
「ネパール・ポカラ『さくら寮』卒業生教師の追跡調査」

山　下　泰　子

筆者は，日本ネパール女性教育協会（JNFEA）の理事長を務めている。JNFEAは，「ネパール山村
の少女に教育を」をモットーに，ネパール第 2の都市・ポカラに女子学生寮『さくら寮』を建設し，
2006 年から 2017 年にかけて，100 人の遠隔地域の女性小学校教師を養成した。JNFEAは，ポカラ女
子大学「10 ＋ 2」教育コースでの 2年間の教育費・寮費・生活費・旅費・奨学金などの一切と卒業後教
師となった最初の 3年間の給与を支援した。
本論文は，2016 年 7 月から 2019 年 2 月にかけて，『さくら寮』卒業生教師に対して行った追跡調査

のまとめである。①『さくら寮』卒業生のプロフィール，② JNFEA支援 3年間の教師としての成果と
課題，③卒業生の意識を分析している。
調査により，以下の結果が得られた。①教員免許試験を受ける機会のあった 1～7期生 70 人のうち

18 人が超難関の政府の教員採用試験に合格し，また，3人が公務員試験に合格した。調査時における教
員就業率 73.21％，一般就業率 82.5% である。②卒業生教師の赴任校（すべて公立）の女性教師割合は，
37.5％であり，教員の 62.9％が非正規雇用である。③卒業生教師は，少女の中途退学・不規則登校を改
善することを使命として，親を説得し，本人に早婚を思いとどまらせ，学校運営委員会に奨学金支給を
要請したりして，数字を挙げた回答だけでも延べ 212 人を就学させた。④さくら寮の教育メソッド「豊
かな人間性を育む教育」を活用した者が，87 人おり、延べ 199 講座にのぼった。⑤生理時の女性隔離
「チャウパディ慣習」根絶のための取り組みを慣習のある地域の卒業生の多くが試みたが，ほとんどの
女性が教育を受けていない村では説得するのが困難であった。⑥ 9割の卒業生たちが，「自分は村の少
女のロールモデル」だと自覚している。⑩卒業生の最大の関心事は，政府の採用試験に合格して正規
雇用の教師になり，教職の安定的な継続を願っていることである。⑪ネパールの最重要課題には，「国
民全体の質の高い教育」とする回答がもっとも多く，「少女への教育」「遠隔地の教育」「現地語での教
育」「図書の提供」「健康教育」「有能な小学校教師」「非正規雇用教師の削減」「教師の地位と待遇改善」
など教育に関する項目が多く，「性差別の撤廃」「カースト差別の撤廃」「女性のエンパワーメント」「男
性支配社会の構造改革」「汚職の根絶」「政治的安定と教育」といった項目があがった。ネパールの遠隔
地域に生きる 20 代前半の女性たちの意識の高さがうかがわれる。
本調査は，2016 年度の世界人権問題研究センターの研究費助成により行われた。記して感謝申し上

げたい。

論文要旨

１．NPO法人日本ネパール女性教育協会
「ネパール遠隔地女性教師養成プロジェクト」の概要

1996 年，日本・ネパール国交樹立 40 周年に，筆者たちは実行委員会を組織し，ネパール初

の女性大臣・リラ・コイララさんを招いて，ネパール女性の教育に関するシンポジウムを開催

した。そこから生まれたのが，「ネパール女性の教育を考える会」（会長：山下泰子）である。
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「ネパール女性の教育を考える会」では，1999 年 4 月から 10 月にかけて，ネパール全開発

地域の 31 郡（75 郡中）において「ネパールにおける女性の教育と女性教員の現状」に関する

実態調査を行った。その結果，①遠隔地域の村ではおよそ 3割の少女が学校教育から見放され

ていること。②遠隔地域の村の公立小学校の教師は男性が多く，村人には学校は男の子が行く

ところという認識があること。③やっと出会った女性教師の質が悪く，子育て優先だったりし

て，教師としての自覚に欠けることなどが判明した 1）。そこで，2000 年 3 月，カトマンズの

日本大使館ホールでシンポジウムを開催し，ネパールの教育界に①義務教育の導入，②教員免

許制度の構築，③教員養成所の設置の 3つの提言を行った。②の教員免許制度は，2002 年に

創設され，①の義務教育は，2015 年憲法で，提言から 15 年後にはじめて導入された。しかし，

③の教員養成所は，いまだに設置されていない。

このため，ネパール山村の女性教師養成を目的に，「ネパール女性の教育を考える会」を改

組して，「日本ネパール女性教育協会」（JNFEA）（理事長：山下泰子）とし，2004 年 2 月，

内閣府の認証を受けて，「特定非営利活動法人」となった。まず 2004 年 8 月，ポカラ女子大学

（KCP）に「教育コース」を設置してもらい，2006 年 8 月，KCPキャンパス内に「さくら寮」

を設立した。

JNFEAは，2006 年～2020 年の 15 年間，1年 10 人，10 年間で 100 人の寮生を「さくら寮」

に受け入れ，KCPの教育コースで 2年間学び，卒業後 3年間，村の小学校教師をするのを財

政的に支援してきた。受け入れ寮生は，高等学校卒業資格試験（SLC）に合格したネパール極

西部・中西部・西部開発地域のできるだけ奥地の出身で，低カースト，貧困家庭の女性を優先

的に採用した。

JNFEAは，さくら寮で，「豊かな人間性を育む教育」をモットーに，日本から専門家を派

遣して，ネパールの小学校教育に欠けている情操教育・表現教育・人権教育・性教育・防災教

育などを指導した。JNFEAでは，ネパール奥地のさくら寮卒業生教師の赴任校すべてを訪問し，

長期休暇には毎年 1回，さくら寮でフォローアップ研修を実施し，卒業生のネットワークづく

りや悩みの共有，新しい教育技術の研修に努めている。

JNFEAは，2016 年～2019 年には，JICA草の根技術協力事業「女性教師養成制度の構築を

めざすプロジェクト」として，2つのパイロット校においてさくら寮モデルの普及を目指し，

さらに，Kapilvastu,…Jumla の公立…Feeder…Hostel の女性教師養成所化への取組みを行っている 2）。

２．ネパール・ポカラ「さくら寮」卒業生の追跡調査

［質問設計］ 山下泰子 JNFEA理事長…
［実施時期］ 2016 年 7 月～2019 年 2 月（現職については，2019 年 12 月現在）
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［実施方法］ さくら寮寮母：Manju…Dhoju（ネパール人）による電話での直接聴き取り調査，
および新井場貞子 JNFEA副理事長による書面アンケート調査による補遺

［使用言語］：ネパール語→英語→日本語
［調査対象・連絡不能］さくら寮卒業生 100 人中，連絡不能者 6人。このため，さくら寮生基
本台帳にある項目は，調査対象が 100 人となり，聞き取り調査項目は，調査対象が 94 人である。…

