設されたシェルター

アジア

ネパール
学校名

エカタ・アカデミー

校舎建設完成年月 2007 年 4 月
開校年月

2007 年 4 月

教育内容
幼稚園から 10 年生まで 14 クラスで、ネパールの平均的な
私立学校に準ずるカリキュラム。モンテッソーリ式の教育
を取り入れている。特殊授業としてコンピューター、美術、
武道、ダンス、音楽、環境学を設置し、道徳心、精神力、
想像力、助け合う心を指導する。
美術と音楽の教師は、ネパール在住の日本人 WFWP 会員。
※ネパールの学年区分
幼稚園４クラス：プレイ・グループ（プレ保育）
、保育、年
少組（LKG）
、年長組
（UKG）
初等教育：１～５年生
前期中等教育：６～８年生
中期中等教育：９～ 10 年生
卒業生総数

８０人

概要
ネパール政府や海外の支援によってネパールの初等教育
の純就学率は向上しているが、貧困などの理由で小学校を
卒業できない子どもの数はまだ多い。ネパールの発展のた
め、すべての子供たちの普遍的初等教育の達成に向けて取
り組むことが必要と考え、現地 NGO と協力して、2007 年
にバクマティ県ラリトプル郡テチョ村に開校。コンピュー
ターを備えた図書室、化学室、美術室など設備が整ってい
ることから周辺地域に注目されている。
現地で自立運営ができるようになったため、2016 年 12
月で WFWP 日本の運営支援は終了。児童・生徒の里親制度
による支援のみ継続。

プレ保育クラス

進展状況
【2015】
● 新 校舎にトイレが設置され、オープニングセレモニーが
開催された。
● ４月 25 日、マグニチュード 7.8 の巨大地震が発生。学校
は塀の一部が崩壊しただけで、校舎は無事だった。被災
した近所の人々のために避難所として開放し、給食用に
備蓄していた食料で食事を作り、被災者に提供。
● 地震後３か月間、児童・生徒には無料で給食を提供。
● WFWP 日本からの義援金で、シェルターを建設。安全な
避難場所となるよう、頑丈な教室とステージが建設され
た。
● 10年生20人が中等教育修了資格試験を受験し、
全員合格。
● 児童・生徒数
男子

女子

合計

188

155

343

【2016】
● ネ パール復興大臣より、義援金などＷＦＷＰ日本の支援
に対し感謝状が送られた。
● 地 震で家屋を失った人が引っ越したため、児童・生徒数
が減少。
● 乾期には , 砂ぼこりが舞い、雨期には水はけが悪くぬかる
んでいた学校内のグランドにブロックを敷き詰めて整備。
● ８〜 10 年生に道徳教育を実施。
● 10年生20人が中等教育修了資格試験を受験し、
全員合格。
● 児童・生徒数
男子

女子

合計

150

123

273

ネパール復興大臣より WFWP 日本に感謝状

WFWP 隔年報告書 2015-2016
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初等教育支援：小学校運営・運営支援

児童と共に

日本から教材や物資を寄贈

アフリカ

アフリカ

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

託児所・幼稚園・小学校「ピース・ハナ・スクール」
運営支援

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
に編入させる。公用語のアムハラ語、算数、英語、社会科学、
美術、音楽、体育を教えている。2003 年より貧困家庭の児
童の学費を里親制度で支援している。読書推進教育を行なっ
ている。
職業訓練をかねた女性のための識字教室を 2014 年に再
開。１年間で、アムハラ語、算数、英語、その他家族計画、
モラル教育、育児、ビジネスの基礎知識についても学ぶ。

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歳の児童
を対象に、９月入園、７月卒園。基礎的な読み書き、歌、
スポーツ、遊び、日本語、聖書などを教えている。
2002 年、小学校コースを開設。教育省が定めたカリキュ
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、
家庭教育、道徳教育も実施。
学校行事などを通じて、PTA や地域の人々とも交流して
いる。

エチオピア

リベリア

進展状況
【2015】
● ５月にワレダ７地区から８地区へ校舎を移設。
● ６ 月 26 日、卒業式を開催。３年生 13 人は公立小学校の
４年生へ編入した。第１期識字教室生徒 40 人もコース修
了し参加。
●無
 償で教育を受けられる学校として地域に根ざしてきてい
たが、
「全児童は公立小学校入学」
と政府から方針が出され、
新入生は入学せず、２〜３年生のみで９月 14 日に新学期
開始。
● 10 月、第２期識字教室を開始し、20 人入学。
●1
 1月、
特別給食
（炒り卵とミンチ肉のハンバーガー）
を実施。
【2016】
● ７月８日、卒業式を開催。３年生 13 人が公立へ編入。第
２期識字教室生徒 20 人がコース修了。
● ９月 15 日、始業式を開催。３年生のみで新学期開始。
● 10 月、第３期識字教室を開始し、20 人入学。
● 英語や国語
（アムハラ語）
、道徳教育に DVD 教材を使用し、
ネイティブのような美しい発音教育を実施。
● 12 月 13 日、2016 年度の３年生が初等教育コースの最後
の児童となるため、特別企画として「ダンス＆スポーツ
フェスティバル」
を開催した。
児童数

進展状況
【2015】
●エ
 ボラ出血熱のため、リベリア全土で学校が半年間休校と
なっていたが、感染者が減少し、エボラ予防の規定条件を
満たした学校から政府のチェックを受けて順次再開された。
当
 校は WFWP の支援で、赤外線体温計（4 個）
、1人掛けの
机とイス（幼児用100 台、小学生用100 台）
、消毒薬などを
設置し、３月に学校を再開。在校生や父兄に喜ばれた。
●子
 供を学校に通わせることに感染の不安を感じている家庭
もあり、校長らが根気強く訪問し、安全性を確保しながら
学校が再開されることを詳しく説明し、徐々に学校に通う
生徒が増えていった。
●６
 月に派遣員が入国した際には、エボラ出血熱で食糧不
足となっていたため、全児童に米の配給を実施。また、日
本から支援物資として虫除けや消毒薬、教材（子ども向け
DVD）
、ノートパソコン等を寄贈。
【2016】
●エ
 ボラ出血熱の終息宣言が出されたが、学校では感染防止
のために、手洗いや消毒などを引き続き実施。
２
 、3 ヶ月に１度、ユニセフと政府より、適切な予防対策が
行われているかどうかのチェックと指導を受けている。
●予
 防対策の一環で、衛生面・環境面の向上のために校舎の
屋根と壁の改修工事を開始。
●エ
 ボラ出血熱が終息し、子どもたちは通常の学校生活を送
ることができるようになり、笑顔が戻ってきた。

男子

女子

合計

児童数

託児所

幼稚園

小学校

合計

2014 年 9 月 -2015 年 8 月

10

40

50

2015

34

17

42

93

2015 年 9 月 -2016 年 8 月

9

19

28

2016

28

18

41

87
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合同運動会で頑張る児童

集会に集う母親と児童

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

「ジャイギール小学校」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。
進展状況
【2015】
● ブランコと馬とびを新しく設置。
● 10 月 28 日、ホニアラ市主催の年 1 度の幼稚園合同運動会
に参加。当園が地区で 1 位になり賞品を獲得した。
● 教 師への人格教育セミナーを実施。講座後、教師は教え
ることに誇りを持ち、生徒の模範となれるように意識が
変化した。地域での園の評価も上がっている。
● 12 月に 27 人が卒園。ガダルカナル州の教育省が幼稚園
に関心を持ち、2015 年度卒園式に参加。
【2016】
● Ｗ ＦＷＰオーストラリアの支援によりソーラーパネル、
電球、扇風機を設置。また、幼稚園の新しい制服とエン
ブレムのデザインを WFWP オーストラリアに依頼した。
● 読 み聞かせやフォニックス英語教育が効果を表し、園児
たちの英語の読み書きの能力が向上。園内外での生活態
度に落ち着きがでて、保護者にも好評。
● メ ディア協会の主催する研修会に参加し、読み聞かせを
紹介した。
● ホニアラ市主催の合同運動会に参加。
● 12 月 28 人が卒園。
児童数

3 歳児

4 歳児

5 歳児

合計

2015

34

33

24

91

2016

34

34

25

93

その他実施国：ジャマイカ

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。毎年 1月と６月に約 30 人
ずつ合計約 60人の母親が参加。1人10,000タカ
（約14,000円）
の融資を受け、半年で 9％の利子をつけて返済してゆく。
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毎年１、
２位を競っている。
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。卒業生は学校が休みになる
と村に帰って来てこの小学校を手伝っている。
現地 NGO が撤退し、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。
児童数

