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ピースフル・ビーンズ 

2019 年度事業報告書 
困難を堪えて進んだ 2019 年度 

 
2019 年度は、様々な困難を堪えて進んだ年となりました。秋には⽴ち退き問題が再燃し、とりあえず危

機を先送りできたとホッとしたのも束の間、年明けには新型コロナ危機の⼤きな影響を受けました。３
⽉半ばには、タイ政府からの突然の指⽰でパラヒータ移⺠学校は期限なしの休校となり、ピースフルビ
ーンズが例年３⽉末に実施している現地訪問もタイ側の渡航制限のため中⽌となりました。また⽇本で
も医療崩壊が懸念され始め、休業要請や公共施設休館など⾏動⾃粛が呼びかけられ、会では活動報告会
などの国内活動を中⽌しました。そして現在は、現地との交信だけは継続して毎⽇⾏い、状況の把握に努
めています。 
 
 難⺠や移住労働者は、紛争や貧困を逃れて移動してきたという状況で⽣じた、もともとから存在する
問題というものを平常時から抱えています。私たちが現在取り組んでいる「⼦供たちの教育機会の⽋如」
というのもそうした問題の⼀つですし、他にも、清潔な⽔や医療へのアクセスの問題など、居住権や⽣存
権に関わるたくさんの問題があります。 
 
 ピースフルビーンズの⽀援するパラヒータ移⺠学校も例外ではな
く、今年は特に学校所在地の借地権に関する法的問題が再燃しまし
た。タイの⼟地に関する法律は国有地の取り扱いなどを含めて⼤変複
雑で、加えて、関係者の利権や感情が複雑に絡み合うため、どのよう
な解決策を選んでもその問題を根本から解決することが困難です。そ
のため、移住労働者と共にある私たちは、法的に脆弱な⽴場である不
利益を⽢受しつつ、決定的なダメージだけはなんとか回避するという
柔軟策を取らなければなりません。秋ごろ再燃した⼟地問題は、なん
とか事を構えない⽅法でとりあえず今年は凌げたという知らせが年
明けに現地から届き、私たちも同様にとりあえずほっとしました。 
 

ところが、束の間の安堵は、まもなく全世界を覆った新型コロナ
危機で吹き⾶びました。タイ教育省は 3⽉ 17⽇に緊急通達を出し、
翌 18⽇からミャンマー児童移⺠学校も含めたタイの全ての教育機関
の突然の休校を命じました。パラヒータは学年末試験の途中でした
がそのまま休校となりました。そして、その後、通常 5⽉の新学期
の開校を、7⽉ 1 ⽇まで遅らせるとの発表がありましたが、よく調べてみると「開校」と「登校許可」

毎⽇新聞 ２０２０年３⽉ 30 ⽇ 
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とは別ものであるということがわかりました。つまり、開校した全ての学校に、⽣徒の登校を認めるわ
けではないということです。タイ政府は感染防⽌対策の状況別に登校にあたっての条件と遵守事項のガ
イドラインを発表しました。⾚・⻩・緑の三⾊に⾊分けして登校の条件が⽰してあるのですが、現在の
ところパラヒータをはじめとする移⺠学校は⾚⾊区分に指定されており、10 ⽉までは通常通りの登校は
許されていません。また、タイのターク県からミャンマーに渡る国境は、正規の⼆本の橋の他、渡し⾈
の船着場も閉鎖されたまま、⼈の往来は禁⽌されています。そのため、パラヒータの 8 ⼈の教師のうち
の 3 ⼈は、数⽇の予定でミャンマー側に渡っていた間に国境閉鎖が起きてしまい、今もまだ学校に戻っ
てこられる⽬処は⽴っていません。 
 
また、⼀⽅、⽇本国内においても緊急事態宣⾔が発令され、外出⾃粛要請や休校措置が取られ、経済

や⽂化活動が停⽌しました。もちろんピースフルビーンズの集会も今は休⽌中です。このように、客観
状況からみると、ピースフルビーンズの活動の今後は五⾥霧中のようです。 
 
しかしながら、実は、個⼈的には「こんな状況でも、活動を始めた当初よりは、道は明るくて安全で
随分マシ！」というのが本⾳です。あの頃は五⾥霧中どころか⼗⾥百⾥霧中でした。現在は国家顧問の
地位にあるアウン・サン・スー・チーさんも、当時はまだ⾃宅軟禁状態で、⺠主化への道のりは果てし
なく遠く思われました。混乱の中、政治難⺠も経済難⺠もこぞってタイ側に移り住みました。私たちの
教育⽀援活動においても不安定な事件がたくさんありました。不審⽕で何百⼈もの移住労働者が焼け出
されて⼩屋のような寝場所さえも失ってしまったり、対岸の内紛の流れ弾がこの地⽅の移⺠学校のうち
の⼀校の屋根を打ち抜き⽣徒が避難したり、⼈⾝売買の少⼥が保護されたりしました。パラヒータ移⺠
学校も、出稼ぎ労働者を雇⽤するタイ⼈農場主との間の緊張関係など、様々な困難がありました。せっ
かく⽯を積んでも⻤がやってきて崩して⾏ってしまうような理不尽さを感じましたが、堪えながら時期
を待つことが最善策でした。 