表 1 の　［ID：I-1］は，1期生名簿 1番を示す。［連絡不能者の IDと詳細］I-9（3 年間教職義

務不履行・規定により奨学金返還）,…II-3（3 年間教職義務履行・結婚後連絡不能）,…V-8（3 年

間教職義務履行・電話連絡不能）,…VI-1（3 年間教職義務履行・電話連絡不能）,…VI-8（3 年間

教職義務履行・小学校教師をしているが，遠隔地のため電話連絡不能）,…VIII-8（2 年間しか

教職義務を果たさず結婚。現在連絡不能）。

【まとめ】まとめ・邦訳・作図・作表は，白柳彰子 JNFEA理事による。
本報告は，2016 年度，世界人権問題研究センターの研究助成をえて，さくら寮卒業生を対

象に行った追跡調査をまとめたものである。ここに記して世界人権問題研究センターに感謝を

申し上げたい。

３．さくら寮卒業生のプロフィール

N
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注）①～⑩は１期生（Ⅰ-1～Ⅰ-10），⑪～⑳は２期生（Ⅱ-1～Ⅱ-10），
　　㉑～㉚は３期生（Ⅲ-1～Ⅲ-10），㉛～4はは期生（（-1～（-10），
　　4～～は0期生（生-1～生-10），）～5は～期生（６-1～６-10），
　　6～～は0期生（生-1～生-10），）～7は～期生（８-1～８-10），
　　8～～は0期生（生-1～生-10），）～9は10期生（1-1～1-10）Ⅹ

　　寮生の出身地を中心に構成しているため，地図はEASTERNをカットしていますⅩ
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図 1. さくら寮生の出身地
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表 1. 個人のプロフィール

ID 1.…出身地（District）…/…
フィーダーホステル（FH）

2.…KCP
卒業試験 3.…教員免許 4.…教員採用

試験
5.…大学，
大学院

6. 現職とその状況
（正規 /非正規雇用） 7.…特記事項

I-1 Baglung Baglung…
FH 2nd…div 中学校教員

免許
公務員試験合
格…（2011 年） 大学卒

子ども福祉省勤務，
正規雇用，
給料…Rs…17,730

国家公務員試験合格

I-2 Gulmi Palpa…FH 2nd…div 中学校教員
免許 ― 大学卒 私立中学校勤務 ―

I-3 Palpa Palpa…FH 1st…div 中学校教員
免許

小学校教員合
格…（2013 年）

大学院（修
士）卒

小学校教師，
正規雇用，
給料…Rs…23,000

―

I-4 Doti Doti…FH 2nd…div 小・中学校
教員免許 ― 大学在学中 大学生 ―

I-5 Kapilvastu KapilvastuFH 1st…div 中学校教員
免許

高等学校教員
合格…（2016年）

大学院（修
士）卒 高校教師，正規雇用 KCP最優秀卒業生

I-6 Gorkha ― 2nd…div 小学校教員
免許 ― ―

小学校教師，
非正規雇用，
給料…Rs…18,800

―

I-7 Bajhang Doti…FH 1st…div 中学校教員
免許

公務員試験合
格…（2018 年）

大学院（修
士）卒

国家公務員
（2019 年追記）

2011 年度日本留学，
2018 年国家公務員
試験合格

I-8 Bajura Doti…FH 2nd…div
中学校・高
等学校教員
免許

小学校教員合
格…（2013 年） 大学卒

小学校教師，
正規雇用 ―

I-9 Gorkha ― 2nd…div ― ― ― ―

さくら寮卒業後 3年
間の教師就業義務を
果たさなかった。
（連絡不能）

I-10 Kapilvastu KapilvastuFH 2nd…div 小学校教員
免許

小学校教員合
格…（2015 年）

大学院（修
士）在学中 教師，正規雇用 ―

II-1 Dang Dang…FH 2nd…div
中学校・高
等学校教員
免許

― 大学院（修
士）在学中 大学院生 ―

II-2 Doti Doti…FH 1st…div 高等学校教
員免許 ― 大学院（修

士）卒 教師，正規雇用 KCP最優秀卒業生

II-3 Baitadi Baitadi…FH
卒業試験
不合格
（英語）

― ― ― ―
3年間の教師就業
後，結婚。…
（連絡不能）

II-4 Bajhang Doti…FH

卒業試験
合格
（KCP以
外）

中学校教員
免許 ― ― 主婦 KCP以外の学校の

「10+2」を卒業。

II-5 Gorkha ― 2nd…div ― ― ― 海外で就労（マレー
シア）

5年間，小学校教師
として勤務。…
（連絡不能）

II-6 Humla Humla…FH 2nd…div 中学校教員
免許

小学校教員合
格…（2013 年） 大学卒

小学校教師，…
正規雇用 ―

II-7 Dolpa Dolpa…FH 2nd…div
高等学校教
員…
免許

― 大学院（修
士）卒 主婦 ―

II-8 Dolpa Dolpa…FH 2nd…div 中学校教員
免許 ― 大学院（修

士）卒 主婦 2012 年度日本留学

II-9 Mustang Baglung…
FH 2nd…div 中学校教員

免許
小学校教員合
格…（2018 年） 大学卒

小学校教師，…
正規雇用，…
給料…Rs…30,000

―

II-10 Humla Humla…FH 2nd…div 小学校教員
免許 ― 大学院（修

士）在学中 大学院生 ―

III-1 Jumla Jumla…FH 1st…div 中学校教員
免許 ― 大学院（修

士）在学中
小学校教師，…
非正規雇用

2013 年度日本留学…
地方公務員試験合格
（2019 年追記）
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III-2 Jumla Jumla…FH 1st…div… 中学校教員免許
小学校教員合
格…（2019 年）

大学院（修
士）卒

小学校教師，…
正規雇用 ―

III-3 Jajarkot Jajarkot…
FH 2nd…div… 小・中学校教員免許 ― 大学院（修

士）卒 主婦 ―

III-4 Humla Humla…FH
卒業試験
不合格
（英語）

― ― ― 小さな食料雑貨店経
営 ―

III-5 Humla Humla…FH 2nd…div… 中学校教員免許
小学校教員合
格…（2019 年） 大学卒

韓国の幼児教育機
関…“Good…Neighbor…
International…Nepal”
の支援業務員，非
正規雇用，給料…Rs…
30,000

―

III-6 Achham Doti…FH 2nd…div… 中学校教員免許 ― 大学卒
公立小学校教師，…
非正規雇用（2019
追記）

―

III-7 Salyan… Dang…FH 2nd…div 中学校教員
免許

小学校教員合
格…（2013 年） 大学卒

小学校教師，…
正規雇用 ―

III-8 Doti Doti…FH 1st…div… 中学校教員免許
小学校教員合
格…（2018 年） 大学卒

小学校教師，…
正規雇用，…
給料…Rs…18,730

―

III-9 Rupandehi Kapilvastu…FH 2nd…div… 中学校教員免許 ― 大学卒 小学校教師，…
非正規雇用 ―

III-10 Gorkha ― 2nd…div… 中学校教員免許 ― ―

補助看護師資格取
得，地震被災女性の
ためのリハビリテー
ションセンター勤務
の後，小学校教師，…
非正規雇用，…
給料…Rs…29,500…

―

IV-1 Rolpa Rolpa…FH 2nd…div 中学校教員
免許 ― 大学卒 小学校教師，非正規

雇用 ―

IV-2 Guwahati,…India
Kapilvastu…
FH 1st…div 中学校教員

免許 ― 大学院（修
士）在学中

小学校教師，…
非正規雇用，…
給料…Rs…5,000

2014 年度日本留学，
2016～2019，JICA
事業実施に貢献。

IV-3 Bajhang Doti…FH 2nd…div 中学校教員
免許 ― 大学卒

小学校教師，…
非正規雇用，…
給料…Rs…7,500

―

IV-4 Achham Doti…FH 2nd…div 中学校教員
免許 ― 大学卒 主婦 ―

IV-5 Gorkha ― 2nd…div… 中学校教員免許 ― ―
公立児童センター勤
務…（5 年間，教師の
後）

―

IV-6 Bajura… Doti…FH 2nd…div 中学校教員
免許 ― ― 主婦 ―

IV-7 Jumla Jumla…FH 2nd…div 中学校教員
免許 ― 大学卒 主婦 ―

IV-8 Doti Doti…FH 2nd…div 中学校教員
免許 ― ― 主婦 ―

IV-9 Dolpa Dolpa…FH 1st…div 中学校教員
免許

小学校教員合
格…（2013 年） 大学卒

小学校教師，…
正規雇用，…
給料…Rs…35,000

KCP 最優秀卒業生

IV-10 Jumla Jumla…FH 2nd…div… 中学校教員免許 ― 大学在学中 大学生 ―

V-1 Bajhang Doti…FH 2nd…div… ― ― 大学在学中
小規模金融銀行勤
務，正規雇用，…
給料…Rs…25,000

―

V-2 Bajura Doti…FH 2nd…div… 中学校教員免許
小学校教員合
格（2019 年）

大学院（修
士）在学中

小学校教師，…
正規雇用 ―

V-3 Jumla Jumla…FH 2nd…div 小学校教員
免許 ― 大学卒 2016 年 4 月～…日本

在住 ―
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V-4 Dolpa Dolpa…FH 2nd…div 中学校教員
免許

