
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 9回かめのり賞 表彰者（敬称略）  

 

○ 特定非営利活動法人 国際地雷処理・地域復興支援の会 

 

○ 川崎・富川高校生フォーラム・ハナ実行委員会 

 

○ 公益財団法人 民際センター 

 

○ 認定 NPO法人 IVY 

 

○ 特定非営利活動法人 在日外国人教育生活相談センター信愛塾 

 

○ 特定非営利活動法人 APLA 

 

○ 認定特定非営利活動法人 国境なき子どもたち（KnK) 

 

○ りてらこや新潟 

 

公益財団法人かめのり財団 

2015 年度/第 9回かめのり賞 

活動報告書 



第 9回 かめのり賞 

特定非営利活動法人 国際地雷処理・地域復興支援の会 

 

活動報告書 

 

A. かめのり賞表彰回：第 9 回 

B. 団体名：特定非営利活動法人 国際地雷処理・地域復興支援の会 (IMCCD) 

C. 活動目的： 

世界各地には、地雷や不発弾という戦争や紛争で残された負の遺産が、まだまだ沢山放置されたまま

になっています。これらは人道的にも、また地域の復興のためにも、誰かが処理をしなければなりませ

ん。これらを自衛官奉職時に習得した地雷処理専門技術をもって、現地住民自らが参加して処理出来る

よう現地において指導しながら、安全な生活環境、安全な田畑を整備、生産性を高め、自立可能な地域

の復興を支援するとともに、国際的な視野に立ち相互の友好交流を促進し、もって平和構築の理念を内

外に啓発する機運を高める種まきをするため、国際地雷処理・地域復興支援の会は活動しています。今

後も引き続き、カンボジア北西部タイとの国境地帯の最も地雷が多い地域において、地雷・不発弾処理

活動を行いながら地域の復興支援活動を続け、平和の種まきを続けていきます。 

 

 

1. 活動奨励金の活用方法 

当会はカンボジアで地雷除去事業と地域復興支援事業を行っていますが、貴団体からの活動奨励金は復興支

援事業の中の人材育成事業に充てさせて頂きました。人材育成事業は、カンボジアでの日本語学校・パソコン

教室の運営、カンボジア人短期日本留学支援、カンボジア人長期日本留学支援を行っています。 

 

 

2. かめのり賞受賞後の事業活動の内容・功績 

①IMCCD日本語学校・パソコン教室運営 

当会は未だ多くの地雷が残されているため復興が進まず貧困地域となっているカンボジア・バッタンバン州

で活動しています。地雷を除去した跡地でカンボジア政府の認定を受けた日本語学校を運営しており、小学生

から高校生まで約 60 人のこども達が日本語とパソコン操作を学ぶことができました。この学校は希望すれば

誰でも無料で入学でき、毎日放課後に初級と中級クラスを開講しています。活動奨励金はカンボジア人の日本

語教師の雇用費、備品購入、光熱費などに活用させて頂き、日本語学校の運営を行うことができました。 

卒業生の一部は、プノンペン大学の日本語学科進学や、当会が村に誘致した日系の紙加工工場に就職するこ

とができました。貧困に苦しむ地域でこども達は将来の糧となるスキルを身につけ、未来を切り開くため懸命

に努力をしています。 

 

②カンボジア人留学生支援（短期） 

青森県の八戸学園光星高等学校の協力を得て、IMCCD日本語学校から 1 名の生徒を短期留学生として派遣で

きました。2016年 9 月から約 6週間ホームステイし、日本人家族や高校生との交流を通して語学力の向上のみ



ならず、柔道、書道、華道、料理など様々な経験ができました。留学生は日本と日本語について深く学びたい

と思うようになり、プノンペン大学日本語学科に進学を希望しています。今後も進路相談をするなど対応して

いきます。この短期留学制度は後輩のこども達の日本語学習意欲の向上と将来の希望にも繋がっているので、

日本の高校と連携しながら長く継続していきたいと考えています。 

 

③カンボジア人留学生支援（長期） 

カンボジア人高校生と大学生の 2 名を日本への長期留学支援（大学、高校）として実施できました。IMCCD

日本語学校出身で、特に優秀な彼女たちは現地では質の高い教育を受ける機会がなく、将来的な就職先も限ら

れていました。2 人の故郷は過去に内線の激戦地であった場所で、今も地雷被害が続いています。現在大学 4

年（東雲女子大学）の留学生は中学卒業後高校から、現在高校 3年生（聖カタリナ高校）の留学生も中学卒業

後から日本に留学しています。2 人は常に故郷カンボジアの実情を思い、将来は国の発展に役立てる人になろ

うと日本から様々なことを学んでいます。 

高校生は来春日本での大学進学を目指して勉強中です。大学生は来年 4月からカンボジアに進出した日系企

業に就職が決まり、カンボジアと日本の架け橋になるという彼女の夢の一歩に近づくことができました。 

 

 

3. 今後の展望 

①地雷処理事業の継続 

カンボジア全土には 400万個とも 600万個ともいわれる地雷が残されており、全て除去するにはあと 100年

はかかると言われています。当会はカンボジアでも特に地雷埋設の多いバッタンバン州を拠点にしています。

近年は農業の近代化によりトラクターの利用が増え、対戦車地雷による死亡事故が増加しています。人の重さ

では爆発しなかった対戦車地雷はトラクターの重さで爆発し、農業従事者が被害にあいます。対戦車地雷の事

故は確実に死に繋がります。対人地雷もまだまだ無数に埋められており、一般的には身体の一部を失うとされ

る対人地雷ですが死亡事故もおきます。当会は年間東京ドーム約 5個分の地雷汚染地を安全にしており、今後

も地道に地雷の除去を継続していきます。 

 

②IMCCD日本語学校の充実 

 2015年にカンボジア政府から正式に日本語学校として認定され、新校舎も完成しました。生徒のレベルも意

欲も上がっており、今後はより授業内容を充実させていきたいです。そのためにカンボジア人日本語教師への

研修、スキルアップも実施していきたいと考えています。 

 