 
それに⽐べれば、コロナ禍のように全世界の⼈が等しく遭遇している苦難なら理不尽さが無い分、気
持ち的には前向きに受け⽌められます。 

 
今は、連絡を取り合いながら、可能性を信じて先⽣たちの⾃主性を⾒守っています。我が⼦の真の成
⻑を願う親が、⾃分の都合は後回しにして、⼦どもとじっくり対峙しながらその⾃発を待つことができ
るように、⽀援する者とされる者もそうあるべきでしょう。即効性と量の確保が要の緊急⽀援はさてお
き、ピースフルビーンズのような中⻑期的教育⽀援には忍耐から⽣まれる希望を対象と⼀緒に経験する
ことが必要です。「⽋乏」の問題に対してどのような解決策を⾒出すべきかを問われているのは、彼ら
だけではなく、私たち⾃⾝も同じであるということを常に忘れずにいたいと思います。 

 
今年は、例年実施してきた活動報告会が中⽌になりましたので、それを補う意味で、この報告書には
これまでより少し詳しい情報を⼊れ込みました。⼦どもたちを想い、私たちと共に彼らを⽀援したいと
願う⽅々の⼀助となれば幸いです。 
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海外活動概要 
 

 

今年度も、タイ・ミャンマー国境地帯において、不安定で脆弱な基盤に暮らすミャンマーからタイへの移住

農業労働者の子どもたちへの教育支援活動を行ないました。 

 

成果として、移住労働者の子ども達約 150 名に基礎教育の場と子ども時代を保障するための安全な居場

所を今年も継続して提供することができたことは、まず一番の喜びでした。また、様々な学校運営技術支援

プロジェクトを通して、学校事務を整備し、教師の負担を軽減しながら、子どもたちへの教育がきちんと確保

されるような仕組みを作り、それを徹底させるよう努めました。また、生徒の健康増進、保護者の教育への理

解促進、子供の就学率向上と卒業生の中等教育進学を実現できました。 

 

具体的には、下記の事業を行なうため、現地と毎日欠かさず、直接通信を行ないました。また、2019 年 6

月 26 日〜７月 5 日、8 月 29 日〜9 月 11 日に計 2 回の現地訪問を行ない、プロジェクトの実施や進捗確

認、関係機関との調整を行ないました。例年は学年末の 3 月にも生徒への家庭訪問と修了証授与のために

現地訪問をしてきましたが、今年度は新型コロナ感染症の影響で入国が不可能となったため断念しました。 

 

新規・継続を含め、今年度実施した支援プロジェクト内容は以下の通りです。 

 

 

① ＜教師と通学手段の確保〜給与支援＞  
＊【新規】 数学教師の新規採用、幼稚園児クラス臨時教員の採用 

＊【継続】 教師(八名)とスクールバス運転手への給与の支給 

＊【継続】 教員への福利厚生面でのサポート （通信教育による大学         

修了資格取得の支援 

 

 

 

 

 

 

 

② ＜就学率向上〜通学費支援＞  
＊【継続】 2 年生〜4年生全員の生徒通学費支給 

ドロップアウト防止のための家庭訪問と転校先の確保  

 

 

③ ＜学校運営管理＞  
＊【継続】 年間計画作成、教師及び生徒に関する毎日の

出欠管理、学校行事やクラス運営に関する提言 

 

④ ＜学校運営ツールの支援＞  
＊【継続】 生徒証、スクールダイアリー、成績表、通学費ク

ーポン、学校集金袋 （修了証は新型コロナ感染症の影響

により、印刷済み未配布のまま） 
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⑤ ＜保健衛生・環境整備＞  
＊【新規】 備品室兼職員室の設置  

＊【継続】 タイ保健所との連携による予防接種記録管理と保護者

への配布 

 

 

 

 

 

⑥ ＜卒業生の中等教育進学支援と 

タイ公立学校への転入支援＞  
＊【継続】 ミャンマー式カリキュラムによる移民学校での中等教育奨学金支援継続  

タイ公立学校への転入支援  

 

 

⑦ ＜保護者への理解啓発活動＞  
＊【継続】授業参観及び保護者会の開催  

 

⑧ ＜他機関との連携強化＞  
＊【継続】 タイ教育庁、タイ保健所、教育関係 NGO と打ち合わせ 

 

 

⑨ ＜日本の支援者と繋がる＞  
＊【継続】 創作機会の贈り物プロジェクト： 

「布と針で遊ぼう 2019」ワークショップ実施と手作り裁縫セットの贈り物。 
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海外活動の⼀幕より 

⾮就学児(Out-of-School Children)になるのを防ぐ試み 

 
＜経験から学んだ “防ぐこと” の⼤切さ> 
 
 何年か前にご紹介した 3 ⼈のゴミ拾いの⼦どもたちのこ
とを覚えていらっしゃるでしょうか？幹線道路でゴミ拾い
をしていた 10 才と 7 才くらいの⼥児、5 才くらいの男児
の 3 ⼈のきょうだいです。国境の幹線道路を⾞で⾛ってい
たら偶然⾒かけたので、彼らのごみ拾いに付いて歩き、ど
れくらいの範囲を歩くのか、誰にいくらで買ってもらうか
を知ることができました。私も歩き疲れたので、元の場所まで戻って⾞に乗らないかと誘ったところ、
案の定、なんの疑いもなく⼀緒に来ると⾔います。誘拐成⽴。 
 