小学校教員合
格（2019 年）大学卒

小学校教師，…
正規雇用，…
給料…Rs…35,000

―

V-5 Rolpa Rolpa…FH 2nd…div 中学校教員
免許 ― 大学卒

小学校教師，非正
規雇用，給料…Rs…
18,000 とボーナス

―

V-6 Rolpa Rolpa…FH 2nd…div 中学校教員
免許 ― 大学卒 小学校教師，非正規

雇用 ―

V-7 Kapilvastu… Kapilvastu…FH 2nd…div 小学校教員
免許 ― 大学卒 主婦 ―

V-8 Rukum Rolpa…FH 2nd…div ― 小学校教員合
格（2019 年） ― 小学校教師，…

正規雇用 （連絡不能）

V-9 Gorkha… ― 1st…div… 中学校教員免許 ― 大学卒 2017 年 4 月～…日本
在住

KCP最優秀卒業
生，2015 年度日本
留学

V-10 Argakhanchi…Kapilvastu…FH 2nd…div… 中学校教員免許 ― 大学卒 主婦 ―

VI-1 Bajura Doti…FH 2nd…div… ― ― ― ― （連絡不能）

VI-2 Rolpa Rolpa…FH 2nd…div… 中学校教員免許 ― 大学卒 小学校教師，…
非正規雇用 ―

VI-3 Bajhang Doti…FH
卒業試験
不合格
（英語）

― ― ― 小学校教師，…
非正規雇用 ―

VI-4 Achham Doti…FH 2nd…div… 中学校教員免許 ― 大学卒
小学校教師，…
非正規雇用，…
給料…Rs…25,000

―

VI-5 Doti… Doti…FH 2nd…div… 中学校教員免許 ― 大学卒 小学校教師，…
非正規雇用 ―

VI-6 Dolpa Dolpa…FH 2nd…div 中学校教員
免許 ― 大学卒 主婦 ―

VI-7 Rolpa Rolpa…FH 2nd…div… 中学校教員免許
小学校教員合
格…（2019 年） 大学卒

小学校教師，…
正規雇用 2016 年度日本留学

VI-8 Doti Doti…FH ― ― ― ― 小学校教師 奥地のため現在連絡
不能。

VI-9 Gorkha ― 2nd…div 中学校教員
免許 ― 大学卒 日本語学校の学生 ―

VI-10 Dolpa Dolpa…FH 1st…div 中学校教員
免許 ― 大学卒 主婦 KCP最優秀卒業生

VII-1 Banke ― 2nd…div… 中学校教員免許 ― 大学卒 小学校教師，非正規
雇用…（JNFEA） ―

VII-2 Dolpa Dolpa…FH 1st…div… 中学校教員免許 ― 大学卒 小学校教師，非正規
雇用…（JNFEA） ―

VII-3 Kalikot ― 2nd…div 中学校教員
免許 ― 大学卒 小学校教師，非正規

雇用…（JNFEA） ―

VII-4 Pyuthan ― 2nd…div ― ― 大学卒 小学校教師，非正規
雇用…（JNFEA） ―

VII-5 Dailekh ― 2nd…div 小学校教員
免許 ― 大学卒 主婦 ―

VII-6 Darchula ― 2nd…div… ― ― 大学在学中 小学校教師，非正規雇用　（JNFEA） ―

VII-7 Bajhang Doti…FH 1st…div 中学校教員
免許 ― 大学在学中 小学校教師，非正規雇用…（JNFEA） KCP最優秀卒業生

VII-8 Dadeldhura ― 2nd…div… 中学校教員免許 ― 大学在学中 大学生 ―

VII-9 Banke ― 2nd…div 小学校教員
免許

小学校教員合
格…（2019 年） 大学在学中

小学校教師，正規雇
用 ―

VII-10 Gorkha ― 1st…div… 中学校教員免許
中学校教員合
格…（2019 年） 大学卒

小学校教師，正規雇
用 ―

VIII-1 Mugu ― 2nd…div ― ― 大学在学中 小学校教師，非正規雇用（JNFEA） ―
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VIII-2 Kalikot ― 2nd…div ― ― 大学在学中 小学校教師，正規雇用　（JNFEA） ―