③新規支援者、継続支援者の拡大 

 当会は地方の NPOでまだ知名度がありませんが、かめのり賞をはじめ最近全国メディアで取り上げて頂く機

会があり、今後は全国から支援者を募りたいと考えています。地雷処理には時間と費用がかかります。当会は

市民の皆さまからの支援によって活動が支えられており、今後はより一層支援の輪を広げていきたいと思いま

す。ボランティアの方々のご協力で東京、兵庫、群馬に支部を設けることができたので、今は愛媛を中心に年

20～30回開催している報告会や講演会活動を全国に広げ、新規支援者の獲得に繋げていきたいです。そして会

の最終目標である「平和構築の理念」を内外に啓発し、カンボジア、日本そして国際社会が戦いのない社会を

次世代に残すメッセージを伝えていきたいと考えています。 



第 9回 かめのり賞 

特定非営利活動法人 国際地雷処理・地域復興支援の会 

活動支援の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

IMCCD 日本語学校、初級クラスの様子。ひらが

なを学び、簡単なあいさつができるようになりま

した。 

中級日本語クラスの様子。主に高校生が受講して

おり、将来の進学や就職を考える時期で、懸命に

勉強しています。 

長期留学生のチェンターが総会にて出身地の村の

地雷と貧困の現状を日本語で発表。彼女は来春大

学を卒業し、カンボジアに進出した日系企業に就

職予定で、カンボジアと日本の架け橋になるとい

う夢の一歩に近づいています。 

青森の八戸学園光星高等学校に 6 週間の短期留学

をしたシリウ。カンボジア帰国後は日本での経験

を後輩のこども達に伝えました。日本語学習の意

欲が一層深まり、プノンペン大学で日本語を専攻

したいと思うようになりました。 

2016 年 9 月に開催した報告会と地雷ワークショ

ップの様子。参加者は実物の重い装備を身につけ、

地雷処理の疑似体験をすることで、地雷問題と当

会活動への理解を深めました。 

デマイナーと呼ばれる地雷除去を担う村人が、一つ

一つ慎重に手作業で地雷を除去しています。当会は

村に雇用を生み出すため、元自衛官の地雷処理専門

家が村人を訓練し、デマイナーとして採用していま

す。 



２０１６年１１月３０日 

第９回かめのり賞 

川崎・富川高校生フォーラム・ハナ実行委員会 

活 動 報 告 書 

１ かめのり賞表彰回：第９回 

２ 団体名：川崎・富川高校生フォーラム・ハナ実行委員会 

３ 活動目的：青少年の相互理解と友好増進－「アジア市民になろう」をキャッチフレー

ズに、日本と韓国の高校生が、共同体験・学習・生活を通じて日本と韓国、

在日コリアンの若い世代同士の相互理解と友好関係を醸成し、内なる国際

化と国際交流をつなげて多文化共生の地域社会の形成に寄与する。相互理

解と友好増進のため、特にフォーラム（討論会）を中心的なプログラムと

する。テーマは高校生同士が協議して決定するが、日韓の歴史問題、南北

朝鮮間の問題、東アジアの平和問題なども積極的に取り上げる。 

 

１ 活動奨励金の活用方法 

 活動奨励金は、日本・在日・韓国の高校生たちの共同体験・学習・生活を通じた相互理解

と友好増進のため、大切に使わせていただきました。具体的には、「南北問題と在日コリア

ン」をテーマに韓国の富川市で第３３回交流会を、「ヘイトスピーチ」をテーマに日本の川

崎市で第３４回交流会を開くとともに、ハナが積み重ねてきた成果を日韓両言語で出版す

るなどして広く社会的に共有できるようにするため富川側と協議を始めました。 

 

２ かめのり賞表彰後の事業活動の内容・功績 

（１） 川崎・富川高校生フォーラム・ハナ第３３回交流会 

ア 準備会議 

  ２０１６年１月２７日の第１回準備会議から７月２７日の第１２回準備会議まで、

計１２回開催。新入生向け説明会や事前学習会なども実施。 

  テーマについて川崎側と富川側で提案しあい、協議した結果、「南北問題と在日コ

リアン」に決定。 

 イ 交流会 

２０１６年８月１日～５日に韓国の富川市で開催。川崎側７人（３年生２人、１

年生５人）と富川側１４人（３年生１人、２年生７人、１年生６人）が参加。歓迎

会、学校訪問、ホームステイの後、休戦ライン（３８度線）に位置する都羅山駅、

統一展望台などを共同でフィールドワーク。 

フィールドワークの感想発表会の後、フォーラムを開催。川崎側と富川側が半分

ずつ４グループに分かれ、討論した内容を模造紙に日韓両言語でまとめた。各グル

ープの通訳は OB・OGが担当。全体会でグループ別討論の結果を発表し、質疑応答



で議論を深めた。交流会終了後は、市主催の生涯学習フェスティバルなどで市民向

けに発表した。 

 

（２） 川崎・富川高校生フォーラム・ハナ第３４回交流会 

ア 準備会議 

  ２０１６年８月３０日の第１回準備会議から１２月１９日の第９回準備会議まで、

計９回開催。テーマについて川崎側と富川側で提案しあい、協議した結果、第３３

回交流会で討論した在日コリアンの人権問題との関連で「ヘイトスピーチ」に決定。 

  事前学習会の一環として、在日コリアンの高校生たちとの意見交換会も開催。ハ

ナと在日コリアン高校生が半分ずつ３グループに分かれ、学校生活や趣味から朝鮮

半島の統一問題、ヘイトスピーチまで幅広い内容について話し合えた。 

 イ 交流会 

２０１６年１２月２３日～２７日に川崎市で開催。川崎側１４人（３年生７人、

２年生１人、１年生６人）と富川側８人（２年生２人、１年生６人）が参加。歓迎

会、学校訪問、ホームステイの後、川崎市川崎区桜本のふれあい館で三浦知人前館

長から桜本でのヘイトスピーチの経過と、その背景となった 1970年代以来の民族差

別撤廃運動や多文化共生のまちづくりについてお話を伺い、三浦前館長の案内で桜

本をフィールドワークする。フィールドワーク後、フォーラムを開催する。 

 