こうやって、多くの⼦どもが危険に曝されているのだと考えながら、路地の屋台で⼦ども達とラーメ
ンを⾷べました。彼らはこれまで⼀度も学校に⾏ったことがなく、⼀⽇中ゴミ拾いをして歩いているの
だそうです。彼らの家の近くまで⾏くと、どこかの移⺠学校のスクールバスを⾒かけました。そして、
その学校に 3 ⼈を連れて⾏き、この⼦たちを⼊学させてもらえないかと校⻑に尋ねました。校⻑は、⼊
学させてあげたいが毎⽉⼀⼈ 100 バーツ（400 円弱）の通学費がかかるので、保護者が承諾しないので
はないかとおっしゃいました。それで、通学費は全員分ピースフルビーンズが⽀援するので、保護者を
説得に⾏ってみてもらえませんかとお願いして私たちは帰
国しました。 

その後、その移⺠学校から届いた返事は、「⼆度ほど親を
説得してみましたが、⼊学は許可しないと断られました。
諦めてください。」というものでした。その三⼈の下にもま
だ⼆⼈⼦供がいるので妻は働けず、夫の稼ぎだけでは家族
7 ⼈⾷べていけないので、わずかではあっても⼦どもたち
の稼ぎが家計の⽀えだそうです。つまり教育が無料になる
だけでは家族は⾷べていけないということです。 

 
この家族が暮らしている場所は、ピースフルビーンズの活動圏外に位置し、⼈脈もまだないため、こ

れ以上の介⼊をするのは困難だと判断し、⽀援は断念しました。このケースのように、全体への共通⽀
援だけでは拾いきれず、個別の特別な⽀援が必要な場合には、私たちの信頼できる⼈脈がその近くに存
在することが必須条件になってくるからです。継続的な⽀援のための⼈的ネットワークがまだ構築でき
ていないところに資⾦や物資を投⼊しても、⽬的を達成できないどころか、悪影響を⽣じさせることも
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あります。こうして、私たちはOut-of-School Children（⾮就学児）をまさに⽬の前にしながら、結局
は何もできなかったという無念を⼼に刻みました。ピースフルビーンズは、苦い想いを伴ってこの⽀援

の限界に関する学びを得たわけですが、実はこうした限界は国連の教育⽀援⽬標の変遷を追ってみても

わかります。（詳細は後述） 

 

この出来事を通してピースフルビーンズは、既に⾮就学児になっている者を引き上げるのは⾄難の業
であることを体験した訳ですが、それゆえに、⼀旦就学した者を易々とドロップアウトさせてはいけな

いということも同時に肝に銘じました。 

 

 

＜ドロップアウトを防ぐツールとしての出⽋表＞ 
 

⽣徒の出⽋のチェックは、⽇本では当たり前の事として毎⽇⾏われていることですが、パラヒータ移

⺠学校では⾏われてきませんでした。実は、出⽋表⾃体は、私たちが 2010 年に訪問した際に、既に他
の国際機関から配布された冊⼦型のものが存在していたのですが、⽇々の業務には全く使⽤されていま

せんでした。私たちは数年間様⼦を⾒ていましたが、⼀向に使われる気配はありません。そこでとうと

う 2015 年の新学期に、ピースフルビーンズが簡素化して作った新たな出⽋表を⼿渡し、毎⽇記録して

みてくれないかと提案しました。 

 

最初はやはり先⽣たちの仕事を無駄に増やした感が否めませんでした。というのは、当時はまだネッ
ト環境が整っておらず、出⽋をみながらすぐに⽇本から質問や指⽰を出すということができなかったた

め、出⽋表は単なる記録として保存するしか利⽤法がなかったためです。そのため、せっかく⼊学した

⽣徒が知らぬ間に学校に来なくなっており、先⽣もその理由や⾏⽅を知らないということが多々ありま

した。もともと就学は義務ではなく、周りは⾮就学児童だらけという環境においては、途中でドロップ
アウトしても特に気に留める⼈もいないのでした。 

 

しかし、ネットの普及に伴い、近年は出⽋をとる本来の⽬的を果たすための即時連絡ができるように

なってきました。先⽣には、１週間連続して⽋席している⽣徒がいたら保護者に⽋席理由を尋ねるこ

と、２週間連続で⽋席の⽣徒がいたら家庭訪問することをお願いしました。しばらくすると、先⽣たち

の態度に変化が現れてきました。それは、出⽋表を通して⽣徒を⾒守るという実践の、具体的な成功体

験を得たからだと思います。⽣徒の休みが続いたら声をかける、すると⽣徒が戻ってくる、という明快
な体験が、⾯倒な出⽋チェック作業の有⽤性を納得させてくれたのでしょう。 

 

議論だけでは抽象的ですので、具体的に、今年度の成功事例をご紹介しましょう。 

 

＜成功事例１ 〜 チッちゃんの場合＞ 
 
 4 年⽣の⼥児チッちゃんはクラスで最も年上の 14歳です。⼊学は遅かったものの熱⼼に勉強を続けて
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きましたが、なぜか 4 年⽣の８⽉に⼊ると学校を休みがちになっていました。ちょうどピースフルビー

ンズの現地訪問の時期と重なったので、先⽣たちが家庭訪問をするのに同⾏しました。本⼈から事情を

聞いたところ、初潮を迎え、体調が安定せず不安な気持ちでいたことがわかりました。また、お⺟さん

は、既に⽉経を迎えた娘をずっと⼀⼈で家に置いておくのは⼼配なので、いっそ畑で働かせる⽅がいい

かと悩んでいるようでした。 

 

4 年⽣は初等教育最終学年ですから、あと少しで修了資格を取得できるのに、ここでドロップアウト
させることはなんとしても避けねばなりません。そこで、学校からチッちゃんを産婦⼈科に受診させた