VIII-3 Darchula ― 2nd…div ― ― 大学在学中 小学校教師，非正規雇用（JNFEA） ―

VIII-4 Bardiya ― 1st…div ― ― 大学在学中 小学校教師，非正規雇用…（JNFEA） ―

VIII-5 Kailali ― 1st…div ― ― 大学在学中 小学校教師，非正規雇用…（JNFEA） ―

VIII-6 Kanchanpur ― 1st…div ― ― 大学在学中 小学校教師，非正規雇用…（JNFEA） KCP最優秀卒業生

VIII-7 Gorkha ― 2nd…div ― ― ― 小学校教師，非正規
雇用…（JNFEA） ―

VIII-8 Baitadi… ― 2nd…div ― ― 大学在学中 小学校教師，非正規雇用…（JNFEA） ―

VIII-9 Jajarkot ― 1st…div ― ― 大学在学中 小学校教師，非正規雇用…（JNFEA） ―

VIII-
10 Pyuthan ― 2nd…div ― ― 大学在学中 小学校教師，非正規雇用…（JNFEA） ―

IX-1 Surkhet ― 1st…div ― ― 大学在学中 小学校教師，非正規雇用…（JNFEA） ―

IX-2 Gorkha ― 1st…div ― ― ― 小学校教師，非正規
雇用…（JNFEA） KCP最優秀卒業生

IX-3 Manang ― 2nd…div ― ― ― 小学校教師，非正規
雇用…（JNFEA） ―

IX-4 Dailekh ― 2nd…div ― ― 大学在学中 小学校教師，非正規雇用…（JNFEA） ―

IX-5 Manang ― 1st…div ― ― ― 小学校教師，非正規
雇用…（JNFEA） ―

IX-6 Kailali… ― 1st…div ― ― 大学在学中 小学校教師，非正規雇用…（JNFEA） ―

IX-7 Kalikot ― 2nd…div ― ― 大学在学中 小学校教師，非正規雇用…（JNFEA） ―

IX-8 Achham ― 2nd…div ― ― 大学在学中 小学校教師，非正規雇用…（JNFEA） ―

IX-9 Rukum ― 2nd…div ― ― 大学在学中 小学校教師，非正規雇用…（JNFEA） ―

IX-10 Rukum ― 2nd…div ― ― 大学在学中 小学校教師，非正規雇用…（JNFEA） ―

X-1 Dhading ― 1st…div ― ― ― 小学校教師，非正規
雇用…（JNFEA） ―

X-2 Kalikot ― 2nd…div ― ― ― 小学校教師，非正規
雇用…（JNFEA） ―

X-3 Darchula ― 2nd…div ― ― 大学在学中 小学校教師，非正規雇用…（JNFEA） ―

X-4 Gorkha ― 2nd…div ― ― ― 小学校教師，非正規
雇用…（JNFEA） ―

X-5 Dadeldhura ― 1st…div ― ― 大学在学中 小学校教師，非正規雇用…（JNFEA） ―

X-6 Dolpa Dolpa…FH 2nd…div ― ― ― 小学校教師，非正規
雇用…（JNFEA） ―

X-7 Dhading ― 1st…div… ― ― 大学在学中 小学校教師，非正規雇用…（JNFEA） ―

X-8 Jajarkot ― 2nd…div ― ― ― 小学校教師，非正規
雇用…（JNFEA） ―

X-9 Bardiya ― 1st…div ― ― ― 小学校教師，非正規
雇用…（JNFEA） KCP最優秀卒業生

X-10 Dolpa ― 1st…div ― ― 大学在学中 小学校教師，非正規雇用…（JNFEA） ―
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［出身地］寮生は，1999 年の全国調査から，とくに女性の教育の遅れが顕著だった極西部開発
地域および中西部開発地域のすべての郡（District）を中心に，若干の西部開発地域の郡を加

えて採用した。10 期生のみ 2015 年のネパール大地震の震源地に近い中央開発地域のDhading

郡から 2名受け入れた。なお，特例として，基本協約に基づき，ネパール西部開発地域ではあ

るが，さくら寮建築に寄与したNPO法人AAF＝Asian…Architecture…Friendship…（理事長：

赤尾建蔵）の運営するBuddha…School（Gorkha）の卒業生を毎年受け入れた。

［居住地の変更］プロフィールの出身地は，さくら寮入寮時のものである。JNFEAとしては，
ネパール遠隔地域の少女への教育の普及を目的に女性教師の養成をしたのであって，さくら寮

卒業後は，ふるさとの村で小学校教師をし，少女たちのロールモデルになることを期待してい

る。しかし，卒業生たちは，JNFEAによる給料支援の 3年間を終えると，さまざまな理由で

ふるさとの村を離れるケースがある。大学・大学院への通学のため（KCPは，10 年制の高校

卒業後の「10 ＋ 2」に位置づけられているので，大学卒業ではない。）：9人，勤務地のため（公

務員を含む）：6人…，結婚のため：9人，海外出稼ぎ：4人（日本：3人，マレーシア：1人），

合計：28 人，約 3…割が自分の村を離れている。

［宗教］ヒンズー教徒：89 人，95.7%，チベット仏教徒：9人（Gorkha，Mustang，Humla，
Manang），9.7%，キリスト教徒：2人（Bardiya，Pyuthan），2.3%。生まれた地元の宗教によ

るものと思われる。山岳地帯やチベット国境の地方は，チベット仏教徒が多い。王制当時は，

ヒンズー教が国教だったため，現在も全人口の 80%以上がヒンズー教徒である。キリスト教

徒は例外的であり，Bardiya，Pyuthan にいるのは興味深い。

［結婚］1 期生～5期生 50 人中未婚は 4人のみ，92%が既婚である。村では，10 代の結婚が多
く，さくら寮卒業生は，村に帰ると直ちに結婚する例が多い。中には，さくら寮入寮前に，親

から結婚を勧められていたケースもある。

［家族の人数］10 人～15 人の大家族が，既婚者では（義父母・義兄弟姉妹等と同居）8人，未
婚者では（自分の父母・兄弟姉妹等と同居）5人いる。子育てには，都合のいい環境で，子育

てのための教職離脱はない。結婚後は，夫の親との同居が一般的である。

［FH = Feeder Hostel］全国に公立の「Feeder…Hostel」（女子学生寮）が 20 箇所ある。それ
らは，1970～80 年代に女性教師養成のため，UNESCO,…UNICEF,…NORAD, ネパール政府が設

置したのものだが，現在は，教師になる道が閉ざされてしまっている。さくら寮 1～6期生は，

原則として，FHの卒業生で，SLC（高校卒業資格試験）合格者から選抜した。Doti…FH：19 人，

Dolpa…FH：7 人，Kapilvastu…FH：6 人，Jumla…FH：5 人，Humla…FH：4 人など遠隔地のFH

出身者が多い。7期生以降，FHが「10 ＋ 2」の附属となり，KCPの教育コースと同等の位置

づけになったため，直接，地元の高校から SLC合格者をリクルートした。なお，KCP学長・

JNFEA理事・現地有識者で構成する選考委員会がさくら寮入寮者の選考に当たった。遠隔地
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の受験生のため，面接試験は行えず，書類選考によって選考した。

【KCP 卒業試験】10 期中 8期，さくら寮卒業生からKCP最優秀卒業生を出している（I-5,…II-
2,…IV-9,…V-9,…VI-10,…VII-7,…VIII-6,…IX-2）。一方，卒業試験不合格者が 3人いる（…II-3,…II-4（そ

の後，郷里の学校で「10 ＋ 2」を卒業）,…III-4）。不合格科目は，いずれも「英語」である。「英

語」は，遠隔地の村の学校教育では初歩が学べていない。そもそも現地語がネパール語でない

という問題もある。卒業後 2年間追試が受けられるため，さくら寮に戻って再受験したが合格

できなかった。しかし，郷里の小学校で…3 年間 JNFEAの支援により非正規雇用の教師をする

のには，SLC合格が資格要件なので，KCPの卒業試験不合格は問題にされなかった。

［教員免許］10 年制の高校卒業＋ SLC合格者は小学校教員免許，「10 ＋ 2」卒業者は中学校教
員免許，大学卒業者は高等学校教員免許の受験資格がある。政府採用教員初任給（月給，2018

年現在）には，小学校（1～5年生）21,000Rs，中学校（6～8年生）…23,000Rs，高等学校（9～

10 年生）35,000Rs と開きがある。このため，小学校教育の重要性が理解されず，できれば待

遇のよい中学校，高等学校の教員資格を取ろうとする傾向がある。1～7期生では，小学校教

員免許：7人，小学校・中学校教員免許：2人，中学校教員免許：46 人，中学校・高等学校教

員免許：2人，高等学校教員免許：2人，免許なし：9人。高等学校教員資格があれば，小学校・

中学校の教員にもなることができ，中学校教員資格をもっていれば，小学校の教員にもなれる。

なお，教員免許試験は毎年あるわけではない。8～10 期生は，免許試験受験の機会がまだない。

［政府の教員採用試験］小学校教員採用試験合格者：16 人，中学校教員採用試験合格者：1人，
高等学校教員採用試験合格者：1人。合計 18 人。それぞれの教員免許を持ったものが，政府

の教員採用試験を受験することができる。しかし，定期的に採用試験があるわけではない。

2013 年は，16 年ぶりの試験だった。受験資格も毎回異なり，非正規雇用ではあるが，政府か

ら給料が支払われている教員のみに限定されて，JNFEAの支援を受けていたさくら寮卒業生

は受験できなかった年もある。試験結果は，採用枠が地域・カーストなどで異なるが，少なく

とも 40～50 倍の倍率である。JNFEAは，教員採用試験にチャレンジすることを奨励し，受

験者に奨励金を出している。

［国家公務員試験］合格者：2人。政府の教員採用試験以上に難関である。採用後も，プロモー
ションのための試験がある。地方公務員試験合格者：1名。

［大学・大学院］ネパールも，学歴社会である。不思議なことに，大学・大学院とも授業に出
席しなくても，期末試験に合格すれば，卒業資格がとれる。さくら寮生はKCPの「10 ＋ 2」

