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いたり、 学校に行ったりしています。

こんにちは。 ご挨拶もなくいきなり失礼いたしました。 「国境なき子どもたち」 （KnK） の寺田朗子と申します。 ア
ジア地域のいくつかの国で 「つらい状況に置かれた子どもたち」 と手をつないでいこうとしている NPO です。
不衛生、 不健康な中で毎日を暮らすストリートチルドレンや人身売買を経験した子どもたち、 手足を伸ばして寝

ごす環境は果たしてあるのですか？

私たちにできることは何なのだろう。 それを思うとき心が震えます。 でも、 小さな光の一つでもあの子たちに見出
してもらえれば、 まず第一歩が始まると思うのです。
どうぞ、 その一歩が確実な二歩目を踏み出すことにつながりますように、 お力を貸していただければ幸いです。

認定 NPO 法人国境なき子どもたち (KnK)
会長

KnK は東京都知事より認定を受けた「認定 NPO 法人」です。
ご寄付は、確定申告により税控除を受けることができます。
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ご支援の流れ

１．

支援の種類・方法をご検討ください
本 3 ページより、 金銭によるご支援の種類を 1 ～８までまとめました。 金銭によるご支援
以外で、 ⑧の広報 ・ PR 活動での協力方法もございます。

２．

ご連絡・ご相談ください
ご支援に関して、 いつでもご相談ください。 連絡先は本冊子の裏面をご覧ください。

３．

ご入金ください
お振込み方法は本冊子の裏面にございます。

４．

受領書をお送りします
寄付金控除を受けられる受領書をお送りします。 KnK は東京都知事より認定を受けた
「認定 NPO 法人」 です。 ご寄付は、 確定申告により税控除を受けることができます。

国境なき子どもたち (KnK) は、 SDGs( 持続可能な開発目標 ) の達成に貢献します。
SDGs は、 世界の課題解決の促進のため、 国連、 政府、 企業、 研究者や NGO/NPO などによって定められた、
2016 年から 2030 年までの世界共通の目標です。 17 の目標のうち、 KnK は以下を目標としています。

１. 貧困をなくそう 4. 質の高い教育をみんなに 5. ジェンダー平等を実現しよう
8. 働きがいも経済成長も 16． 平和と公正をすべての人に

国境なき子どもたち（KnK）のビジョンとミッション

５．

お名前を広報媒体でご紹介します
年次活動報告書やニュースレターなどで支援活動を定期的にご報告しますと共に、 年次活
動報告書とウェブサイトでお名前をご紹介させていただきます。 （なお、 5 万円以上のご支
援の場合に限ります。）

1.

団体の活動全体への支援 （一般寄付）

ご寄付の使途を決めない団体全体への一般寄付は、 ご寄付をいただいた時点で、 活動資金を優先的に必要と
する事業地などを KnK が特定し活用させていただきます。 KnK の年間事業計画に沿ってご寄付を使わせていただ

～国境を越えてすべての子どもに教育と友情を～

VISION

国境なき子どもたちは以下の社会をつくることに貢献します。
・ 子ども一人ひとりが教育を受け、 夢を描ける社会

けるため、 私共にとって最も有り難いご寄付の方法となります。

2.

法人正会員 / 法人賛助会員 （年度会費）

・ 子ども一人ひとりが尊重され、 安心して健やかに成長できる社会
・ 子どもたちが互いの違いを認め合い、 友情を育み、 共に成長できる社会

法人正会員費 ： 10 万円 / 年

MISSIONS

国境なき子どもたちは、 ビジョンを実現するため、 以下を使命とします。
・ 教育や職業訓練、 自己表現の機会を提供し、 子どもたちの将来の選択肢をひろげ、
その健全な社会参加を後押しします。
・ 貧困や紛争、 災害で困難な状況にある子どもたちに寄り添い、
その成長過程にふさわしい生活を送れるよう手助けします。
・ 日本の子どもたちが、 世界の子どもたちの抱える現状を知り、
多様な価値観を学び、 互いに支え合える次世代を育成します。

2

法人賛助会員費 ： 5 万円 / 年
★年間を通じたご寄付方法で、いつでもお申込みいただけます。
★ KnK に対する義務や権利を伴うものではありません。
★子どもたちに安定した支援を行うため、次年度以降も継続してお納めいただけます
ようお願い申しあげます。
★年度会費はすべてのご寄付と同様に KnK の支援活動に充当されます。
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3.