いと保護者に提案しました。内科や外科の受診ならともかく、少⼥が婦⼈科を受診することなど、この

辺りの⽂化では考えられないことですので、保護者は反対するかと懸念したのですが、すんなり⺟⼦共

に同意してくれました。それで、数⼗キロ離れた町の産婦⼈科に連れて⾏き、原因を調べてもらい薬を

もらいました。 

 

治療にはその後もしばらく時間を要したのですが、チッちゃんは受診のすぐ翌⽇から登校するように

なりました。体調もさることながら、学校の先⽣が⾃分のことを⼼配し、味⽅になってくれているとい

うことを実感し、安⼼したのでしょう。また、このこときっかけに、先⽣の間では学校のトイレの問
題、⼥児の⽣理ナプキンの処理をどうするかということも話し合いました。⼀つの課題解決が、他の課

題への取り組みに広がる良い実践例となりました。ちなみに、今年度の 4 年⽣は 14名全員が無事、最
終試験に合格し、初等教育修了資格を取得しました。チッちゃんが 8⽉にドロップアウトしなくて本当
に良かったです。 

 

 

＜成功事例２ 〜 ケイちゃん＞ 
 

もう⼀つの例をご紹介しましょう。2年⽣のケイちゃんは、12⽉ 11 ⽇から⽋席が始まりました。先
⽣が保護者に理由を尋ねたところ、体調不良とのことでした。年明けには登校するということでした

が、先⽣から送られてくる出⽋表はずっと⽋席のままです。その後 1 ⽉末に先⽣が家庭訪問をした時に

は、家には誰もいなかったという返事でした。それでピースフルビーンズは「⻑期⽋席者を⻑く放って

おいたのは良くなかったです。どこに引っ越しをしたか、どこに転校したかを調べてください」と先⽣
にメッセージを書きました。 

 

皆さんに具体的に様⼦が分かるようにその時のやりとりをかいつまんでご紹介します。 

 

PB:「ケイちゃんが今いる場所は分かりましたか？」 

 

先⽣：「近所の住⼈によると、A地区辺りに引っ越したそうですがどこかはわかりません。転校のため

の書類はこちらで⽤意してありますが、取りに来るようにと保護者に連絡をできてないです。以前の電

話番号は使われていません。」 
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PB:「⽋席開始から２ヶ⽉も経ってしまったからでしょう。地域の他の移⺠学校に連絡をして、最近誰
か転⼊してこなかったか尋ねて、書類を渡せないか試みてください。また、以前働いていた農場主に連
絡してその⼈は A地区辺りにも畑を所有していないか、聞けますか。季節の変わり⽬でそちらの畑に⾶
ばされた可能性もありますから。」 
 
先⽣：「はい。でも私たちが農場主と話すことはできません。」 
 
PB:「そうでした。ごめんなさい。誰かその辺りの⼈に聞いてみてもらえませんか」 
 
（―その翌⽇―）先⽣：「⽇雇い仲間の⼈からその農場主が所有する他の耕作地の場所を聞けました。
今からそこに⾏きます。こちらでの予防接種記録や成績表なども持っていきます。」 
 
PB:「お願いします。ケイちゃんのところには先⽣３⼈で⾏き、あとの 5 ⼈でパラヒータの全クラスの
授業をみてください。」 
 
（―数時間後―）先⽣：「ケイちゃんの家を探し当て
て、今、お⺟さんと会えました。ケイちゃんはまだ
どこの学校にも通っていないそうです。お⺟さん
は、この辺には学校はないと⾔っています。」 
 
PB:「その地域に確か移⺠学校が⼀つあったはずで
す。お⺟さんとケイちゃんを今からそこへ連れて⾏
ってください。そして、パラヒータから準備した書類をそこの校⻑先⽣に渡してください。」 
 
先⽣：「はい、移⺠学校の連絡先はわかりませんが、この辺りに学校があると聞いたことはあります。
この辺りに住んでいる⼈に尋ねて探しながら⾏きます。」 
 
（−１時間後−）先⽣：「移⺠学校にたどり着けまし
た！ここの校⻑先⽣と話したら、ケイちゃんの受け
⼊れは問題ないそうです。」 
 
PB:「今年度は残り約１ヶ⽉ですが、⼊学⾦は必要で
すか？お⺟さんは、今、お⾦を持ってきています
か」 
 
先⽣：「こちらの校⻑先⽣は今年度分の⼊学⾦は払わなくて良いと⾔ってくれています。でも、こちら
の学校はパラヒータのような無料バスクーポンはないので、毎⽉の通学費がかかります。」 
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PB:「お⺟さんは何と⾔っていますか？払えそうですか？」 
 
先⽣：「⼤丈夫と⾔っています。では私たちはこれで学校に戻ります」 
 
PB:「はい、ありがとうございました。今後何かあったときのためにそちらの校⻑先⽣の電話番号をも
らっておいてください。」 
 
 こうして、ケイちゃんは先⽣たちの情熱と⾏動⼒によって、新しい⼟地でも勉強を続けることができ
るようになりました。統計上の数字では⾮就学児童の数字を「１」増やさなかっただけのことですが、
その⼀⼈の⼦供にとっては⼀⽣の問題です。2年⽣でドロップアウトし、読み書きを習得できないまま
⼤⼈になってしまうかどうかの⼀⼤事なのです。この出来事をきっかけに、先⽣が出⽋表というツール
をよりうまく活⽤してくれるようになることを期待しています。 
 