課程に学んだので，教師をしながら町の大学・大学院に籍をおいている卒業生が多い。大学在

学中：26 人（教員との兼業を含む），大学卒：35 人，大学院在学中：7人（教員との兼業を含

む），大学院卒：9人である。

［現職］現職について調査のできた 97 人中，大学院生：2人，大学生：3人，公立学校正規教員：
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18 人，公立学校非正規教員（8～10 期生は JNFEA支援非正規教員）：50 人，私立学校非正規

教員：2人，公務員正規雇用：2人，公務員非正規雇用：1人，銀行員正規雇用：1人，小商売：

1人，主婦：13 人，海外出稼ぎ：4人である。教員就業率：73.2％，就業率：82.5%。

［日本留学］1～6 期生：各期 1人，合計 6人が，文京学院大学交換留学生として 1年間日本に
滞在し，大学の講義の外，東京都，埼玉県，群馬県の小学校で教育実習を経験した。6人の帰

国後の現職は，国家公務員：1人，地方公務員（調査時は，非正規教員）：1人，政府の小学校

教員採用試験合格者：1人，大学院卒業後主婦：1人，小学校教員非正規：1人，来日中・日

本語学校生：1人である。日本留学は，JNFEAの期待したさくら寮卒業生教師のリーダー養

成には必ずしも繋がっていない。なお，小学校非正規教員は，JICA草の根技術協力事業のパ

イロット校の教師として，プロジェクトに多大な貢献をした。

４．JNFEA支援 3年間の教師としての成果と課題

４－１．卒業生の勤務校の生徒数
図 2. 勤務校の規模（生徒数）
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表 2. 勤務校の規模（生徒数）

勤務校の規模（総生徒数） 学校数
生徒数

女子 男子

1～50 5 110… 95…

51～100 15 626… 508…

101～200 18 1,340… 1,239…

201～300 18 2,423… 1,906…

301～400 6 1,180… 850…

401～500 13 3,037… 2,545…

501～600 10 3,030… 2,540…

601～700 2 684… 543…

701～800 2 861… 703…

801～900 4 1,637… 1,749…

901～1000 0 0… 0…

1001～ 4 2,576… 2,594…

全体 97 17,504… 15,272…

ネパールの学校制度は，2016 年の教育

基本法によって，基礎学校 8年（従来の

小学校 5年＋中学校 3年），高等学校 4

年（従来の高校 2年＋［10 ＋ 2］2 年），

大学 4年（従来は 3年），大学院修士課

程 2年，博士課程 3年になった。しかし，

現状では，もっとも小規模な村の分教場

のような 3年制の学校，小学校だけの

5年制の学校，中学まである 8年制の学

校，高校まである 10 年制の学校がある。

中学は小学校を含んでおり，高校は小学

校と中学校を含んでいる。なお，公立各

校には，幼稚園が併設されている。

ネパールでは，公立学校の教育環境が

劣悪なため，かなり辺鄙な村にも私立学

校があることが多い。親たちは，無理を

しても男の子は私立学校に，女の子はお

金のかからない公立学校にやりたがる傾向がある。JNFEAが目指したのは，公立学校のレベ

ルアップであって，さくら寮卒業生の JNFEA支援 3年間の勤務校は，すべて公立小学校であ

る。さくら寮では応募書類の中に，KCP卒業後，教師として受け入れることを保障する校長

の確認書があるので，おおむね本人の母校が勤務校になる例が多い。卒業生は，恩師に囲まれ

て教師としての第 1歩を踏み出すことになる。

生徒数 1～50 人の 5校は，3年制の分教場であろう。こういうところこそ，さくら寮卒業生

の出番である。校長は土地の言葉が分からず，地元出身のさくら寮卒業生教師 1人で 3学年を

教えていた事例もある。勤務校の生徒数規模が多いのが，51～100 人，101～200 人，201～300

人，401～500 人，501～600 人のランクである。村の学校の平均的な規模がこのあたりであろう。

生徒数 801～900 人，1001 人以上の大規模校を除いて，すべての規模の学校で，女子の人数

が男子より多いのは，男子が私立学校に行くためであり，大規模校で男子が多いのは，高校課

程に女子が少ないためである。公表されている生徒数は，登録人数であって実際の常時登校者

数を表してはいない。学校への予算配分が，生徒数によるので，基礎学校は，村の子ども人口

をそのまま生徒数とする傾向がある。これが就学率の基礎数字になるので問題である。
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４－２．卒業生の勤務校の教員数
表 3. 勤務校の教員（女性教員比率、非正規教員比率）

勤務校の規模
（教員数別） 女性教員総数 男性教員総数 女性比率 /

総教員数
非正規率 /
総教員数

1～10 148 168 46.8% 56.7%

11～20 246 421 36.9% 65.6%

21～30 33 123 21.2% 63.1%

全体 427 712 37.5% 62.9%

図 3. 勤務校の教員（女性教員比率、非正規教員比率）
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SLC に合格し，さらにポカラで 2年間勉強して故郷に帰ったさくら寮卒業生は，村では尊

敬の的である。村ではじめて誕生した「おなご先生」（豊かな人間性をもつ女性教師）の場合

も少なくない。また，村で日常的に使われる言葉は，現地語であって，これが分からないと低
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学年の児童を教えることができない。卒業生教師の赴任校訪問の際立ち寄ったマナスルの麓の

部落ビヒでは，現地語の分かる教師がいないため，学校は無人であった。先生たちは，自分の

村に帰ってしまい，36 人の子どもたちは，家の周辺で手伝いをしたり，遊んだりしていた。

さくら寮では，初等教育の重要性に鑑み，小学校教師の養成に取り組んだ。地域の学校は，

従来通りの小学校 5年，中学校 3年の枠組みで運営されている。さくら寮卒業生は，おおむね

小学校，または幼稚園で勤務している。

女性教員比率は，教員数の多寡にかかわらず，いずれも男性教員比率を下回っている。女

性教員比率は，［教員数 10 人以下の学校］：46.8%,［教員数 11～20 人の学校］：36.9%,［教員数

21～30 人の学校］：21.2% である。教員数の多い高校まである学校では，上級学年になるほど，

女性教員が少ないという現象を表している。

ネパールでは，公立学校の教員給料がすべて国または地方公共団体から支払われるのではな

い。国または地方公共団体から支払われるのではない教員を「非正規」とすれば，［教員数 10

人以下の学校の非正規率］：56.7%,［教員数 11～20 人の学校の非正規率］：65.6%,［教員数 21

～30 人の学校の非正規率］：63.1% である。つまり，公立学校の教員の 6割以上が非正規雇用

で，政府雇用の教員の 5割にも満たない低額の給料をコミュニティから支払われている。一度，

正規雇用になれば，定年まで保障されるため，正規教員の方が教育に不熱心な場面もよく見受

けられる。教員の質の問題と合わせて待遇の格差是正が喫緊の課題である。

４－３．少女の中途退学・不規則登校の原因とそれに対する対応・効果
そもそも JNFEAの女性教師養成の目的は，すべての少女が学校に行けるようにすることで

ある。従って，学校に行けないどのような原因があるのか，さくら寮卒業生教師がどのように

してそれに対処したかは，最も注目される事柄である。

［学校にいけない理由］・娘を学校に行かせない親がいる。特に，低カースト層の貧困，早婚が，
どの地域にもある。…・親のない子の場合は，さらに深刻である。…・毎年，少年・少女のインド