カンボジア・
「若者の家」

カンボジアの貧しい子どもたちの保護 ・ 自立支援

★ 必要経費 ー 「若者の家」 運営費ー
項目

し、 安心して生活できる居場所を提供し、 将来の自立に備えて教育と職業訓練を支援しています。

★ ご支援いただきたい子どもたち

内容

教育支援費

¥83,178

学校復学支援費、教育クラス講師 2 名、教材費

職業訓練費

¥22,050

訓練費、訓練資機材費

食費

¥159,434

生活費

カンボジアの第二の都市バッタンバンで居住型の自立支援施設 「若者の家」 を運営しています。 親元で生活できない若者に対

月額

¥21,735

食材、薪、調理器具、調理師 2 名
日用品、医薬品、診察料

自立・生活支援費

¥87,535

活動交通費、家庭訪問旅費交通費、ソーシャルワーカー 2 名

イベント・遠足等

¥29,750

遠足、長期休暇一時帰宅費、同窓会

セキュリティ費

¥41,580

運営費

¥161,753

その他

¥58,787

月額合計

セキュリティガード
電気・水道光熱費、施設維持費、経理 2 名
福利厚生、団体登録費

¥665,802

カンボジアは、 20 世紀後半の数十年に及ぶ内戦中に学校が破壊され知識人が虐殺され
ました。 その結果、 現在でも学校や教員数が不足しています。 また特に農村部は貧困家庭

★ これまでの成果

が多く、 子どもが小学校を卒業しても中高に進学できず、 働いて家計を助けるケースもめずら
しくありません。 KnK の支援対象は主に 15 歳以上の貧困層の若者たちです。 一般的に、 こ

● 2020 年末までに 447 名を受け入れ、 そのうち 298 名が家庭復帰後、 就職

の年齢層になると支援を受けることが難しくなり、 彼らは十分な教育や職業訓練を受けられな

や進学など自立に向けて動き出しました。

いまま社会に投げ出されます。 そうなると貧困から抜け出すことは困難です。 KnK の 「若者

●人身売買の被害にあった子どもが大学で語学を学びアンコールワットのツアーガ

の家」 には孤児や極貧家庭の子ども、 家庭内暴力を受けた子どもたちが暮らしています。

イドになったり、 貧困家庭に生まれ幼い頃から働いていた子どもが猛勉強のすえ
教育にまつわるカンボジアの現実（2019）

プノンペンの日系企業に勤めるなど、 卒業生が活躍しています。

・ 教育を受けた年数 ： 平均 5.1 年
・ 修了率

： 小学校 82％、 中学校 45％、 高校 22.％

・ 高校進学率

： 72% （都市部 95%/ 農村部 66%）

物乞いで得たお金で食事する少女

アンコールワットのガイドとして
活躍する卒業生

子どもの成長
幼い頃に両親を亡くし、 ビニールシートとトタン屋根の掘っ

★ 「若者の家」 の支援内容

立て小屋に妹と二人で暮らしていました。 17 歳の時に KnK
が保護し 「若者の家」 で暮らし始めましたが、 当時は小学
3 年生の学力しかありませんでした。

【主な支援】 衣食住 ・ 生活必需品 ・ 復学の機会 ・ 教育クラス
（英語 ・ 識字） ・ 職業訓練 ・ 医療ケア ・ 心のケア （悩

「若者の家」 では、 小学校に通いながら、 縫製や飲食

バッタンバン

サービスの訓練を受けました。 2005 年に 「若者の家」 を

み相談、 生活指導など） の提供、 家庭復帰支援
【開設年月】 2000 年 9 月

プノンペン

職業訓練を受けるサムーン
（19 歳／ 2003 年）

【支援場所】 バッタンバン州

卒業してレストランに勤務した後、 現在は空港に勤務してい
ます。

空港で勤務中のサムーン
（29 歳／ 2013 年）

【入居者数】 年間のべ 21 名 （2020 年） 男子 48% 女子 52%
【スタッフ数】 ソーシャルワーカー 2 名、講師 （英語・ 識字） 2 名、
会計担当 2 名、 食事担当 2 名
若者の家

ⅹ

★ スタッフの声

ー KnK カンボジア現地代表 スレイ サカン ー

「若者の家」 にやって来る思春期の子どもたちは一見大
人のようでもありますが、 周りの手助けや導きなしには成長で
きません。 私たちスタッフは、 彼らと時には涙しながら何度も
話し合い、寄り添い続けます。 それが子どもたちの自信となり、
成功体験につながり、 立派に自立していきます。 残念ながら
カンボジアには、 支援を必要とする子どもがまだまだたくさんい
ます。 どうかカンボジアの子どもたちをご支援ください。
卒業生の様子を見に自動車工場を訪れるサカン （右）

学力の遅れを取り戻すための識字クラス

技術を身に付けて 1 日でも早く自立を目指す青年

4

毎日食べられることの幸せ
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4.