男子

女子

合計

2015
2016

181

161

342

190

165

355

進展状況
【2015】
● 11 月に地域の卒業生対象の統一テストが実施され、38 人
が参加し全員合格。9 人が A ＋、26 人が A、3 人が B の成績。
当校は地域 27 校中第２位。
【2016】
● 11 月に地域の卒業生対象の統一テストが実施され、40 人
が参加し全員合格。12人がA＋、20人がA、８人がBの成績。
当校は地域 27 校中第１位。
● 運 営資金を安定させるため、私立から公立学校に変更す
る手続きを開始。
WFWP 隔年報告書 2015-2016
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中等教育支援：中学校・高校建設・運営

中学３年生の国語の授業

東屋の改装

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

１０, ３９７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、中学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
を与えられるようになった。
教科書や参考書、辞書を中心に約 8,000 冊以上の学校図
書を備えた図書館は、生徒の学力向上に役立っている。
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
も安い。
高校開校以来、大学を目指す生徒が増加し、毎年多くの
大学合格者を輩出している。また、国費留学生に選ばれ、
マレーシアなどの海外の大学で学ぶ卒業生も輩出している。

進展状況
【2015】
● 高校で女子が半数を上回った。
● 前年度の成績が特に優秀だった生徒４人の月謝を免除。
● 学 校のメンテナンス：教師用トイレの浄化槽の新設、裏
門の柵の強化と裏門の改修、生徒の休憩所（東屋）の改築、
男子トイレの扉交換、机の修理、７教室・男子生徒用ト
イレの壁のペンキ塗装。
● 卒業生から当校３人目の医師が誕生した。
● 国立大学合格者総数：67 人
（開校以来、過去最多を記録）
● 卒業生が日本商社の現地事務所に入社。
【2016】
● 初めての試みとして中学入試を実施。
● 前年度の成績が特に優秀だった生徒５人の月謝を免除。
● ブラジルから物理の良書を取り寄せた。
● WFWP USA からの支援で、売店の床のタイル貼り、売店・
図書室前の通路のブロック舗装を行った。また、デスク
トップコンピューターと周辺機器、コピー機の部品も購
入した。
● 学 校のメンテナンス：７教室・図書室・売店・事務室・
校長室の壁のペンキ塗装。
● 高２の卒業試験合格率が 97％で過去最高を更新。
● 卒業生から当校４人目の医師が誕生した。
● 当 校の卒業生２人がロシアの大学に、５人がマレーシア
の大学に国費留学した。
● 国立大学合格者総数：66 人
生徒数（年度末）

中学生

2015
2016

ブロック舗装された通路
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高校生

合計

299

268

567

277

265

542

再建された女子寮

全焼した女子寮

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。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。

新校長を迎えて開催された理事会

進展状況
【2015】
● 全国音楽祭に出場。
● ラグビークラブがカカメガ州大会に出場。
● ネットボール、
ハンドボール、女子バレーボール、男女サッ
カーのクラブがカカメガ地区大会に出場。
● ７ 月 10 日、女子寮が火事になり全焼。幸いにも寄宿生
55 人は全員無事。火事の原因は電気コードのショートに
よるもの。早速 WFWP USA より火事見舞金が送られ、政
府や理事会（BOM）の補助もあり、12 月に再建された。地
方自治体、地元国会議員などの支援で、寄宿生の勉強道具、
生活必需品などが支給された。
【2016】
● 新 校長が就任し、校舎の修復、新教室建設、新スタッフ
棟建設、男子寮増設、フェンス設置、机といす、食堂の
椅子の入れ替えなどを実施。費用は学校が様々な基金か
ら申請し調達している。
● 地区音楽祭に出場。
● ラグビークラブがカカメガ州大会に出場。
● ネットボール、
ハンドボール、女子バレーボール、男女サッ
カーのクラブがカカメガ地区大会に出場。
生徒数

男子

女子

合計

2015

277

227

504

2016

341

272

613

里子たち

WFWP 隔年報告書 2015-2016
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里親制度
国名

対象

支援期間・金額

開始
年度

里子数

里親数

2015 2016 2015 2016

アジア

カンボジア

年間 18,000 円を支援。100 ドル分を里
タケオ県トラン郡に住む小学生
子へ支援、残りは経費。（レートにより
から高校生までの孤児、片親、
1996 年
変動あり）
貧困者
100 ドルは 3 回に分けて支給。

76 126

66 115

タイ

１年間 15,000 円（事務費 3,000 円含）を
メーホンソン県バンファイシン
３年間。寄宿舎代、制服代、文房具代、 2000 年
学校の中学１～３年生
帰省交通費、散髪代などを支援。

40

46

36

45

ネパール

エカタ・アカデミーの児童・生 １年間 12,000 円を学費・教材費として 2011 年
徒
支援
1月

80

82

80

82

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 1997 年
201 226 183 209
間 63,000 円（事務費 3,000 円含）を 12 回 11 月
に分けて支給。

ミャンマー

小中高生、大学生

ラオス

ビエンチャン都ハーサイフオン
1 年間１人 12,000 円で授業料一部負担
郡のセンスリー小学校の児童

2009 年
3月

6

7

6

7

エチオピア

ワン・ホープ・ガーデン
（小学校） 毎月 3,000 円で１年間 36,000 円。12 年 2003 年
の児童と卒業生
生まで支援。
2月

20

20

20

20

ガーナ

学費・制服・くつ・文房具の費用として
ガ地区アマサマム地域・アクラ 毎年 12,000 円を小中学生に支援。授業 2002 年
市・アクラ市郊外の小中高生
料として 50,000 円を高校生へ支援。1 1 月
年ごとに見直し。

50

50

53

53

ギニア・ビサウ

ソナック小学校の児童、ソナッ
毎月 3,000 円または 1,000 円
ク中学校の生徒

2001 年
1月

46

46

46

46

ケニア

ハンドウ中学校・高校の生徒

１年間 15,000 円。１年ごと更新（希望が 1998 年
あれば継続）。
5月

41

41

22

19

スワジランド

小学生から高校生まで

１年間 15,000 円を最低２年間

1997 年
1月

56

57

56

57

赤道ギニア

モトコ・シロマ学校とピラール・
モモ幼稚園・小学校他数校に通 １年間の授業料（学用品含）10,000 円の 2002 年
う 5 ～ 15 歳（幼稚園～中学１年 支援
10 月
生）
の児童・生徒

99 105

89

95

モーリタニア

毎月里親会員 3,000 円・サポート会員
５～ 15 歳（中学生）の孤児もし 1,000 円。この会費の 8 割が養育費とな 1997 年
くは貧困家庭の子ども
る。コレージュ（中学３年）を卒業する 10 月
まで支援。

11

11

5

5

ルワンダ

ニューホープ技術専門学校に通
１年間 30,000 円
う孤児・貧困者

41

55

41

55

アフリカ

その他実施国：インド、カメルーン、スリランカ、マラウィ、ホンジュラス
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1999 年
1月

奨学金制度
国名

対象

支援期間・金額

開始年度

奨学生
2015

2016

高校生：年間 12.000 円を原則とし
成績優秀ながら貧困家庭の高校生、大
て 2 年間
2002 年 11 月
学生、専門学生
大学生：年間 22,000 円を卒業まで

24

26

貧困家庭の大学生。
2016 年終了。

2013 年 10 月

10

―

アジア
スリランカ
モンゴル

年間 30,000 円

アフリカ
ガンビア

成績優秀で就学継続困難な中学１年～ 中学生は年間 7,000 円、高校生は
高校３年
年間 15,000 円

1995 年 9 月

88

85

ザンビア

優秀だが貧困のため学費の払えない国
年 間 60,000 円 を 学 費 と 寮 費 と し
立デビッド ･ カウンダ・テクニカル・
て、３期に分けて支援。
ハイスクールの学生

2013 年 9 月

10

10

その他実施国：ウガンダ、ジャマイカ、モーリタニア、ヨルダン
モーリタニア
末岡派遣員が長年の支援に表彰を受ける
1995 年より物資支援と里子支援を長年継続してきた功績に対し、支
援先の現地 NGO「シラト・ラヒム」が末岡智恵子派遣員を 2015 年 12 月
６日に表彰した。表彰式には子供たちやスタッフおよそ 100 人が集まっ
た。その際、里親制度を開始した 1997 年当時に支援した３人の里子た
ちが式典に参加した。
ムサ・アマドゥ君（下写真左から２番目）は、ストリートチルドレンだっ
たところをこの NGO に保護された。体は小柄だが、幼い時からスポーツ
に秀でていて、プロのサッカー選手になっていた。
ウマール・バー君（下写真左から３番目）とアワ・バーさん（下写真右端）
も貧困家庭に育ったが、２人とも勉強が好きで、モーリタニア大学の学
生になっていた。
３人とも里子支援によって学校へ通うことができ、将来に希望を持つ
ことができたと感謝していた。