への出稼ぎのための退学が後を絶たない。地域によっては，ドバイなど中東への出稼ぎもある。…

・少女の場合，日常的に家事労働，弟妹の世話があり，学校に行ったことのない親たちの教育

への無理解がこの状況を固定化させている。…・中西部のドルパでは，「冬虫夏草取り」がある。

手っ取り早く高収入が得られるため，教育は必要ないという親の考え方が少年少女を退学に導く。…

・小学校も，毎年，進級試験があり，これに落第すると学校に行きづらくなり，少女を早婚や

出稼ぎに追いやることになる。

［卒業生の対応］卒業生たちは，少女を退学から救うために，…・親を説得するのがもっとも一
般的であり，数人から 20 人も就学させたと言っている。…・早婚を思いとどまらせるためには，

本人を説得しようとする。…・もっとも効率的なのは，「女性グループ」に働きかけ，50 人も就
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District 卒業生番号 中途退学・不規則登校の原因…………… それに対する対応 効果
【極西部開発地域】
Doti I-4* 娘を登校させない親がいる 親を説得 4人 1）就学 2）

II-4 娘を登校させない親がいる 親を説得 20 人就学

VI-5 早婚・家事・インドへ出稼ぎ（年 20
人男女） 親に会う 効果は困難

Bajhang I-7 低カースト層の貧困と無理解 女性グループを説得… 50 人就学
IV-3 落第・早婚（年 5～6人） 親と本人を説得 ―
VI-3 家事・弟妹の世話 親を説得 5人就学

Bajura I-8 低カースト層の早婚 親を説得 5人就学
Acham IV-4 早婚 親を説得 10 人就学
Baitadi VIII-8 家事労働 /不規則登校 親を説得 強制はできない
【中西部開発地域】
Humula II-6 低カースト層の貧困 親を説得 5人就学

II-10 家事・弟妹の世話・早婚・親の無理解 親を説得 20 人就学
III-4 低カースト層の早婚（12-3 才） 本人を説得 5人就学
III-5 低カースト層の早婚（12-3 才） 本人を説得 5人就学

Jumla III-1 低カースト層の少女は大半未就学・中
途退学 親を説得 18 人就学

III-2 家事労働・弟妹の世話 親を説得 5人就学
IV-7 家事労働・親の無理解・早婚 親を説得 8人就学

Dolpa II-7 低カースト層の少女 親を説得 3人就学
II-8 親のない子 12 人に奨学金を要請 12 人就学
V-4 家事労働 /不規則登校 ― ―
VI-6 入学後半年で中退 親を説得 7人登校 3）

VI-10 家事労働・弟妹の世話 親を説得 5人就学
VII-2 冬虫夏草取り（年 15 人男女中退） ― ―

Dang II-1 家事労働 親を説得 10 人就学

Surkhet V-3 家事労働 親に会う 教育ない親の説得困難
X-1 毎日は登校しない少女がいる 本人を説得 登校

Salyan III-7 家事・早婚・インドへの出稼ぎ（年 5
人） 親に会う 親の説得困難

Rolpa IV-1 家事労働 親を説得 改善された
V-2 落第・早婚インドへの出稼ぎ（年 8人） ― ―
VI-2 親のない子 SMC4）…に奨学金要請 5人就学

V-5 早婚（14,15 歳）インド・ドバイへ出
稼ぎ ― ―

Pyuthan II-4 インドへ出稼ぎ（少年が年 10 人）……………… ― ―
Dailekh VII-5 家事労働・貧困 親に働きかける 説得困難
Banke VI-9 早婚・落第 本人を説得・奨学金 /教材提

供 登校

Bardiya VIII-4 マデシュの子どもインド移住（7人） 登校するよう支援している ―
X-9 家事労働 本人を説得するつもり ―

Rukum IX-10… …2～3 人不規則登校 親を説得 登校
Jajarkot X-8 家事労働 本人を説得するつもり ―
【西部開発地域】
Palpa I-3 弟妹の世話 親を説得 8人登校
Gulmi I-2 低カーストの貧困 SMCに奨学金を要請 2人就学
Kapilvastu I-10 早婚・家事労働・落第 本人を説得・支援金支給 数人登校

IV-2 数人不登校 親と本人を説得 数人登校
Mustang II-9 貧困のため教材や制服を購入できない 制服を提供 就学………
Rupandehi V-10 早婚・インド・ドバイへの出稼ぎ ― ―
Gorkha I-6 毎日は登校しない少女がいた 話合い一緒に登校 登校

VIII-7 家事労働・毎日は登校しない 少女たちを励ます ―
「中途退学・不規則登校：なし」と回答した者 49 名、「中途退学・不規則登校：あり」と回答した者 45 名。
*…は、卒業生の番号、「I-4」は、「1期生 4番」を指す。
1）…人数は、卒業後 3年間 JNFEA支援による教員の 3年間のトータル。
2）…「就学」は、入学あるいは、中退後の再入学を指す。
3）…「登校」は不規則通学から、規則通学になることを指す。
4）……SMCは、学校運営委員会。各校に設置されており、学校運営に関わる。

表 4. 少女の中途退学・不規則登校の原因とそれに対する対応・効果
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学させた事例である。村には識字教室をしたり，生活改善の話し合いをしたり，道路工事をし

てお金をためて祠をつくるなど，活発な活動をする女性のグループがあることがあり，そこ

へ話を持って行ったのであろう。…・自ら制服をあげたり，お金をあげたりするばかりでなく，

SMC（学校運営委員会）に奨学金支給を要請した事例が複数存在する。…・一部に，効果がなかっ

た，強制はできなかったという例もあるが，卒業生たちの熱心な説得は多くの改善をもたらし

たといえよう。

４－４．豊かな人間性を育む教育

図 4. 「豊かな人間性を育む教育」の活用
「「豊豊かかなな人人間間性性をを育育むむ教教育育」」のの活活用用
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ネパール山村の公立小学校では，ほとんど教科書を暗記させることが教育だと思われている