フィリピン・
「若者の家」

★ 必要経費 ー 「若者の家」 運営費ー
項目

フィリピンの貧しい子どもたちの保護 ・ 自立支援

教育費

マニラで居住型施設 「若者の家」 を運営し、 育児放棄や虐待された子ども、 ストリートチルドレン、 法に抵触した青少年など危
機的状況にある子どもたちが家庭のような環境で生活し、 教育と愛情を受け、 健全な社会参加ができるよう後押ししています。

★ ご支援いただきたい子どもたち
肉親や義父母などから過度の暴力や育児放棄を受けた子どもたち

内容

¥56,121

学費、教育担当 1 名

子どもの心のケア

¥181,995

ソーシャルワーカー、心理ケア専門家

子どもの生活ケア

¥200,870

ハウスペアレント 5 名、衛生用品、衣服など

食費

¥170,497

食材、料理人 1 名

交通費

¥92,259

セキュリティ費

¥35,520

セキュリティ１名

ボランティア

¥20,859

ボランティア日当、交通費

光熱費

¥54,612

その他

¥28,323

月額合計

は、家を飛び出し、路上で物乞いなどをして生き延びています。そして、

月額

通信費、福利厚生費など

¥841,056

身の安全を確保するためギャングに入り、 窃盗や麻薬などの組織的
な犯罪にだんだんと手を染めていきます。 罪を犯すと劣悪な環境の
青少年鑑別所に入れられ、 教育や適切なケアを受けられず、 将来
の可能性を奪われてしまいます。

★ これまでの成果

2001 年に KnK がフィリピンで支援活動を開始した頃、 ストリートチ
ルドレンは墓地で暮らし、 墓石の隙間で死者と隣り合わせに寝泊まり

● 2001 年から 2020 年までに約 2,560 名を保護しました。 行政との協力 ・ 信頼関係を築き、

していました。 ゴミの中から見つけたモノを食べて生きる彼らは 「社

身寄りのない子どもや青少年鑑別所で不当に収容された子どもの保護を依頼されています。

会のゴミ」 として扱われ、 時には警察などから暴力をふるわれていま

● 自然災害の発生時にはシェルターとして 「若者の家」 が機能し、 スラム地区などの被災児を

した。

補導されただけで青少年鑑別所に連れてこられてしまう子どももいる

保護し、 生活物資や学用品の配布などを行いました。
災害時も子どもたちが
安心できる場所に

マニラ首都圏

★ 「若者の家」 の支援内容

子どもの成長
ストリートチルドレンだったハロルドは、 「若者の家」 の最初の
入居者です。 17 歳で小学校を卒業し、 中学校に入学しました

【主な支援】 衣食住 ・ 生活必需品 ・ 通学の機会 ・ 医療ケア ・ カウンセリング ・ スポーツ
活動の提供、 家庭復帰を目指した保護者の啓発セミナー ・ 家庭訪問の実施

が、いじめや差別を受け退学し、KnK のノンフォーマル教育 (ALS)

北カラオカン市

を受け始めました。

【開設年月】 2001 年 7 月

その後、 20 代の頃は KnK のスタッフとしてストリートチルドレン

【支援場所】 北カラカオン市

を支援するかたわら、 猛勉強の末、 26 歳の時 7 回目の挑戦

【入居者数】 20 名 （2020 年）

で学業修了試験に合格し、 高校卒業の資格を得ました。 2016

【スタッフ数】 ハウスペアレント 5 名、ソーシャルワーカー 2 名、教育担当 1 名、食事担当 1 名、
ボランティア 1 名、 警備担当 1 名、 外部心理ケア専門家 1 名