ミャンマー
里子の学校施設整備
2015 年にスタディーツアーに参加した日本人の里親たちが、里子
の通う学校の施設があまりに整備されていない様子を見て、支援を申
し出た。
ミャンマーの小学校ではトイレや手洗い場、図書室など、基本的な
学校施設が整っていない。子ども達が快適な環境の中で勉強ができる
よう、里親の協力を得て、学校施設の整備を支援している。
【2015】ヤンゴン市内マリッ小学校のトイレ増設（トイレ６基設置）と
図書室設置（本棚、テーブル、イス、図書）
、井戸のポンプ設置の費用
を支援した。
【2016】1 月、青年ボランティアのメンバーがマリッ小学校の図書室
の壁のペンキ塗りを行い、図書室が完成。図書室開所式を開催。
→ P37 参照。

完成したトイレ

マリッ小学校図書室開所式
WFWP 隔年報告書 2015-2016
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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

改築された美容教室での授業

● ５ 月、カナダのデザイナーによる洋裁コースの生徒と教

アフリカ

師を対象とした技術トレーニングを実施。

ルワンダ

● ５ 月、タイ式マッサージセラピスト・田中晴菜さん、ネ

学校名

ニューホープ技術専門学校

開校年月

1996 年 2 月

校舎建設完成年月 1998 年 7 月
新築学校開校年月 1998 年 8 月 1 日
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。
卒業生総数

２, ２３１人

概要
内戦終結後の復興を支援するため、女性が経済的に自立
できるよう、技術教育を目的に 1996 年、首都キガリ市に
開校した。2000 年から少数の男子生徒も受け入れている。
2007 年に世界銀行の支援プロジェクト「除隊兵士社会復帰
のための職業訓練」推進校に推薦され、除隊兵士を受け入れ
ている。
料理コースと理容・美容コースの卒業生の就職率が他の
コースに比べて高い。
1999 年より里親制度を導入し、学業継続が困難な生徒を
支援している。
技術とノウハウを生かして、自分でビジネスを立ち上げ、
成功している卒業生もいる。
毎年保護者会を行い、学校運営や雇用推進に対する理解
を求めている。
進展状況
【2015】
● 1 〜２月、WFWP 日本の福岡第１連合会会員の寄付によ
り美容教室を全面的に改築した。学外実習や就職後に即
戦力となれるよう、最新の美容設備・器具を揃え、自信
を持って社会進出できるように工夫した。
● １月、教育省下にある雇用開発局（WDA）より教師の技術
向上のための教育を受けた。
21
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イリスト・田中みのりさん（両者とも WFWP 日本会員）が
ボランティアとして活動に参加し、10 日間のマッサージ
とネイル技術の特別講習会を実施した。
● WFWP USA より、かがりミシン、大型ドライヤー、調理
棚などの教材機具の寄贈があった。
● 2015 年度卒業式を 2016 年２月 19 日に開催し、80 人が
卒業。卒業生の就職率は 63.9％ (2016 年 4 月現在 )。
● 生徒数
洋裁

理容・美容

料理

合計

34

38

35

107

【2016】
● ５月 20 日、カナダのデザイナーによる洋裁コースの卒業
生を対象とした技術トレーニングを実施。
● ６ 月 11 〜 20 日、スタディツアーを開催。WFWP 日本か
ら 7 人が参加。
● ６月 20 日、2015 年度の美容コース卒業生 16 人を集めて、
卒業後のマッサージ技術習得に対する効果などのフィー
ドバックを受けた。この技術がニーズのある分野である
ことがわかった。翌日、他のコースの卒業生との意見交
換も行なった。
● ６ 月 20 〜 24 日、田中晴菜さんが、美容コース卒業生と
在校生を対象に第２回マッサージ特別講習会を実施。終
了後、受講生に修了証を授与した。
● 10 月 26 日、WDA の下にある国際奉仕ボランティア団体
主催の経営学試験において当校の４人の生徒がトップと
なり、表彰された。
● WFWP USA より、大型ミシン、オーブン、冷蔵庫、パソ
コンなどの大型教材の寄贈があった。
● 2016 年度卒業式を 2017 年２月 10 日に開催し、96 人が
卒業。卒業生の就職率は 37.5％（2017 年 4 月現在）
。
● 生徒数
洋裁

理容・美容

料理

合計

38

38

41

117

職業訓練校運営

現在の校舎

卒業年度ごとに異なるデザインのドレスを制作して卒業式に出席

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。

生徒数

ジャモー

研修店

2014 年 12 月～
2015 年 8 月

生徒数：10 人
卒業生：２人

研修生：７人
卒業自立：１人

2015 年 12 月～
2016 年 8 月

生徒数：30 人
卒業生：0 人

研修生：15 人
卒業自立：７人

進展状況
【2015】
● 10 月 10 日に５年分の卒業式を盛大に開催。2011 年から
2015 年までの卒業生合計 39 人中 25 人が参加。
父 兄、地域、政府関係者 150 人参加。式典が宣伝になり
次年度の新入生増加に繋がった。
● 研 修店は家賃以外の経費を自力でまかなえるようになっ
た。
【2016】
● 評 判が少しずつ広がっているのか、他の職業訓練校から
転校してくる生徒が増加。
● 聴 力と発語に障害のある子は、頭は良いのに、中学校で
受け入れてもらえなかったため、両親が当校に頼み込ん
で入学した。校長が手で上手に教えているため、本人も
楽しく学ぶことができている。
● 子 連れで学ぶ生徒もいる。授業の合間に母乳をあげなが
ら学び、
母親が３年生になったら子供も３歳になった。
「こ
の子は皆に手をかけられながら、ここで育ててもらった
ようなもの。
」
と嬉しそうに語っていた。
● 先生方が高齢になり、
退職を希望している。その代わりに、
卒業生で自分のお店の経営の合間に教えに来ることがで
きる新しい先生が入った。先輩の先生が新しい先生を指
導しながら世代交代を進めている。
● 研 修店の生徒たちは、ウエディングドレスの制作など、
さらに高度な技術を身につけようと努力している。
● 学校建設の準備中。

洋裁の授業

スタッフの労を労う
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新設された洋裁の授業

洋裁の授業

アジア

アジア

職業訓練校「クリエイティブトレーニングセンター」

職業訓練校「さくら専門学校」

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、バルトプルへと、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。
2012 年からは技術訓練を洋裁から刺繍に変更した。コース
は３ヶ月で、
週6日11時〜15時までの4時間学ぶ。このコー
スを年 4 回実施。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。

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３回、１回３時間。編物は、
手編み３ヶ月、ビーズ３ヶ月で６ヶ月学ぶ。洋裁は、
初級コー
ス・中級コースがあり、それぞれ４ヶ月学ぶ。初級コース４ヶ
月を学ぶと、スカートや民族衣装まで作ることができるよ
うになる。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。

ネパール

進展状況
【2015】
● 生徒数は 20 人。刺繍の技術以外に、女性のための一般教
養学の授業を実施。全員が卒業し、自宅で収入を得られ
るようになった。
● 2015 年度は４月のネパール大地震や、インド・政治団体
による経済封鎖の影響で交通機関の問題があり、受講生
徒数が減少。
【2016】
● 生徒数は 30 人。卒業生の大半は、自宅で収入を得られる
ようになった。
● ８ 月に同じバルトプル内の広い教室へ移転。それを機に
洋裁コースを開設。洋裁コースは初級・上級コースがあり、
３ヶ月で週６日４時間学ぶ。

刺繍の授業
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ミャンマー

進展状況
【2015】
● 2014 年まで洋裁・編み物の教室をそれぞれ別な場所で
行っていたが、一緒の教室で行うことにした。結果、お
互いの教室に興味を持つ、仲間が増えるなど、いい影響
が出ている。
【2016】
● 洋 裁コースでは、WFWP が里子に支援する制服を製作し
ており、それが収入につながっている。
● 編物コースでは、今はビーズよりかぎ針編みが人気。
生徒数

