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背景                       

カンボジアでは、1970年代から 20年以上にわた

り内戦状態にありました。特に 1975 年 4 月から 3

年 8 か月続いたポル・ポト政権下では、全ての教育

が禁止されて多くの知識人も虐殺されたため、教育

のための施設・教材・人材が失われてしまいました。 

政情が比較的安定している近年では、経済成長の

一方で貧富の格差が深刻です。農村地域では今も、

貧困や学校が遠いなど様々な理由で小学校を中途退

学してしまう子どもたちが多くいます。教育を受け

る機会を得られず大人になった人は、読み書きなど

が出来ないため良い仕事につけず貧困から抜け出せ

ない、そして自分の子どもにも教育を受けさせるこ

とができないという、負のサイクルに陥ります。 

 

設立後 10年の寺子屋が自立運営へ      

2006～2008 年設立のチョンクニア、コックスロ

ック、プレイクロッチの 3軒に続き、2009年から活

動するセンソック・リャンセイ寺子屋が新たに自立

運営できる見通しになりました。所在地であるシェ

ムリアップ州クロライン郡センソック・コミューン＊

は市街地から車で片道 1 時間以上かかり、水の確保

が困難であるなど、不利な条件が多い地域ながら、

10年間で様々な教育・収入向上活動を通して村の生

活向上に取り組んできました。特に初級識字クラ

ス・初中級識字クラスには 652 人が参加し、コミュ

ーンの推定識字率は 69.5%から 80.1%に改善しまし

た。今後も政府と協力して開く幼稚園や図書館、収

入向上活動の継続などが予定され、村の教育と発展

の拠点となることが期待されています。 

＊コミューン：行政区画で「郡」の次に小さな単位。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

センソック・リャンセイ寺子屋 

 

 

1300人以上が基礎教育や 

収入向上活動（職業訓練）に参加  

15歳以上の成人対象の「識字クラス（8か月間）」

では、515 人が読み書きを学びました。貧困などで

小学校を中途退学した子どもたちを対象とした「復

学支援クラス（2年間）」には 189人が参加しました。

その復学クラスを卒業し、中学校に進学した子ども

たちを対象とした「進学支援プログラム」では、144

人を支援しました。また、小学校での中途退学防止

を目指す「幼稚園クラス」には 239 人が参加しまし

た。さらに、9軒の寺子屋で「小口融資」「米銀行（米

の貸付）」「養牛」の収入向上活動を行い、合計 230

家族が、家計の改善と子どもたちが学校に行ける環

境づくりに取り組みました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

成人向け識字クラスは夜 7～9時まで 

 

寺子屋から 43人の高校入学者が誕生     

「復学支援クラス」卒業生を対象に 2015年に始ま

った「進学支援プログラム」で学用品や制服の支給

を受けて中学校に進学した子どもたちの中から、

2018年11月、高校に入学した生徒が誕生しました。

しかしながら、寺子屋からの高校進学率は入学者全

体の 17%で、カンボジアの高校進学率（25%）を下

回っており、各寺子屋では、一人でも多くの子ども

たちが高校へ入学できるよう、挑戦が続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

高校生になった寺子屋卒業生 

（センソック・リャンセイ寺子屋） 

 

アンコール 

寺子屋プロジェクト 
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アフガニスタンは、ソ連軍の侵攻やその後の内戦、

タリバン政権による抑圧、アメリカ軍による空爆な

ど悲劇的な歴史を経験してきました。そのため、学

校などの教育システムが破壊され、現在でも経済的

に厳しい状況が続いています。 

最新のアフガニスタン政府の報告書によると、アフ

ガニスタンの成人識字率（15歳以上）は 38.2％しか

ありません。政府は 2021 年までに識字率を 60%に

まで引き上げようとしています。最近は、アフガニ

スタン政府や国際社会とタリバンの和平交渉が行わ

れるなど治安改善への期待も持たれる一方、2019年

9 月に予定される大統領選挙は治安への懸念材料に

もなっています。 

 