小学 2 年生だった頃のハロルド
（14 歳／ 2001 年）

年にエアコンの設備工事の職を得て、 現在も活躍中です。

★ スタッフの声

ー KnK フィリピン事務局長 ヘレン エステラーダー

路上の子どもに耳を傾ける
ハロルド （26 歳／ 2013 年）

KnK フィリピンの事務局長を務める前は、 前ページでご紹介した KnK のチルドレン
センターで約 14 年間、 ゴミ山で働く子どもなどを教えてきました。 どんな困難にある
子どもでも教育を受ける権利があります。 どうか皆さまのお力で、 危機的な状況に
あるフィリピンの子どもたち、 特に学校に通っていない子どもや労働を強制された子
ども、 犯罪に巻き込まれた子どもたちやストリートチルドレンに教育や衣食住の機会を
送ってください。
「若者の家」 でご飯を食べる少年

スタッフからの愛情を受ける

6

家庭訪問で子どもの様子を伺うヘレン

自分たちの部屋で遊ぶ子どもたち

7

5.

フィリピン・「チルドレンセンター」

★ 必要経費 ーチルドレンセンター運営費ー
項目

フィリピンのスラムにおける子どもの教育支援

フィリピンの首都マニラのスラム地域において、 仕事や家庭の事情などで学校へ定期的に通えない子どもたちを中心に学習の機
会 （ノンフォーマル教育） を提供し、 将来自立して貧困生活から抜け出すチャレンジを後押ししています。

月額

内容

教育費

¥74,915

教員 2 名、文具類

コーディネーション

¥49,896

コミュニティオーガナイザー 1 名

交通費

¥43,750

その他

¥19,349

通信費、固定資産税、運営許可取得費など

¥187,910

月額合計

★ ご支援いただきたい子どもたち
★ これまでの成果

16 世紀半ばから約 400 年にわたり植民地下にあったフィリピンは、 その
時代に大土地所有制が形成され、 その後も農地改革が進まなかったこと
が現在でも残る貧富の格差の大きな要因となっていると指摘されています。

