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夢をかなえたチャイルド

東南アジア諸国の中心として安定した経済成長を
続ける一方で、都市部と農村部の生活格差が問題
になっている。都市部への出稼ぎも増えており、
農村部に残された子どもが祖父母等に預けられる
ケースも目立つ。 外務大臣賞を受賞！

0120-465-009

チャイルド・スポンサーシップのお申込み、また、チャイルドを
もう一人ご支援いただける方は、お電話ください。

お母さんと会える日を心待ちしながら
生活するケオラッダーちゃん

ケオラッダーちゃんが描いた絵「豚のこと」

ケオラッダーちゃん
（11歳）

タイのチャイルド、美術で才能の花開く

お母さんと、一緒に暮らせる日を願って

THAILAND

LAOS

MYANMAR
(BURMA)

VIETNAMCAMBODIA

タイ王国

福島で生きていく子どもたち
一人ひとりに寄り添うということ

現在、チャイルド・スポンサーシップの支援を受けているタイの
チャイルド、ケオラッダーちゃん（11歳）が今年２月に来日しま
した。ケオラッダーちゃんが描いた絵画が、静岡県の熱海 MOA
美術館全国児童作品展で外務大臣賞を受賞したのです。世界中の

子どもたちが参加したこ
の作品展、応募総数は約
46 万点に及びました。

受賞した絵画は、ケオラッ
ダーちゃんの妹が豚たちに
餌をあげている様子を描い
たもの。「豚にえさをあげ
た時にとても楽しかったで
す。豚がブーブーと鳴いて、
かわいかったです」　ケオ
ラッダーちゃんは、その時
の様子を楽しそうに話して
くれました。

ケオラッダーちゃんが暮らすのは、国境に近いタイ東部の村。働
き口のない村では、一家が食べていけないため、お母さんは遠く
に出稼ぎに出ています。年に数回しか会えません。
そんなある日、チャイルド・スポンサーシップの支援によって、ケ
オラッダーちゃんの家に豚が届きました。豚は、食べるとなくなっ
てしまいますが、飼育方法を学び、豚を増やせるようになると、そ

れを売って生計が立てられ
るようになります。

豚の飼育で十分な収入が得
られるようになれば、お母
さんは遠くに出稼ぎに出な
くてもよくなるかもしれま
せん。ケオラッダーちゃん
が寂しい思いをしなくても
よくなるかもしれません。

チャイルド・スポンサーシップが目指すもの。それは、子ど
もたちが安心して将来に夢を持ち、「愛されている」と感じ
ながら、健やかに成長すること。ケオラッダーちゃん一家の
生計を助けるだけでなく、お母さんと一緒に住める日を願っ
て、支援を続けています。

ケオラッダーちゃんが、大きな賞を受賞し来日するとは思いもし
なかったことですが、一歩一歩の歩みが想像もしなかった喜びに
繋がることもあるのですね。

あなたも、子どもたちに喜びを届けませんか？



特　集

チャイルド・スポンサーシップからの卒業

10～15年という長期間にわたり地域住民とともに
活動を進めるチャイルド・スポンサーシップ。

チャイルドが大人へと成長するように、
支援によって地域は変化し
やがて支援からの卒業を迎えます。
「本当に地域を去って大丈夫なの？」という不安な想いに
自信を持って「はい!!」と答えられるように
最終段階として設けられている卒業準備期。

2017年 9月に支援から卒業する
ケニアのオレントン地域。
15年間の支援でどのような成果があり、
どのような準備を経て
卒業を迎えようとしているのか
実例をもってご紹介します。

ワールド・ビジョンが
支援地域を去るということ

心優しく支えてくれたあなたへ

ありがとう
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チャイルド・スポンサーシップによる支援が終了し、ワールド･ビ
ジョンが撤退した後は、支援によって力をつけた住民組織や行政
関係者、そして子どもたちやその保護者が活動を引継いでいきま
す。支援の成果を地域に長く残し、発展させていくためには、そ
の地域の人々自身が主体的に考え、行動していかなければなりま
せん。そのために、卒業準備期の5年間は、地域の組織作り・強化
と人材の育成に重点的に取り組みます。