 
＜世界の流れの中で 〜 持続可能な開発⽬標(SDGs)ゴール４までの動き＞ 
 

さて、ここからは前述のようなピースフルビーンズの個々のエピソードを、教育をめぐる世界的な流
れの中で位置付けながら、ご説明したいと思います。活動報告ではありませんが、ピースフルビーンズ
の活動の意味をご理解いただく⼀助になると思います。 
 
世界的に普遍的基礎教育の必要性が認識されたのは、80 年代後半でした。1985 年のパリでのユネス
コ学習権宣⾔をきっかけに、1990 年、タイのジョムティエンで「万⼈のための教育世界会議（World 
Conference of Education for All）」が開催されました。当時のタイは、経済的には裕福とは⾔えないも
のの、社会には活気がみなぎり、⼈々は発展への希望に満ちてエネルギッシュだったことをよく覚えて
います。そして、同年、「⼦ども権利条約」が国際法として発効します。ちなみに、タイが「⼦ども権
利条約」を批准したのは 1992年、⽇本は 1994 年でした。 

 
その後、ユニセフ、ユネスコ、世銀、国連開発計画ら主な４機関が「万⼈のための教育(Education 
for All)」に取り組むわけですが、具体的な⾏動計画が世界的に始まったのは 2000 年セネガルでの「世
界教育フォーラム」におけるダカール⾏動計画の後だったと⾔われています。ある機関は⼈権的視点
を中⼼に、また別の機関は経済開発的視点を中⼼に、⼥⼦教育、⽣涯教育、所得向上のための普遍的
教育など重点の置き⽅に違いがあるものの、「すべての⼈に教育を（Education for All）」のキャッチフ
レーズのもと⾏動する⼈々が光り輝いて⾒えました。 
 
こうして 2000 年以降、具体的な⾏動計画に基づいて、基礎教育への万⼈のアクセスを可能にする取

り組みが実施されました。それは例えば、貧困ゆえに就学できない児童がいるのなら、学校教育を無
償化することで、通学を可能にしようとする「教育無償化のための新⾏動提案（School Fees Abolition 
Initiative）」に発展しました。こうした新⾏動提案に基づく実践の積み重ねの中で国際⽀援機関は⼀つ
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の結論にたどり着きます。それは、先進国と途上国の間には「100 年のギャップ」があり、ある種の
カテゴリーに属する⼦どもたちは、教育の無償化のみによって救うことはできず、細かな分析に基づ
くオーダーメイドの特別な⽀援投⼊を必要とするという結論でした。ユニセフによると、あるカテゴ
リーとは、「特に貧困な世帯、少数⺠族、孤児、強制児童労働、紛争・戦争・災害地域」に属する⼦ど
もたちを指しています。そして、この気づきが、2000 年の「ミレニアム開発⽬標（MDGs）に続く、
2015 年の「持続可能な開発⽬標（SDGs）」へと繋がって⾏き、「⾮就学児問題のための新⾏動提案
（Out-of-School Children Initiative）」の取り組みへと発展しました。 

 
2015 年の「持続可能な開発⽬標（Sustainable Development Goals）」の中で、教育ゴールはその 17
項⽬のうちの第４項⽬に掲げられているので、「SDG4」と呼ばれています。SDG4 は、「すべての⼈
に包括的かつ公正で質の⾼い教育を確保し、⽣涯学習の機会を促進する」という⽬標を掲げ、世界の
国々はこれを 2030 年までに達成すると合意しました。ちなみに、同 2015 年、ユネスコの発表による
と、5800万⼈の学齢児童が学校に⾏けておらず、７億 8100万⼈の成⼈が基本的識字能⼒を得られて
いないとの現状でした。 

 
ここで冒頭にご紹介したピースフルビーンズの⽀援の限界のエピソードに戻って考えてみましょ

う。私たちは、⼦どもの就学率を上げ、ドロップアウトを防⽌するにはどうしたら良いだろうかとい
う切実な問いから、「通学費無料クーポン」と「出⽋表」というツールを産み出して、問題解決に取り
組みました。ピースフルビーンズは毎年約 150名以上の⼦どもたちを就学させ、11 年間で延べ 2,000
⼈近くの⼦どもたちに読み書きを習得する機会を提供してきました。ユネスコの発表した 5800万⼈分
の 0.0034%です。しかし、差し伸べた⽀援からもこぼれ落ちる⼦どもたちがどうしても⽣まれてしま
うという限界を体験しました。これはまさに国連機関が経験してきたことと重なります。そして国連
は、2000 年の「ミレニアム開発⽬標（MDGs）」を 2015 年の「持続可能な開発⽬標（SDGs）」に継
承・発展させ、「質の⾼い教育をすべての⼈に」という⽬標を SDGsの 17 ゴールのうちの第４項⽬
「SDG4」としてしっかり掲げたのでした。 

 
世界の国々は、SDGsゴール達成⽬標を 2030 年にすると合意しました。残すところあと 10 年とな

る 2020 年は新型コロナ危機で幕開けしました。感染症の拡⼤と経済危機は、もともと、持たざる者、
⼩さき者であった⼈々を、より貧困に、より脆弱な⽴場にしました。ピースフルビーンズも今後どの
ように⽀援をすべきか、様々に思料する次第です。 
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海外活動の⼀幕から 

卒業⽣の中等教育への進学継続⽀援と教育改⾰の動向 
 

 