400名

GDP 成長率は 2012 年以降 5％以上を保っていますが、 国際貧困ライン

414

300名

以下で暮らす人の割合は 16.6％ （アジア開発銀行、 2018 年） と貧困削

259

100名

また、 しつけとして体罰や暴力が行われがちなフィリピンにおいて、 暴力や

0名

虐待にさらされる青少年、 家庭から逃げ出し路上生活を余儀なくされる青少

85
17

8
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2012 年

56

102
8

2013 年

2014 年

268

104
26

10

ALS 登録者数

ごみ拾いで生計を立てる少年

いない現状が続いています。

86

73

292

270

221

182

2010 年

年、 子どもの不適切な逮捕、 拘留など、 子どもの権利が十分に保障されて

270

237

200名

減のペースは遅く、 格差是正にはつながっていません。

ノンフォーマル教育（ALS）実績

2015 年

受験者数

47

22

2016 年

38 31
2017 年

52 29
2018 年

合格者数

※ 2019 年は 195 名が登録したが、 テスト （2020 年） は新型コロナウイルスの影響で実施できず

子どもの成長
★ チルドレンセンターの支援内容

バゴンシーラン出身のリッキーは 2010 年、 高校卒業
マニラ首都圏

を目前に母親が病気で倒れたため退学し、 夕方 6 時か
ら朝 4 時まで、 繁華街でピーナツやうずらの卵を売り歩く

【支援場所】 パヤタスとバゴンシーランのスラム地区内 計 4 ヵ所

生活を送っていました。

【主な支援】 ノンフォーマル教育 （現地名 ： ALS: Alternative Learning System）、

その後、 KnK のノンフォーマル教育を受けて勉強に専

補習授業、 ダンスなどの自己表現活動、 保護者向け子育てセミナー

バゴンシーラン

念し、 1 年後の 2011 年、 高校卒業と同等の資格を

※フィリピンでは年に 1 回ベースで、 ノンフォーマル教育 （ALS/ アルス） を受講した子どもた

得ました。 2016 年には大学で行政学の学士を取得し、

ちのための学業修了試験が全国で実施されます。 これに合格すると、 公立学校と同等の修

チルドレンセンターで学ぶリッキー
（18 歳／ 2010 年）

了資格を得られます。 試験は初等と中等レベルの 2 種類があり、 決められたカリキュラムを

現在は海外送金専門の会社で働いています。

大学卒業時のリッキー
（24 歳／ 2016 年）

パヤタス

一定時間学ぶと受験できます。
【裨益者数】 327 名 （2020 年）

★ スタッフの声

【スタッフ数】 教員 2 名、 コミュニティオーガナイザー 1 名

ー KnK フィリピン現地代表 アグネス クィトリアーノー

チルドレンセンターで学習する生徒のほとんどは小学校を中退し数年が経っ
ています。基礎学力がないため読み書きが非常に苦手で、例えば受験できても、
設問の読解に時間がかかってしまい、 最後まで問題を解き切れません。 解答
も間違えます。 小学校レベルを何度も何度も受験し、 やっと合格できます。 一
方、 中等レベルになると受験者にはある程度の学力がありますので、 こちらは
合格人数が多くなります。 テストに合格すれば、 その後の収入が格段に上がる
と言われています。 これからも、 私たちは粘り強く指導していきます。
字が書けない少年に接するアグネス
子どもたちは仕事や家事の合間に勉強する

赤ん坊を抱きながら勉強する 15 歳の少女）

8

体操の時間
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6.

バングラデシュ・「ドロップインセンター」

★ 必要経費
項目

バングラデシュのストリートチルドレン支援

バングラデシュの首都ダッカには、 ストリートチルドレンが 30 万人いると言われています。 KnK はドロップインセンターを運営し、

月額

内容

教育・啓発活動費

¥26,321

食費

¥118,641

ストリートチルドレンの

¥79,179

文具類、遠足費、教育担当 2 名
食材、調理担当 1 名
保健・衛生活動（シャワー、爪切り、応急手当）、コミュ

支援活動費

ニティ訪問活動（雇用主との関係構築、ストリートチル
ドレンへのアプローチ・誘導）

ストリートチルドレンが生き抜くために最低限必要な基本的サービスを提供しています。
運営費

¥226,196

施設維持費、電気・水道光熱費、プロジェクト・コーディ
ネーター 1 名

★ ご支援いただきたい子どもたち

月額合計

¥450,337

KnK の 「ほほえみドロップインセンター」 があるショドルガッド港は、 首都ダッカと各地方を
結ぶ大型フェリーが停泊する観光の要地である一方、 地方の貧困家庭の子どもたちが家族

★ これまでの成果

からの暴力や虐待、強制労働に耐えられず、フェリーに乗船して集まってくる場所でもあります。
衝動的に家出した後、 子どもの多くが露頭に迷いストリートチルドレンになってしまいます。
ストリートチルドレンは港で船客の荷物持ちや水売り、 物乞いをして日銭を稼いでいます。

● 2011 年 9 月より、 のべ約 86,000 人のストリートチルドレンがセンターを利用しました。

食事は屋台の不衛生な食べ物ばかりで下痢をしやすく、 素足でめったに体を洗わないため皮

● 2020 年は、 のべ 4,317 名が朝食を、 7,273 名が昼食をとることができました。

膚病に罹ります。 また雇用主から給料を正当に支払われないなど不当な扱いや差別を受け、

●上記の活動において、 特に食事の提供と応急手当によって長くセンターに通い続けた子どもには体の成長の

地域の大人 （時には警察） からの暴力やイジメに耐え忍んで生きています。

様子が見られるとともに風邪などの病気に罹りにくくなりました。

水売りをする少年

※新型コロナウイルス感染拡大のため、 4、 5 月は活動休止

★ ほほえみドロップインセンターの支援内容

子どもの成長

【主な支援】 朝食と昼食・ケガの応急処置・衛生ケア （シャ

2012 年 6 月、 11 歳のとき初めてセンターに来た

ワー / 散髪 / 爪切り / 洗濯） ・ 読み書き ・

時は全身が皮膚病で、 スタッフが看病し 1 ヵ月後に

ダッカ

計算のクラス ・ 屋内外のレクリエーションの提

治りました。 その後センターへ週 4 日通うようになり、

供、 大人への 「子どもの権利」 啓発活動

簡単な読み書きや計算が出来るようになりました （学

【開始年月】 2011 年 9 月

校へは一度も通ったことがありません）。 今はセンター

【利用人数】 40 名／日 （6 歳～ 17 歳の男子が中心）

のお兄さん的存在で、 年下の子どもたちの面倒を見て

【スタッフ数】 プロジェクト ・ コーディネーター 1 名、

くれます。 普段は港で荷物持ちとして働いています。

教育担当 2 名、 調理担当 1 名
ココン
（１３歳／ 2014 年）

★ スタッフの声

たくましく成長したココン
（15 歳／ 2016 年）

－ドロップインセンター責任者 タリク アラム－

ストリートチルドレンの顔は険しく、 大人の態度に過敏です。 こういう子どもたち
から信頼を得るのは大変難しいのですが、 いつも笑顔でいること、 子どもの名
前を覚えること、そして子どもの話をよく聴くことを大切に、病気になった時や困っ
た時に頼ってもらえる身近な存在でありたいと、 スタッフ一丸となって頑張って
います。 また、食事の時は配膳係を交替で担当してもらうなどのルールを設け、
センターの子どもたちが将来、 地域社会や母国に貢献できる立派な社会人に
なってもらうことを心から願っています。
温かい食事はセンターに通うモチベーション

