
　　　　　　　　　　　　　　　2006 年度中間調査報告書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006/10/16

    

     調査期間　　　　　　2006/10/5(木)～15 日(日)　　　11 日間

　　 担　　当　　　　　　加藤副理事長　ヌルブ・ラマ理事　大谷

　　 概　　要　　　カトマンドゥ・ルンビニ・タンセン・イラムとも治安状況において不安を

　　　　　　　　　感ずることはなく、警備の体制も特段厳しいとは感じられなかったが、マオ

イストの公然と活動する姿はしばしば見受けられた。ヨーロッパ人は多いが

日本人はあまり見かけない。ゴミ収集作業者のストライキにより道路は酷い。

中間調査実施項目はイラムの大学訪問を含めてほぼ全項目の確認と方向付の

ための情報を収集することできた。　Rs レート　5.89

　　

　　調査項目　・ 10 月 5 日(木)　　町田～成田～バンコク　　　　　グラントダイヤモンド泊

　　　　　　　　　・ 5:50 発バス順調に空港着。支援の旅空港集合場所は第一南ウイング中央

公衆電話周辺が適当か。

・緊急連絡用に国際携帯電話レンタル　料金 3937 円　日本通話 250 円/分

・ 10:00 発 TG643 便は前便欠航の為に約 1時間半遅れのフライト

・バンコク新空港スワンナブームは巨大で判り難く、まだ一部作業中

・空港案内所にて宿泊先手配　市中心 Hグランドダイヤモンド　ツイン$100

タクシー 850～900Br 約 30Km　40～50 分

　　　　　　　・ 10 月 6 日(金)　　バンコク～カトマンドゥ　　　　　　　　　バイシャリ泊

　　　　　　　　　空港使用税 500Br  10:30 発 TG319 便定刻フライト

　　　　　　　　　Srijana さんの出迎えでビザ取得・入国手続き。相変わらず混雑

ラマ氏とホテルで調査項目確認打合せ

・ 日本大使館アポイント　10/13 11:00

・ 運動会　高校生を除き全校対象で参加学年は現地で確認　遠方は要バス送迎

賞品　ノート、エンピツ　中学生は参画定規セット　学校に額又はトロヒー

　　　　　　　　　　 式典挨拶　理事長　ヤナトラハ校長　中学生男女代表

・ 日本語学院式典　　会場はヤク&イエティーで 400～600 名を予定

ラマ氏は永い歴史が充分解らず挨拶順位など?　10/7 に日本から二人準備

ミカの会は来賓　理事長挨拶は未だ決めかねる　夕食パーティーにも参加

　　　　　　　　　・ マズワニ高校図書館早期開設　　管理人管理が必要　2000～4000Rs/月

　　　　　　　　　　 生徒による管理は難しい　ルンビニは図書に関心希薄　何を揃えるか?

                     日本の絵本の翻訳　紙芝居　映画会　衛生関連ビデオ

　　　　　　　　　・ 図書支援　　大学生を含め高学年ほど図書は必要

　　　　　　　　　　 タンセンと当初の約束は 10 年間、タンセンへの支援を減らしてブトワール

の学校へ回しては?

                  ・ 支援の旅　　ラマ氏の日本語学院式典イベントの為にルンビ入り一日延期。

　　　　　　　　　　 ナガルコット泊チャングナラヤン寺院ミニハイク(バス移動も可)に合流参加



　　　　　　　　　　 ルンビニでの運動会準備は前日⇒当日午前中

・ 王宮近くに散策、古都夕食情報交換

　　　　　　　・ 10 月 7 日(土)　　カトマンドゥ～バイラワ～ルンビニ　　　　　　法華 H泊

　　　　　　　　　10:00 フライト

・ 運動会用機材調達調査　バイラワ

　　綱引き用ロープ　30m 注文　　50Rs/m

                    アンプ、スピーカー 2セット　マイク 3本　DVD レコーダー　バッテリー

リース可能を確認

・ H イェテー昼食　インド国境視察

・ グルワニマイ小学校図書館建設地調査

ダサイン祭最終日で休校　近所の子供に校長に呼びに行かせる

校長要望⇒将来を考えた２階建て基礎。右側奥に将来保育所建設構想

土地の測定　建設位置　建設規模確認　　別紙 　

建設期間は冬季着工　翌年 2～3完成

導入路とフェンス際の整備をあわせてやるか?