完成した寺子屋での活動          

2018年1月に完成したミルバチャコット寺子屋で

は、さまざまな活動が始まっています。2018年度は

識字クラスが 2 クラス実施され 50 人が学んだほか、

2つの裁縫クラスで 50人の女性が技術習得を目指し

ました。受講者の女性は、「地域の女性が通える場所

ができてよかった」と寺子屋の裁縫クラスに通える

喜びを話してくれました。 

寺子屋を運営する地域の人びとへの研修活動も終

了し、今後は地域の人びとが多くの活動を続けてい

きます。 

さらに、新しい寺子屋の建物は、政府や NGO に

よる活動や、女性と女子の権利を擁護する啓発活動

にも利用されています。また、寺子屋が企画と運営

を独自に行う英語クラスも行われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

国内避難民キャンプでの識字クラス 

 

 

国内避難民キャンプで 

識字クラスや裁縫クラスを継続中 

カブール県北部バリカブ郡にある国内避難民キャ

ンプには、紛争地から逃れてきたり、避難していた

パキスタンやイランから帰還した人びとが暮らして

います。ここに住む多くの女性は紛争の影響で幼少

期に学校に通っていないため、識字クラスや技術訓

練への要望が多くあります。そのため、2018年度も

前年に引き続き、識字クラス（3 クラス）と裁縫ク

ラス（2クラス）を実施しました。 

また、2018年度には、識字クラスでは 26クラスで

708人、職業訓練クラス（裁縫と刺繍）では 13クラ

スで 367 人が学ぶことができました。さらに、寺子

屋運営委員や教員への研修も実施されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

国内避難民キャンプでの識字クラス 

 

新しい寺子屋の建設準備          

アフガニスタン政府からの依頼にもとづき、いくつ

かの候補地で 17軒目となる寺子屋建設の調査を行

いました。そして日本ユネスコ連盟アフガニスタン

事務所と教育省識字局や地域の人びとのとの協議の

結果、カブール県中部のバグラミ郡での建設を決定

しました。地元の人びとからの土地の提供を受け、

政府による設計図作成や政府や地域住民との契約締

結などの手続きも行われ、この 4月には政府関係者

や地域の人びとが

参加して起工式が

行われました。9

月頃には寺子屋が

完成し、活動がス

タートします。 

 

バグラミ寺子屋の起工式 

アフガニスタン 

寺子屋プロジェクト 
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ネパールは北部を中国に、東西および南部をイン

ドに囲まれた内陸国です。また北側にはヒマラヤ山

脈がそびえており、非常に山が多い地域です。その

ため、インフラ設備や輸送などに課題が多く、経済

発展にも地域格差が見られます。内戦やその後の政

治的な混乱も、経済発展を阻害する要因になりまし

た。また、2015 年 4 月 25 日および 5 月 12 日に発

生した大地震によって、大きな被害を受けました。 

 現在ネパールの成人識字率（15歳以上）は 60％

で、女性識字率はさらに低い現状がありますが、ネ

パール政府による「ネパール識字ミッション」など

の識字クラスの大規模な展開によって、識字率の改

善がみられる地域も出てきています。 

 

地震被害のあった寺子屋の再建が完了！   

地震被害を受けた中国との国境に近い中部ネパ

ール北部のラスワ郡のラメシュ寺子屋が完成し、

2018年 8月に開所式が行われました。式典には行政

の教育担当者や地域住民のほか、現地を訪れた日本

の支援者の方も参加し、寺子屋の完成を祝いました。

現在同寺子屋では、識字クラスや女性のための職業

支援などが行

われています。

また、行政と

連携し中途退

学者のための

クラスを行う

ことも検討し

ています。 

完成したラメシュ寺子屋（ラスワ郡） 

 

識字クラスの展開             

ネパールにおける寺子屋プロジェクトでは、2019

年7月までにルンビニ内12地域の識字率の大幅な向

上を目指しています。そのため 2018年度は、4ヵ月

間の中級識字クラスを昨年よりも大規模に展開し、

2,387人が受講しました。このクラスはルンビニを中

心に、カトマンズや、地震被害があり寺子屋 

 

 