子どもに文字を教えるタリク

スタッフは愛情を込めて世話をする
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7.

ヨルダン・ザアタリ難民キャンプ

★ 必要経費

シリア難民の子どもたちの教育継続支援

項目

故郷シリアで勃発した紛争から逃れ、 ヨルダンの難民キャンプで先の見えない生活を送り続けるシリア難民の子どもたちに教育の
機会を提供し、 彼らが学校で学ぶ意味を見出し、 明るい将来を描けるよう手助けしています。

★ ご支援いただきたい子どもたち

月額

備考

教育費

¥261,380

教材費

¥5,319

授業用の資料作成費、文具など

移動費

¥45,590

モニタリング用レンタカーなど

翻訳代

¥22,795

資料翻訳

通信費

¥8,206

教員用通信費補助

調整費

¥19,145

日本人派遣員 1 名

月額合計

シリア人教員 2 名、ヨルダン人教員 2 名

¥362,435

ヨルダン北部に位置するザアタリ難民キャンプは、 2011 年春に勃発したシリア紛争から逃れた
シリア難民を受け入れるため、 2012 年 7 月に開設され、 2021 年 5 月現在も約 8 万人が暮らし

★ これまでの成果

ています。
コロナ禍、 ヨルダン教育省はインターネットやテレビを使用した全国共通の授業を配信しています

働いて家計を助ける少年

が、 キャンプ内の学校の子どもたちの多くは、 もともと学習に遅れを取っていたため、 オンラインで

2020 年は、 ヨルダン政府の措置によりほとんどが遠隔授業に切り替わり、 学校は閉鎖されていました。 この状況下、
KnK では、 教員によるメッセージや動画配信は週 3 回の定期配信を続け、 学校閉鎖という制限がある環境下、 学習指

の遠隔授業には、 ついていけない子どもが多く出てきました。 そのため、 学習を諦めオンライン授

導だけではなく、 不安やストレスを感じる生徒や家庭に即したアクティビティの提供や家庭での学習環境を整える方法な

業に出なくなった子どもや、 学校が閉まっているので働きに出る子ども、 また家で家事手伝いをす

ど、 生徒や保護者の要望を丁寧に聞き取り、 生徒の学びを支えることができました。

る子どもたちが増加しており、 子どもたちが教育を受ける機会から離れてしまう危機にあります。
子どもたちが描いたシリア紛争の様子

子どものストーリー

★難民キャンプ内の公立学校での支援内容

コロナの感染拡大が始まってから、 難民キャンプはメインゲートが完全に閉まっ
て、 許可をもらってキャンプの外へ出ることができなくなってしまいました。
学校はオンライン教育が続いていて、 プラットフォームにログインして勉強をするの

【支援場所】 ヨルダンのザアタリ難民キャンプ内の公立学校 1 校

シリア

【主な支援】 対面授業ではストレス緩和のため、音楽、演劇の授業や学校生活上、必要なルー

ですが、 キャンプの中のインターネットの接続状況が悪いので、 ログインにいつもとて
も苦労しています。 それに、 オンライン授業は学校での対面授業のように、 分から

ルを学ぶマナー教育やキャリア教育といった特別授業を実施。 遠隔授業では、 アプリを用い

ないところを先生に直接聞くことができないので、 分からないところがずっと分からな

た教員と生徒の連絡体制を活用し、音楽、演劇、作文といった科目に関連する動画やメッセー
ジ配信に加え、教育的メッセージ （衛生に関する注意事項、ストレスマネジメント、エクササイズ、

アンマン

自宅学習方法など） を配信。
【裨益者数】 対面授業 （1 ～ 3 月） 828 名、 遠隔授業 （4 ～ 12 月） １37 名 （男子 5
年生～ 8 年生、 女子 ： 5 年生～ 9 年生対象）