ふしがある。そこで，さくら寮では，「豊かな人間性を育む教育」をモットーに，日本から専

門家を派遣して，情操教育，表現教育，体育（ゲーム）などの出前講座を行った。それらが，

村の学校で，卒業生教師によってどれだけ活用されたかを聞いてみた。

複数回答で，87 人が延べ 199 の講座を活用している。連絡不能者 6人を除けば，94 人中 87

人，実に 92.6% の卒業生教師がさくら寮で学んだ教育方法を活用していることになる。8，9，

10 期生は，全員が活用していると回答している。なかでも，毎年繰り返して出前講座を行っ

たパネルシアターの人気が高く，44 人が活用している。続いて，ネパール語のテキストを配

布した体育（ゲーム）：35 人，ネパールの教科書にもある折り紙：30 人，わらべうたからの音

楽の導入：26 人，素材を地元で入手可能な泥を絵具とする手法を含む図画：23 人，カードや

ボードを使った算数の教え方：19 人，日本から持参して全員に配布したピアニカ：16 人が主だっ

たところである。他に，生理パッドの作り方，避難訓練，生活時間表をあげた人がいる。これ

らは，もっと多くの卒業生に活用してほしいところである。

ネパールでは，小学校も，科目ごとに先生が異なる教科担任制である。JNFEAは，一人ひ

とりの生徒に目配りできるクラス担任制を推奨している。今回の調査で，クラス担任制をとっ

ているのは，Baglung の…1 校のみであったが，ネパール教育省もその方向を打ち出しているの

で，これから多くなっていくと思われる。JICA草の根技術協力事業のパイロット校では，登

校時の出席をとる教員が決まっていた。

全般的にいえば，卒業生は，ふるさとの村で，よくさくら寮で学んだことを活かしていると

いえよう。こうした新しい教育方法は，校長や同僚に評価される場合と理解をえられない場合

がある。SMCが反対したという事例もある。また，村には道具がなくて活用できないという

回答をした卒業生もあった。さくら寮卒業生教師のたゆまぬ努力に期待したい。

４－５．チャウパディ慣習根絶への取り組み
ネパールの西方のヒンズー教の村では，いまも生理時の女性を隔離する慣習が存続している 3）。

初潮時には 11～14 日間，生理の期間，既婚者は 4日間，未婚者は 5日間，チャウパディ・ゴー

ト（生理小屋）に入らなければならない。この間，先生も生徒も学校へ行くことが禁じられ，

水場など人の集まるところへも行けない。他人の家はもちろん，自分の家にも入ってはならな

い。食事も家族と一緒にできない。男性（夫，父親，兄弟を含む）に触ってはならないし，果

実のなる木に触れてもいけない。チャウパディ・ゴートは，電気もないし，床もはっていない。

土間に蓆を敷いて，ろくな寝具もなくショールにくるまって寝る。これは，ジェンダーに基づ

く女性に対する暴力であり，人間の尊厳の否定である。このような繰り返しによって，学校教

育からも見放され，公的活動もできない女性の人生は，自信のないものになってしまう。
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JNFEAでは，さくら寮卒業生の赴任校訪問時に偶然こうした慣習に気づき，以来，フォロー

アップ研修のテーマにして，チャウパディ慣習の根絶に向けた取り組みを行ってきた。

今回の調査では，60 人が「チャウパディ慣習」なしと回答した。もともとチャウパディは，

西方のヒンズー教徒の村の慣習なので該当しない卒業生が 6割を占めたことになる。ただし，「慣

習なし」と回答した人の中にも，生理中は 5日間台所に入れない，寺院に行けないなどの慣習

がある，という記載があった。チャウパディ慣習でゴートに入らないまでも，ネパール社会一

般に生理に対する差別意識があるように思われる。

32 人が，「チャウパディ慣習あり」と回答した。チャウパディ慣習存続の最大の理由は，・極

西部では，ほとんどの女性が教育を受けておらず，変化を求めていないので，説得が難しいと

いうことに尽きる。・卒業生たちは，教師がチャウパディ根絶のプログラムをしている。・チャ

ウパディ根絶のためのNGOのワークショップに参加しているなど，地域で活動をしている。・よ

り具体的には，女性がパンティをはいていないので，パンティを配り，布パッドの使用を教え

た。・パンティをはくようになり，状況が改善されたとの回答もあった。・家にトイレを作るこ

と，パンティをはくこと，生理の手当てを普及することが，問題解決のための大前提である。

卒業生自身についても，苦労の末，自宅に居ることは可能になったが，台所には入れない。・と

くに年配の女性を説得するのは難しい。・一生懸命努力しているが，自分自身チャウパディ・

ゴートに入っている。・同じ家で過ごせるようにはなったが，牛乳やヨーグルトを飲んだり，触っ

たりできない，という回答もあった。

なお，2017 年 8 月 9 日，ムルキアイン（150 年前に制定された封建的な法典）の刑法部分を

廃止する新刑法が国会を通過した。それにより，チャウパディを強制した者は，3カ月の禁錮，

もしくは・及び，3,000 ルピーの罰金が課されることになった。この刑法改正をどのようにし

て識字もままならない村人に普及していくかが新たな課題である。そこに卒業生たちの活躍を

期待したい。

５．卒業生の意識

５－１．あなたは，村の少女のロールモデルですか？
自分を肯定的に評価しているかどうかを「ロールモデル」という表現で聞いてみた。その結

果，「ロールモデルである」ないしは，「ロールモデルになるよう努力している」という回答が

69 人からあった。「努力している」という回答は，教師になって 2年目の 9期生に多い。逆に，

「ロールモデルとはいえない」という回答が 10 人あり，「その他」15 人は，無回答ないし，ロー

ルモデルということばの意味が把握できなかったのではないかと思われる回答であった。後者

は，特に，10 期生に見られる。
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とにかく，7割の卒業生が，「ロールモデルである」と答えていることを評価したい。その

理由は，・村ではじめて SLCに合格し，ポカラで高等教育をうけたから，・低カーストの女性

でもっとも教育を受けたから，・努力して教員採用試験に合格したから，・年上になってから

SLCに合格し，ポカラで学んで教師として成功しているから，・教育を受け，自立した女性だか

ら，・郡の最優秀教師に選ばれたから，・補助看護師の資格をもっているから，・コミュニティ

で一番活動的な女性だから，・少女の高等教育へのモチベーションになっているから，・村で最

初の女性教師だから，・1年間日本へ留学したから，・地震の被災者に尽くしたから，・バス道

路もない遠隔地（Dolpa）で，大半の人は教育をうけていない状態だから，・友人のほとんど

が結婚し，もう勉強していないから，というものである。

1 割強の卒業生の「ロールモデルではない」と認識する理由は，・教員免許がとれなかっ

たから，・自分の村では，みんなが教育を受けているから，・周囲が自分を単なるボランティ

アと見ているから，・村では，少年が支配的で，少女にモチベーションを与えられなかっ

たから，・ロールモデルにはなれなかったが，子どもたちに好かれる先生にはなれた，という

ものである。

バス道路もない遠隔地域，低カースト，村ではじめての教師，村ではじめて高等教育をうけ

た，最優秀教師になった，などの環境が，彼女たちを自立させ，自己肯定感のある存在にして

いる。少女たちの高等教育へのモチベーションになった，という回答もあり，まさに「村の少

女のロールモデル」としてのさくら寮卒業生の活躍がまぶしい。

５－２．現在の関心事
【教職に関すること】①政府の教員採用試験に合格し，正規雇用の教員になること：38 人，②
現在の教育職の継続：12 人，③教員免許の取得：11 人，よい教師になること：5人。

【教育内容に関すること】①よい授業をすること：7人，②貧しい少女の中途退学・生徒が学
校にくること：3人，③貧しい子どもたちの生活向上：2人，④英語の授業：1人，⑤生徒の

レベルアップ：1人。

【自分の状況・将来】①自立した人生：3人，②公務員：1人，③大学卒業試験：1人，④修士
修了：2人，日本留学：2人，⑤子育てと家族：4人。

圧倒的に多数の卒業生が，教職の安定的な継続を願っていることがよくわかる。子育てと家

族が関心事なのは，わずかに 4人に過ぎない。貧しい子どもたちに思いを馳せ，よい授業をし

て，理想的な教師になることを目指すけなげな卒業生たちに，感動を禁じ得ない。

５－３．将来について
【教職に関すること】①現在の教職の継続（正規雇用を目指す）：52 人，②教育力のレベルアッ
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プ：11 人，③学歴アップ・中学の教師・高校の教師：3人，④地域の教育のために尽くす：1人，

⑤ 5年後，日本から帰国し，教職に就く：1人，⑥よい生徒を育てる：1人。

【教職以外の職業】①教職を希望するが，教職に就けなければ別の仕事に就く：9人，②公務員：
4人，③公務員としての昇進：1人，④銀行員としての昇進：1人，⑤教職以外の職業：1人，