３ 今後計画している事業 

 政治の世界では日本と韓国の対立が続き、現在の日韓関係は戦後最悪といわれ、また国

内ではヘイトスピーチなど排外主義的な動きが強まっている。しかし、ハナで高校生同士

が作り上げてきた絆は壊れることなく、2000 年から一度も途切れることなく続いてきた。

日韓関係がぎくしゃくしている時期こそ、高校生たちの交流を大切にし、継続していく必

要がある。ハナのような活動を経験した若者が増えることが、これからの東アジアに平和

と共生をもたらす礎になるのであり、「アジア市民」や「地球市民」として、東アジアひい

ては世界の平和と発展のために活躍することを期待したい。 

（１）高校生の活動 

2015 年 8 月の第 31 回交流会でまとめた「私たちの考える日韓条約」を土台に、テーマ

を絞ってさらに日韓の課題について学習を深めていくとともに、その成果を広く社会的に

共有できる方法を考え、実践する。今後も、毎年参加者が増えるよう新入生勧誘など広報

活動に力を入れる。 

（２）OB・OGの活動 

高校生が自分の問題意識や関心を生かして活動していけるようにサポートする。 

また、高校生のサポート活動を中心としながら、さまざまな経験を土台に OB・OG独自

の活動を行う。約 300 人の OB・OG のネットワークづくりを、SNS を活用して進めると

ともに、OB・OGがさまざまな場で活躍し積み重ねた経験を共有し、学びあう機会を作る。 



第９回かめのり賞 

川崎・富川高校生フォーラム・ハナ実行委員会 

活動の様子 

１ 第３３回交流会に向けた準備会議 

新入生向け説明会の後、ハングルカルタゲーム  

 

２ 第３３回交流会 

 

   フィールドワーク（都羅山駅）      フォーラム（グループ別討論の発表） 

 

３ 第３４回交流会に向けた準備会議 

  在日コリアン高校生と小グループに 

分かれての意見交換会で、ハナの在日 

コリアン OGからハナについて説明。 



第 9回かめのり賞 

公益財団法人 民際センター 

                   活動報告書 

 

A：かめのり賞表彰回：第 9回 

B：団体名： 公益財団法人 民際センター 

C：活動目的 

 民際センターの活動目的は以下の通りです。 

NGO の基本的な性格は市民運動で、市民に働きかけて支援（寄付）の行動を起こしてもらうことが大きな役 

割の１つです。弊センターはこうした認識のもと、国が国を支援する「国際」協力ではなく、民が民を支援す 

る国際協力の活動を目指して団体名を「民際」と名づけました。「民際」の教育支援を通して、経済的に貧しい 

子どもたちが基礎教育を修了し（＝読み書き計算を学び）、自分の力で貧困から抜け出して人生を切り開くス 

タート台にたってもらう。それが、基礎教育支援を打ち出した理由です。 

弊団体は現在、東南アジア 5 カ国（ラオス、カンボジア、タイ、ミャンマー、ベトナム）の教育支援を行っ

ていますが、多くの日本の「民」にこれら 5 カ国の子どもたちに対する教育支援活動に参加してもらうため、

支援相手の子どもの顔が見える「1対１の支援」を実施しています。また、奨学金以外にも少数民族教師養成、

カンボジア女子寮建設、書籍普及など様々な事業を実施しています。上記 5 カ国の子どもたちの貧困状況を伝

え、また支援を通じてその手ごたえを実感していただき、ともすれば内向きになりがちな社会貢献活動への関

心を国の外にも向けていただく（＝国際社会に対する視野を広げていただく）働きかけを行っています。 
 

１．活動奨励金の活用方法  

支援をしていただくためには、まず多くの方に弊団体の活動のことを知っていただく必要があります。し

かし、実際には奨学金事業や他の活動に対する支援者数が右肩下がりの傾向が続いています。そうした現状

の中で、弊団体の活動を広く知っていただくために活動奨励金を使わせていただきました。イベントの参加、

ニュースレターなど広報物の発行、Web サイト（ランディングページ）の作成、企業や団体への働きかけな

どを行いました。そのお陰で、いくつかの国の奨学金や少数民族教師養成事業などに対して寄付額が増加し

ました。 

 

