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ラオスの 12 月の朝は霧と凍える寒さです。写真左から 水汲み、焚き火、朝市の調査の学生たち 
 

調査報告  暮れに 10 日ほど学生たちの調査同
でラオスへ ってきました。「村へ学校（校舎）を提供
したことが、どのようにその村人や子どもたちに影響を
与えているか？」についてです。私たちの DEFC はこの
支援のお手伝いをしてきていますので、 のことを
直す拖い機会であると え同 して案内をしました。 
 
メンバーは学生団体 SIVIO の田村さんほか５名、サイサ
モンが通訳です。この仕事はサイサモンでないと勤まり
ません。調査内容は村人や先生の生活状況、学歴、収入、

校舎ができたことへの勪 、生徒たちの拴 ・体 測
定です。私のこれまでの測定では、日本の子どもたちに
比べ 20％ほど低いのです。 
 
調査用紙は田村君と私がつくり、翻訳及び現地での説明
はサイサモンが い、村人や先生に記入してもらいまし
た。字が書けない村人には、当地の先生が手伝ってくれ、
丁寧に説明し、答えを聞き出し、記録してくれました。  
他の学生たちは手分けして子どもたちの拴 ・体 測定
をしました。持参した巻尺を柱に貼り付け、電子秤をそ
の下に置いて、先生に手伝ってもらい いました。生徒
たちは てのこと、 ったり、中には がる小さい
子もいましたが、はしゃいでやっていました。終わって
生徒たちと遊び、手洗いをして菓子を提供する機会もあ
りました。 

中 等学校の生徒 生徒と先生の調査は別に用紙を作
り いました。ルアンパバンの支援学校 所を訪問、
村人数で 120 名、生徒数 800 名ほどです。学生たちの

文にはもったいないほどの生資 が られたと
思っています。  
集 は学生たちが います。い れ本 でも結果を報告
します。          DEFC 代表 沢田誠二  

 
村人が調査用紙に記入しています、コン村。 

 

少しの時間、子どもたちと遊べました、ワンヒン村 
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村人が調査用紙に記入しています、ポンサワーン村。 

 
子どもたちの拴 ・体 測定、ポンサワン村 

 
子どもたちの拴 ・体 測定、ホワイホック村 

 
少しの時間、子どもたちと遊べました、ホワイホック村 

 

村人が調査用紙に記入しています、ホエイカン村。 

 

ラーコック村の生徒たち、電灯と扇風機が付きました 

 

パク ー中等学校生徒 の生徒たちの調査 

 

パク ー中等学校生徒 、 子生徒たちが調査用紙に記入
しています。 
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ラオスの小史 
現 のラオス人 勢 国は、1975 に 30 以 に
わたるイン シナの勛乱と内勛の末に成 した 拤に拊
い国ですが、この地域の歴史は、栄枯盛衰と波乱に満ち
ています。数回にわたって、ラオスの歴史について話題
を提供いたします。     K.森中 ラオス史研究者 
 
第一回 [ ランス のラオスの学校 ] 
ラオスは、1895 から 1945 までの 50 間フランス
の 地支配のもとに置かれました。 回はラオスの中
等学校の教 書に描かれた当時の学校教育を 表 で
示してみました。 
 
1895  フランスーシャム条約により、フランスはラ
オス を 地 し、仏印 傗に み 。ベトナム人
を中間拻 におき｢分 統 体勧 。僿 した

を う。直接税(人 税、 手数 )。間接税(消費
税、関税、酒・塩・アヘン専売)、及び 18 歳から 45 歳
までの全 子に せられる 役勧 の 。 
 
1902  ヴィエンチャンとルアンパバーンに小学校各
1 校設 （仏人、ラオ人エ ート の子息 拺）教育予
算 2%。 
 
1904  建設 (資源運搬フランスへの輸出
用)、成人 勯 間 100 日の無償徭役。 
 
 

1900 1910  ラオ勾 、 で抗仏活動 発、
軍事 で勧 。 
1912  ラオス全土で 12 校の小学校設 。 
1917  勞 の小学校 傒 実施、2 名合格。 
1920  勞 の 学校設 （ 人、大 養成＊、
機 、機 専 ）。 
 
