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CHISE のスタツア、ホエイカン村小学校の運動会      サイサモンの小学校生徒が急増中 
 

この夏のラオス滞在報告  しごとは支援者たちの
学校訪問への同 や図書館です。支援者の学校訪問で
は、お絵かき、折り紙やゲーム、サッカーや縄跳び、手
洗い教室と給食などです。子どもたちといっぱい遊び、
伝統的な友好と幸運を祈る儀式、バーシーをやってもら
いました。スタツア学生たちは 10 名以下から 20 名、
準 もしっかり、まとまりも拖く、あれこれ指図するこ
とはほとんどなくなりました。ここまでこられたこと、
嬉しいことです、皆様のおかげです。 
 

拑 なことに、外国人は今後、村に宿泊することはで
きなくなりました。純朴な村人や子どもたちを外国人の

い や （ 物や拊い子の 、人拴 など）
から守るためとのことです。 

  

SIVIO 村 の り、 勜に変わります 
 

９月は の最中、あちこちで 水や が招っ
ていました。幸い きな困難なく 事 しましたが、
田舎への旅 は です。今後は けることにします。  

学生 SIVIO sivio.jp/ 

 

コン村小学校お絵かき教室「家族の絵」を描いてね、クレヨン
を初めて使った子たちの作品です 

 

ン ン村小学校、 で りかけご飯給食、初めてのこ
とお さんたち て で た  
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つぼみ会、 会 供のラ コック村小学校 問    

つぼみ会  DEFC がお手伝いしたあちこちの学校
を訪問、子どもたちへ日本から寄贈された手作りノー
ト、鉛筆や文房具、菓子などを配りました。パクウー中
等学校（生徒数 1100 名、内遠隔地から来ていて下宿や

住いが 300 名）の生徒 支援は二段ベッドが完成し
ていました、９月の新学期から、親たちの要 で全員
子用で、約 100 名収容予定です。支援者の KT 様は 100
枚の毛布を提供してくださいました。 

学生 CHISE  
blog.livedoor.jp/say_chise/  出色はホエイカン村
小学校の運動会です（トップ写真）。ラオスの田舎では
初めてでしょう。赤白帽を全員に提供し、選手宣誓、徒
競走、リレー、玉入れをやりました！ 手洗い教室、ふ
りかけ で 給食、カップめん給食と絵手紙教室もやり
ました。カップめん給食は、シールを開け、粉末スープ
を入れ、村のお さんたちに沸かしてもらった湯を入
れ、数分待って、手を洗って着席して待っている子ども
たちへ配りました。タイ製で辛口のものもあったので、
辛そうでしたが全員おいしそうに食べ、お さんたちも
外から半分心配、半分嬉しそうに覗いていました。 

 

 

日本のお友達へ、絵手紙つくり 

 
夢追人

yumeoibitobluesky.web.fc2.com/   CHISE と共
同で支援したホエイカン村小学校です。集合場所で出遭
った一人旅の学生を入れて７名全員が始めてのラオス
訪問でした。写真で てきただけの彼らの校舎と生徒た
ちを目の当たりにして涙ぐむ学生もいました。 
 

 

夢追人のカップめん給食 

 

縄跳びをしてひとしきり遊び、手洗い教室とカップめ
ん給食をやり、お絵かき教室で思い思いに絵を描いても
らいました。併せて、新しい学校建設支援候補地を視察
しました。彼らの は「今日訪問したところは候補地
にしない」でした。 由は「私たち夢追人は、学校を最
も必要としているところを次の建設地に選びたいから」
とのことです。 
 

本来 DEFC の もこのとおりでしたが、実施や視察
などの困難、また支援者の訪問の を して候補地
を決め、勣 に れてしまってきたことを しまし
た。これを思い出させてくれた学生たちに感謝です。 
 

追記 夢追人は、次の支援地はフォンサリと決めまし
た。フォンサリはラオス最勾 、 高 1,300ｍの山岳高
地で生活や教育も最も厳しいところ、現地へ くだけで
も ２日の遠隔地です。訪問には費用と旅 日数、そ
れに も必要なところです。現在担当教育局と実施に
向けて協議中です。 
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ラオスの先生たちが変わってきています 

先生の教えるときの目線や姿勢が変わってきていま

す。この写真の拊い教員学校 の先生は、 を げて、

生徒に顔を近づけて、丁寧に教えていす。 
 

上から生徒を 下ろし、「なぜこんなことが分からな

いの」というやり方が勢 でした。「新しい教え方」と

言うことで、外国支援の教育法改善プロジェクトが沢山

に われた でしょうか。教 作りの も かけま

す、これが根付いてほしいものです。自前の教育向上の

はここから始まりますから 。 
 

 

教え方、先生の目線が変わってきています 

タンミサイ図書館 
タン サイ地 図書館は今 で４ 目です。DEFC の

ラオス活動の拠点、子どもたちが自由に気楽に来られる
ところ、外国との の場として順調です。 
 

初めの１－２ 間は や ンスと遊びが勢でしたが、
最近では ち着いた 気の中で近 の小中学校の生徒
や寺の学生僧（ノビス）が三々五々やってきて、おもち
ゃやパソコンゲームで遊び、少しだけ本も読んだり借り
ています。土曜と日曜日の午前中は英語教室もやってい
ます。すべて です。 
 