編物

洋裁

合計

2015

15

21

36

2016

17

34

51

洋裁の授業

新しいセンターの看板

スマートフォン教室

中東

ヨルダン
「WFWP トレーニングセンター」
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、数学を教えている。美容コースの修了者で、社会開
発省の資格試験の合格者には資格認定証が与えられる。
2016 年 10 月 10 日、センターをルサイファ市へ移転。
ワディシールのセンターは 2016 年 12 月で終了。
進展状況
【2015】
● 毎月１回、センターに通う女性達が 70 人分の食事を作り、
老人ホームを訪問し、奉仕活動を実施。延べ 263 人参加。
小学校から 20 人の児童と校長と一緒に慰問することも
あった。青年グループとともに慰問した際には、歌や踊
りのエンターテインメントで慰労した。
●「イラダの会」

の協力を得て、女性達へワークショップ（料
理、菓子作り、工芸品作成、石鹸作りなど）
を実施。
● 健康講座、法律の勉強会、ラマダン前の信仰講座を実施。
【2016】
● セ ンターを移転後、政府・社会開発省との協力により、
貧困女性のための美容コースを開設。午前と午後の２部
制で週３回実施。
● 12 〜 14 歳の 25 人の中学生にマナー、道徳教育を行なっ
た。
● 毎 月 1 回の老人ホーム訪問と奉仕活動を実施。延べ 175
人参加。
●「イラダの会」の協力を得て、フラワーアート、香水の作

り方、アクセサリー作りを学んだ。
● 12 月、ワディシールのセンターを閉所するにあたり、20
年間尽力してくださったスタッフ 10 人に、堀 WFWP 日本
会長からの感謝状を手渡した。スタッフの中には、セン
ターの卒業生もいた。

● 女性対象

2015

美容

PC

体操

マッサージ

59

36

123

39

美顔

手工芸

教養講座

合計

45

39

209

550

美容

ヘアデザイン

体操

美顔
7

2016
94

10

105

手芸

イスラム教室

合計

16

137

369

● 青年対象
数学

英語

整髪

合計

2015

195

20

－

215

2016

103

22

5

130

旧センタースタッフに感謝状
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職業訓練教室
アフリカ

サントメ・プリンシペ
概要：2004 年、高校生女子の情操教育のために首都サントメ市で開始。週２回２時
間で、期間は 1 年。理論を５ヶ月、実践を５ヶ月指導する。自己抑制と理想家庭教育、
市民と社会発展の教育も実施。年度末に展示会で作品を披露し、修了証を授与する。
進展状況
【2015】
● サントメ市にて初級コースを実施。７人が学び、４人が卒業。
● 12 月 9 日、2015 年度の修了式を実施。作品の展示即売も行った。
● 卒業生４人のうち２人が洋裁店に就職し、自立を果たした。

洋裁の授業

【2016】
● サントメ市にて初級コースを実施。生徒数は 10 人。
● 講師の確保が難しく、講師不在の期間もあったため十分に授業が実施できず、卒業生はなし。
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： マイクロファイナンスプロジェクトを通して融資を受け、洋裁で起業して
いる 20 〜 40 代の女性達の技術向上と海外での販売市場を模索するため、2012 年
９月に日本から講師を派遣し、技術指導支援を開始した。洋裁講師を育てるため
洋裁経験者を対象としている。ベーシックコースは、１日４時間で５日間取り組み、
襟なしブラウスを制作。ステップアップ応用コースは、１日４時間で 10 日間取り
組み、ジャケットを制作する。それぞれのコースに全日程参加した人には修了証
を授与する。

DVD による洋裁指導

進展状況
【2016】
● 私立高校の推薦で学生 13 人を対象に指導。
● 指導 DVD・教科書を作成し、治安の関係などによる日本人講師不在時においても、
技術指導ができるようになった。

エチオピア
「ワン・ホープ・ガーデン」
識字教室参加者の声
ツハイさん
（37 歳）

ルワンダ
「ニューホープ技術専門学校」
卒業生の声
アズマさん

私の３人の娘たちは皆ワン・ホープ・ガー

私は、学校在学中の学習態度はよくなかったのです

デンで学びました。私は病気を患っていま

が、コンゴ民主共和国との国境近いゴマというところ

したので、経済的にも生活は大変困難でした。そのため、一

で、就職できました。言葉や文化の違いも大きく、ス

番上の娘が学校を退学し、中東の国でメイドとして働きなが

タッフのほとんどは男性だったので、一緒に働くこと

ら、家族のために生活費を送ると申し出ました。
娘はとても成績が良く、勉強が好きだったので、私は悩み、

が難しく感じることがありました。ある日、お店がス
タッフ削減をすることになったのですが、私は、マッサージができる！と

また悩み、ビスラット校長に相談しました。校長は「私たち

いうことで、残るグループに入れてもらえることになり、今も同じ職場

がなんとか助けるので教育を続けるように。
」と言ってくだ

で働いています。マッサージのお陰で首がつながりました。

さり、ありがたいことに娘は学校を続けることができました。
その娘は現在、国立大学で建築技術を学んでおり、来年は卒
業です。次女は 12 年生を卒業後、
韓国大使館で働いています。
そして三女はワン・ホープ・ガーデン在学中に里子の資格を
得て、今は９年生になりました。
そして私も今、こうして識字教室に通うことができるよう
になり、心身ともに健康になりました。９か月前には、５人目
の娘を出産することができました。ワン・ホープ・ガーデン
は私たち家族の人生を劇的に変化させてくれました。本当に
感謝しています。

25

WFWP 隔年報告書 2015-2016

マリアムさん
担任の先生により紹介され教師として職業訓練校
に就職しました。私は二人の子供がいますが、私の生
活ペースに非常にあった仕事で夫も賛成してくれてい
ます。ある時、アメリカから学校へ視察団が来た際、
自分はニューホープで技術を学んだことを説明すると、その内容やマッ
サージの授業を受けたことなどにとても感心していました。続けてマッ
サージの授業を行ってほしいです。私は、ニューホープの卒業生である
ことをとても誇りに思いました。

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

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育。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。
【初級コース】政府発刊の「教科書 1」を３か月学習後、第１
次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か月間学習後に第２次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か月学習後、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か月学習後、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 で識字教育を定期的に
行っていた学校が完全に崩壊し、識字教育の継続が困難に
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 7 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いる。
生徒数
2015

2016

コース

男性

女性

修了式

進展状況
【2015】
● 初級実施内容：１月 12 日〜６月。週４日。15 〜 17 時。
● 上級実施内容：３月３日〜６月。週２日。17 〜 18 時。
● ７月 24 日に修了式を開催。
初級コース試験結果

受験者

合格者

合格率

第１次試験筆記（3/12）

20

16

80%

音読テスト（7/3）

19

15

78%

第２次試験筆記（7/3）

19

12

68%

上級コース終了試験

16

16

100%

【2016】
● 初 級 実施 内 容：2016 年 ９ 月１ 日 〜 2017 年 ３月 18 日。
週４日。15 〜 17 時。2016 年度よりハイチの学校制度に
合わせて９月始業に変更。
● 中級Ⅰ・上級Ⅰ実施内容：2015 年９月１日〜 2016 年２
月５日。週２日。15 〜 17 時。
● 中級Ⅱ・上級Ⅱ実施内容：2016 年４月４日〜７月 26 日。
週２日。15 〜 17 時。
● 初級の教科書学習後のテストに音読テストを追加。
● 中級・上級コース担当のアシスタント
（女性）が１人スタッ
フに加わった。
● ３月 22 日に第１期修了式、９月８日に国際識字デーのイ
ベントと第２期修了式を開催。
コース

受験者

合格者

合格率

初級

35

21

66%

中級Ⅰ

16

8

50%

中級Ⅱ

23

22

95%

上級Ⅰ

16

12

75%

上級Ⅱ

15

14

93%

合計

初級

1

29

30

上級

1

25

26

合計

2

54

56

初級

2

46

48

中級Ⅰ

0

17

17

中級Ⅱ

0

26

26

上級Ⅰ

1

15

16

上級Ⅱ

1

20

21

合計

4

124

128

上級コースの授業風景
成績表
WFWP 隔年報告書 2015-2016

26

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。
カリキュラムは、
「初級」
と
「中級」
がある。
（初級）ベンガル語・英語・算数・道徳教育
（中級）社会生活に必要な学習・道徳教育
各クラス週５日 90 分で１年間教える。女性はモスクに入
れないため、イスラム教の指導者を教室にお招きして週１
回道徳の授業をお願いしている。修了時にテストに合格し
たらコース終了となり上のコースへ進級できる。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。
生徒数

子供

母親初級

母親中級

合計

2015

17

9

10

36

2016

26

6

10

42

母親クラスの授業風景

進展状況
【2015】
● 通 ってくる子供たちは栄養不良になっているため、栄養
補助食品を与えるようになった。
【2016】
● 教 室のおかげで卒業生の母親たちに、郵便配達や縫製工
場などの就職が決まるようになった。ある母親は識字教
室に通う子供たちの食事作りのお手伝いとして診療所に
就職した。
● ７ 月１日のテロ事件により、派遣員の入国が困難になっ
たが、現地の活動は現地スタッフにより継続することが
できた。