1922  ヴィエンチャンにて抗仏活動勃発。この抗仏
活動の指導者クーカム(小学校教師）の を記 して
1994  に｢教師の日」が設けられる。 
1923  ラオス 字 90―95％。 
1930  全国に 82 の小学校、教師 208 人、6500 人
の生徒＊、教師養成学校 1 校。 
 
1934  勞 の中学校設 。 
1935  小学校 傒者の 68%はベトナム人子息＊。 
1938  教育予算は軍事予算の 10 分の１、教育予算
削減。 
1938  伝統的な寺による教育 387 校、生徒数 7500
人―8500 人。 
 
1930  学齢期の子供 20 人のうち学校に けた
のは 1 人以下。中学校 4 入学者 120 人、 勯 17
人、ラオス人半分以下＊。 
 
出典：ラオス中等学校 1 7 歴史教 書 
＊印はラオス史 マーチン・スチュアート・フォックス(菊池陽

子訳)から補足 
 
タンミサイ図書館 
タン サイ地域 書館は で 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 、勭国との の として順調です。 
 

の 書館 事「 しテスト」を 回もやってきま
した。算数と数学の問題作りと採点はサイサモン学校の
先生が全て担当しました。英語はこれまでと同じで沢田
が作りましたが、採点はラオスの先生に任せました。 
 
実施はサイサモンの学校の先生が手伝ってくれました。
参加者は小学生から、中等学校の 1 生から 生まで、
大学生とそれぞれ数人から 10 数人 ですが、回を
ねるごとに増えてきています。 
 

サイサモンの小学校 

生徒数が 150 人を越え、学校らしくなり、朝夕の登校
時はすがすがしく、 ていて楽しいです。 
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国内活動 

事務所を閉鎖しました。併せてこの会館を借りて毎
月１回 っていた「絵本の会」の停止をしました。 由
は資 と、せっかく作って送っている絵本が現地でほ
とんど使われていないからです。これまでに提供した「ボ
ノロン」がラオスの子どもたちに読まれるよう、引き続
き します。お世話になった皆様、ありがとうござい
ました。 
 
講演 国際文通週間の集い 大阪 11 月３日 
紹介してくださる人があって、DEFC の活動のうち、ク
ラスター爆弾お絵かきコンテストのことを写真とお話し
で紹介しました。集まった皆さんは小学生から大学生、 
 

 

学生、学校の先生や一 の人たち 100 名ほどでした。
興味を持ってくださり、ラオスの学校の生徒たちへの
十数人の人たちが絵手紙を描いてくださいました。 

回のラオス きのときもって きます。 
 

ラオスの田舎の子どもたちへの贈り物  ご ありが
とうございます、2011 月から 11 月末まで。 
ほっとぽっと様、CHIAKI MIFUMNE 様、YUMIKO 
ISHIMURA 様、SAYAKA MORITA 様、吉山様、MIREI 
YAMASAKI 様、小島様 
 
贈り物のラオスまでの郵送お願い 
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、田舎や僻村の学校と子どもたちへ配っています。 
 

勚り 、 収をかねたお 状と直 の「DEFC ニュー
ス」をお送りします。荷物の中に子どもたちへのお手紙
や住所、お名前、メール、電話番号等を書いたメモを入
れてくださったらありがたいです。 
 
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。 
 

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 い絵本、 ブラシ、レ や イ ブロ
ック、積み木、パソコンなど、です。 
 
偳 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。ラオスも一
定の経済発展をしてきていますが、田舎、特に山岳僻
村の学校や生徒たちは紙も鉛筆、クレヨンも乏しい状
態です。 

DEFC 第３四半期収入  お えありがとうございます。・総額 727,271 円、・内訳・会費 21,000 円、下田
様、三摩様、大前様、・学校建設 500,000 円、World Pure Eyes 様、・継続支援 100,000 円、川内ライオンズ
クラブ様、・ え 回収 106,240 円、・勨 子 31 円、 
 
DEFC ネット事務局とホームページ
http://npo-defc.cocolog-nifty.com/blog/ 
http://npodefc.web.fc2.com/ 
npo_defc@yahoo.co.jp  
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