子育て後，公務員：1人。

【その他の将来像】①自立した女性：4人，②仕事と家庭の両立：4人，③子育て：2人，④出
身地の村のための働く：3人，⑤獣医：1人，⑥夫との同居：1人。

将来についても，一生教職を継続したいと 52 人が答え，教職に関連することを将来像とし

て回答した者が合計 69 人，教職を希望するが，教職に就けなければ別の仕事に就くという者：

9人，家庭と仕事の両立：4人も含めれば総計 82 人となり，8割を超す卒業生が教職を希望し

ていることになる。この数字から，JNFEAの遠隔地域の女性教師の養成という目的は十分達

成されているといえよう。このプロジェクトは，女性の自立，エンパワーメントに成功している。

教職以外にも，公務員：5人，銀行員：1人，獣医：1人，出身地の村のために働く：3人，

教職以外の職業：1人，自立した女性を目指す者：4人が，それぞれ働いて生きる将来像を描

いている。「子育て後，公務員」を目指すという卒業生は，現在，カトマンズで専業主婦をし

ており，都市型のパターンといえようか。「子育て」を将来像とした人が 2人だけなのは，ネパー

ルの山村部では大家族で生活しており，家族で子育てにあたるため，子育て中キャリアを中断

しなくていい環境だからであろう。

５－４．ネパールの最重要課題
【教育】①国民全体の質の高い教育：30 人，②少女・女性への教育：10 人，③実際に役立つ教育：
9人，④教育・自分は教育のお陰で人生が変わった：1人，⑤遠隔地の人々への教育・学校設置・

図書の提供：4人，⑥現地語での教育：2人，⑦良質の基礎教育：1人，⑧教育と健康：1人，

⑨教育と雇用：1人，⑩親への教育：2人，⑪小学校レベルの有能な教師：3人，⑫熟練した

教師と学校管理：2人，⑬教師のトレーニング：3人，⑭訓練されていない正規雇用教師を削

減し，訓練された熱心な教師を雇用すべき：2人，⑮公立学校の質向上：1人，⑯奨学金の支給：

1人，⑰教師の地位と待遇の改善：3人，⑱体育の導入：1人，⑲専門技能をもつ人材の育成：

1人。

【雇用】国民の雇用：7人，女性の雇用：2人。
【意識】①狭量な国民の意識改革：1人，②性差別の撤廃：1人，③カースト差別の根絶：1人，
④見識と知識の涵養：1人。

【地域の発展】①地域の発展：1人，②道路：1人，③病院：1人，④情報：1人。
【その他】①女性のエンパワーメント：1人，②男性支配社会の構造改革：1人，③汚職の根絶：
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1 人，④規律の欠如：2人，⑤多言語の問題：1人，⑦政治的安定と教育：1人。

ネパールの最重要課題を尋ねたところ，圧倒的に教育問題が多いが，雇用問題，意識改革，

地域の発展，女性のエンパワーメント，男性支配社会の構造改革，汚職の根絶，規律の欠如，

多言語の問題，政治的安定と非常に多岐にわたる問題提起があり，卒業生たちの社会問題への

関心の高さがうかがわれる。

教育については，国民全体への質の高い教育を 30 人が挙げている。続いて，少女・女性へ

の教育：10 人，実際に役立つ教育：9人が，多数回答上位である。いまでこそ，子どもたちは

ほとんど学校に行くようになった。しかし，教育は，おざなりであり，とりわけ村の公立学校

のレベルがあまにもよくない。公立学校の質を向上させるには，小学校レベルの有能な教師こ

そ必須である。そのため，教師のトレーニングが行われなければならない。訓練されていない

正規雇用教師を削減し，訓練された熱心な教師を雇用すべきという指摘は傾聴に値する。学校

は，熟練した教師によって管理が行われる必要がある。現状では，学校の管理体制が脆弱であ

る。教師の地位の向上と待遇の改善も，行われなければならない。その折，非正規雇用をなく

して教師間の待遇格差をなくすことが必要である。良質な基礎教育こそ最優先すべき課題である。

親たちへの教育，教育と健康をむすびつける「保健体育」を教科に入れること，貧しい子ど

もたちへの奨学金支給，孤立した村の学校設置・図書の提供，現地語での教育，専門技能をも

つ人材の育成，いずれも卒業生教師たちの経験から提起されたネパールの最重要課題である。

６．エピローグ：ある卒業生の生き方

「私は，Mustang 郡Tasang 村で生まれました。そして，今は，そこのRastriya…Buddi…Bikasa

小学校で正規の教師として働いています。今年，政府の教員採用試験に受かりました。

私の子ども時代は，とても貧しい環境でした。父と母は，私たち 4人姉妹を祖母のもとに

置いて家出してしまいました。祖母は，貧しく，とても厳しい人でした。私たちは，朝 3時

に起こされ，酒を造って売りに行かされ，家の掃除をさせられました。その上，私たちは，

金持ちの家の手伝いをして，日々の食べ物をもらわなければなりませんでした。

8年生まで村の学校で学びました。そして幸いにもBaglung のフィーダーホステルに入る

ことができ，9，10 年生までそこで学びました。

SLCの試験に受かって，さくら寮に入れたことが，私の人生の転機でした。そこで，

JNFEAの支援を受けることができました。私は，JNFEAの先生やKCPの先生たちから，

いろんなことを学び，小学校教師になる訓練を受け，村の女の子たちを教育するということ

を学びました。

2年後，私は，村に帰り，この学校で子どもたちを教えました。JNFEAで学んだいろい

世界人権問題研究センター『研究紀要』第 25 号

― 20 ―



ろな手法を使って授業しました。教えはじめた最初のうちは，子どもたちは，通学するのに

熱心ではありませんでした。教材が十分に得られませんでした。しかし，今は，多くの支援

者のお陰で，教材も得られるようになり，子どもたちを学校に来させることができます。そ

して，私たちの学校はこの地方でのモデル校になることができました。

JNFEAの支援で，卒業後 3年間この学校で働くことができました。しかし，その後，学

校は私に給料を払うことができないので，Mustang 郡の奥地の学校に転勤しなければなり

ませんでした。生徒数は少ないし，とても寒い地方でした。そこで，私は，2年間教えました。

その後，JNFEAのある支援者のお陰で，この学校で…再び働くことができるようになりまし

た。3年間，彼女は，サラリーを支援してくれました。私は，一生懸命勉強しました。皆さ

んのお陰で幸いにも政府の教員採用試験に受かり，今，この学校で正規の教員として働いて

います。JNFEAで習った教授法を使って教えています。また，私生活では，結婚して娘が

一人います。これからも自立した女性として働いていくつもりです。」（JNFEAニュースレター

No.27（2019.6.30）19 頁）

これは，一人の卒業生教師から届いたメールである。ここに JNFEAが追求してきた「おな

ご先生」像がある。JNFEAが，この 15 年間，ネパールでやってきたことの成果がこのよう

な形で実っているのが何よりうれしい。JNFEAが養成したのは「たった 100 人のおなご先生」

だが，その 100 人がロールモデルとして村の少女を励まし，その連鎖が広がっていくことを願っ

ている。

「100 人のおなご先生養成プロジェクト」は，各方面から評価され，第 1回自由都市・堺平

和貢献賞奨励賞（2008 年），第 17 回長岡市・米百俵賞（2010 年），第 7回かめのり賞（2014 年）

を受賞し，理事長・山下泰子は，2017 年度外務大臣表彰を受けた。

最後に，このようなプロジェクトを可能にしてくださった日本の皆さまの長年にわたるあた

たかいご支援に心から感謝を申し上げたい。

…
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