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、カトリック系
の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に美術教育が存在していな
かったため、美術学校出身の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ないので、
日本からの寄付品を生徒に配布している。
進展状況
【2015】
● DSC で 34 人の学生、ソーシャルセンターで 10 人の女性
現役教師、青少年厚生施設で 8 人、デリース小学校で 40
人の児童に指導。
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ドミニカ・ステート・カレッジでの指導

● 日本で開催されている「世界の子供絵画展」に作品 18 点を

出展し、最優秀賞 1 人を含め 14 人が入賞した。

【2016】
● DSC で 37 人の学生、ソーシャルセンターで５人の女性現
役教師、コンベント小学校他地方の小学校で 211 人、地
方の中学校・高校の美術クラブで 40 人に指導。
● 新しい教育大臣と教育省の責任者を訪問し、活動を報告。
国として何かサポートすることはないかと聞かれ、画材
不足の状況を伝えると、学校に画材提供の検討をするこ
とを約束して下さった。
● 枢機卿の紹介で、新聞社から取材を受け、派遣員の 20 年
以上にわたる活動が詳しい内容で新聞に記載された。
●「世界の子供絵画展」

に 17 点出展し、最優秀賞１人を含め
５人が入賞した。
● DSC で７、８年前に様々な事情で最後まで美術教育に参
加できず、修了証書を受け取ることができなかった３人
の卒業生が授業を受けたいと派遣員を訪ねて来た。派遣
員が特別に授業を設けて修了証書を授与した。

人格教育教員輩出
カリブ海地域

セントルシア
家庭再建のための人格教育支援
概要：セントルシアは、人口の 90％がアフリカ系住民で、
奴隷制度の名残から結婚制度が確立しておらず、結婚して
いないカップルから生まれる子供の割合が 85％に達してい
る。10 代妊娠・出産、シングルマザーが大変多い。殺人に
よる死亡者数の 60％以上は家庭内暴力が原因。このように
家庭制度が崩壊した中で、親も子供を家庭で教育できない
状況であることから、学校などの公的な教育機関における
道徳教育・人格教育が必要であると感じた派遣員は、2004
年から教育省と交渉し、2005 年に教育省の推薦で全国規模
で人格教育が推進できるようになった。
2008 年には、セントルシア唯一のカレッジ「アーサー・
ルイス・カレッジ」で、人格教育の科目を教員養成科の初年
度選択科目として、2009 年からはモデル校となる小・中学
校で授業として推進している。
教材は「Discovering the Real Me( 本当の私を探して )」を
使用。現地 WFWP 会長が教育省との関係を深めながら、現
地教育関係者、青年団体、アメリカの教育団体と提携して
プログラムを進めている。
進展状況
【2015】
● 小学校６校、中学校１校で実施し、合計約 1,500 人参加。
● 青 少年教育センターで、５人の青年に５回の人格教育講
座を実施。
● カレッジでは学部長が変わったため、講座の実施なし。
● WFWP に賛同する国会議員の選挙区で開催された求職説
明会に招待され、人格教育の教材のブースを設置し宣伝。
人格教育の重要性を話すスピーチの場も与えられた。

カレッジにおけるエルコック先生の講座

【2016】
●「ジョン・オドラム・セカンダリー・スクール

（中学校）
」
では、
全校生徒約 600 人に講座を実施。人格教育に強い関心のあ
るエルコック先生とデュジョン校長の協力によって５年か
けて教育が段々学校に根付いてきた。エルコック先生は、
「こ
の学校は全国 1・２位を争う学校レベルの低い、問題のあ
る学校だったが、人格教育の講座をするようになって、学
校の雰囲気が少しずつ良くなってきた。講座をしながら自
分も学ぶことがある。校長自身が人格教育を行っているの
が学校の誇りだ。
」
と語っていた。
● カレッジでは年３回のシリーズ講座を実施し、60 人参加。
卒業生であるエルコック先生は、
『現場でどのように人格
教育を取り入れていくか、クラスルームでどのように実
際使えるのか』について講座で語っており、学生から「大
変役に立つインスピレーションを与えられた。人格教育
をもっと大胆に採用したい。」と大変良い反響があった。
● 講 座を受けたカレッジのリーダー格の青年が人格教育に
強い関心を持ち、WFWP の神主義セミナーを受講した。

カリブ海

キューバ
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。
教員養成高校 3 校における人格教育のパイロット授業（全
校に先駆けて行なう試験的な授業）を 2014 年 9 月〜 2015
年 4 月、2015 年 9 月〜 2016 年 6 月に実施し、その結果を
踏まえた教材改訂と講師養成を 2015 年５〜７月、2016 年
７〜８月に実施。
進展状況
【2015】
● パイロット授業第１期の評価ワークショップを 2015 年２
月、第２期の評価ワークショップを６月に実施。あわせ
て将来教師になる約 1,500 名の生徒達を対象に人格教育
講座を実施。
● 評 価ワークショップでは、人格教育の授業を生徒が歓迎
し、積極的に参加していること、実際に生徒の考えや行

マタンサス教員養成校での評価ワークショップ

動に好ましい変化が起きており、予想以上の成果が上がっ
ていることが報告された。また、生徒間のコミュニケー
ションや人間関係が良くなった、生徒の暴力的な言動が
減った、などの例も報告された。「私が学校に行くのは人
格教育の授業があるから」などの感想も紹介された。
【2016】
● パ イロット授業が全て終わり、評価ワークショップを３
校で実施。実施校であるピナール・デル・リオ州とマタ
ンサス州の教員養成学校を派遣員が訪問。各学校で、人
格教育を実施してきた生徒達と教師達が皆集まって、こ
れまでの総括を行った。
● パ イロット授業の結果は 3 校それぞれで異なるが、少人
数でも良く準備した教師が授業を行ってきたマタンサス
校が最も良かった。
● 2016 年９月に、他の４校で新たにパイロット授業を開始。
参加する教師が各地から集まって２日間の研修を実施。
WFWP 隔年報告書 2015-2016
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青少年健全育成
中南米

アルゼンチン
青少年健全育成教育
概要：経済崩壊にともなう家庭崩壊の中で、すさんだ子供
達の心を養い教育することを目的として、小中学校、公共
施設、スポーツクラブ等において、子供達のための情操教
育を 2013 年３月に開始。子供達は絵を描くことを通して心
を成長させ、講話を通して幸せな心のあり方、平和な心を
保つ方法を学ぶ。
進展状況
【2015】
● サ ン・クレメンテ・デ・ツジュ市の公立芸術学校にて、
絵の情操教育を実施し、70 人が参加。地方ＴＶ局がその
様子を放映した。
【2016】
● ６月 30 日、アリシフェス市の文化・教育部門の責任者ス
テラ・マリス・アルスアガ氏の招待でロータリークラブ
と市が企画した「平和の絵」展示会のオープニングセレモ
ニーに参加。北海道札幌市の青年たちが、平和の象徴と
して描いた絵を展示。その後この絵を持って、この企画
に参加した３つの小学校を訪問。合計約 1,000 人の子供
たちと交流。
● ９ 月 16 日〜 17 日、サンクラメンテ・デ・ツジュ市サン
クラメンテ・カルフォルニア姉妹都市協会が開催する姉
妹都市親睦会で「平和のための国際絵画見本市」が開催さ
れ、札幌市の２つの保育園と青年サークルの絵が展示さ
れた。このイベントは、平和の文化建設をテーマに海外
からの参加者も含め 1,500 人が参加。子供達に希望を与
えるイベントとなった。

札幌市の青年によるアルゼンチンと日本の間の平和を描いた絵

絵を小学校で披露

池戸美恵子派遣員、
「平和の使者賞」を受賞
2015 年６月 16 日 19:00、池戸派遣員と WFWP アルゼン
チン会長は、ラジオ番組「アクション・デ・パス（平和の行動）」
に出演。平和を築くために努力している様々な分野の人が
参加し、意見を語り合いながら平和な社会を目指すことを
目的としている番組。ジャーナリストであり現地 NGO「社
会安全と平和行動戦略センター（CPESS）
」会長のアレハン
ドロ・デ・アレサンドロ氏が主催。その日は、カトリック
教会の神父、ジャーナリスト、NGO リーダーなど計９人が
出演。池戸派遣員も WFWP の活動趣旨とアルゼンチンでの