パラヒータ移⺠学習センターを修了した２名の卒業⽣がミャンマー式カリキュラムによる中等教育を

継続できるよう、2019 年度も奨学⾦プロジェクトを通して⽀援しました。 

 

⼀⼈は 8 年⽣の⼥児、もう⼀⼈は 7 年⽣の男児です。どちらもパラヒータからは遠く離れた場所にあ

る学校に通い、それぞれミャンマー⼈の⽀援団体が運営する寮に⽣活させてもらいながら、中等部のあ

る移⺠学校に通っています。 

 

卒業⽣のミャンマー式カリキュラムによる中等教育への進学⽀援について振り返りますと、最初に開

始したのは、2017 年でした。ピースフルビーンズは、まず初等教育就学率を上げることを⽬標としてい

ましたので、その先の段階である中等教育進学⽀援は新しいチャレンジでした。しかし、初等教育を修了

しただけでは将来の明るい展望は描けないという閉塞感に⾵⽳を開けるため、中等教育に進学する先駆

的モデルを提⽰したいと考えました。その具体策が、卒業⽣の中等教育への進学⽀援でした。 

 

ピースフルビーンズは現地訪問の際に地元 NGO や中等教育を提供している移⺠学校を周り、学校や

寮への⼦どもの受け⼊れをお願いできないか打診しました。そしてついに 2017 年には⼥児を、2018 年

には男児を、それぞれ別の学校と寮へ受け⼊れてもらえることができました。2019 年度は、このプロジ

ェクトが始まって 3 年⽬でしたが、新たな進学希望者は募らず、昨年までの⼆⼈の⽣徒を継続⽀援する

ことに専念しました。 

 

なぜミャンマー式カリキュラムによる中等教

育進学希望者を新たに募らなかったかについて

の理由については、以下、少々冗⻑になりますが

ご説明いたします。現地の教育現場の動向を総体

的に理解する⼀助になれば幸いです。 

 

教育⽀援プロジェクトを実施していく上で、私

たちはタイ・ミャンマー両国の正規教育の動向を

観察し、それが国境の移⺠学校に及ぼす影響について、ある程度の予測を⽴てなければなりません。今
回、ミャンマー式カリキュラムによる中等教育進学希望者を新たに募らなかったかについての理由につ

いては、⼤きく分けて⼆つあります。 

 

⼀つには、タイ・ミャンマー両国の社会状況の変化に伴い、国境の移⺠学校におけるミャンマー式カリ
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キュラムによる教育は初等教育レベルに重点が絞られていくだろうと考えたからです。中・⾼等教育を
提供できるミャンマー式カリキュラムの移⺠学校は減少していき、中等教育以上はタイ式カリキュラム
によるタイ公⽴学校への転⼊が主流になっていくだろうと予想しています。そのため、ミャンマー式カ
リキュラムの移⺠学校の中で、これ以上、パラヒータからの新規⽣徒の受け⼊れをしてくれるところを
私たちが探すのは⼤変困難であろうと考えたわけです。また、実際いくつかお願いにあたってみた感触
でも、かなり難しいと感じました。ピースフルビーンズの資⾦の現状では、奨学⾦のみの⽀援が精⼀杯
で、寮費や学費までを捻出することは難しいので、今、無償で⼆⼈を預かってくれているような受け⼊れ
先を新たに開拓してお願いするのはほとんど無理だろうと考えました。 
 

もう⼀つは、ミャンマー国内での教育制度改⾰が着実に進んできており、世界的な標準の六・三・三制
に合わせるために初等教育年数が現⾏の４年⽣から６年⽣までに延⻑されることが挙げられます。その
ため、親はこれまでよりももっと⻑い期間、⼦供を学校に通わせなくてはなりませんから、家計への負担
が⻑引きます。私たちの活動現場では、現⾏の４年⽣まででさえ親を説得して⼦供を卒業まで学校に来
させるのに苦労しているのが、６年⽣まで延⻑された場合には、（少なくとも過渡期においては）今まで
よりももっと難しくなるだろうと予想しました。 
 

もし、この初等教育年数の延⻑に伴って、中途退学者が増えた場合には、私たちは彼らを学校に引きと
どめるためにプロジェクトを再考しなければなりません。つまり、中等教育への進学⽀援をする利点に
着⽬して始めたことではあるものの、その間に状況が変化して基礎部分つまり初等教育の徹底に再び注
⼒しなければならない状態になったわけです。それで、今年度は、ミャンマー式カリキュラムによる中等
教育進学希望者を新たに募らず、継続⽀援のみに留めました。 
 

しかし、教育改⾰が進んでいること⾃体は素晴らしいことで、カリキュラム改
定されて順番に出版されてくる新しい教科書を⾒ながら、私は「どうかこの⼦た
ちが以前よりもゆっくり学び、⼦ども時代を少しでも⻑く享受できますように」
と祈っています。ちなみにカリキュラム改定に関しては、⽇本の技術援助が⼤き
な貢献を果たしており、2014年５⽉から開始された JICAの⽀援プロジェクトは、
現在、最終段階を迎えています。またカリキュラム改定と共に、教員の指導法の
改⾰もなされており、教員研修も⽀援プロジェクトに組み込まれていて、パラヒ
ータの先⽣も参加させてもらいました。 
 