2 部屋ベランダ付 窓ガラス?  時計? ラマ氏に建設費 100 万円を提示

校長から運動会会場は支援校の中心に近いヤナトラハ校提案また親戚見舞

のため運動会打合せは代理出席

・ 佐藤さん写真　近隣３軒に配布

・ 運動会会場ヤナトラハ校視察

新規校舎４棟建設(トタン屋根・一部レンガ壁プレハブ)　新規２建替２棟

配線設備あり。休校で工事中　会場候補とする

支援先　“皆に教育をプロジェクト” JAIC 系? 山岳部への支援を情勢に

よって現地への建設か?

運動場　50m×40m  斜めに 50m  トラック 150m は可能　別紙

観衆席は竹杭、ビニール紐で区切る　　石灰現地調達可

・ シリ・シリ・ラム校視察

休校　会場として地形も良いが各校から距離的に遠い

・ ヤナトラハ校長訪問

会場として借用承認を得る

運動会打合せはイスラム教徒ラマダン中に付き飲食厳禁

イスラム教徒校長　ヤナトラハ、スンディー、グルワニマイ、アマリ校

・ ラマ氏打合せ情報

建設要請校　ブダバカル高校　マヤデビー　ジャナヒート　ハダルハワ

図書館管理人　　3000～4000Rs/月

                  ・夕食後ホタル見物　満月

・ 10 月 8 日(日)　　　ルンビニ　　　　　　　　　　　　　　　　法華 H泊

朝食時運動会内容の打合せ

・ アディアリ小学校訪問

授業中　同校にもプレハブ校舎新設　道路の拡張　壁の建設

文部省バイラワ教育庁「皆のための教育」プロジェクト　支援先不明

西の山の方への支援が何らかの関係で回ってきたものか?



運動会開催は良い企画だ。賛成期待している　　移動にバスが欲しい 　

街道北側の校長はマオイストから集まるよう通知があり打合せに代理参加

　　　　　　　　　　　　　　　　在校生

　　　　　　　　　　　　　　　　　 1 年　　　　152     194      346

                                   2 年　　　　　60      33        93

                                   3 年　　　　　62      23        85

                                   4 年　　　　　36      13        49

                                   5 年　　　　　30      14        44

　　　　　　　　　・ スンディー小学校訪問

　　　　　　　　　　　校長から以前マオイストが 150 人ほど学校に宿泊していた。

　　　　　　　　　　　３年前ルンビニ公園の中の夕食会でスンディーは地理的に図書館付き

コミュニティーセンターの建設によいと話があったが期待している。

生徒のレベルアップに自信をもっている

　　　　在校生

　　　　　 1 年　　　 　94       90       184

           2 年　　　　 38       45         83

           3 年　　　　 52       25         77

           4 年　　　　 29       17         46

           5 年　　　　 29       14         43

                  ・ 運動会打合せ(ラマダン会議)　　　法華 Hロビー 　

　　　　　　　　　　　当初昼食を含めての会議を予定していたが４名がイスラム教徒であり

　　　　　　　　　　　ラマダン中により一切の飲食なしの会議となった。

　　　　　　　　　　　参加校　アマリ　マズワニ　ルンビニ　ラム　スンディー　アデァリ

　　　　　　　　　　　　　　　ヤナトラハ　グルワニマイ　計８校　　11 名

　　　　　　　　　　　・ 10 周年記念運動会案説明・討議

　　　　　　　　　　　　合同運動会　　11 月 23 日(木)　　　13:00～17:00

　　　　　　　　　　　　会場　　　　　ヤナトラハ校々庭

                        対象校　　　　全８校

　　　　　　　　　　　　参加対象　　　各校１年生、高校生は除く

　　　　　　　　　　　　式典　　　　　理事長挨拶

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域代表挨拶

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　校長代表挨拶　ヤナトラハ校長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　選手宣誓　中学生男女代表

　　　　　　　　　　　　種目　　　　　徒競走　綱引き　玉入れ

　　　　　　　　　　　　　　　各校・先生の協力要請に全員拍手で同意賛成

　　　　　　　　　　　　　　　　各校予測参加者数　　　　アマリ　　　100

                                                        マズワニ　　200

                                                        .ルンビニ　  125

                                                        ラム　　　　 100

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 スンディー　 175

                                                        アジァリ　　 125

                                                        グルワニマイ 200

                                                        ヤナトラハ　　?



