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子どもたちの権利が守られ、
将来に希望を持てる地域を目指して活動しています

笑顔いっぱいの子どもたちと
一緒に手を振る中村スタッフ

クーユ地域開発プログラム（以下 ADP）では、
「子ども

クション（子ども保護）委員会でも、地域において、親が

の権利」が守られるように、地域ぐるみで取り組んでいます。

結婚を強要しているケースなどを発見した場合は、保護

この地域の貧困家庭の女の子は、教育を受けることより

者に対して考えなおすよう説得するなどの対応を行ってい

も、結婚して一日も早く自立することが求められてきました。

ます。子どもの虐待が発見された場合には、警察にすぐ

ADPで実施している、ライフ・スキル教育では、人生設

に通報できるシステムも作られています。

計について子どもたちに考える機会を提供することで、子

これらの活動を通し、子どもたちの未来を考える土壌

ども自身がどのように将来を築いていくかを考えるように

が培われ、子どもたちの将来への夢や選択肢が広がってい

なりました。

くことを、ADPで子どもたちと会話をしながら感じました。

また、地域リーダーで組織しているチャイルド・プロテ

プログラム担当者：中村 夕貴

プロジェクト❶ 教育ー学校の整備が進み、入学する生徒の数が増加しましたー
プロジェクト❷農業（食料の安定供給を目指して）ー食糧の増産や収入向上の取り組みが進められていますー
プロジェクト❸ HIV/ エイズ対策ー子どもたちの健康改善のための活動も始まりましたー

プロジェクト報告
2006

プロジェクト 1

2011

教育

学校の整備が進み、入学する生徒の数が増加しました

ADPでは初等教育の質的向上を目指していま

す。学習環境を改善させるために、今年度は、3

つの校舎、5つの教師宿舎、1つの教師研修セン

ターを建設しました。また、それぞれの校舎に机

やイスも支援しました。その他、地域内19校の

小学校の学校運営委員（保護者により組織され

ている委員会）を対象に学校運営についての研修
を行いました。この活動により、小学校では、昨

年より入学する生徒の数が23%増え、中学校で

は22%増加しました。

さらに、今年度は中学校に進学できる女子も

建設された教師研修センター。
ここで教授法の研
修などを実施し、
より質の高い授業を実施できる
先生を育成しています。
また、地域の会議などの地
域のイベントに使用されます

女子寮の様子。女子寮が完成したことで、家事
などに時間を奪われることなく、集中して勉強
ができるようになりました

増えました。中学進学率が、昨年に比較して、

15.9%（女子13.8%、男子17.9%）増加しました。
女子生徒が、勉強に集中でき、通学路で危険に
遭わなくてすむよう、女子寮を建設しました。今
年7月に完成し、入寮開始後60名の女子生徒

が寮での生活を開始しました。今後も生徒が中

学校で気持ちよく学ぶことができるように支援し

ていきます。

女子寮の女子生徒に対し、子どもの権利 女子寮の開所式で聖歌隊として歌を披露する女子生徒
やライフ・スキル教育の研修を行いました

プロジェクト 2 農業（食料の安定供給を目指して）
食糧の増産や収入向上の取り組みが進められています

農業局の統計によると、今年度は天候に恵ま

れたこともあり、前年と比較して地域の収穫量が
21%増加し、地域内の約5割の世帯が十分な食

料を確保できました。

ADPでは農業の複合化を進めてきました。ヤギ

作物の多様化の取り組みにより、
今まで地域で作られな
かった落花生の栽培を行い、
多くの収穫がありました

などの家畜が研修を受けた農家に貸与され、貸

与を受けた農家で家畜の子どもが生まれると、そ

の子どもを支援を必要としている農家に貸与する
仕組みが整い始めました。現在はこの支援をど

んどん広めています。2007年の統計では、家畜

完成した穀物倉庫。市場価格が高値の時に
売るなどして収入向上に努めています

保有農家は33%でしたが、現在は45%に達し

ました。

また、穀物倉庫の建設が終了し、農業組合の

メンバーが収穫したメイズ（トウモロコシ）などを

貯蔵しています。市場価格が高値の時に売り、
収入を得ています。また、国連世界食糧計画

（WFP）と契約し、収入増加を図っていきます。

灌がいにより乾季に作付けし
たメイズ
（トウモロコシ）
の収穫

調理した収穫物を食べる子どもたち。灌がいの整備に
より乾季でも作物の作付ができるようになりました。
これにより、人々の食糧生産が増加しました
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プロジェクト 3 HIV/ エイズ対策