くて、 勉強についていくのが大変です。 でも、 結婚して主婦になるのではなく、 夢を

ザアタリ難民キャンプ
ノーファル (14 歳 /7 年生 )

叶えたいので、 必死に勉強していきたいです。

ヨルダン

※２０２０年実績

【スタッフ数】 シリア人 ・ ヨルダン人教員計 4 名、 日本人派遣員 1 名

※２０２０年実績

★ 日本人派遣員の声

－シリア難民支援事業総括 松永晴子－

キャンプという閉鎖された空間にもコロナの波はやってきました。 もともと自
由が制限され、 閉塞感の強いキャンプの暮らしはあらゆる側面でコロナによる
負の影響を受けています。 また、 ヨルダンではオンライン授業が続く中、 子
どもたちや親御さんにとっても、 学校へ行けない苦しい時期が続いています。
オンライン教育についていけない子どもたち、 家から出る機会をなくし、 物理
的にも精神的にも外部とのつながりを絶たれた子どもたちがいます。 私たち
はこのような状況の中でも 「人との繋がり」 を感じ、 楽しみながら学習を続
け、 人とのコミュニケーションを保つ機会を提供していきます。 そして、 これ
まで以上に厳しい状況にありますが、 子どもたちが学ぶことをあきらめないよ
う、 その手助けをしていきたいです。
発表会でこれまで練習してきた踊りを披露する子どもたち

コロナ禍、 新聞を発行し子どもたちへ情報発信をしている
12
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8.

国内教育プロジェクト

国内教育プロジェクト 「友情のレポーター」

日本にいる子どもが KnK 活動地で困難な状況にある子どもたちを取材しながら友情を育み、 帰国後に日本社会に現状を広く伝
えることを目的とした国内教育プロジェクトです。 1995 年以来、 カンボジア、 フィリピン、 ヨルダンなどへ計 66 名を派遣しています。

★ 友情のレポーターになるには

★ 必要経費
項目

金額

内容

国内移動費

¥240,000

交通費、宿泊費など

予防接種

¥100,000

4 種予防接種× 2 名

海外旅行保険

¥30,000

渡航費

海外旅行保険× 5 名（スタッフ分含む）

¥400,000

渡航費× 5 名（スタッフ分含む）

取材滞在費

¥500,000

宿泊費、交通費、食費など

映像制作費

¥250,000

編集、収録

予備費

¥200,000

国による物価や渡航費の差分、審査員謝礼

合計

¥1,720,000

【対象年齢】 国内在住の 11 歳～ 16 歳の子ども （2 名）
【渡航時期】 春休みか夏休み期間

★ 経験して学ぶこと

【渡航期間】 約 1 週間

「言葉は通じなくても心は通じるんです」

【選考】 公募により書類選考及び電話面接
【審査員】 堀潤氏 （ジャーナリスト） 安田菜津紀氏 （フォト

遊びを通じていつの間にか心を通わせます。 一方、 本当に言いたいことが

ジャーナリスト／ 2003 年友情のレポーター）

伝えられないことが、 現地の子どもにとって勉強の意欲につながります。

【参加費】 無料 （パスポート取得とお土産代を除く）

ストリートチルドレンが笑顔でいることも現実だと学ぶレポーター
シリア難民キャンプを取材する友情のレポーター（2014 年）

「『物乞いをしていました』という答えに言葉を失いました」

★ プログラムの効果

「〝ストリートチルドレン” を助けたい、 という気持ちから、 友だちになった A 君
の力になりたい」 という意識に変化します。

このプロジェクトは、 日本の子どもが世界の現状に目を向け、 自ら行動に移す機会を提
供しています。 また、 レポーターとの交流を機に現地の子どもたちが自信をつけ大きく成長