                                             合計　　　　　1500～2000 名

 

　　　　　　　　　　　討議事項　競技種目

　　　　　　　　　　　　　　　　徒競走　年齢別

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9才以下　　直線 50m　各校男女３名選抜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11 才以下　　トラック 150m    〃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13 才以下　　　　　200m   　 〃

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 6 ・ 7 年　　道路?＋200m  　　 〃

                                          賞品　1、2、3位　参加賞

　　　　　　　　　　　　　　　　玉入れ　各校 20 名対抗戦　　　時間制

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高さ 4～5ポールに篭　テニスボール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加賞

　　　　　　　　　　　　　　　　綱引き　8校リーグ戦　　各校 20 人選抜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１回競技か三回か

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　賞品　1、2、3位

※移動の為にバスを準備

※各校５人程度の先生の参加

　　　　　　　　　　　　　　　　　※各校のカラーを決める　鉢巻　プラカード　旗

　　　　　　　　　　　　　　　　　※ヤナトラハ高校生 20 名程度運営協力　Tシャツ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　会の競技参加は?   ナマステ体操は?　　余興は?

　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加賞　　参加者全員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　賞品　　　順位で格差　エンピツ　ノート　ほか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　賞状　　　優秀校　参加校

　　　　　　　　　　　　　　　　　　先生・学校への記念品

　　　　　　　　　　　　　　　　　　会場飾付　万国旗　横断幕

・ラマダン会議となったため出席者に各 500Rs 車代支払い

　　　　　・帰りがけにスンディー校長よりスンディー校に図書館付き

　　　　　　コミュニティーセンター建設の件は皆記憶しているかとの

　　　　　　問いかけ発言。

　　　・ シリ・マズワニ小中高校視察

　　　　　　　 休校　　　高校開設の見通し現在たたず

　　　・ ルンビニ小学校視察

　　　　　　　休校　　運動会説明会の席上、ミカの会は毎年来ているが

　　　　　　　 　　　 当校だけ立ち寄らないとの発言に視察

　　　　　　　　　　　校舎らしい建設中レンガ積み工事

　　　・ CaltUral Villege(マヒラワリ村)視察

　　　　　　  ルンビニ散策ルート看板設置 　　　　　　　　　　　　　

民芸品の手作り集落、製作販売のためセンター建設中

何ヶ所の軒先で民芸品造り　会デザイン商品製作の可能性あり

好感の持てる集落　牛糞メタン燃料

案内役のラームナイン氏この村の世話役　ドバイ行き?



　　　　　　　・ 10 月 9 日(月)　　　ルンビニ～タンセン　　　　　　　シリナガル H泊

・ 　　　　　　法華 H　支援の旅 11/22 満室(半年前より 96 名の予約)

宿泊不可、運動会当日 11/23OK  年間宿泊者 100 名程度?

　　　　　　　　　　　　　　代換宿泊先探し　クリスタル H同様当日満室　　W/B か?

　　　　　　　　　　　　 ・ 前日撮影の写真をスンディーに届ける

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　 ・ トリブバン大学文系校訪問

　　　　　　　　　　　　　　 学長等ほか学生代表３名と懇談後図書室見学

　　　　　　　　　　　　　　・卒業後の就職　殆どが先生　海外行きはマレーシア

　　　　　　　　　　　　　　・携帯電話を多くの学生が持っているか掛けずに受ける

　　　　　　　　　　　　　　・理系校に計測器が欲しい・・・通関の状況を調査/学長

　　　　　　　　　　　　　  ・アース・ツリーの会(マルタニ　シズエ)　一度だけ学生との

　　　　　　　　　　　　　　　交流会をやったがその後つながりが無い。

　　　　　　　　　　　　　 ・ ナグロレストラン昼食　　　OK バジ氏 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　JVT が教室支援して貰っているようだ

　　　　　　　　　　　　　 ・ 市内見学　昨年の抗争で旧市庁舎は大破外壁だけ、焼け焦げた

　　　　　　　　　　　　　　　車両、門は三度の爆破、近くの商店も被害。シリナガル Hも

銃撃戦で塔のガラス破壊

　　　　　　　　　　　　　 ・ 合同図書贈呈式・夕食会　　ナグロレストラン

　　　　　　　　　　　　　　　　セン小学校を除き贈呈対象校 7校 9名出席

　　　　　　　　　　　　　　　　・加藤副理事長挨拶　理事長メッセージ代読

　　　　　　　　　　　　　　　　・学長から順次挨拶　ミカの会からの継続した図書支援は

　　　　　　　　　　　　　　　　　学生達にとって大きな効果を出している。毎年この様な

　　　　　　　　　　　　　　　　　交流が持てることは重要なことだ。

　　　　　　　　　　　　　　　　・ JVT は全国試験で合格率 38%から 58%(全国平均 46%)