子どもたちの健康改善のための活動も始まりました

地域の子どもたちが健康に過ごせるように、感染症予防に対して

の活動が今年度から開始されました。

保健省と協力し、16校の小学校において追加予防接種や寄生虫

駆除の活動を行いました。また、5歳以下の子どもたちの最も大き

な死因となるマラリアの罹患率を下げるために、
蚊帳を配布しました。

ADPではサポート・グループに対し 乳牛を貸与されたサポート・グループ
て、収入向上のために種や肥料を提 メンバー。収入創出を目指す他、牛乳
を摂取することで栄養が改善される
供しました
ことも期待されています

HIV/エイズ対策では、以前は、偏見や差別を恐れてHIVに感染し

ていることをオープンにすることがありませんでした。今年は、HIV/

エイズと闘うために、人々への生きた証しを示すために、281人が感

染について人々の前で公表しました。ADPでは、感染予防のための

啓発活動を継続しています。HIV陽性者のためのサポート・グルー

プが8つ組織され、グループを通じて、相互にケアできるよう支援を
配布前に蚊帳の使い方をデモンスト 蚊帳配布の様子。5歳以下の子ども
レーションするワールド・ビジョン・ の最も大きな死因のマラリアを予防
スタッフ
するため蚊帳を配布しました

行っています。グループでは、収入向上のため、作物の種や肥料の
配布活動、乳牛の支援なども実施しています。

スポンサーシップ・マネジメント・プロジェクト スポンサーとチャイルドの絆を結ぶ活動
「スポンサーシップ・マネジメント・プロジェクト」
では、地域の人々が、ADPの目指す
「子どもを中心とした開発」
について理解し、
また、
それぞれの役割を理解し活動を
担っていけるよう支援し、支援事業を一つにつなげる働きをしています。
活動を通じて、
チャイルドの成長を定期的にモニタリングし、支援事業がチャイルド
とその家族、
さらに、地域の人々の生活にどのような変化をもたらしているかの確認
を行い、
これらの変化を成長報告や手紙などを通してスポンサーの皆さまにお伝えし、
皆さまとの交流を支えています。
これらの働きのために、
このプロジェクトでは、
スポンサーの手紙をチャイルドに届
けるコミュニティ・チャレンジ・エージェント
（地域変革代理人）
と言われるボラン
ティアの研修や、地域リーダーのリーダーシップ・トレーニング、
またチャイルド・プ
ロテクション委員会（児童保護委員会）
による子どもの調査などを行っています。