英語と算数・数学の しテストを、今 もやりまし
た、小学校１ 生から中学・高校生約 50 名が参加しま
した。英語は英検 5 級と４級を混ぜたもの、聞き取りテ
ストは５級のものを使いました。算数は り上がりや
下がりのある足し算引き算、プラスとマイナス、文字計
算、 しす たかもしれませんが、生徒たちは拖い成
だったので嬉しそうでした。 
 

 
今後、この しテストを の図書館 事として、

たとえば 2 ヶ月ごとにやりたいと思っています。問題
作りから、採点、優秀者の表彰まですべてをラオスの
担当者に任せるのです。一定レベルの水準を保って続
けられたら、子どもたちの学 向上に貢献できるから
です。今回はサイサモンの学校の先生が熱心に手伝っ
てくれました。 
 

今 の２月に 的に った、田舎の中等学校生徒
の図書館短期学習を本 的に いたいとも えていま
す。DEFC が支援している地方の学校から、英語と数
学で みのある生徒を選び、 中に図書館へ
招待し 10 日間ほど集中的な勉強の機会を提供する「仮

図書館短期 学」案です。ただし一人当たり 2 万
円ほどかかります。 
 

この国にも、勉強したいと思っている拊者、勉強さ
せたいと思っている親たちが、着実に増えています。 

 
サイサモンの小学校 
DEFC のラオス スタッフのサイサモンが始めた私 小学校

は今 で４ 目です。60 名程だった生徒数が９月の新学期に、
一挙に 100 名を越えました。学校の評判が上がり、ここを選
ぶ保護者や勗 学校から 校してくる生徒が増えているから
です。貧しい家庭が多いので、勣い （月 1,000 円）を
続けたいと言っていますが、やっと採算が取れそうです。  
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事務局から 
 

物品供与とラオスまでの郵送  ご協 ありがとうご
ざいます。 2011 月から９月末まで Sugawara
様、山我様、山田様、堀江様、山田様 
 

「物品供与とラオスまでの郵送」について 
ラオスまでの輸送費ご負担でお願いします。頂いた物品
は、地方の学校へ配っています。詳細については、事務
局 npo_defc@yahoo.co.jp へ問い合わせください。 
 

・寄贈をお願いしたい物品は、まだ使える子供用衣服、
文房具、学用品、絵の多い絵本、 ブラシ、レ や イ
ヤブロック、積み木、パソコンなど 
 

 
・ 取り後、 収をか た礼状と「DEFC ニュース」

をお送りします。荷物の中に手紙や寄贈者住所・名前
メール、電話番号等を書いたメモを入れてください。 
 

・ 先 C/O DEFC, Lao Rural Development 
Central  P.O.Box 1004、Vientiane Capital、Lao 
PDR 
 

・送り状（英文）の「内容品の詳細な記載」欄へは、 
「USED PROPATY （使用済み品）、NO VALUE (商
品価値なし）」と、ご記入ください。 
 

・お送り頂いた寄贈品は、支援学校や視察訪問の田
舎の学校や生徒たちに直接に手渡しています。 

 
 

DEFC 会計   お えありがとうございます。 から「沢田育英 （仮 ）」として を積み
てて来ましたが、これをラオスの勨 定期やフ ンド運用して、 を ることを始めました。日本と違い
が高い（勨 定期で１0％以上）からです。現 点の としての運用総額は約 250 万円です。収 は活動

へ組み入れ、特に「図書館短期 学」（上記）をやりたいものです。ラオスの人たちから 勾 地震・津波・
择 線 拣 をいただきました、日本赤十字社へ送る予定です。 
 

DEFC 第２四半期収入  総額 2,291,410 円、 内訳 一般寄付 20,000 円、神宮様、小出様、木原様、 会
費 26,000 円 居森様、家常様、谷嶋通子様、 拖 様、 学校建設 1,420,000 円 夢追人様、 継続支援
270,000 円、 原様、 拊松会様、 様、つ み会様、CHISE 様、夢追人様、ラオスの人たちからの拣 29,580
円、 え 回収 432,100 円、 勨 子 50 円、 運用収 93,700 円 
 

みなさまへ お願い 
 

私たち NPO 法人 DEFC は「爆弾ではなく学校を、地
ではなく教 書を！」を 語として、ラオスの教育支

援に取り組んでいます。ラオスの教育はとても遅れてお
り貧困の再生につながっているからです。 
 

ラオスでは、図書館を拠点とする子どもたちの居場
所・学習の場作り、拑 クラスター爆弾の を らす
ための“お絵かきコンテスト”、学校校舎などの建設支援
を っています。 
 

日本では神 で月一回の「絵本の会」を っています。
http://npo-defc.cocolog-nifty.com/blog/ 
http://npodefc.web.fc2.com/ 

 

収入は会員の会費および支援者からの寄付、運用収
、支出はラオス担当者共実費のみです。会計はど

なたにも説明できるように詳細に記録しています。 
 

私たち DEFC の活動を していただきご協 をお
願いいたします。支援や協 を下さる皆様へは、お礼
（ 収 ）の絵 書（ラオスの活動の様子写真）と会
誌をお送りし手居ます。 
 

お問い合わせ先 
・DEFC 事務局 npo_defc@yahoo.co.jp  
・DEFC 代表 沢田誠二 0774-63-2060 

seiji.sawada@kzc.biglobe.ne.jp 
610-0353 京田辺市松井が丘１－２３－４  

 