２．かめのり賞表彰後の事業活動の内容・功績  

①奨学金事業 

 奨学金は弊団体の柱となる事業です。支援形態として、タイ、ミャンマー、ベトナムでは現金支給、ラオ 

スとミャンマーでは学用品を支給します。2016 年度から新規のご支援は中学生に切り替え、奨学金の金額も 

1 万円から 14,400 円になりました。小学校の最終学年に残存する割合が上ったこと等が理由です。奨学金の 

寄付金が値上ったため、前年に比べて 2016 年度の 5 カ国合計の奨学生数が減り、右肩下がりの傾向を食い 

止めることができませんでしたが、合計で 7,649 名の奨学生をご支援いただきました。特に前年に比べて 

カンボジアで 56 名（前年度比 4.4％）、ベトナム 43名（13％）、ミャンマー128 名（40％）増加しました。支 

援がなければ中学校を卒業できないと思われる子どもたちの胸に中学卒業の可能性の光が宿り、将来への希 

望を持って学校に通っています。 
  

②少数民族教師養成事業 

 ラオスでは原則として学校内ではラオ語（政府が定めた国語）で授業を行うため（先生も少数民族の言葉 

が分からないため）、少数民族の子どもたちは授業が理解できず、小学校低学年でドロップアウトしてしま 

う子どもが少なくありません。そこで、少数民族出身で教師志望の高校卒業生に奨学金を提供して教師養成 

短大で 2年間勉強し、卒業後は出身村に戻って小学校の教師として教えることで、小数民族地域の基礎教育 

の質の向上を図る事業を実施しています。2016 年度は在学生 16 名、新入生 31 名分の寄付がありました。 



③書籍普及事業 

都市部でさえ本屋が少ないラオスとカンボジアの農村部では本屋は皆無に等しいのが現状で、農村部で 

は本といえば教科書しかありません。しかし、教科書だけでは生徒の想像力、創造力、思考力を伸ばすこと

は難しいと思われます。弊団体では、読書の喜びを味わいながら、生徒が持つ潜在力を育めるように農村部

の小中学校に約 100 冊の入った図書箱を提供しています。2016 年 1 月からラオスの中学校に 71 セット、カ

ンボジアの中学校に 67セットを提供しました。 
  

④カンボジア高校女子寮建設事業 

 カンボジアは高校の数が少なく、また交通機関が整っておらず、高校までの通学距離が長いことから就 

学を断念したり中途退学したりする生徒が少なくありません。一部の生徒は高校の周りに掘っ立て小屋の 

ような寮を建てて暮していますが、強い風が吹くと倒れてしまったり、戸締りがないため女性生徒にとっ 

て危険であったりします。そこで 2016 年度よりカンボジアの地方の高校に女子寮を建設する事業をスタ 

ートしました。この事業に対して昨年 2棟、今年も 2 棟の寄付が集まりました。これまでの寮に比べ、戸締 

りがしっかりし、通気性に優れ、電気が配備された、安全で快適な女子寮です。 
  

⑤インターネットフレンドシップ交流事業 

 国際交流基金の助成金を得て、昨年度からインターネットを使って日本とタイの中学生や高校生が英語で

交流する事業がスタートしました。初年度は各 20校でしたが、今年度は 50校に増えました。学校によって

交流の仕方は様々ですが、自国と相手国の生活や習慣・文化の違いを紹介し合って新しい発見に驚いたり、

外国人と英語でコミュニケーションする難しさを痛感したりしながら国際人としての歩を進めています。ま

た、今年は日本の参加校の先生 9 名がタイの参加校を訪問して交流を深めました。 
   

⑥その他 

大学生のラオス・カンボジア研修旅行自らファンドレイジングを行ってラオスとカンボジアの奨学生を支 

援している大学生の 2 団体が奨学生に会って交流するため、同時に支援現場を自分の目で見るため、夏休み

等を利用してそれぞれラオス・カンボジアを訪問した。    

  

  ３．今後の展望  

   インドシナ半島に東西南北回廊が完成したことを受け、2015 年 12 月にアセアン経済共同体（AEC）が 

スタートしました。人口 6 億人、しかも高い経済成長率を誇っている国々の連合体です。今後、域内で 

関税が撤廃され、ヒト・モノ・カネの自由な移動が加速され、経済発展もさらに加速すると思われます。 

日本との経済的な結びつきもより大きく強固になるものと思われます。 

しかし、その発展の恩恵が社会の底辺層まで届くのかと問えば、必ずしも「Yes」とは言えません。例えば、

タイの一人当たり GDP は約 6,000 ドルでベトナムの 2 倍半、ミャンマーやラオスの 3倍を越え、経済発展の

優等生と言われていますが、その一方でスラムが 1000 ヵ所以上もあり、スラム人口は数百万人と言われて

います。こうしたタイの実情を見ると、経済発展がさらに貧富の差を広げ、支援がなければ中学校を卒業で

きない子どもたちがさらに増える可能性もあります。 

   こうした状況の中で、民際センターは 1 人でも多くの生徒に奨学金を提供できるように、日本で支援し 

ていただける方を増やしたいと思っています。幸い、2016 年 7 月から AC Japan のテレビ CM 等の広告がスタ 

ートしたので、これを契機に知名度を上げ支援の輪を大きくしていきたい。また、奨学金以外の他のプロジ 

ェクトの支援者も増やし、支援対象国の教育環境のより一層の向上に努めたいと思います。日本では、東南 

アジアの政治的および経済的な変動、天災や事故ばかりが報道され、庶民・貧困層の日常生活があまり報道 

されないのが実情ですが、彼らの厳しい生活とその中で奨学金を得て将来に希望を持って学校に通っている

子どもたちの生活実態を伝えて、一人でも多くの子どもたちを支援していただけるように、これからも全力

で社会に働きかけをしていきたいと思っています。 

   



 

４．支援活動の様子   

 