収支計算書

会計報告

支援分野別内訳（MWI−182599）

スタッフやボランティアは定期
的にチャイルドを訪問し、
必要

な支援を行います。
スポンサーか

らの手紙も1通1通手渡します。
スポンサーシップ・マネジメン

ト・プロジェクトはチャイルドの

成長を支えるために、ADPや

家族が何をすべきか調整する
大切なプロジェクトです

学ぶことーアンドレ君にとっての新しい意義

チャイルドストーリー

アンドレ君（11 歳）

アンドレ君にとって、「学校に通うこと」は、もはや以前

と全く違うものになりました。以前は、家計が窮迫し毎日の

食べ物を得るのもままならならず、学校も休みがちだったアン

けはじめて以来、状況が変わりました。ワールド・ビジョンを
通して肥料やメイズ（トウモロコシ）の種子などの農業支援物

資を受け、それが安定的食料の確保につながり、家族がいつ

ドレ君。現在の彼は以前とは見違えるほど変わりました。現

も悩まされていた飢えという問題は過去のものとなったのです。

ほどの意欲を示しています。彼にその変化が起きたのは、十分

収入を得られるようになりました。その収入で子どもたちに制

在小学校 5 年生に在籍する彼は、学ぶことにこれまでにない

な食料を得ることができるようになったことがきっかけでした。

夫を亡くし、７人の子どもを抱えるアンドレ君の母親クリッ

シーさんは、子どもたちに1日3 度の食事を与えることができ

｢私たちは豚も提供してもらいました。繁殖させて売り、現金
服や学用品を買ってあげられるようになりました｣とクリッシー

さんは語ります。

アンドレ君も家族の暮らしが改善された喜びをこう話してく

なかったことを回想しながら語ります。「1日に1 食しか食べら

れました。「食べるものがなくてお腹が空いているから学校に

腹を空かせたまま学校に行かなければなりませんでした。そん

鉛筆だってちゃんと買ってもらえる。がんばらなくちゃ。」

れないこともよくありました。だから子どもたちは、いつもお

な状態だったので、学校の制服

行けないんだ・・・なんていい訳はもうできないよ。
ノートだって、
小学校の担任ドロシー先生も

彼の変化に目を見張っています。

や学用品を買ってあげられたこと

「アンドレ君は本当に変わりま

などほとんどなかったのです」

した。とても活発になり、今で

このような困難な環境の中で、

は学年のなかでも上位 3 人に

アンドレ君は次第に学校に行く

数えられるほどです」

意欲を失い、なすすべもなくぶ

学校を卒業したら運転手に

らぶらと過ごすようになりました。
そしてクリッシーさんも、彼に

なる夢を持つアンドレ君。7 人

ができない負い目ゆえに、アン

せる責任をすべて背負っている

かせることができずにいました。

て彼は、その夢が必ず実現す

兄弟の5 番目、家族を食べさ

必要なものを与えてあげること

母親を思ってのことです。そし

ドレ君に学校に行くように言い聞

るという自信に満ちています。

しかし、2 年前アンドレ君が

ワールド・ビジョンの支援を受

お皿洗いをするアンドレ君

チャイルドたちが日本を応援しています！
多くの被災者を出した東日本大震災。ワールド・ビジョン・ジャパンも地震

発生直後から、皆さまからご支援を得て、現地で継続的な活動を行っています。

（http://www.worldvision.jp/）

また、ニュースを聞いたマラウイのチャイルドたちから、皆さまを心配し、そして
日本の復興を祈るメッセージを届けてくれました。

「神様も日本のことを愛しています」
と書いた
布を持ち、
日本のことを心配する子どもたち
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「自立するために」
が人々の合言葉に・
・
・
自立に向けての思いを育む活動が進んでいます

灌がい用水路の完成
の喜びを表現して踊
る住民と子どもたち

カリラ地域開発プログラム（以下ADP）の支援地域を訪問し
た際に、地域の人々が口々に、
「自立するために・・・」という
言葉を発していました。事前調査などを経て、本格的に活動
を開始して2年目のADPの働きが、人々の自立を支援する
活動となっていることを、人々との会話を通して感じました。
農業では、以前から手作業による灌がい施設作りに取り組ん
できましたが、今期は政府の灌がい専門家の技術指導を受
けつつ、3地域の小規模灌がい施設を完成させました。その
結果、効率的に水の利用ができるように地域の灌がいシステ
ムが強化され、灌がいの規模が大きくなりました。具体的に
は、住民が力を合わせて、水を制御できるようにダムや装置
を作り、灌がい用水路を掘り、乾季でも耕作できる約11.5ヘ
クタールの農地を開墾したのです。さらに、ADPより融資を
受けて、乾季に作付したジャガイモは約45トンという多くの
収穫をもたらし、収入につながりました。このように住民自
身が活動をなし遂げ、実りが得られたことが、人々の大きな自
完成した灌がい用水路

信となっています。

プロジェクト❶農業ー食料の安定供給を目指してー
プロジェクト❷経済開発ー着実な収入向上を体験しましたー
プロジェクト❸教育ー小学校の卒業率が上がりましたー
プロジェクト❹保健衛生ー子どもたちの栄養状況が改善されましたー

プログラム担当者：中村夕貴

プロジェクト報告
2007

プロジェクト 1

2011

農業

食料の安定供給を目指して

農業では、人々が栄養価のある食料を十分摂取できるようにと活

動を進めました。今年は、潅がいシステムの整備により、これまでの

天候に左右される伝統的な農法では得られなかった大きな収穫を

果樹の有効利用を理解す
るようになって、果樹栽培
に積極的に取組む住民た
ち。
レモン種からオレンジ
やリンゴに接ぎ木してい
ます。
研修により接ぎ木技
術もマスターしています

