教育支援事業 2017

教育支援事業
ＥＳＡは『教育』こそ人間の尊厳を守り、貧困と差別を克服する大きな力と考え、一人でも多くの子どもが教育を受けられるよ
うに活動しています。主に、基礎教育、指導者育成、職業訓練の 3 つの支援を教育支援事業としてバングラデシュ、インドの 2
カ国、6 つの地域（ユニット）において行っています。2017 年度は合計 1,977 名の子ども、学生に対し教育支援を実施し、教育
支援費の総額は 15,687,302 円でした。

ＥＳＡの支援先 MAP

ダージリン・ユニット

シレット・ユニット

カウンターパート：

カウンターパート：

イエズス会

オブレート会

コーディネーター：

コーディネーター：

ジョセフ・パパディル
支援先： 6 学校
支援人数：４３７名

チェンナイ・ユニット

支援先：4 学校

リポン・ロザリオ

支援人数：７１４名

ＢＡＮＧＬＡＤＥＳＨ
ＩＮＤＩＡ

チッタゴン・ユニット

カウンターパート：

カウンターパート：

マリアの御心会

コーディネーター：

ポラレッカ（NGO)

ダッカ・ユニット

ソフィー・ポール
支援先：１幼稚園

コーディネーター：

ワフィル・カーン

支援先：１学校

支援人数： ７６名

支援人数：３８５名

カウンターパート：

SMRA 修道会

トリッチー・ユニット

コーディネーター：

メアリ・ビジョヤ

支援先：１施設

支援人数：１５０名
カウンターパート：

クルーニーの
聖ヨゼフ会

ＥＳＡの各支援地域では、ボランティアスピリットで働く
コーディネーターを中心に、貧しい子どもたちを学校に通わ
せたり、教育プロジェクトを企画し運営しています。各施設

コーディネーター：

エルサ・パスセリー
支援先： ２施設
支援人数： １４２名

ＥＳＡの支援

各地域のＥＳＡコーディネーター

の責任者であるコワーカーと委員会を設け、協議しながら活
動を進めます。

－ 3 つの柱－
職業訓練支援および

指導者育成支援

基礎教育支援

発展途上国において、基礎教育を普及させ、

子どもたちが、自分でものごとを考え、行動

質を向上させるのに不可欠な優秀で柔軟な考
えを持つ教師、リーダーの不足は深刻な問題
です。この課題を解決するために、ＥＳＡは
社会のリーダーとなる人材の養成、教育を支
援しています。

食事と栄養管理

入学キットの支給

するには、「読み、書き、計算」という最低
限の知識と技能が必要です。社会的事情や家
庭の経済的理由で教育を受けられない子ども
に対して、日本の小学校、さらに中学、高等
学校に相当する基礎教育を提供しています。

授業の提供、
教師の採用と研修

地域の生活向上のための
教育支援
基礎教育を修了した者や中途退学した人々
に対し、自立した生活が送れるよう、職業
訓練、識字教育、人権意識を高める活動を
支援しています。

寮の生活
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ＥＳＡの支援フィールド

茶農園の村の
子どもたちへの支援

極貧の村の
子どもたちへの支援

カラグール小学校の子どもたち

大都市のスラムの
子どもたちへの支援

ボトムリーホームの子どもたち

ジョナキ小学校の通学風景

過酷な労働者の生活から脱却するための教育

何もない生活に光を注ぐ教育

都会で困窮する子どもを救う教育

160 年前の植民地時代から、ダージリ

村人の 8 割以上が所有の農地を持たず、

ンやシレット等の紅茶農園では、低賃

日雇いで細々と生活しています。その

希望のない村の貧困生活から逃れ、仕事

金、重労働の過酷な条件のもとで働く

ような村には、子どもが誰でも通え学

何十万の人々がいます。彼らは貧困の

べる施設がありません。また、多くは

ため栄養状態も悪く、また民族の違い

今なお残るカーストで身分差別を受け、

から差別を受け厳しい生活を送ってい

社会から疎外されています。

ます。

■ＥＳＡ支援先：２校、2 施設
バングラデシュ・チッタゴン：

■ＥＳＡ支援先：8 校

ジョナキ小学校

バングラデシュ・シレット：
ムングラ小学校

ゴワバリ小学校

ロキプール中学校

インド・ダージリン：
セントマイケル校

セント ロバート校

セントテレサ校

セント メリー校

術を習得していないため仕事を見つける
こともできず、さらなる貧困に蝕まれて
います。その犠牲となるのが幼い子ども
たちです。
■ＥＳＡ支援先：２施設
バングラデシュ・ダッカ：

インド・トリッチー：

カラグール小学校

と夢を求めて都会に流出する人々は、技

ボトムリー・ホーム

セント・ジョセフ子どもの家
アンナイ子どもの家
インド・ダージリン：

インド・チェンナイ：
ニルマラニラヤム幼稚園

ノートルダム校（スンブック、カインジャリア）

一生懸命描きました！
幼稚園では新しい遊具が入り、
順番待ちも。

あんなこと
こんなこと

使った食器は自分たちで
洗います。

寮に帰れば補修授業。

テストも頑張りました！

雨の日の通学風景。
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ジョナキ小学校の 12 周年行事で
もらった贈り物に大喜び！