【奨学金事業】カンボジアの奨学生の例 

父が行方不明、母が精神を患っているため、農 

作業をする祖父と家を出た兄や姉からのわずかな    

仕送りで暮しているブット（写真左）は奨学金を 

もらって 15歳にしてようやく中学校に入学しま 

した。中学に通い始めた今も時間と仕事があれば、   

祖父と一緒に農作業をして働いています。 

母子家庭のサット（写真右）は中学 2年生で 

  5人きょうだいの 4番目。極貧のため 3人の姉 

たちはそれぞれ中 1、小 6、小 4で学校をドロッ 

プアウトしました。サットも学校へ行く前と帰宅 

後に家事に追われて勉強する時間がありません。 

それでも英語が好きで、将来は英語の先生になる 

夢をもって学校に通っています。 
 

【ラオス少数民族教師養成事業】 

    マコン族出身のラシさんはラオス中南部にあるサワンナケート教師養成短大を 

卒業し、母校で小学校の教師になりました。マコン語しかわからない小学校低学 

年の生徒たちにラオス語とマコン語で教えることができるので、小学校の生徒た 

ちはドロップアウトせずに授業についていけます。「出身村で夢見た先生になれ 

て幸せです」とラシさん。母校で毎日、後進の指導育成に全力を尽くしています。 
 

【書籍普及事業】 

    今年 5 月、ラオス・サワンナケート県にあるチボロング中学校に図 

書箱が贈呈されました。同校は新設の中学校で生徒は中 1 のみ、全校 

生徒数も 24 名しかいません。この学校がある村は 1999 年にスタート 

したばかりで、68世帯の小さな村です。同校の生徒は、それまで教科 

書以外の本を手にしたことがありませんでした。 
 

【カンボジア高校女子寮建設事業】 

カンボジア南部タケオ県にあるコンポン 

レーン高校に女子寮が建設されました（写真 

左）。学校が遠距離にあるため、寮（写真右） 

を自分たちで作って住んでいましたが、戸締 り 

のしっかりした寮ができて、これから安心し 

て勉強に専念できます。 
 

【インターネット・フレンドシップ事業】 

   初年度 20 校でスタートした同事業は 2年目の 2016 年度に 40 校が参  

  加しました。1月にはタイ東北地方の中学校の先生が来日し、交流の現 

状と成果について日本側・タイ側それぞれから報告がありました。7月 

には、日本の参加校の先生 9 名がタイの相手校を訪問し、交流を深めま 

した（写真右。手前はタイの中学生、左奥のスクリーンには日本の高校 

生。その両側は旅行に参加した日本の中学・高校の先生）。 

 

 

 



第 9回かめのり賞 

認定 NPO法人 IVY 

 

活動報告書 

1. 第 9回かめのり賞表彰 

2. 認定 NPO法人 IVY 

3. 活動目的 

 

IVYは、山形という地方を拠点として世界の問題と関わり、以下の理念に基づき 

世界中の誰もが人間らしく生きることができる社会をめざします。 

 

1.地球市民としての自覚を持ち、足元から行動する 

2.人種、性別、宗教、個性などの違いを認め、地域独自の知恵と多様な文化を尊重し、積極

的に活動に活かす 

3.経済、社会、人権の平等を求め公正な社会の実現に努める 

4.人々の持つさまざまな可能性に期待し、新しい価値観の創造をめざす 

5.ボランティア活動を自己研鑽の場ととらえ、活動で得た経験や知識を個人、家族、職場、地

域に還元する 

6.持続可能な地球環境を守るため、環境の保全、有機農業、リサイクル活動を支援し、循環

型の社会作りをめざす 

 

① 活動奨励金の活用方法 

活動奨励金は、当団体の青年組織である IVYyouth（アイビーユース）が行っているカ

ンボジア算数教育支援プロジェクトの活動資金として使わせていただきました。IVYyouth

は 2010 年からカンボジアの算数教育支援を行っています。私たちで作った 1 年生用の

算数ドリルをカンボジア王国 スヴァイリエン州 スヴァイチュルン郡の小学校に贈呈する

活動をしています。2016 年 11 月までに郡内の全 60 校に 9178 冊配布することができま

した。 

 

② かめのり賞表彰後の事業活動の内容・功績 

 

支援地域の州と郡の教育機関への訪問 

    私たちが現地へ渡航した際はその地域での活動の許可を得るために毎回現地の州と

郡の教育機関を訪問しています。また、カンボジアでは地域レベルの情報は外部からは

得ることは難しいため、州や郡の教育機関の方から直接その地域の教育の現状を教え

ていただいています。 

 

教員への聞き取り調査 

2016年 8 月の渡航で、私たちは今までドリルを贈呈してきた小学校のうち 33 校へドリ

ルがどのような使われ方をしているのか、昨年度の留年と退学者の数、普段の授業での

教具の使用の有無について先生に調査しました。先生たちは算数ドリルを教科書と併用

している学校や、授業のほかに宿題やテストの問題作成の参考として活用していました。 

留年と退学者の数は 6 年前に調べたデータと比べて著しく改善されていました。今回

の調査では留年する児童の割合が 1 番多い学年は 1 年生で約 10%（6 年前は 24%）、退

学する児童の割合が 1番多い学年は 6年生で約 3%（6年前は 8%）でした。傾向としては、

学年が上がるにつれて留年する割合は下がります。一方で退学率は上がっているという

ことでした。 
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家の家事の手伝いや兄弟の世話などで学校に来られず留年し、そのまま勉強につい

ていけず退学するという理由が大半でした。その点で、私たちの算数ドリルが児童にとっ

て、少しでも算数の勉強の理解の助けになればと思っています。 

教科書や教具などの教材については、依然として十分ではないこともわかりました。小

学校により教材の数や種類は異なり、大きな格差があるところもありました。 

 

算数ドリル贈呈 

私たちの支援地域であるスヴァイチュルン郡では、小学校は全部で 60 校あります。カ

ンボジアの小学校は教科書を児童に 1 年間貸し出し、年度末に回収するという制度をと

っています。そのため、教科書の経年劣化や教育機関から各小学校への教科書の供給

がうまくいかず、生徒の半分以上が教科書を持てないことも少なくありません。そこで私

たちは教材不足の改善と学力向上のため算数ドリルを贈呈しています。 

算数ドリルは日本の教員の方からアドバイスをいただきながら、国内で原案をつくりク

メール語に翻訳してパソコンのソフトを使いデータの状態にします。その後、現地へ渡航

したときにドリルを配布する小学校の教員からさらにアドバイスをもらい内容を吟味した

後にドリルを現地の印刷所にて印刷します。 

今年度の渡航では、21 校の小学校にドリルを配布し累計 50 校に贈呈することができ

ました。教育支援はすぐには結果が出るものではありませんが、児童たちが一人一冊の

教材を持てる環境を作ることができたことは大きな変化だと思います。 

 

③ 現在計画している事業 

2017 年 3 月の渡航で算数ドリルを小学校 10 校へ贈呈し、支援地域内での全小学校

への贈呈が完了となります。6 年間の支援を通して、現地の教育機関の方から、地区毎

の教員らによって定期的に開かれる研修会（クラスターミーティング）への出席も勧めら

れました。そのミーティングでは衛生指導や授業の進め方などのテーマも取り扱うとのこ

とで、私たちが参加することでより現地教員と協力した教育支援が実現できるのではな

いかと考えています。また、現地の教員と授業で使うことができる教具を一緒に作ること

でより持続可能な教育支援もできるのではないかという案もあり、2017 年の春に向けて

準備を進めています。カンボジアの教育環境の改善に向けて、これからも私たちは活動

していきます。 
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支援活動の様子 

 