ワールド・ビジョンが地域を去る前の 〈卒業準備期〉とは？

支援地域は首都のナイロビから西へ150 キ
ロメートル、車で約2 時間程の北ナロク県マ
ウ郡。住民の多くがマサイ族で、農業や家
畜の飼育で生計を立てています

地域の組織作り・強化1

これまでの支援により、学校の教育環境や教育の質が向上してきました。この
成果をこれからも地域の学校に残し、さらに向上させていくために、保護者や
地域のリーダーから成る「学校運営委員会」への研修を教育省と協力して各学
校で行っています。資金や教材の管理方法、親や生徒への説明責任の果たし方、
教育の質を向上するためのカリキュラムの見直しなど、今後の学校運営に必要
な知識と能力を委員会のメンバーに身につけてもらうことが狙いです。

人材の育成2

各家庭を回って健康管理に関する知識を普及したり、子どもたちの身体測定を
行って栄養や発達の状態を把握し、必要に応じて地域の保健センターへ紹介す
るなどの役割を担う、「地域保健ボランティア」の存在が極めて重要です。今
後も、地域の人々の健康管理のために活躍が期待される地域保健ボランティア
の育成にも、力を入れています。

15人のメンバーから成るこの住民グループは、支援によるミシンの提供、経営能力
向上の研修を受けて、洋裁と服の販売ビジネスを行っています。収入は銀行に預金
するだけでなく、地域の最も貧しい子どもたちに制服を提供する活動にも使ってい
ます。このように、これまでの支援によって力をつけた人々が、ワールド・ビジョン・
ジャパンに代わって地域の子どもたちをサポートする活動を始めています。

確かに引き継がれている、子どもたちへの想い

オレントン地域開発プログラムでの卒業準備期の取り組み

最も貧しい子どもたちへの支援を始めた住民グループ

15 年にわたる支援により、地域にたくさんの変化が起こりました !!

トイレを利用する世帯が増加！
15.8% → 50.7%

低体重の子どもが減少！
20.3% → 10.0%

保健

就学率アップ！
72.1% → 81.0%

教育

保健

教育

水衛生

女性器切除（FGM）*を受ける女の子が激減！
97.5% → 25.0%

ケニア　
オレントン地域開発プログラム
（支援期間：2003年～2017年9月）

ぼくは、母親と 6人の兄弟とともに育ちました。幼い頃、ポリオにかかった後遺症で、足が不自由で
したが、支援で手術を受けることができ、歩けるようになりました。母親は、学校に通ったことがあ
りませんでした。しかし、ワールド・ビジョンの啓発活動を通して教育の重要性を理解し、ぼくたち
を学校に通わせるようになりました。その後も、学費の支援のおかげで高校を無事に卒業し、今は、
溶接と金属製品製造の研修を受けています。将来は、自分の工場を持ちたい、という夢を持っています。

日本から支援してくださった皆さま、本当にありがとうございました！

歩けるようになり、教育も受けることができました
オレントン地域出身　ティカニさん（22歳）

地域調査、住民・行政と関係構築、事
業計画策定

チャイルドの登録、住民組織づくり、
施設建設、保健衛生・栄養・教育・収
入向上等の研修、啓発

活動の継続・主体性の醸成、地域レベ
ルのアドボカシー（行政への働きかけ）

支援卒業チャイルド・
スポンサーシップ
による長期支援

準備期 第1期 第2期 第 3 期

子どもの保護

2003年 - 2004年 2005年 -2008年 2009年 - 2012年 2013年 - 2017年  2017年

この支援地域の実例を紹介します

ケニア

エチオピア

タンザニア

オレントン

* 女性器切除（Female Genital Mutilation): 女の子が「成人」として認められる
ための伝統的な通過儀礼。麻酔や消毒をせずに刃物で女性器に傷をつけることから
激痛と感染症のリスクを伴い、女の子の心身に深刻な傷を残す。