得る年となりました。
（表紙項参照）

昨年より開始した果樹の育苗場が、これまでに60 ヶ所設置され、

レモンの種から85万本の果樹の苗が育ちました。昨年、育てたオ

レンジやリンゴなどの苗22万本は、すでに接ぎ木も完了し、2011

年12月ころ始まる雨季には、2,000世帯と8校で植樹する予定です。

グループが当番制で苗木
の世話をしています。4人
の子どもを育てるアネシさ
ん（左）は、果樹の育苗で
将来に希望を見出し、人
生を変えられた一人です

融資を受けて種付けとな
るジャガイモを購入し、
開墾した土地で栽培して
います

プロジェクト 2 経済開発

着実な収入向上を体験しました

ADPでは、カリラ基金を創設し小規模融資（ローン）を提供して

100%で、貸出債権が62%増加したことにより、次回融資を受ける

います。多くの住民は、銀行口座を開くことができないため、融資を

ことができるメンバーは188世帯増える予定です。

は一般の銀行より利子が低く、今年度は、352世帯が、おもに農業

バー内で小規模の融資を行っています。前年は、23カ村で行われ

受けることはこれまで考えられないことでした。しかし、カリラ基金

に必要な種子や肥料の資材を購入するための融資を受けました。

一方で、村の貯蓄貸付グループでは、グループ貯蓄を通じて、メン

ていましたが、今年は78カ村の1,995世帯に広がりました。カリ

また、融資を受けて、農業に投入を行った結果、農産物の収量が増

ラ基金の融資を受けて得た利益をこちらのグループ貯蓄に預け、グ

大幅な向上を経験したメンバーが多くいました。ローンの返済率は

の創出、貯蓄増加を目指しています。

加し、家族のための十分な食料を入手できたばかりでなく、収入の

ループ内で有効に貸し借りを行うことで、さらなるビジネスチャンス

スポンサーシップ・マネジメント・プロジェクト スポンサーとチャイルドの絆を結ぶ活動
スポンサーシップ・マネジメント・プロジェクトでは、
地域の人々が、
ADPの目指す
「子ども
を中心とした開発」
や、
それぞれの役割を理解し、
活動を担っていけるよう支援し、
各プロ

スタッフやボランティアは定期

的にモニタリングし、
支援事業がチャイルドとその家族、
さらに地域の人々の生活にどのよ

な支援を行います。
スポンサー

ジェクトを一つにつなげる働きをしています。
また活動を通じて、
チャイルドの成長を定期

うな変化をもたらしているかの確認を行います。
その変化を成長報告や手紙などを通して

スポンサーの皆様にお伝えすることで、
皆様とチャイルドとの交流を支えています。
これら

的にチャイルドを訪問し、
必要

からの手紙も1通1通手渡しし

ます。
スポンサーシップ・マネジ
メント・プロジェクトはチャイル

の働きのために、
このプロジェクトでは、
スポンサーの手紙をチャイルドに届けるコミュニ

ドの成長を支えるために、
ADP

リーダーや子どもたちを対象とした
「子どもの権利クラブ」
などの活動を行っていいます。

る大切なプロジェクトです

ティー・チェンジ・エイジェント
（地域変革代理人）
と言われるボランティアの研修や、
村落

や家族が何をすべきか調整す
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プロジェクト 3 教育

小学校の卒業率が上がりました

生徒の出席率の向上を目指し、PTAを通じた学校の運営改善、

教師への研修機会の提供、さらに、教師が地域に定住できるよう教

師宿舎の建設などの支援を通じて、教育の質的な改善を行いました。

その結果、小学校の卒業試験の合格率が77%（172人）に達し、

合格者の内87人の中学校への進学が決まりました。

カリラ地域の教師の住居は学校から遠く、小学校までの
通勤が課題でした。
ンデンデレ小学校の近くに教師用の
宿舎が建設され、通勤時間が著しく短縮されました
机やイスなどのない学校で勉強す
る生徒。
このような生徒たちのため
に、現在新しい校舎を建設中です