 
⽀援活動の実践においては、ある条件下で、変わるものと変わらないものは何かを考え、より効果があ

るだろうと思われる⽅策を⽴ててきてはいるのですが、このように社会の変化速度が速く、枠組みその
ものが変わってしまうと、当然、問題への対処法も考え直さなくてはなりません。今後も、社会や教育現
場の動向をよりきちんとフォローし、⽀援のための⽅策も修正や微調整を続けていかなくてはならない
でしょう。そのためには、情報を追いつつ研究を続けねばなりません。私たちのチャレンジは続きます。 
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海外活動の⼀幕から 

「備品室兼職員室」の設置 
 
 

事の始まりは、この地区の⼟地問題でした。この問題は、私たちが活動を始めた当初から存在し、何
度も浮上しては、その度に住⺠の⼀部が⽴ち退きに遭ってきました。⼆年前も多くの⽣徒の家が取り壊
されました。今年度は、いよいよパラヒータ移⺠学習センターの校舎の⼀部と⽔場、トイレが取り壊し
になるという動きが本格化しました。 

 
残念ながら、今、直⾯している⼟地問題を法的に根本から解決する⽅法はありません。⼦どもたちの

ことを第⼀に考えると、次善の策は、あまり事を構えぬようにしながら⼦供たちの学習権を保障し続け
る道を探すこと、いざとなった時に先⽣たちが困り果ててしまわないようにできる範囲で準備をしてお
くことだと考えました。 
 

それで、現地を訪問した際に「とりあえず準備したいことは何か」を先⽣らと⼀緒に検討しました。
そして、ちょうど地元の NGO から来年度分の⽂房具を⼤量に寄贈されたばかりだったこともあり、そ
れらの備品を現在保管してある場所から、取り壊しの危険のない安全な場所に移動することを思いつき
ました。ところが、安全な場所と⾔っても、唯⼀移動先として考えられるのは、教室校舎だけです。そ
の校舎は屋根と胸までの⾼さのブロックだけの開放構造で、暑さ対策には最適なのですが、防犯対策に
は⼤きな不安があります。そこで、⾬⾵が吹き込まないように屋根の下側に庇を加え、防犯対策のため
の⾦網をブロックの上部に張り、パネル板で仕切りを⽴てて個室を作り、⼊り⼝には扉をつけた「備品
室兼職員室」を、取り壊しの⼼配のない校舎の⼀⾓に新設することにしました。 
 

先⽣たちと⼀緒に資材を買いに⾏き、建築作業は保護者や近隣住⼈による⼿作業リフォームをお願い
しました。設置するロッカーやドアは、町の寺院の⼀⾓で運営する「貧者のための市場」で中古品を買
い求めました。そして他団体からいただいた⼤きな机を真ん中に置いて職員室としても機能できるよう
にしました。この備品室は、先⽣たちの休憩室として、また、地元の NGO との会議室としていろいろ
な形で使⽤できます。 
 
ピースフルビーンズの⽀援は、⾒かけを気にせず、練られたアイデアと倹約技術を詰め込みます。買

える値段の物を必死に探し求めていたら、今回は「貧者のための市場」との出会いがありました。この
ように「備品室兼職員室」が、新品豪華ではなく、必要充分な範囲で完成できた事こそをとても誇りに
思っています。 
 

⼟地問題については、年明け後に、切迫した危機は「当⾯は」回避できる⽅法が⾒つかったとの報告
を受け安堵したところです。また⽴退対策として設置した「備品室兼職員室」のおかげで、教材や⽂具
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が整理でき使いやすくなった上に、これまで⽣徒たちのいる教室の隅で⾏なっていた会議も別室で⾏な
うことができるようになり、禍い転じて福と為すを得られたと喜んでいます。 
 

教室校舎から離れた場所に保管してある地元 NGO からの寄贈⽂房具をまず運び出しました。 

 

「貧者の市場」で中古ロッカーや中古扉を購⼊。学校までスクールバスに積んで運びました。 

オープンスペースに、仕切りパネル、⾦網、扉などを設置し、独⽴した個室にリフォームできました。 

NGO の訪問を迎え⼊れる会議室としても重宝しています。4 年前に購⼊した鍵付きロッカーもこちらへ移動しまし

た。 
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海外活動の⼀幕から 

「創作機会の贈り物プロジェクト〜布と針で遊ぼう 2019 制作⾵景」 
 

今年も⽇本の皆さんからの「創作機会の贈り物」を届けました。この贈り物は、いつも物品（裁縫箱
や材料キット）とワークショップのペアの形になっています。今年度の作品は、シュシュ、⾃画像、メ
ッセージカード。出来上がったシュシュとカードは⼦供たちが家族にプレゼントしました。取り組んだ
のは 2 年⽣から 5 年⽣。普段は元気⼀杯の⼦どもたちですが、この時間はふざける⼦は⼀⼈もいませ
ん。ちょうど泥団⼦を完璧に作ろうと遊んでいる時に誰もが真剣になるように、遊びと学びが⼀体化し
た時間だったのでしょう。         （詳細は「国内活動」のページも合わせてご参照ください。） 
 

まずは裁縫箱の中⾝を点検する先⽣たち 友達同⼠で教え合いながらシュシュ制作 

なぜか左利きの割合が多いです 初等教育最終年（4 年⽣）の良い思い出 ~ ⾃画像 

布アップリケのメッセージカードを家族に出しました 段ボールを切って布を貼った額縁に⼊れて家に飾ります 
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国内活動概要 