2017 年度年次報告号

小学校の運動会。たくさん走ってたくさ
ん笑った。汗をかいた後の給食は格別！

学校では、地球温暖化対 日本からのお友達と初めての遠足に大興奮の
子どもの家の子どもたち。
策としての緑化運動も。

子どもたちの
課外授業
皆さんのご支援のおかげで、
子どもたちはこんなにも生き
生きと日々成長しています！

教育支援事業 2017
生活向上プロジェクト
支援額： ￥360,463
「教育を受けた卒業生や保護者の収入を増やすことで自立への道を

３

開かせたい」との願いから始まった生活向上プロジェクト。2017
年はバングラデシュ・チッタゴンのジョナキ小学校周辺に住む女性
たちを対象にした染色・縫製指導と、インド・ダージリンのノート
ルダム２校の保護者を対象にした家畜飼育の 2 プログラムが実施さ

１

れました。チッタゴンではミシンを新たに購入し、さらに受講でき
る女性を増やしました。また家畜飼育プログラムでは、子牛や子ヤ
ギを大きく育てて売り、収入を得ることができました。物価の上昇
と共に学費や教材費も高騰しているため、特に子どもの多い家庭で
は支払いが厳しい状況が続いていますが、2 年間で 30 人の保護者

２

がプロジェクトに参加し、貸付金を返済するとともに、子どもたち
の教育費の一部を納めることができました。

1. ジョナキ小学校での裁縫クラス 2. 終了証を手にした 2017 年の受講者
3. ダージリンの家畜飼育プログラムで子ヤギを育てるお母さん

教師トレーニング
支援額： ￥829,023
（一部 平成 28 年度今井記念海外協力基金助成事業）
ＥＳＡでは支援している学校の先生たちを対象に、質の高い教育の提供を目指して教
師トレーニングを行っています。2017 年はシレット３校の先生を対象に、定期研修
を１回、トレーナーの巡回指導研修を１回実施しました。また、３月にはチッタゴン
のジョナキ小学校への視察研修も実施、ＥＳＡが運営する他ユニットの学校を実際に
見学することで、教師の指導力や保護者との連携など参考になる事例を体感すること
ができました。ジョナキ小学校ではマネージメント研修と意識向上研修の２回を実施
しました。

2017 年その他の出来事

い・ろ・い・ろ

ESA Conference 2017 in Darjeeling 開催
ＥＳＡでは５年ごとに６ユニット全ての代表者（コーディネーター）が集い、支援
状況と運営方針を共有しています。2017 年 2 月にはダージリンにおいて 10 名の代
表者出席のもと第 5 回ＥＳＡカンファレンスの開催と支援先 3 校の視察訪問を行い
ました。会議では、
「１．学校の経済的自立に向けて今できること」、「２．教育の質
の向上のための方策」
、
「３．支援者へより充実した支援地の情報提供」の３つを大
きな議題として話し合いました。この会議で決まった方針に従い支援先と協働で教
育支援活動をすすめていきます。

コーディネーター

カーン氏逝去、ジョナキ小学校で偲ぶ会

カンファレンスから 3 ケ月後、長い闘病生活ののちカーン氏が逝去されました。ジョ
ナキ小学校設立に尽力し、苦しんでいる人に手を差し伸べ、平和と愛の灯をともし
続けた人生でした。ジョナキ小学校では 12 周年記念行事と共にカーン氏を偲ぶ会が
催されました。カーン氏の信念は子どもたちに受け継がれていくことでしょう。

祝・セントメリー・シングラ校開校 25 周年
掘っ立て小屋から始まった学校は昨年 25 周年を迎えました。1998 年に多くの方の
ご協力によりダージリンの紅茶農園の中に立派な校舎となって再スタートしました。
今では 650 人もの生徒が通う地域でも有数の学校に成長し、卒業生の中には、今度
は自分が子どものために働き恩返しがしたいと、先生として学校に戻り教鞭をとっ
ている人も数名いることは頼もしいことです。
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教育環境整備事業

2017

教育環境整備事業

教育環境整備事業

ＥＳＡの教育環境整備事業は、教育の質を高めるための環境整備であり、多くの皆様のご寄付によって賄われています。
1997 年にインド、ダージリンの紅茶農園にセント・メリー小学校を建設したのが最初の事業でした。その後、南インドの
セント・ジョセフ子どもの家の建設、バングラデシュでのジョナキ、ムングラ、カラグール、そしてゴワバリ小学校の建設
と 18 年間で 6 つの学校と 2 つの子どもの家を建設しました。ＥＳＡでは単に建物を建てるだけではなく、教育の場として
の環境整備、維持管理を継続的に行っています。2017 年の教育環境整備事業は次の通りです。総額は 4,311,850 円でした。