を再建した地域でも開催しています。クラスの参加

者は、「自分や家族の名前が書けるようになった」「携

帯電話の番号（数字）がわかり、ダイヤルできるよ

うになった」「お釣りが正しいかどうかわかるように

なった」など、生活のスキルが向上しました。ほか

に、「人前で話しをする自信がついた」と嬉しそうに

話す学習者もいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

識字クラスで学ぶ女性たち 

 

寺子屋での教育活動              

中途退学児童や未就学児を対象とした小学校ク

ラスも、寺子屋として建てられた建物の他、マドラ

サ（イスラム教の学校）や民家でも継続的に行われ、

14 クラスで 266 人が学びました。大部分の生徒が、

卒業後には中学校または小学校の高学年に編入する

ことができています。また、幼稚園クラスが 2 クラ

ス行われ、3歳から 5歳の子ども 50人が、基本的な

ネパール語や英単語の学習、歌やダンスなどを楽し

んでいます。 

また、カトマンズにある寺子屋では、大人のため

の初等教育クラスが開催されており、識字能力を身

につけた後、さらに学ぶことを希望した人びとが、

熱心に算数や英語を学んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

民家で行われている小学校クラス（ルンビニ） 

 

ネパール 

寺子屋プロジェクト 
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ミャンマーでは、2011年の民政移管以来、基礎教

育の拡充が政府の重点課題のひとつと位置付けられ、

小学校カリキュラムの全面改訂など、改善に向けた

努力が続いています。しかし一方で、内戦の影響を

受けた地方や、軍政時代に著しく停滞した経済で生

み出された多くの貧困層には、十分な教育機会が行

きわたっているとは言い難い状況です。従来は高識

字率国とされていましたが、過去のデータや識字の

基準などが見直され、近年、成人識字率は 76％に下

方修正されました。義務教育を修了することなく働

く子どもや若者も多く、小学校就学率は 95％に達す

る一方、中学校就学率は 56％に留まっています。 

 

４８０人の働く青少年に 

｢継続教育プログラム｣を提供 

内戦からの避難や貧困などが理由で小中学校を

退学した子どもたちは、家計のために働かざるを得

ません。しかし、仕事をするには基礎的な学力はも

ちろん、伝染病などのリスクや、ドラッグ・人身売

買など犯罪の危険や人権に関する知識など、重要な

教育ニーズがあります。 

寺子屋では、そんな 10～17 歳の青少年 480 人を

対象に、「識字」「算数」「保健衛生」「コミュニケー

ション」で編成された、9 ヵ月間の「継続教育プロ

グラム」を行いました。日中は農業、林業、家事な

どで忙しく働く学習者のため、クラスは夕方から夜

にかけて開かれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健衛生やコミュニケーションなどのテーマ別の教材 

 

 

広範囲で多民族が暮らす 

「バゴー地方域」の 24村を支援 

「継続教育プログラム」の対象地域は、ヤンゴン

北部に位置するバゴー地方域「バゴー郡タナットピ

ン」「タウングー郡オクトウィン」「ピー郡ポカウン」

「ピー郡パウンデー」に分布する、合計 24の村です。

バゴー郡はヤンゴンから車で片道 2 時間程度ですが、

ピー郡までは 5～6時間かかり、支援先は広範囲にわ

たります。ビルマ族以外の民族が暮らす村では、学

習者の多くが公用語であるビルマ語ができない村も

ありましたが、9 か月間のプログラムを経て、簡単

な読み書きを習得しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラスではグループワークが多く取り入れられる 

 

皆で活動を支え合い、 

学んだ子どもたちが村の発展をもたらす 

プログラムを実施する各村では、大人たちが 1村

5 人程度で「委員会」を組織し、2018 年度は 24 か

所で合計 127 人が参加しました。委員は毎日夜に行

われるクラスのため、子どもたちの行き帰りの安全

確保、掃除、自費でお菓子や夜食の差し入れなどを

行いました。このように地域に支えられて学んでい

る子どもたちもまた、雨期に洪水被害を受けた道路

の補修や、

仏教行事に

僧侶へ袈裟

を納めるな

ど、自発的

に村のため

の活動を買

って出てい

ます。    学習会場は、 

村の小学校や僧院などが使われた 

ミャンマー 

寺子屋プロジェクト 