カンボジアスヴァイリエン州の教育機関

を訪問しました。 

先生方にドリルのアドバイスをもらいま

した。 

普段のドリルの使い方、教材の有無などを

聞いてきました。 

教室内の掲示物には、実際にドリルの絵を

参考にして作られたものもありました。 

春・夏と合わせて 42校の小学校に 3493冊の算数ドリルを贈呈することができました。 
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活 動 報 告 書 

 

A）かめのり賞表彰回：第 9回かめのり賞表彰 

B）団体名：特定非営利活動法人 APLA（あぷら / Alternative People’s Linkage in Asia） 

C）活動目的： 

 日本を含むアジア各地で農業・漁業を軸にして「地域自立」をめざす人びとが経験を分か

ちあい、協働する場を創り出すことを目的としています。フィリピン・ネグロス島、北部ル

ソン、東ティモール、インドネシアでそれぞれの持続可能な地域づくりに寄り添いながら、

「国境を越え、都市と農村に暮らす人びとの顔が見える連帯」のネットワークづくりを進め

ています。 

 

1.活動奨励金の活用方法 

 フィリピンと東ティモールの若手農民の交流プログラムを実施するための費用の一部と

して有効に活用させていただきました。これからの地域づくりを担っていくであろう若者

たちが交流し、お互いの知識・経験・悩みを共有することができ、とても実りあるプログラ

ムとなりました。 

 

2.かめのり賞表彰後の事業活動の内容・功績 

2016年 10月 8日～14日の 7日間、東ティモールの農民がフィリピン・ネグロス島のカ

ネシゲファーム・ルーラルキャンパス（KF-RC：農場兼農民学校）を訪問し、若手農民同志

の交流プログラムを実施しました。下記が内容の詳細となります。 

 

◎ オリエンテーション 

まずはオリエンテーションを通して、互いの国の基本情報や長い間植民地支配されてい

た歴史的共通点を学び合いました。互いの言葉（挨拶など）を学び合うことで、言葉にも共

通点が多いことに気づき、参加者同士の距離が縮まりました。 

◎ 農場内での経験や知識の共有 

5.5 ヘクタールに広がる農場で実践している有畜複合循環型有機農業をくまなく歩いて

回り、農作業なども共同でおこない、お互いの気付きなどを共有しました。東ティモールの

農民から「農場全体を見せてもらってとても素晴らしいと思った。一点だけアドバイスを伝

えるとしたら、畑で畝を作る方向を変えた方がいいと思う」と高低差に対して、垂直になる

ように畝を作ることで、雨水や土壌が低い方に流れてしまわないようにする工夫が伝えら

れた。その後、Aフレームという技術を共有し、傾斜地に野菜を植えるためのテラス作りに

取り組みました。 
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◎ 水源保全 

フィリピンも東ティモールも乾季に深刻な水不足となってしまう問題を抱えている。自

分たちの手で水源を保全して、乾季にも水が減らないように、次の世代に手渡していけるよ

うに農場内の湧き水の保全活動をしました（東ティモールの農民たちがここ数年取り組ん

できている活動の共有）。 

◎ 砂糖作りと加工品作り 

 砂糖の島として知られるネグロス島での昔ながらの砂糖作りを皆で試してみました。ま

た、豚肉を加工することで負荷価値をつけて販売するための方法についても学びました。 

◎ 卒業生の地域訪問 

すでに KF-RC で研修を終えた卒業生が自分の地域でどのように循環型農業を実践して

いるかを学ぶため、2つの村を訪問した。各々課題を抱えながらも奮闘している卒業生の姿

を見て、東ティモールの農民たちは大きな刺激を受けていました。 

◎ 振り返り 

最終日には、フィリピングループと東ティモールグループに分かれて 7日間を振り返り、

学んだことをまとめて発表しました。東ティモールからは「すべて同じようにはいかないけ

れど、見習ってがんばりたいし、周りの若者も少しずつ巻き込んでいきたい」、「東ティモー

ルでも KF-RC の卒業生のような志をもった若者が増えるように頑張りたい。KF-RC のよ

うな実践的な学びの場を作りたい」という力強い言葉が聞かれました。フィリピンからは

「本当に貴重な交流になった。東ティモールのみんなに自然のものを使う大切さ、水や土を

守っていくことの重要さを教えてもらい、忘れかけていたことに気づかされた。これからが

大切で一緒に保全した水源を大切に守っていきたい」と話していました。 

 

なお、弊団体ウェブサイトにも活動報告を掲載しています。 

http://www.apla.jp/archives/5108 

 

3.現在（または今後）計画している事業 

・これまで進めてきた各地域での活動を継続的して展開し、横のつながりを強化していきま

す。そのための交流を深化させます。具体的には、2017年 4月に、今度はフィリピンの若

手農民が東ティモールを訪問し、交流・学び合いを実施します。また、その交流の成果をそ

れぞれの地域で形にすべく、現地の人びとが主体となった形での中長期計画を作っていき

ます。 

 

・アジア地域で続けてきた活動によって得た視座を大切に、日本の自分たちのライフスタイ

ルや社会・政治の在り方を見つめ直し、変革に向けた議論のできる場づくりをしていきます。

それが、広い意味での教育・提言活動になっていくとつながっていきます。 

 



第 9回かめのり賞 

特定非営利活動法人 APLA 

 

活動（若手農民交流プログラム）の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初日のオリエンテーションでは、互いの国の歴史や    ネグロスでは水牛は農業に欠かせません。 

それぞれの活動について共有しました。         その使い方を学ぶ東ティモールの農民。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aフレームを使って傾斜地に畝を作る方法について    農場内の湧き水を保全する活動。大切なのは 