支援額：

￥959,998

平成 29 年度今井記念海外協力基金、
大阪コミュニティー財団「がっこう基金」助成事業

知育玩具も揃いました。

ニルマラニラヤム幼稚園は 40 年にわたりスラ
ムの子どもたちを小学校に送り出してきました。この低所得者向けの幼稚園
がなければマリーナビーチの子どもたちは小学校の入り口で教育の門を閉ざ
されてしまうところでした。それほどこの幼稚園が貧しい人の救済に果たす
役割は重要なものです。しかし老朽化した建物は政府が新しく設定した認可
基準を満たすことができないため、今回の改修工事が幼稚園存続に不可欠の
条件となりました。皆様のおかげでトイレ、教室のパーティション、遊具な
ど認可基準を満たす改修工事が無事に終わり、継続運営が可能となりました。

きれいで快適な食堂に！

Bangladesh

ダッカ・ユニット

ボトムリーホーム
支援額：

パーティションの設置

ニルマラニラヤム幼稚園
トイレと教室の改修工事

India

きれいで清潔になったトイレ

チェンナイ・ユニット

食堂の屋根張替え

￥380,993

ダッカの孤児院には 150 名の７歳～ 18 歳までの家庭に
恵まれない子どもたちが生活しています。食堂建物の雨
漏りがひどかったため、屋根補修と塗装工事を行い、き
れいで快適な空間となりました。
屋上にできた気持ちのいい図書室

チッタゴン・ユニット

ジョナキ小学校
支援額：

エコライブラリー建設

￥293,774

生徒数の増加や自立支援事業の展開などの影響で、図書
室だったスペースが手狭になり十分に機能しなくなりま
した。そこで、環境に配慮した材料で、日が明るく差し
込みそよ風を感じながら子どもたちが読書できるような
空間を屋上につくりました。
シレット・ユニット

カラグール小学校
支援額：

ベンチと机設置

￥152,907

茶農園の中にあるカラグール小学校のベンチや机は
長年の使用で傷みが激しくなりました。補修や新品
への交換で、子どもたちが安心して勉強できる環境
が整いました。
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教育環境整備事業・災害支援
日本からの翻訳絵本に大喜び！

手作り教材プロジェクト
翻訳絵本と手作り算数・英語教材が
支援地の子どもたちのもとへ
支援額：

2017

￥2,093,636

バングラデシュやインドの村は、日本の常識では考えられないほど情報を

ノートルダム校は図書室を整備

入手するのが困難です。学校の教材も、国から支給されるわら半紙のよう
な紙に刷られた教科書しかありません。
「勉強が楽しくなるような色とりどり
の教材を送り、子どもたちに楽しく学んでほしい！」日本の内容豊かな絵本
に現地語翻訳を貼る翻訳絵本と色々な絵が施された手作り算数・英語教材は、
受け取った子どもたちをワクワクさせてくれます。日本で愛情込
めて作られた自分だけのオリジナル教材が、子どもたちの目を広
い世界に導いてくれています。
2017 年はダージリンのノートルダム校の新校舎に
図書室を整備し、子どもたちにとって本がさらに身
近になりました。

笑顔がはじける給食の時間

給食プロジェクト「Happy Plate」
支援額：

￥430,542

バングラデシュ・シレットの栄養不良の子どもたちを対
象に、給食でゆでたまごを週 1 回提供することで、心身
ともに健全な成長を促し、勉強にも集中できる体づくり

Yahoo! ネット募金でも募
金を受け付けています。
T ポイントでも寄付できま
す。

を目指してきました。シレット３つの小学校ではお母さ
ヘルスケアクラスでの健康診断

んを対象に、ヘルスケアクラスや医師による健康診断も実施。親たちにも、子
どもたちの健康に関心を持ってもらいました。チッタゴンのジョナキ小学校で
も栄養改善の必要があり、キチュリ（お粥）やゆで卵の学校給食を開始しまし
た。ダージリンでも継続的に卵を提供したいと要望が届きニーズが広がってき
ています。学校で栄養たっぷりのご飯が食べられることが学校に来るモチベー
ションにもつながり、給食の時間はいつも子どもたちの笑顔がはじけています。
2017 年で第 1 フェーズはたくさんの皆様のご協力を得て、無事終了すること
ができました。2018 年度以降も第 2 フェーズとして継続していきます。

災害支援
支援額：

ダージリンの闘争で被害を受けた紅茶農園の人々への緊急支援

￥955,000（50 万ルピー）

昨年 6 月から 100 日以上にも及んだグルカランド闘争がやっと静まり、10
月から学校は再開され、すべての子どもが再び学校に通う喜びに溢れました。
まだ何が起こるのかわからない不安の中、勇気を出しての再開でした。この
闘争とストライキがダージリン社会に起こした影響は計り知れず、大きな損
失となり物価は高騰し、貧しい人々をさらに苦しめています。ご寄付は、ス
トライキ中、栄養不良となった子どもたちの栄養補助として、ダージリン 3
校全生徒にゆで卵を提供することに決めました。生徒たちにも、日本の皆さ
んが心配し、より良い健康状態になることを願って提供してくださったこと
を伝えました。親たちも学校で栄養価の高い食べ物を得ていることを非常に
喜んでいます。ご協力くださった多くの方々にお礼申し上げます。

2017 年度年次報告号

JOY Vol.93

７