卒業準備期
第２期での活動の継続や持続的発展に向けた体制づくり、地域住民の主体性を伸ばす研修、
地方行政や現地ＮＧＯ等との連携強化、財源確保のための働きかけ等
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2011年の東日本大震災から6年。原発事故が起きた福島には、東日本大震災に加えて、元々抱えていた過疎化や
高齢化の問題が複雑に絡み合い、生きづらさを感じている方が多くいるのが現実です。毎年発表される震災関
連死／自殺の数字の内訳上は、大人の問題のようにも見えますが、「大人が生きづらい」ということは、「子
どもも生きづらい」のだと思います。
2016年 4月、ワールド・ビジョン・ジャパン (WVJ) は、福島で長年にわたり子ども・若者支援に取り組む（特非）
ビーンズふくしまが実施してきた事業に協働する形で「福島子ども支援事業」を立ち上げ、避難先や生活が困
窮している家庭で悩む子どもたちに、寄り添った支援を行っています。今回は、事業のために福島に駐在して
約１年が経つ私より、現場からのレポートをお届けします。

福島で生きていく
子どもたち
一人ひとりに寄り添うということ

仮設住宅等で生活する子どもの支援
・仮設住宅や復興公営住宅での学習支援を通じた、安心できる居場所づくり
・避難している子どもと避難先の地域に住む子どもの交流
・「地域の支援体制」構築のための取り組み、耕作体験イベントや夏祭りなどで地域と連携等

生活困窮家庭の子どもの支援
家庭訪問による相談支援、家庭環境・生活環境の整備、同年齢・年齢間
の交流機会の提供（スポーツの日、キャンプ等のイベント）、地域の関係
機関とのネットワーク構築、関係機関とのケース会議の開催 等