・奨学金制度希望(モホン・シリナガル)図書費を削減しても

実施できないか? ⇒ 選考基準の考えを教えて欲しい。

　　　　　　　・ 10 月 10 日(火)　　タンセン～バイラワ～カトマンドゥ　　　ヴァイシャリ泊

　　　　　　　　　　　　　　　　・ホテルにラダ、マダブ、○○○の弟 　

　　　　　　　　　　　　　　　　・前日撮影の写真配布　セン小学校校長宅へ目録届け

　　　　　　　　　　　　　　　　・ JVT にてモーニングティー 　

ウンスバール小中校のエンダルミ氏同席

タンセンの東　車で 50Km 徒歩 10Km  生徒数 356 名

教員 10 名  45 年の歴史　昨年らのバジが４教室

特に具体的な要請は無かったが知っておいて下さい。

講堂は同校卒業生でアナン国連事務総長の下で活躍した人

建設したもの

                                ・ミレニアム校学長による朝食会　分校長、会長、事務長

　　　　　　　　　　　　　　　　　大石さんは今度いつ来るのですか?　　水差しプレゼント

　　　　　　　　　　　　　　　　　時間があれば図書がどのように活用されているか見せたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　ミレニアム校をモホンの近くに移転を計画している。



　　　　　　　　　　　　　　　　・アマル・ナラヤン寺見学

　　　　　　　　　　　　　　　　・バイラワ　Hニルヴァーナの空きの確認

　　　　　　　　　　　　　　　　　後日ラマ氏カトマンドゥから法華を含めて調整する

　　　　　　　　　　　　　　　　　2:00 フライト　カトマンドゥへ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会のネームプレートは色々と有利

　　　　　　　・ 10 月 11 日(水)　　　カトマンドゥ～バトゥラプール～イラム　　GH 泊

                                   8:30 H バイシャリにポスカ・ポケレイ氏の出向え

　　　　　　　　　　　　　　　　　10:30 フライト　雲海上にエベレスト、マカルー、

　　　　　　　　　　　　　　　　　カンチェンジェンガを望み、50 分でバトゥラプール着。

　　　　　　　　　　　　　　　　　車で二つの山越の 82Km、道はタンセンより良い

途中水曜市、安心できるレストランなし。茶畑も・・。

3:00 トリブバン大学イラム校着

　　　　　　　　　　　　　　　・ トリブバン大学イラム校視察

　　　　　　　　　　　　　　　　　キャンパスは岡の上に校舎が数等散在しているが粗末、

教養学部はトタンの仮校舎、男女寮　　生徒不在

生徒数 4000 人　男女 50/50% 二交代制　文系校

先生 59 職員(パートを含む)51 名

蔵書　26000 冊　新しい書籍が 2000 冊と少ない

経済学、経営学、教育学の専門書要望

　　　　　　　　　　　　　　　　・学長挨拶　　先生 59 人分の給与しか国から支給されず

　　　　　　　　　　　　　　　　　学費 1400Rs/年　修士 3000Rs/年により運営、資金

　　　　　　　　　　　　　　　　　不足。新しい図書を入れたいが水道、仮校舎、雨漏り、

　　　　　　　　　　　　　　　　　パソコンも足りない。ほかの団体にも本校の実情を伝えて

　　　　　　　　　　　　　　　　　欲しい。

　　　　　　　　　　　　　　　　・ポスカ・ポケレイ氏

　　　　　　　　　　　　　　　　　仕事の関係でいろいろ学校を見ているがイラム校が一番

　　　　　　　　　　　　　　　　　困っている。地方からの学生が多く実情を見てほしかった。

　　　　　　　　　　　　　　　　・ラマ氏の意見　　マズワニ保健センターの費用を転用は?