ラジオ番組で賞を受賞

活動内容について語った。
その番組の中で、CPESS が毎年 50 人に授与する「平和
の使者賞」の受賞者の一人に池戸派遣員が選ばれたことが
発表された。この賞は、アルゼンチン国内外すべての宗派
の宗教指導者、医師、研究者、心理学者、社会学者、弁護士、
芸術家、ジャーナリストなどを対象に、生涯を尊い志をもっ
てボランティアなどに捧げた人々に贈られる。池戸派遣員
のアルゼンチンにおける 20 年以上のボランティア活動が評
価された。本来は７月 24 日が式典だが、池戸派遣員はその
日まで滞在できないため、誰よりも早くこのラジオ番組の
中で授与されることになった。

「平和の使者賞」の楯
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中東

ヨルダン
難民の子供たちの情操教育
概要：ヨルダンの人口約 800 万人のうち、29 歳以下が 70％
を占めるという現状の中、青少年問題対策の遅れがあり、
麻薬の蔓延などの非行問題が深刻化している。大半の青年
たちは経済的に困窮しており、無理して大学まで行っても
就職ができず、教育や雇用面でチャンスに乏しく、希望を
持てない。また、学業以外に才能を見出し、発揮する場が
とても少ない。ヨルダン人でさえこのような状況であるた
め、難民の青年たちにはもっと厳しい状況がある。
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。また、難民を多く受け入れてい
るヨルダンでは様々な背景を持った人々が暮らしているた
め、宗教や宗派の違う人々を互いに受け入れることができ
ないことが多々あり、互いに理解し、尊敬しあうことの大
切さを劇を通して教えることも目的としている。

少年少女たちによる劇

劇を楽しむ子供たち

が 20 人の実演者（12 〜 15 歳の少年少女）を指導し、６〜
10 歳の難民の子供達が観劇する。３つの劇を通じて、参
加者全員が、大切な姿勢を学びあい、学んだことを実生
活に生かせるように教育。

進展状況
● 共 済パレスティニアンキャンプ・ザルカコミュニティー
センターにおいて練習・指導・上演。青年の指導員 10 人
実施スケジュール
2015 年

2016 年

10 月

指導員のための教育期間

11 ～ 12 月

実演者の少年少女たちへの指導。劇の脚本の作成。
３グループが以下の内容をテーマにそれぞれ１本劇を制作。
１、正直であることの大切さ
２、感謝と社会的弱者への思いやり
３、さまざまな違いへの理解と尊敬

２月

劇の完成

３～５月

９ヶ所の難民キャンプのコミュニティーセンターで上演。
合計約 1,000 人の子供たちが参加。

● 子 供たちは興奮して観劇しており、劇のメッセージに良

く反応していた。その反応を見て、指導した青年たちや
演じた少年少女たちにもやりがいと、社会を良くしてい
かなければならないという意識が芽生えた。

● 2016 年７月、遊び場の無いガザ難民キャンプにて、青年

達がリーダーシップをとり、人形劇を通じて、50 人の子
供達に情操教育を１ヶ月間実施。断食明けの食事、多く
のゲーム・遊びも子供たちに提供した。

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
す子供たちも多い。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。

WFWP 杯サッカー大会

進展状況
【2016】12 月 20 日、レパルト地区とスヤパ地区の２校の
小学校から６チーム 90 人が参加し、クリスマスＷＦＷＰ杯
サッカー大会を開催。
WFWP 隔年報告書 2015-2016
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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芸術活動支援
概要：2013 年より、モスクワ市において、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、絵画材料の支援、展覧会運営の支援を実
施している。
進展状況
【2015】
●「パヴェーリ・ヴ・ミチトゥ」に絵画材料費、展覧会運営

費を寄付。同団体の依頼で、９月 26 日に聴覚障害者のた
めのイベントにて、折り紙教室を実施。
● 同 団体でリハビリ中の子どもの作品１点を、日本で開催
している
「世界の子供の絵画展」
に出展。

子供の作品

【2016】
● 10 月、
「パヴェーリ・ヴ・ミチトゥ」に絵画材料費と展覧
会運営費を寄付支援。同団体のサロンにて折り紙教室を
実施し、子ども達と交流。
● 同団体で支援している子どもの作品９点を、
「世界の子供
の絵画展」に出展。最優秀賞１点を含めて５点が入賞。
● 障 害を持つ子ども達に美術活動指導を実施しているモス
クワ州立総合リハビリセンター「ケンタウロス」にも芸術
活動費を寄付支援。

中南米

ベネズエラ
音楽教育支援
概要：2013 年に、WFWP ベネズエラから子供たちの音楽教
室を開講するためのリコーダーの寄付の要請があり探して
みたところ、静岡県浜松市の楽器店からリコーダー 100 個
の寄付があった。現地にリコーダーを寄付した際に「演奏の
仕方を教えてほしい。
」という声があがり、音楽教育の必要
性を感じた。
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 2014 年に楽器の購入を支
援し、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）のクラスを火、木、金、土の午後、1 時限 45 分授業を
１日５時限実施。登録料無料。大人の授業料は 1 回 1,500
ボリバル。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、ピアニ
カを教えている。WFWP ベネズエラのバレンシア支部のメ
ンバーが運営している。
進展状況
【2015】
●カ
 ラカス教室：生徒数
（7〜17 歳）18 人、
（19 歳以上）2人、
講師 4 人。
● 講 師のレベルが高く、教え方の評判がよく、わざわざ遠
くから通ってくる大人の生徒もいる。WFWP メンバーの
スタッフも対応が良いと評価が高い。
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マンドリンクラス

● ベ ネズエラではシンフォニーの音楽教室は多いが、伝統

民族楽器の教室は少ないので、伝統音楽が好きな人が喜
んで習いに来ている。

【2016】
● カ ラカス教室：生徒数（7 〜 17 歳）10 人、
（19 歳以上）
20 人
● バレンシア教室：生徒数 10 人、講師２人。
●バ
 レンシア教室のためにクアトロ２本とギター１本を購入。
● 国の経済がひどく悪化し、食糧確保も困難になったため、
子供たち数人が学ぶことが難しくなった。そのような厳
しい生活の中でも通い続けている子供や大人たちは、音
楽に喜びを見出し、前向きに生きていた。

父親の手作りのアルパ（ハープ）
ヘンリー君は最初マラ
カスを習っていたが、ど
うしてもアルパを習いた
くてカラカスの教室に通
い始めた。両親はアルパ
を習わせたいが楽器は高
価で購入できないので、
大工仕事が趣味の父親が
自分でアルパを作り、ヘ
ンリー君の誕生日にプレ
ゼントした。

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
進展状況
【2015】
〈リマ市〉９月、リマ市 63 か所のセンターのリーダーたち
を招待して、１日セミナーを開催。講義の後交流の機会を
持つことができた。
〈プーノ市〉WFWP プーノ支部の理事たちが担当を決めて皆
で会費を出し合い、積極的に講義活動を続けた。メンバーが、
定期的に理事会をしながら活動について話し合い実践して
おり、WFWP としての自覚を持って、努力している。
〈トゥルヒーヨ市〉
● 活 動に市の職員が関わるようになり、開所式に市が政府
の車を出して協力した。
● 支 部長を中心に、模範的な安定した講義活動を継続。講
義をただ聞き流すのではなく、必ずノートをとるように
している。婦人たちの意識も変わってきており、生活が
良くなってきているという声が多く上がってきている。

セミナーの様子

中南米

ペルー
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
中心に近隣に住む婦人たちが昼食を作り、それを販売して
資金を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、家庭不和、麻薬、育児放棄、未婚女性の妊娠出
産など深刻な問題を抱えている。
WFWP は 2007 年 8 月に、リマ市の貧困地域の中の９ヶ所
の共同食堂に会員制のファミリーセンター（FC）を開設し、
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
のセンターにはＷＦＷＰ派遣員と日本の支援者の名前がセ
ンターの名前としてつけられており、派遣員や支援者は自
分の名前がついたセンターの教育を支援している。
継続して１か所のセンターで年に数回講座を開催。５月
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
キをプレゼントする。
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
ている。
都市
リマ市