イベント例：じゃがいも植え付け、科学工作体験、
アクセサリー作り、体育館遊び、スパリゾート
ハワイアンズへ行こう、くつしたデザイナーに
なってみよう 等

仮設住宅等の子どもの支援　
（2016年度年間実績）

参加した子どもの
延べ人数 2,751人

575回学習支援・イベント
を行った回数
（仮設住宅・復興公営住宅等 8カ所の総計）

生活困窮家庭の子どもの支援　
（2016年度年間実績）

直接サポート
を行った回数　5,840回

427回関係機関への
連携

福島県

県中・県南地域

福島第一原発
20km 圏内
（警戒区域）

福島市

郡山市

浪江町

富岡町
川内村

二本松市

三春町

県北エリア

県中エリア

主な活動地域　
※2017年 3月31日、4月1日の避難指示解除前

現場レポーター

福島子ども支援 担当
（2016年4月より福島県駐在）

わたなべ

渡邊 いずみ

避難先の地域に、安心して過ごせる居場所は必要不可欠
仮設住宅等で生活する子どもの支援

様々な困難を抱える子どもと家庭に寄り添う支援
生活困窮家庭の子どもの支援

学習ドリルに励む子どもとスタッフ （株）チュチュアンナ様のご協力のもと開催した
「くつしたデザイナーになってみよう！」イベントの様子

福島市内の仮設住宅

避難指示区域や帰還困難区域から避難し、仮設住宅や復興公営住宅で生

活している子どもたちの多くは、その町に臨時で建てられたサテライト

校 *（仮校舎）に通っています。しかし、小学校、中学校合わせても 30

人程度だったり、1学年あたり2～3人、0人の学年もあるサテライト校も

あり、そのほとんどはいずれ閉校することが決まっています。サテライト

校に通う子どもの多くは、もともとその地域で暮らしていた子どもたち

と交流する機会が少ないため、新しい生活に馴染めず、ストレスを抱え

ています。そのことに加え、仮設住宅は薄いトタン板で建てられた狭い

部屋のため、「自分の部屋」がなく、家庭でもストレスを抱えながら生活

しているのが現状です。

そのような状況に置かれた子どもたちには、日常のストレスから自然と

解放され、安心して過ごせる居場所が必要不可欠です。学習と遊びを主

な活動にしながら、保護者会や地域交流会も実施し、子どもたち一人ひ

とりのニーズに丁寧に寄り添うことをこれからも大切にしていきます。

「大人になるのも悪くないかも」と思ってもらえれば、明日も生きてくれるかもしれない

山下 仁子

生活困窮家庭の子どもの支援
担当（ビーンズふくしま貧困
対策支援事業担当）

ペットの糞で沼地化したゴミ屋敷で暮らす子ども、精神

疾患を抱え家庭教育力の乏しい母親、虐待を繰り返す母

親の交際相手と暮らす子ども、心中企図を繰り返す母親

と常に生命の危機を抱えながら暮らす子ども。生まれな

がらに過酷な環境下で生きる子どもたちと、私たちは日々

接しています。単に経済的貧困が解決されれば、家庭の

抱える問題が解決されるわけではないような環境の中で、

精一杯生きている子どもたちの思いに私たちは寄り添い、

生きる力を引き出すための支援を繰り返し行っています。

子どもたちが夢や希望を失うほどの悲しい現実を幾度と

なく目にしました。そのような子どもたちと接する上で、

私が目指していることの 1 つは、「大人になるのも楽し

そうだな」と思ってもらえる大人であり続けることです。

そうしたら、子どもたちはきっと、将来に命を繋いでく

れると思うからです。「自分の意思で、生きる道を切り拓

く力をつけてほしい」と願いながら、私たちは毎日現場

へ向かいます。それが、子どもたちの生きる力、そして

貧困の連鎖を止める力になると信じて。

様々な事情により困難を抱えている子どもたちを守り、

子どもたちが本来持っている「生きる力」を引き出し、

必要な社会的サポートや将来の希望へと繋げていく支援

を行っています。

複雑な背景から、助けを求めるべき状況に置かれていると

いう認識が持ちづらく、行政を含む社会的サポートにつな

がることができずに孤立する子どもに対し、定期的な訪問、

メール、電話にて、子ども一人ひとりのニーズや想い、意

思に寄り添い、何年もかけて信頼に基づいた関係づくりを

行います。その後、子どもが安心して安全に生きていく権

利を地域が守っていけるよう、医療、福祉、教育機関、親

の就労など、地域の関係機関へと支援を移行していきます。

時間をかけて、子どもの「生きる力」を引き出し、それを

地域で支える仕組みを整えることを目指しています。

福島県の

「今」

福島県の東日本大震災からの復興は、原発事故の影響もあり、他県に比べて遅れ
ています。未だに県内外で約 7万7,000人が避難生活を送っており、震災関連死
は 2016年になって 2,000人を超えました。また、今後、福島第一原子力発電所
の事故による避難指示区域が、年間被ばく線量 20ミリシーベルトを基準に避難
指示が解除されていくことに伴う、新たな課題も指摘されています。

人 口 被災3県（福島県、岩手県、宮城県）の避難者数（県内外の総数） 被災 3県の東日本大震災における震災関連死の死者数　

 (2017年 3月1日時点 )

1,892,982人 福島県
岩手県
宮城県　

68,974人

14,833人
26,313人

福島県
岩手県
宮城県　

2,086人

460人
922人（出典:平成 29年4月28日発表　復興庁） （出典：平成28年9月30日発表　復興庁）

（出典：平成28年3月18日発表　
内閣府自殺対策推進室）

避難指示区域外で避難生活を送ってきた人たちは、
避難指示解除と同時に自主的避難者となり、公的支
援が縮小されていきます。自主的避難者への支援策、
および、避難指示解除区域に帰還した家族や子ども
たちのコミュニティ再編も重要課題となります。