東ティモールの農民が実践を交えて説明中。       自然の仕組みを理解した上で保全すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卒業生の村を訪問した際の記念撮影。山の上の      最終日の振り返り。7日間で学んだことを 

厳しい環境でも循環型農業に精力的に取り組む      模造紙に書き出してから、発表し合いました。 

若者に感銘を受ける東ティモールの農民。 



第 9 回かめのり賞 

特定非営利活動法人国境なき子どもたち 

活 動 報 告 書 

 

1． かめのり賞表彰回：第 9 回 

2． 団体名：特定非営利活動法人国境なき子どもたち 

3． 活動目的 

国境なき子どもたち（KnK）は、「世界の恵まれない青少年を支援すること」、「日本の一般

市民、とりわけ若い世代の人々に対し教育啓発すること」を使命とし、1997年日本で設立。日

本と世界の子どもたちが「共に成長する」ことを理念に、2016年現在世界 7ヵ国（地域）で教

育支援を行っています。国内青少年向けの「友情のレポーター」事業では、開始以来、日本で暮

らす青少年 60名をアジア各国に派遣し、取材や交流を実施、帰国後は自分の見たことを広く伝

えてもらうなど、国際理解普及に寄与する人材として輩出しています。 

 

活動奨励金の活用方法 

2016年 5月 5日、こどもの日に 2012年から 2015年にかけて各国を取材した「友情のレポーター」

４組が JICA地球ひろばに集まり、取材報告会を行いました。 

 

かめのり賞表彰後の事業活動の内容・功績 

当日の司会は 2003年の先輩レポーターでフォトジャーナリストの安田菜津紀さんです。発表者そ

れぞれがパワーポイントや映像を用いて海外での取材報告を行った後は、クロストークを行いまし

た。日本の子どもたちに何ができるのか、日本人は国際援助の現場で何をすべきなのか、来場者か

らの質問も多く寄せられ、活気あふれる報告会となりました。 

 

友情のレポーター 2012～2015 取材報告会 -共に成長するために- 

【期間】2016年 5月 5日 こどもの日 ＜入場無料＞ 

【場所】JICA地球ひろば セミナールーム 600 

【報告者】 

2012年フィリピン：吉川 拓樹（12歳／三重）、菅野 樹希（15歳／岩手） 

2013年カンボジア：後藤 要（13歳／岐阜）、水谷 涼香（14歳／神奈川） 

2014年ヨルダン／シリア難民：佐々木 千夏（16歳／岩手）【病欠：太田 成美（14 歳／静岡）】 

2015年フィリピン：菅 拓哉（12歳／埼玉）、佐藤 旭（12歳／岩手） 

※年齢は取材当時のもの 

【司会】安田菜津紀（フリージャーナリスト／2003年友情のレポーター） 

【主催】国境なき子どもたち（KnK） 

【後援】独立行政法人国際協力機構 

【助成】第 9回かめのり賞 活動奨励金を活用 

【成果】 

参加者：62名（内当日参加者 6名） 他 KnK関係者 25名  【計 87名】 

 販売上：2,000円（ 内訳：歴代友情のレポーター報告冊子×4冊） 

 会場募金：1,159円        

 アンケート回収：44枚 



【来場者アンケート（抜粋）】 

●すばらしい報告会をありがとうございました。レポーターの皆さんが短い取材機関の中で、多くのことに

気づき学ぶことができたことに驚き感動いたしました。国内外のスタッフの皆さまのサポートが見えるよう

でした。本日参加させていただいた子どもたちも、レポーターの皆さんの報告から何かを得たことと思いま

す。本当にありがとうございました。 

  

●ストリートチルドレンが空腹のあまりシンナーやタバコに手を出してしまうというのが衝撃的だった。 

レポーターの若い人たちが貴重な経験をし、それを報告会などで伝え広めていくのは意義があると思います。

次回もこういった報告会を聞いてみたい。 

 

●マイクをむけるのがこわいということがぼくはとてもこわかった。ぼくはなぜかわからなかった。「でも

とても勇きがあって、レポートができたんだ」と思います。ぼくもフィリピン、カンボジアに行ってレポー

トして、自分にとって大切なことがみつかると思いました。 

 

●私も妻も海外旅行が好きで、色々と周り、やはりストリートチルドレンを沢山見てきました。そして沢山

の人達に助けていただき、今度は私たちが日本に来ている人達を助けてあげようと、ボランティアでホーム

ステイの受け入れをしています。その中で受け入れた人の招待で昨年インドネシアに家族で行くことになり、

インドネシアの生活を見て体験してきました。子どもたちには相当ショックな事も沢山あったようで、日本

での生活が当たり前と思うなと自分でも感じたそうです。レポーターの発表と同じく子どもたちも感じたよ

うです。レポーターの今度をとても楽しみにしています。 

 

●未来をになう若者たちがこんなにも一生懸命他国の事に目を向け、考えているという事に感動しました。

友情のレポーターたちの今後をかげながら応援していきたいです。私自身も知るという事で、KnK を応援し

視野を広くもって生活していきたいと思います。来年も報告会を開いていただきたいです。 

 

今後の展望 

① 「友情のレポーター」事業の再開 

資金の都合上 2016年度は実施できませんでしたが、2017年度は予算を確保し 8月に「友情のレポ

ーター」事業を実施したいと考えています。昨今のテロリズム台頭などで、日本の青少年を派遣で

きる国は限られており、当団体活動における実施可能国はカンボジア、フィリピン、ヨルダンと考え

ています。また、課題である応募申込数を増やすため、SNS等で影響力を持つインフルエンサーを審

査員に迎えることも検討しています。 

 

② 団体設立 20周年記念イベントの実施 

2017年は団体設立 20周年目の節目を迎えます。それに伴い、海外の子どもたちの現状を伝える連

続講座の開催や、記念写真展、年末のチャリティパーティなどの実施を計画しています。 

さまざまな記念イベントを行うことで、新聞等のメジャーメディア露出を増やし、団体認知促進、

新規支援者獲得に注力できればと考えています。 

 