FC 数
９ヶ所
2014 年／
以降追加

2015
234
（54 ヶ所）
697

【2016】
〈リマ市〉
● ９ ヶ所を担当していたコーディネーターが家庭の事情で
講義ができなくなったため、別の講義チームに引き継い
だ。リマ市は 2014 年に追加した 54 ヶ所のセンターを
45 ヶ所に再編成した。
● リマ市の 54 ヶ所のセンターでは、コーディネーターを中
心に講師２人と WFWP 理事２人が良いチームワークで年
間活動計画に基づいて講義活動を実施。
● リ マ市のセンターのリーダーたちを招待して１日セミ
ナーを２回開催。講義の合間に休憩時間を設け、時間を
守って会場に到着した婦人に賞品を渡したり、回を重ね
るごとに、工夫されて充実したセミナーになっている。
● 動 機があいまいで支援物資を目的に来ている会員を整理
したため、会員数が減少した。
〈トゥルヒーヨ市〉支部長から、年２回のプレゼントは残る
ものにしてほしいというリクエストがあり、2016 年の母の
日から、ホール・ケーキではなく、小さな花瓶の置物など
に変更した。

2016
234
（45 ヶ所）
386

プーノ市

３ヶ所

50

50

トゥルヒーヨ市

６ヶ所

234

240

合計

72 ／ 63 ヶ所

1215

910

日本人支援者の名前をセンター名としている
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ファミリーセンターの参加者の感想
ギョバナ・ジャネット・ヴィヨダス・ガルヴェスさん
所属：サチコ・ツルサキ・ファミリーセンター ( トゥルヒーヨ市 )
私は神様に感謝しています。なぜなら、WFWP

して、息子と会話することを楽しめるようになりました。

と出会い、その講座に参加できる祝福に預かる

夫と息子と一緒に参加した「家族、愛の純潔」についての講座は、

ことができたからです。これらの講座はとても

とても助けになりました。なぜなら、私は思春期の息子に対して、

良いもので、私の家庭に大きな助けとなりました。

このテーマをどのような観点に焦点をもって話したらよいか知らな

特に 17 歳の長男は、言うことを聞かなくて、従うことが好きで

かったからです。そして、この講座によって、良い母親になること

はないのですが、そのせいで、いつも私が大きな声を出し、言う事

を学びました。よく息子の話を聞き、もう叩くことはしません。家

を聞くように、叩くことまでしていました。私の家庭がこのような

族や愛の純潔についての対話を多く持つようになると、家族が皆、

混乱にあった結果、家族全員が、いつも機嫌が悪く、夫との関係ま

変わり始めました。毎月、ファミリーセンターで講座を開いて下さ

で悪くなり始めました。毎日、怒鳴り声、口喧嘩、非難、泣き声が

り、私たちは変わっていきました。今は、たくさん対話をします。

続き、ついに長男が家を出て行ってしまいました。

私の息子は、家に戻ってきて、今は、とても関係が良いです。末の

私は、WFWP に出会いその講座に参加し始めるまで、思春期の

息子は、たった２ヶ月の赤ちゃんですが、良くなった家庭に生まれ

息子にどのような態度をとったらよいか知りませんでした。講座に

て来ることができました。私たちの関係は、怒鳴り合いから、愛と

よって、私がどのような態度をしなければならなかったか、何をし

信頼の関係に変わりました。私は幸せです。なぜなら、愛の為に努

たら良かったのかを理解することができました。これらの教えを実

力することは私たちを幸せにするからです。

践し始めてから、家族、そして息子との関係が改善されました。そ

国際協力青年ボランティア・ペルー隊
★ 2015 年８月 5 日〜 18 日 青年３人参加
＜活動内容＞
● 国会議事堂訪問。ペルー隊と WFWP ペルーの会員が現
職議員により招待を受け、国会議事堂と歴史博物館を
見学。
● 貧困地区にある「ファミリーセンター」５ヶ所を訪問
し、支援物資を寄付。そのうち２ヶ所で外壁のペンキ
塗り。
● 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、文房具贈呈とペンキ塗り。
●「国際青少年デー記念フォーラム＆姉妹結縁式」を国立

カントゥータ大学で開催。日本とペルーの各代表の青
年が、国際協力についてスピーチ。日本のペルー隊メ
ンバーと大学の教授・生徒の間で姉妹結縁を結んだ。
● 世界遺産
「クスコ」
と
「マチュピチュ」
を観光。

★ 2016 年８月 17 日〜 30 日 青年５人参加
＜活動内容＞
● 国会議事堂訪問と世界遺産
「リマ歴史地区」を観光。
● 貧困地区にある「ファミリーセンター」５ヶ所を訪問
し、支援物資を寄付。そのうち２ヶ所で外壁のペンキ
塗り。
●「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。その後ミニ
運動会を開催。
● 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。

日本の青年たちで海苔巻ときな粉
もちを作り、出し物では浴衣を着
て東京音頭を踊った。日本のペルー
隊の青年と、WFWP ペルーの青年
たちが姉妹結縁を結んだ。
● 世 界遺産「クスコ」と「マチュピ
チュ」を観光。
ペンキ塗り

ファミリーセンターのペンキ塗り

マチュピチュ観光

ファミリーセンターで物資支援

姉妹結縁式

ペルー隊感想
茂木祐香（社会人）

は分からない事だったと思います。
貧困＝不幸ではなく、むしろペルーの人たちには、日本で無く

国際支援について、ペルー隊の支援で思ったのは、支援の仕方

しかけている内面的な充実感があり、その幸せは、20 年間かけて

にも段階があり、食べ物、着るもの等今すぐ必要な人たちもいれ

派遣員の方々がしてきた家庭再建の教育が実を結んだものだと感
ば、何年も先を見据えての勉強など、その人たちの状況に応じて、 じました。
その人たちが必要としていることを支援していけることが大切だ
ペルーに行く前はペルーについて知らなかったことが沢山あり
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と気付き、そして与えるだけではなく、その人たちが自立してそ

ましたが、事前研修や、奉仕作業、交流会や見学で歴史と現在の

れが収入になっていくようにお手伝いしていけることが理想なの

ペルーなども学べ、知ることと体験したこととで、より詳しくなり、

かと思いました。これは実際に見て経験しなければ本当の意味で

大好きになりました。
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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 70 〜 80％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 (Era de la Mujer)」を制作し、放映を開始した。現
在は毎週土曜日午後４時〜５時の１時間放映。不定期で再
放送も放映。
コスタリカ派遣員はエグゼクティブプロデューサーとし
て WFWP コスタリカのメンバーと毎月番組制作会議を開い
て放映内容を検討。自分たちを取り巻く環境をただ盲目的
に受け入れていくのではなく、正しいか、正しくないかを
見分ける目を育て、各自が選択・判断することが出来るよう、
子供の未来の為にどうあるべきかの視点をいつも持ち続け
られるよう援助することが大切と考え制作している。
番組構成は、４人の女性司会者が、女性の関心が高く時勢
に合ったテーマについて対談しながら、テーマについて語る
専門家のインタビュービデオを見て、テーマをまとめてゆく。
毎回のテーマがコスタリカの女性の意識を高揚させる番組
として好評を博し、年々視聴者が増えている。費用を捻出す
るために、コマーシャルを流すなどの経営努力を続けている。
進展状況
【2015】
● コスタリカの輝く女性と専門家のインタビューを 30 本制
作。各テーマのコスタリカでの第一人者に出演を依頼。
● コスタリカでは日本人の人気があるため、インタビュアー
に国連平和大学に留学中の日本人女性キャスターを起用。

「女性の時代」撮影風景

● 大 学テレビジョンシステムを持つことで有名な国立コス

タリカ大学（UCR）のチャンネル 15 の女性ディレクターが
番組を高く評価し、チャンネル 15 での放映が決定。
● イ ンタビューを通じて、コスタリカの全ての行政機関に
現状を訴え、指導する権限のある調査機関とコンタクト
を取ることが出来た。
【2016】
● マイクロドキュメンタリーを３本制作。
● 調 査機関の紹介で、以前国連インディヘナ部門で活躍し
ていた専門家とコンタクトが取れ、番組を制作すること
ができた。山奥深く居住するインディヘナの地域に入り、
未踏の文化遺産を撮影。インディヘナの人権保護と自然
破壊への警鐘を伝えた貴重なドキュメンタリーとなった。
その専門家は WFWP のビジョンセミナーにも参加し、活
動に理解と賛同を示している。
【主な番組テーマ】
2015
インタビュー

現代の麻薬
クレジット社会過熱化に警鐘
素晴らしい先祖伝来の食品
コスタリカの教育全貌
更年期障害の食事

2016
マイクロドキュメ
ンタリー

ゴミ処理
コスタリカの国立精神病院
先住民族居住区

インタビュー番組はYouTube内AOWTVチャンネルで視聴可能。
（スペイン語）
https://www.youtube.com/channel/UC62Cxq-rwHOr9HF1QytSznw