福島県

岩手県
宮城県

H23 H24 H25 H26 H27

23

15
19

13
10

17

22
20

10 8
4

10

4

3

3 3

1
年

人

被災3県の東日本大震
災に関連する自殺者
の年次推移

福島子ども支援事業の概要

これまでの活動実績

* サテライト校：避難区域に指定された場所にある学校が、本校舎から遠く離れた場所に設置され、
授業を行う仮校舎

154回
8回
45回
212回
2,912回

99回
6回
32回
515回
1,857回

訪 問
来 所
同 行
電 話
メール

本人 親族
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ワールド・ビジョン・ジャパンがチャイルド・スポンサーシッ
プを通して支援を届けている 21カ国、46の地域の中から、今
回はベトナムの２カ所の支援地域（ムオンチャ、トアンザオ）
をご紹介します。
2017年3月11日（土）～3月18日（土）に実施された、チャ
イルド・スポンサーの「地球あちこちベトナムを知る旅」（支援
地訪問ツアー）で、19人のチャイルド・スポンサーがムオンチャ・
トアンザオ地域開発支援（ADP）を訪問し、チャイルドと会っ
てきましたので、そのときの様子とあわせて報告します。

多くの女性が、自宅で出産
モン族、ターイ族などの少数民族が多く住むムオンチャ地域
では、医療施設や医療従事者の不足や文化的な背景から、
60% 以上の女性が助産師の介助なしに自宅で出産します。
このため、母子ともに産後のケアを十分に受けられないこと
や、子どもの健康や栄養に関する親の知識不足などが課題と
なっています。

課題

支援

保健：病気から守ります

ベトナムの課題と支援

ベトナムの暮らし

チャイルド・スポンサーを歓迎してくれたチャイルドと地域の子どもたち。特に女の子は、民
族衣装を着ていました。赤やピンク、黄色、黒、紫など、鮮やかな色の生地に施された美し
い刺繍と、動くと衣装の飾りが揺れるデザインが特徴です。これらの民族衣装は、お祝いな
ど特別な時に着ます。日本の着物のようですね。

色とりどりの民族衣装

訪問したチャイルド・スポンサーの感想　～喜び・驚き・気づき～

支援地域のことをもっと知りたい！
ベトナムの支援と暮らし

1
2

3
4

1 2 3　ムオンチャADP　　トアンザオADP　　チャンエンADP
　バンエン ADP（ADP＝地域開発プログラム）4

ベトナム基本DATA
正式名：ベトナム社会主義共和国
首都：ハノイ
面積：日本とほぼ同じ（32万9,241 km2） 
人口：約 9,270万人
宗教：仏教、カトリック、カオダイ教他
言語：ベトナム語
民族：約86％を占めるキン族（越人）と
　　　ほか53の少数民族

言語の壁により、中退する子どもが後絶たず
トアンザオ地域では、ムオンチャ地域同様、多くの少数民族が暮
らしています。普段の生活では、それぞれの民族の言葉を使用し
ているため、ベトナム語で行われる学校の授業についていけず、
落第、中退する子どもが少なくありません。地域全体の教育の水
準をあげることが課題となっています。

楽しくベトナム語を学ぶ「読書クラブ」
少数民族の子どもたちが、ベトナム語で行われる学校の授業に
ついていけるように、「読書クラブ」を課外時間に開いています。
ワールド・ビジョンによって訓練を受けたボランティアスタッフ
が、読書クラブの指揮をとり、子どもたちはベトナム語の本や
絵本を読んだり、感想文を書いたり、発表することを通して、

課題

支援

教育：学ぶ環境を整えます

支援地訪問ツアーで保健クラブを訪れ、保健クラブメンバーとチャイルド・スポンサー
で豆運びゲームをしました

トアンザオ支援地域の小学校でチャイルドと交
流しました。

髪留めを上手に使って、綺麗に髪をまとめています

民族衣装を着て、しゃぼん玉遊びをするチャイルド

支援地域ではベトナム語が通じなかったため、日本
語（私）→英語（WVJ スタッフ）→ベトナム語 (WV
ベトナムスタッフ )→現地語（ADPスタッフ）への通
訳が必要でした。大変！

教育支援の読書クラブで、幼い子どもたちが本の内
容を丸暗記したり、絵を描いたりする方法は良い事
です。ベトナム語を楽しく勉強するために続けてほ
しいです。

トイレ建設と啓発の支援を見て、トイレの中に適度
な大きさの窓があることは、月の光を入れるために
大事だと知りました。

地域の女の子の結婚年齢が平均14歳と聞いてびっ
くり！若年結婚 / 出産については知っていましたが、
目の前の生々しい事実に強い衝撃を受けました。

楽しみながらベトナム語を学んでいます。自然なかたちで学習で
きる環境を整えたことで、読書クラブに参加する子どもたちの成
績は上がり、学校に通い続ける子どもたちの割合が増えてきてい
ます。この活動は、地域全体の教育レベル向上にもつながってい
ます。