プロジェクト 4 保健衛生

子どもたちの栄養状況が改善されました

マラウイの子どもたちの栄養不良率は高く、5歳未満児の死亡率

が高い原因になっています。栄養不良のため抵抗力が弱い子どもた

ちは下痢でも命を落とします。カリラ地域では、5歳未満児の栄養

不良率は45.5%に達しています。そのため、ADPでは、母親たち

が子どもたちに栄養価の高い食事を食べさせることができるように、
母親たちが考え方や行動を変えて、栄養改善を正しく行えるよう取

り組んでいます。今期は、ADPのスタッフ、地域リーダーが、母親た

ちを訓練していくための知識・能力を身につけているか、またその後、
子どもたちの栄養状況が改善されているかについて、モニタリング

を行いました。その結果、今年だけで43.1%の子どもたちの体重
の増加が確認されました。

収支計算書

地域の大きな課題で子どもたちの
高い死因であるマラリア予防のた
めに、ADPスタッフが蚊帳を配布し
ました。一つのヘルス・センターで
は、
マラリア罹患率が徐々に減りつ
つあると報告されています
保健省と協力して、ADPスタッフが
学校でビタミンAを配布しました

会計報告

支援分野別内訳（MWI−185723）

夢を与えてくれたワールド・ビジョンの支援

チャイルドストーリー

メアリーちゃん（11歳）

国民の大部分が自給自足農業に頼っているマラウイの中で、

場で売り、収入にすることができるようになりました」とメア

ADP内のチクワウェ村は、川と肥沃な土地があり、恵まれた場

リーちゃんの母親のエネレシさんは話してくれました。最新の

しかし、そのような環境の中、メアリーちゃん（11 歳）の家族

言います。
「小さな畑からより多く収穫できるよう、ワールド・

所という印象をもたれるかも知れません。

は、最近まで経済的に厳しい状態で、飢えに苦しんでいました。

メアリーちゃんの家族は、この広大な土地の恵みを食糧やお金に
変えることができませんでした。

農業技術研修を受けたメアリーちゃんの父親のハトニさんは

ビジョンは、私たちに複合肥料の配合の仕方をはじめ、新しい

農法を教えてくれました。」また、カリラADPでは、果樹栽培な
どのプロジェクトも始まり、住

民のモチベーションは高いで

貧困が原因でメアリーちゃ

んと兄弟姉妹は学校から遠ざ

す。支援で育てた果樹の苗木

食事を規則的にとることができ

た半分を育てています。苗木

に必要なノートや鉛筆などの

ちの学校の制服を買ったり、そ

の半分を売って現金にし、残っ

かってしまいました。通学前に

を売って得たお金で子どもた

ず、学校に着ていく制服や勉強

の他生活必需品を買うことが

文房具を買う余裕もありません

できるようになりました。メア

でした。
「いつ か 看 護 師 にな

る」、というメアリーちゃんの夢

リーちゃんは言います。
「早くこ

則な食事などを考えると、非常

て仕方ないの。私の看護師に

の制服を着て、学校に行きたく

は、足りない出席日数や不規

に難しい現実がありました。

しかし、そんな状況も、ワー

ルド・ビジョンの支援が始まっ

て一変しました。これからは、

※

ネットボール に夢中になるメアリーちゃん。
（右から2 番目）ボールは
布などを丸めて作った手製
※ネットボール：バスケットボールのルールを基に、女性が競技できる
よう改良されたスポーツ競技

なるという夢は、これで誰にも
止められないわ！」

この地域に住む多くの人々

の収入は、年間を通して安定

明るい未来に向かって歩める、という確信がメアリーちゃんの

しているわけではなく、乾季になると家計が厳しくなります。

「ワールド・ビジョンの支援のおかげで、私たちは整備された

貯めて、乾季の収入が厳しいときにお金を借りることができる

家族にもたらされたのです。

農地で作物を育てることがができ、今では十分な主食、メイズ
(トウモロコシ)を食べることができます。また、余った分は市

ワールド・ビジョンは、対策として収穫期に得た余分なお金を
※

を設立しました。
施設として、村の貯蓄貸付グループ（VSL）
※VSL：Village Savings and Loans

チャイルドたちが日本を応援しています！
多くの被災者を出した東日本大震災。ワールド・ビジョン・ジャパンも

地震発生直後から、皆さまからご支援を得て、現地で継続的な活動を
行っています。

（http://www.worldvision.jp/）

また、ニュースを聞いたマラウイのチャイルドたちから、皆さまを心配し、
そして日本の復興を祈るメッセージを届けてくれました。

「神様は日本のことを愛しています」
と書いた布
を持ち、
日本のことを心配してくれる子どもたち