・宿泊先　グリーンビュー GH　食事なし　日本人の嫁さん

　・先生方の招待　バスセンターのレストラン

ラマ氏の義理の妹の家で夕食　イラムに親戚が多い

　　　　　　　・ 10 月 12 日(木)　　イラム～バトゥワプール～カトマンドゥ　　バイシャリ泊

 朝食は持参のレトルト粥　インスタントみそ汁

　　　　　　　　　　　　　　　　・ポケレイ氏推薦の池を見学　片道 1.5 時間　　ガッカリ池

　　　　　　　　　　　　　　　　・昼食ラマ氏親戚にて

　　　　　　　　　　　　　　　　・ 4:50 フライト　カトマンドゥへ

　　　　　　　　　　　　　　　　・夕食モモ太郎　日本人旅行者　ダンプス山見えず

　　　　　　　・ 10 月 13 日(金)　　カトマンドゥ　　　　　　　　　　　　バイシャリト泊

　　　　　　　　　　　　　　　・カトマンドゥ日本語学院　　9:00



　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴビンタ氏と共にネパール大使館紹介の石川県の濱田さん

　　　　　　　　　　　　　　　　　に逢う。日本にいるネパール人がゴビンタさんと友人とか。

小学校講師を辞めてネパールに何か協力出来ないか３カ月

間視察する。ミカの会から情報が欲しい。

　　　　　　　　　　　　　　　 ・創立 40 周年記念品　　学生が使う CD ラジカセ希望

　　　　　　　　　　　　　　　　　　予算 15 万円　　5～6台可能　現地調達　目録寄贈

　　　　　　　　　　　　　　　　　　コピー機は外部コピーの方が廉価　　管理上の問題

　　　　　　　　　　　　　　　・パドゥマ・カニヤ女子校  10:00

　　　　　　　　　　　　　　　　　校長　今までの支援に感謝する。全国試験でもレベルが上

がった。図書に関しては大分充実してきたので今後 CP 支援

を考えて欲しい。最初は 1～2でも。現在校長室に１台。

　　　　　　　　　　　　　　　　　ミカの会の女子教育支援に感謝。女子校は当校が始めてだ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　フラワーアレンジメントなど文化的交流も生徒には好評。

　　　　　　　　　　　　　　　　　濱田さん同行、ピヤニカ、折り紙指導に関心あり

　　　　　　　　　　　　　　　・日本大使館訪問　　11:00

　　　　　　　　　　　　　　　　　冨田一等書記官　　10 周年の挨拶　10 周年資料・会報

　　　　　　　　　　　　　　　　・情勢は良い方向に向っている。先週話合いが持たれたが

　　　　　　　　　　　　　　　　　結論はでず 15 日再度話合い。良い方向へ向うのでは?

ポイントは議席数、武器放棄、国王の処遇。武器を放棄

すれば今までの行為に民衆の反発は激しいだろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　・ナマステ体操の酒井直之氏の紹介を受ける。

　　　　　　　　　　　　　　　・酒井氏に連絡、CD 資料の提供を受ける約束

・ブダニールカンタ観光

　　　　　　　　　　　　　　　・昼食時ジャンモさん・ラマ氏の兄さんの娘さんに逢う

　　　　　　　　　　　　　　　・チャングナラヤン寺院、ティミ観光

　　　　　　　　　　　　　　　・酒井氏よりのナマステ体操資料受取り

　　　　　　　　　　　　　　　・民芸品買い付け　　停電により中断

　　　　　　　　　　　　　　　・夕食　モモ太郎　ラマ氏と最終打合せ　　冨田書記官来店

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・中間調査現地滞在費追加支払い　計 107500 円

支援の旅現地滞在費概算　110000 円($支払い条件)

　　　　　　　内 5000 円分のルピー含む

10 月より飛行機代値上り　 片道運賃

バイラワ　$90　イラム $122  ルクラ　$97

法華 H  $100(食事付)　 H イエティー　$50

・運動会詳細内容を早急にまとめラマ氏に送り、再度

ルンビニ説明会で徹底

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・日本語学院 P/C ブロードバンド化への検討

　　　　　　　　・ 10 月 14 日(土)　　カトマンドゥ～バンコク～

　　　　　　　　　　　　　　　・ホテル構内マオイストによるビラ貼り　 料理人 G

　　　　・民芸品の買い付け

　　　　　　　　　　　　　

　　・ Srijana さんの手配で順調に出国手続き



空港利用料　1700Rs      13:40 フライト

                              ・ 18:10 バンコク着　夕食(日本食店多い)　タイ式マッサージ 　

　　　　・ 23:10 フライト 　

・ 10 月 15 日(日)　　～成田～町田

　　　　　　　7:10　成田着　　10:30 町田着

　　　　　　　　　　　　　　　　　・街角ギャラリ見学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上