大事な知識を楽しく伝える「保健クラブ」
少数民族の言葉を話す村落保健員や村落出産介助者が、同じ
少数民族の若い女性や母親向けに「保健クラブ」を実施して
います。村落出産介助者は、ワールド・ビジョンの支援によ
り助産の研修を受けて出産介助者として働くかたわら、同じ
地域出身の女性たちに妊娠、出産、子育て、栄養、病気に関

わる、子どもたちが元気に育つために不可欠な知識を伝えて
います。歌やゲームなどを活用し、初めての人でも参加しやす
いような、楽しい雰囲気作りをしています。また、絵を使って
説明することで、教育を受けていない親も参加できるよう工
夫がされています。

支援地域のあるムオンチャ郡とトアンザオ郡は、中国、ラオスと国境を接する山岳地帯に位置しています。
ここには、モン族やターイ族などの少数民族が多く暮らし、独自の言葉、衣装、習慣を持っています。

地域の女性たちは、黒く長い髪を頭の高い位置で束ね、お団子型に結っていました。カラ
フルな衣装にとても似合い、髪飾りをつけておしゃれを楽しんでいる人もいました。結婚を
している女性は、このように高い位置にお団子を結うのが習慣だそうです！

既婚女性はお団子ヘア！？

支援地訪問ツアーで読書クラブを訪れました。高床式民家の 1 階を借りてござ
を敷き、教室にしています。

支援地
訪問ツアー
報告とともに！

ベトナム
ラオス

カンボジア

タイ
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2017年 4月1日付で、ワールド・ビジョン・
ジャパンの事務局長に就任した木内真理子。
本人は「私なんて、そんな、もう…」と謙遜
しますが、世界の子どもたちのために日々奔
走する彼女は、鋭い視点と洞察力で物事を捉
える力を備えながらも、親しみやすく頼れる
女性リーダーとしてスタッフの信頼厚い存在
です。今回は、そんな事務局長、木内の事務
所での様子をご紹介します。

新事務局長　
木内真理子のオフィスでの様子！

何を読んでいるのでしょう…深刻そう この日のランチは、お弁当屋で購入！

スタッフと様々な想いを分かち合う
毎週の小グループ時間はとても貴重

ＷＶＪの新事務局長を紹介します！
我は一人の僕なり。
為すべきことを
為したるのみ

藤沢周平　全集

ネコと息子を
からかう（遊ぶ）

生き方において
影響を受けた人

開発援助に携わって約 30 年。
インドネシア駐在、対フィリ
ピン ODA 等を経て、2008
年から WVJ へ。アフリカ、
東日本大緊急復興支援を経て
今に至る

新事務局長プロフィール
木内　真理子（きない　まりこ）

両親

座右の銘 愛読書

ストレス発散

WVカフェに参加してみませんか？ＷＶスタッフが、あなたの街を訪れます！

台風ハイヤン直後のフィリピンにて

2017年 4月 WVカフェ in 沖縄
スティーブンさんを囲んで
集合写真を撮りました

校舎での授業の様子支援で難民キャンプ内に建設した小学校の校舎 授業を受ける子どもたち

北海道  (スペシャル )
日時：7月15日 (土 ) 14:00～16:30
会場：北海道立道民活動センター かでる2.7 1070会議室
　　　札幌市中央区北2条西 7丁目

広島
日時：7月22日 (土 ) 14:00～16:30 
会場：広島市まちづくり市民交流プラザ　研修室A
　　　広島市中区袋町6番36号

神奈川
日時：8月5日 (土 ) 14:00～16:30
会場：横浜情報文化センター 7F 大会議室
　　　横浜市中区日本大通11番地
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ワールド・ビジョン・サマースクール 2017今年も開校します！