③ 個人支援者拡大 

当団体の事業資金の約 40％は公的機関の助成金でカバーされており、一般個人の方々からのご寄

付は全体の 10％前後にとどまっています。海外の恵まれない子どもたちの教育支援を安定して行う

ためには、個人の方のご賛同とご寄付の割合をさらに増やす必要があり、この割合を 20％まで引き

上げることを当面の目標としています。 



第 9 回かめのり賞 

特定非営利活動法人国境なき子どもたち 

友情のレポーター 2012～2015 取材報告会の様子 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

左から司会の安田菜津紀さん、つづけて 2012 年、

2013年、2014年、2015年の友情のレポーターが並

んでクロストークを行いました。 

 

終了後は、同年代の聴講者からたくさん質問され、

緊張しながらも答えていました。 

 

大型連休中にも関わらずたくさんの方が参加して

くれました。 

 

各組持ち時間 20分というタイトなスケジュールの

中、精一杯報告しました。 

 

発表を終えて満足気な友情のレポーターたち。ありがとうございました！ 



第９回 かめのり賞 

りてらこや新潟 

 

活動報告書 

 

Ａ：かめのり賞表彰回 第９回 

 

Ｂ：団体名 りてらこや新潟 

 

Ｃ：活動目的   

市民のリテラシーの向上を通じて暴力によらない平和な多文化社会を構築するための活動をします。 

具体的には外国から来た子どもの学習支援を通じて、いわゆるダブルリミテッドに陥らないようリテラシー

教育のサポートをしたり、教科書の翻訳やルビ付き教材を作成したり、教科学習のサポートをしたりします。

また必要な情報を必要な人に提供できるよう、相談の受付や、リテラシー教育に関するワークショップなど

も行います。 

 

１． 活動奨励金の活用方法 

 小学校 5年生社会科(上・下)の中国語訳版作成に際しての翻訳者謝金・印刷費用・送料等と、高校

受験を控えた外国から来日した生徒の受験指導の学生ボランティアへの謝金に使わせていただきまし

た。また、受験のための教材購入や、入試手続のサポートにかかる経費などにも充てさせていただき

ました。 

 

２． かめのり賞表彰後の事業活動の内容・功績 

① 小学校５年生の社会科教科書（上 164 ページ、下 68 ページ）のルビ・中国語訳付版を作成し、

中国語が母語の児童４名に配布しました。 

 

② 2015年の夏に来日し、2016年度の高校入試をめざしていた生徒（ネパール人１名、中国人３名

いずれも国で中学校を卒業していたため、日本の中学校に入れずにいました。）を中心に、12

月から 3月の入学試験までの間、受験科目である日本語作文の指導や、英語数学等の指導を行

った結果、全員、第一希望の高校（1名私立高校、3名新潟県立高校）に入学できました。現

在、皆高校で充実した日々を送っています。 

 

③ 冬休み（2015 年 12 月、2016 年 1 月の 7 日間）、春休み（2016 年 3、4 月の 12 日間）、夏

休み期間中（2016 年 7，8 月の 20 日間）、外国から来た児童生徒（②の受験生以外も含

む）を対象にした学習会を開催し、教科学習のサポートを行いました。毎回５名前後の児

童生徒が参加し、学生ボランティア 1、2 名が指導にあたりました。 

 



３． 今後の展望 

 新潟県は、外国人集住地がなく、県内各地に散在する外国につながる児童生徒の支援は、

まだ十分とは言えません。特に佐渡市や中山間地などには、学習支援に人を派遣することが

難しいので、これまで作成した翻訳教材の改訂作業を進めつつ、これらの遠隔地の外国につ

ながる児童生徒の学習支援ができるよう、インターネットを使った教材や学習支援方法の開

発に力を入れていきたいと考えています。その際、県内各市町村の教育委員会や、国際交流

協会などとも連携し、外国につながる児童生徒の支援の輪を広げていきたいと考えていま

す。また、2016 年 9 月に、新潟大学グローバル教育センターの主導で「新潟県外国につな

がる児童生徒等教育支援ネットワーク協議会」が設立されました。りてらこや新潟もこの協

議会のメンバーとして、県内の外国につながる児童生徒等の教育に積極的に関わっていく予

定です。 

国際化が進む中で、外国につながる児童生徒の人数は、増えることはあっても、おそらく

減ることはないと考えられます。また、人口流出県であり、高齢化の進む新潟県にとって、

若年人口の増加と定着は重要な課題です。行政には、外国につながる児童生徒の教育を拡充

し、将来自立した成人として活躍できる人材を育てることの重要性について理解を深めても

らえよう働きかけたいと思います。 

今年度も多くの外国につながる児童生徒が新潟に来ているので、昨年度と同様、冬休みと

春休みに学習会を開催する予定です。この学習会とは別に、今年度は受験生が３名（中国 2

名、フィリピン 2 名）いるので、2017 年 2 月から入試直前対策を行う予定です。 

  



活動の様子   

                        

                       

 

 

 

 

 

                      

 

 

    

←冬休み勉強会の様子 

英語で説明できるボランティア学生と、日本人大学生ボランテ

ィアが外交につながる生徒の勉強を教えています。 

 

          春休み勉強会の様子→ 

右側は、高校合格後も勉強にきた生徒と、春休みの

宿題をする児童。 

左側は 3 か月だけ日本の小学校に転入するタイの児

童と、タイ人留学生ボランティア。 

夏休み勉強会の様子→ 

 
新潟市国際交流協会（ニコパルクラブ）で

場所を借りて、公立高校受験する生徒の模

擬試験を実施。2016 年 12 月 

 

 

↓教育出版 小学校 5 年生社会科教科書ルビ・中国語付き版の

ページ見本（P110 より） 

（本文は教育出版の許可をもらってコピーし、ルビと中国語訳を付

けています。著作権の関係で図表は入れられません。） 

 