	
2019 年度の国内活動は、ピースフルビーンズの現地での教育⽀援活動を⽀えるための活動及び、そ

れに参加してくださる⽅へ現地の様⼦をお伝えし、国内での⽀援作業の意義を感じていただくための
現地訪問報告会（３回）を中⼼に⾏いました。  
⽇付 ⾏事 活動内容 

2019.4.15 定例会 3 ⽉タイ現地訪問の報告 

 交流会 地域在住のタイの⽅々とのランチタイム交流会 

 ⽀援作業会 裁縫プロジェクト下準備 

2019.5.13 定例会 事業報告書（案）校閲、活動⽇程検討 

2019.5.25 ⽀援作業会 ⼿作りアップリケを使ったオリジナル T シャツ試作会 

2019.6.10 定例会 事業報告書に関する意⾒交換 

 ⽀援作業会 裁縫プロジェクト準備（材料キット作り） 

2019.7.1 ⽀援作業会 裁縫プロジェクト準備（針⼭づくり） 

2019.7.22 定例会 6 ⽉タイ現地訪問の報告 

 ⽀援作業会 
裁縫プロジェクト準備（材料キットの袋詰め、 
⼿作りアップリケを使ったメッセージカード試作） 

2019.10.7 定例会 9 ⽉タイ現地訪問の報告、活動報告会企画 

2020.1.20 定例会 会員による勉強会とワークショップ 

 懇親会 サポートメンバーランチ会 

2020.3.1 
活動報告会 
（中⽌） 

コロナ感染症拡⼤の影響により中⽌。 

   
  ＊会場は懇親会を除いては、すべて⻘梅市福祉センターにて開催 
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国内活動 

裁縫プロジェクトと地元での国際交流 

 

私たちは 2015 年から国内活動の一つとして「裁縫箱と作品材料キット作り」を続けています。このプロジェクトの

きっかけは、私たちの想いを何かの形で現地の子ども達に伝えたいと思ったときに、パラヒーターの学校では美

術や家庭科といった科目がなく材料や教えてあげる余裕もないことを知ったことでした。そこで布と針を使った製

作活動を子ども達に楽しんでもらおうと、裁縫箱と初めての裁縫を楽しめる材料キットを贈ることを決めました。 

 

2019 年度の製作物は、短時間で作れて実用的な物を

という観点から、直線縫いとゴム紐で簡単にできるシュシ

ュをメインの作品キットとして準備しました。いろいろな柄

の布を、一定のサイズに裁ち、縫線を引いていくという単

純な作業ですが、皆さんとお喋りしながら同時に子供た

ちのためにもなるキットを準備できるという充実した時間

だと感じました。 

 

また、もう一つの材料キットとして、布地のプリント柄を一つ一つ切り抜いて縁をかがった簡易アップリケを準備し

ました。これは、デザイナーの A さんという方に教えていただいた布アップリケを用いたオリジナル T シャツ作りか

ら得たアイデアです。5 月にサポーターで試作会を行い、T シャツに縫い付けてみて分かったことは、自分たちで

デザインして独創的な T シャツを作ることはものすごく楽しい時間だけれども、仕上げるにはそれなりの時間を要

すること、また縫いつける技術も小さな子たちには難しいことがわかりました。それで、A さんから代替案として「布

アップリケを用いたメッセージカード」のアイデアをいただき、7 月の作業会では材料としての布アップリケのみを

準備し材料キットに加えることにしました。 

 

子ども達にわかりやすく興味をもってもらえるようにと、

毎回送るキットの内容はみんなでアイデアを出し合い

決めています。そして、今回は、現地の先生が直接子

供たちに教えることができるようにと、作り方の説明書

を作りました。また、製作段階ごとのシュシュの状態を

作り、説明文をつけ、それを現地で先生方に説明しな

がらミャンマー語に訳して頂きました。 

  

 

ピースフルビーンズに関わり、毎年思うことがあります。それは、私たちの活動は与えるだけでは終わらず、段階

を経て可能な限り自立に向かう丁寧な支援になっているということです。そして、この裁縫プロジェクトの裁縫箱と

材料キットのほとんどは、家庭に余っている布や糸、ボタンなどの材料をご寄付頂いたものです。それらに、私た
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ちがアイデアと手間を加えて子供たちのためになるような形にした物、皆さんの善意を子供たちに適した形にした

物を、会の代表に託して風呂敷に包んで現地に運んでもらう、そんな活動がこの裁縫プロジェクトです。 

 

今年度の活動では、もう一つ、嬉しいことがありました。 

4 月の支援作業会には、日本語を勉強されているタイ人

の方が参加して下さり、おしゃべりの中に様々な想いや

活動のヒントをいただきながら、支援活動ができたことで

す。また、5 月や 7 月の支援作業会には、会員以外の方

達もご参加くださいました。ありがとうございました。 

 

 

私たちは、子供たちへの贈り物を準備する作業を通して、支援の想いを具体的な形で行動に移していき

たいと思います。そして、この贈り物が、子ども達に楽しく夢中になって作る体験や、わくわくウキウキ

する気持ちをたくさん芽生えさせてくれたら、さらに嬉しく思います。 
最後になりますが、皆様のご厚意でこのプロジェクトが続いていることに、改めてお礼申し上げます。 

 

（裁縫プロジェクト担当：鎌田・堀米） 

 

 

 

 

 

 

 

 

国内活動（２０１９年度活動報告会―中止） 

 

今年度の活動報告会は、3 月開催予定をし

ておりましたが、コロナウイルス感染症拡大の

影響により、中止としました。 
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