サマースクールは、日本に住む子どもたちに世界の現状を知ってほしいと願い開催している子ども向けイベントです。途上国の子どもたちの日常
を疑似体験する楽しいプログラムに加え、今年はスペシャルゲストとして、ケニア出身のスティーブンさんが元チャイルドとしての体験をお話し
ます。詳細、お申込みはホームページをご覧ください。皆さんのご参加をお待ちしています！

北海道でのカフェは、「WVカフェ・スペシャル」として開
催します。過去に東京・兵庫・京都・福岡・沖縄で多くの
人の心をつかんだ、ケニア出身の元チャイルド、スティー
ブンさんがゲスト登場します！

◎コンタクトセンター（支援者窓口）
TEL：03－5334－5351（平日 9:30 ‒ 17:00）　Eメール：dservice@worldvision.or.jp

WVカフェのお申込み、
サマースクールに関するお問い合わせは

「チャイルド・スポンサー同士で話せるのが楽し
い！」と好評のイベント「ワールド・ビジョン・カフェ
（WVカフェ）」を全国各地で開催しています ( 参加
費無料 )。支援地域の子どもたちの様子や活動状況
を写真や動画を交えて報告します。参加ご希望の方
は、事前にホームページ、Eメール、お電話にてお申
込みください。（締め切りは開催日の3日前です）

「子どもは社会で最も弱い立場にいる存在。だから、
子どもに優しい『開発』は社会全体に優しい」WVJ
に入った頃に聞いて、すとんとハラオチした言葉です。
子どもの健やかな成長は社会の健全性を示すバロメー
ター。原点として大切にしたいと思います。
4月に、NGO界のレジェンドとも言われる片山から事務

局長の任を引き継ぎました。バトンは重く重圧を感じま
すが、スタッフと一緒に、世界の子どもたちと共に歩む
者となれるよう、微力を尽くしてまいります。皆さまの
温かいご支援に感謝申し上げます。今後ともよろしく
お願いいたします。

事務局長　木内 真理子Vol1.

避難生活の中でも夢を取り戻した南スーダンの女の子
エチオピアのクレ難民キャンプで暮らす女の子、ニャウェッチちゃん（14 歳）。
家族と一緒に6日間歩き続け、エチオピアまで逃れてきました。南スーダンで
の生活から環境が大きく変わった今の心境を次のように話してくれました。
「南スーダンにいたときは、パイロットになりたいと思っていました。でも、再び
勉強できるようになった今は、医者になりたいと思っています。人のために働い
て、命を救いたいからです。今は、学校が2部制になっていて、一番暑い午後
に通学しなければいけないことや、南スーダンの授業科目と少し違うなど、色々
な困難がありますが、医者になるために勉強を続け、いつか家族と一緒に平和
になった祖国に戻りたいです」

まだ、学校に通うことができない子どもたち
現在、南スーダンは、紛争の影響により約160万人の人々が国外に逃れて避難
生活を送っています。避難生活を送る人々の半分以上は子どもたちで、その多く
はまだ学校に通うことができていません。
ワールド・ビジョン・ジャパンは、紛争の影響下にある南スーダンやシリアの子
どもたちのために教育支援を行っています。あなたのご支援が、子どもたちの
未来を拓く力になります。ぜひご協力ください。

エチオピア難民キャンプで、希望を取り戻している子どもたち
内戦の影響で南スーダンからエチオピアに逃れて避難生活を送る子どもたち 4,650人が、皆さまのご支援
により、学校に通い勉強を続けることができました。教育が、子どもたちの生きる希望になっています。

ワールド・ビジョン　難民支援

日時：8月2日（水）、3日（木）10:30-15:00　（両日同じプログラムです）
定員：各日50名（定員になり次第、締め切り）
対象：小学3～6年生
会場：ハーモニーホール（中野坂上ハーモニースクエア内）「中野坂上駅」より徒歩5分

毎年、
大人気！

勉強できるようになった今、
私は、医者になりたい！

会議で、通訳をする事務局長

難民支援レポート  南スーダン
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