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、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
までの義務教育対象者の子供達を保護するため、2001 年、
カザネスティ村の公立カザネスティ小中学校に「子供デイケ
アセンター」を開設した。教室の一部、遊戯室、食堂兼講堂
を無料で借り、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
うにしている。毎日 30 人の子供たちが通い、カウンセラー
など６人のスタッフがケアしている。子供たちの学習意欲
は飛躍的に向上し、日本人が支援していることに誇りを持っ
ている。

日本語を教える
卒業生

進展状況
【2015】
● ２ 人の卒業生が、センターが大好きでセンターのお手伝
いを継続している。この卒業生は、最初はまったく笑顔
をみせなかったが、センターで過ごすうちに笑顔を見せ
ることができるようになった。
● 子供たちは日本語や俳句を勉強している。
【2016】
● ５月にカララシ地域にセンターを開設。
● ７月に水墨画の先生（日本人女性）がカザネスティのセン
ターを訪問し、子供たちに水墨画を教えた。子供たちは
水墨画に興味を示し、先生と良い交流の機会を持った。
WFWP 隔年報告書 2015-2016
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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 6.2 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。
ターゲット 6.b 水と衛生に関わる分野の管理向上への地域コミュニティの参加を支援・強化する。

衛生指導
アジア

ミャンマー
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。

医学生になった里子が手洗い指導

進展状況
【2015】
11 月、里子の医学生と歯学生と共にニャンドン地域の３校の小学校
で児童270人に、手洗い、歯磨き指導を実施。洪水被害の後だったので、
タオル、歯磨きセット、文房具、石鹸などを配布し、大変喜ばれた。
【2016】
11 月、里子が通うテッスー小学校で児童 50 人に手洗い指導。以前に
も手洗い指導をしたことがあるため、児童たちは手洗いの順番を良く
覚えていた。爪のチェックやバイ菌の話をし、児童たちは衛生につい
て楽しく学ぶことができた。

オセアニア

ミクロネシア
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、2007年より、ポンペイ州ネット地区の小学校へ、
2008 年よりネット、ウー、ソーケスの３地区の小学校へ歯ブラシ配
布と歯みがき指導を実施している。

RSP 幼稚園での歯磨き指導

その他実施国
● 井戸改修プロジェクト：ニジェール

ニジェール：マデニタデタ村の井戸

35

WFWP 隔年報告書 2015-2016

進展状況
【2015】
● 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
120 人の児童に歯磨き指導を実施。「歯のお話し」の紙芝居を使用し
て指導した。
● 日 本の歯ブラシメーカーより 12,000 本の歯ブラシの寄付を受け、
指導した学校で配布した。訪問できなかった学校へは教育局を通し
て配布した。
【2016】
● ソーケス RSP 幼稚園、アワック小学校、ラワティック小学校、サラ
ボック小学校にて 134 人の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を使用して指導した。

目標 16
持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセス
を提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する
ターゲット 16.3

国家及び国際的なレベルでの法の支配を促進し、すべての人々に司法への平等なアクセスを提供する。

難民支援
中東

ヨルダン
難民支援
概要：UNHCR によると、2011 年３月にシリアで内戦が勃
発して以降、2016 年まで 500 万人近くのシリア人が国外
に逃れているが、そのうち 65 万人以上をヨルダンで受け入
れている。難民にヨルダンのパスポートを与えているが、
生活は困窮しており、いまだに深刻な状況は続いている。
2012 年以降はイラク難民に対する支援が減少し、苦境を強
いられる家庭が多い。
WFWP では 2007 年より、ヨルダン在住のイラク難民に
対し、国連や医療機関へ支援の仲介をし、様々な支援に取
り組んできた。近年はシリアやイラクだけでなく、パレス
チナ難民も支援対象にしている。ヨルダンに避難した難民
たちは相当な衝撃の中から脱出し、心身ともに病気の人々
が多数いる。そのような人々に現金・食糧・物資などの支
援を継続している。子供たちには様々なイベントを企画し、
招待している。婦人たちには WFWP トレーニングセンター
の各教室への参加を奨励している。

ストーブ支援



実施状況：
【2015 年】
● ８月のラマダン期間中、83 の難民家庭に各家庭１箱の食
糧と現金を支援。別の８家庭に現金を支援。
● WFWP 主催の断食明け食事会に、60 人の難民の子供たち
をレストランに招待。
● ワディシールの 60 人の子供たちを WFWP 主催の野外の食
事会に招待。

無料数学教室

【2016 年】
● 7 月のラマダン期間中、ワディシールにおいて 148 家庭
の難民家庭へ現金・ストーブ・毛布・マットレス・食糧
を支援。
● ５ 〜６月、WFWP 主催断食明け食事会に、ワディシール
の 70 人の子供たちを招待。
● ３〜５月、難民キャンプの 20 人の子供達に、コンピュー
ター指導を実施。43 人の子供達に無料数学教室を実施。

中東

パレスチナ自治区
ガザの子供たちの支援
2010 年から WFWP 中東女性会議のプロジェクトとして、
ガザの「パレスチナ医療救済協会（PMRS）
」を通して、慢性疾
患の子供たちと孤児を支援してきた。
2016 年４月、50 人の子供たちとその保護者を招いて、

子供達を喜ばせるプログラム

WFWP からプレゼント

イベントを開催。衣類・靴・学用品・お菓子などの入ったナッ
プザックを子供たちにプレゼントした。
子供たちは、楽しく過ごし、自分たちは忘れられていな
いと喜んでいた。後日 WFWP にお礼のタペストリーが贈ら
れた。

お礼のタペストリー
WFWP 隔年報告書 2015-2016

36

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
★ 2015 年１月５日〜 14 日 青年７人参加
〈活動内容〉
● テッスー小学校で校舎のペンキ塗り。
● WFWP が支援する「さくら専門学校」訪問。ビーズ小物
作りを体験し、生徒の作品のファッションショーに参
加。
日本の青年と生徒との間の姉妹結縁式を開催。
● マリッ学校で運動会を開催。里子の家庭訪問。
● 孤児院
「太陽の家」
訪問・交流。
● アンズイーヤーミン僧院で僧侶の講話を聴く。
● 日本人墓地参拝。
● シュエダゴンパゴダとバゴー観光。
● WFWP ミャンマーと交流。

ペンキ塗り

姉妹結縁式

運動会

★ 2016 年１月４日〜 13 日 青年７人参加
〈活動内容〉
● マリッ学校で図書室のペンキ塗りと開設作業。
里子の家庭訪問。児童生徒と交流。
● 洪水の被災地ニャンドン地域の小学校建設作業お手伝
い。運動会開催。子供達と村人との交流。
●「さくら専門学校」訪問。ビーズ小物作りを体験し、生

徒の作品のファッションショーに参加。
日本の青年と生徒との間の姉妹結縁式と文化交流会を
開催。
● 盲学校訪問・交流。
● アンズイ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、バゴー、チャイティーヨー
● 教育省との食事会。

ペンキ塗り

チャイティーヨー参拝

劇「大きなかぶ」

参加者の感想

為に生きているんだなと思いました。彼女は、英語で答えてくれ

源田礼奈（専門学校生）

が日本語に訳してくれました。悔しかったです。その時に私は英

ました。しかし私は何 1 つ聞き取れず、一緒に聞いていたメンバー
語を勉強をしようと思いました。

今回のツアーでは、私と同じ年の 19 才のミャンマーの青年２

子どもたちが一人ずつ自分のほしいものを１つ選んでいくのです

の校長先生をしていました。「これからこの小学校の為に頑張りた

が、みんな先にノートを選んでいきました。私は鉛筆やノートな

い。」と言っていました。同じ年の青年が目の前でそう言っている

どが買えなかったこともなかったし、全部親が買ってくれていま

姿に涙がでました。

した。世界には、ノートや鉛筆が買えない子どもたちもたくさん

もう一人は、アンズィーヤーミン僧院で子どもたちのお世話を

いると聞いてきましたが、実際に目の前で筆記用具を嬉しそうに

していた大学生の女の子です。彼女に「夢は何？」と聞くと、
「親

取っていく姿に衝撃を受け、悲しいのと、自分が育ってきた環境

がいない子どもたちや貧しい人を救いたい。」と言いました。地球

とのギャップに涙がでました。

の裏側では自分と同じ年の子がこのように考え、自分より誰かの
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アンズィーヤーミンの子どもたちの生活費は寄付と聞きました。

人に会いました。一人は 19 才で洪水被災地のニャンドン小学校
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世界の現状に目を背けてはいけないなと思いました。
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●本文記載の SDGs 目標とターゲット出典：
外務省 「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030 アジェンダ（仮約）」PDF より抜粋
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/000101402.pdf
●本文内の SDGs のロゴとアイコン出典：国連広報センターホームページよりダウンロード
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