「若者の家」 で暮らす少女を取材する
友情のレポーター （2013 年）

しています。 審査員に堀潤氏と安田菜津紀氏を迎え、 情報発信のサポートをいただいて

★ レポーターたちのその後

います。 参加費が無料なのは、 家庭の経済状況に関わらず対象年齢のすべての子どもに
機会を与えられるようにするためです。

審査員のお二人

安田菜津紀 （2003 年カンボジア取材） ・ ・ ・ フォトジャーナリスト

◆ 友情のレポーター自身の成長… 「豊かさ」 や 「価値観」 を学び視野が広がる

中道洋司 （2005 年ベトナム取材） ・ ・ ・ TV キャスター

◆ 現地の子どもたちの成長…交流や取材の応対が自信につながり、 勉強への意欲につながる

大沼文香 （2007 年カンボジア取材） ・ ・ ・ 子ども食堂共同代表

◆ レポーターの広報 ・ 啓発 ・ 拡散力…メディアに取りあげられやすい

田崎陸 （2010 年フィリピン取材） ・ ・ ・ 新聞記者

◆ 応募することの意義…選考の合否に限らず、 子どもが考え行動に移す機会となる

石井大智 （2011 年／イラク難民取材） ・ ・ ・ 海外大学院生

シリア難民を取材する安田菜津紀氏 （2013 年）

現地の子どもの声
2010 年に、 日本から来てくれた 「友情のレポー
ター」 の陸くんと茉菜さんと、 ビデオワークショップ
を通じて友だちになりました。 それまで僕には友だち
があまりいませんでした。 僕が住んでいるスラム地
区を案内した時、 陸くんと茉菜さんは、 僕たちスラ
ム地区に住んでいる子どもたちと真剣に向き合ってく
れました。 これをきっかけに僕は人と話せるようにな
プロヴィル
仲良くなった少女に勇気を出してインタビュー

子どもが暮らすスラム地域の実状をリポート

14

取材を受けるプロヴィル （16 歳／ 2010 年）

りました。

15

9.

企業の協力事例

広報 ・ PR 活動へのご協力
グンゼ株式会社

金銭でのご協力のほか、 KnK の活動を一人でも多くの方に知っていただき個人寄付が増えるよう、 KnK の認知
度の拡大にご協力くださる企業も募集しています。

～グンゼラブアース倶楽部よりご寄付をいただいています。
2006 年に「グンゼラブアース倶楽部」が設立されて以来、会員皆さまから
のご寄付と会社のマッチングにより継続的にご支援いただき、社内会報誌でも

会社広報誌や社内掲示板での記事掲載

活動をご紹介くださっています。また、関西エリアで開催のイベントに社員の

支援先紹介
特定非営利活動法人 国境なき子どもたち
（KｎK）
ht t p: // k n k .or. j p/

「グンゼ タウンセンター つかしん」 にて
開催した写真展の様子

皆さまがボランティアでご参加くださっています。

ご希望に沿った内容で記事を書かせていただきます。メディアでは
知ることのできない世界の子どもたちの様子をお伝えしたく、また、
寄付の呼びかけをさせていただけますと幸いです。

ヘンケルジャパン株式会社
社員向け活動報告会

今年、設立20周年を迎えますKnKでは、学校へ行けない子どもたちの就学支援や、ほかの援助機関による支援の枠から外れがちな子
どもをサポートする活動をしています。ラブアース倶楽部の支援金はこの中で主に教育支援に使っていただいています。未来の子ども
たちを支援することだけではなく、
今現在の
「日本と世界の子どもたちが“共に成長する”」
ための活動資金になっており、
多くの国や地

域で教育支援や職業訓練を行い、
子どもたちが“自立”し、
“地域社会の一員として尊厳ある人生を歩める”ための支援になっています。

～美容職業訓練を協働で実施しています。

例えば「日本と世界の子どもたちが“共に成長する”」活動のひとつ、
「友情のレポーター※」は、日本の小学生や中高生が海外の子どもた

社員のモチベーション向上や異業種交流のため、KnK 職員が出向
きご希望に沿った内容でお話しさせていただきます。例えば「ブラウ
ンバッグミーティング」で、お昼休みに社員でランチをとりながら
KnK の活動を聞く機会など設けていただけませんか。（往復交通費の
実費と講師料（1 万 1 千円～応相談）のご負担をお願いしています。）

ちを取材することで世界で起きていることを知り、現実を広く伝える教育プロジェクトです。この活動は、自分たちができることを考え
ていく中から“成長”していくことも目的としています。新聞・テレビなどの報道でストリートチルドレンや劣悪な児童労働で搾取される
世界中の子どもたちの状況を知ることができますが、そこから一歩進んだ「友情のレポーター」は、実際に子どもたちが自分の目で見
て体験したことを、自分の周りの人に自分の言葉で伝えます。自分が体験したことを伝えることは絶大な力を持ちます。

途上国の困難な状況にある青少年の境域支援と平行して、世界の子どもたちがお互い知ることで“共に成長”していくサポート活動を
されています。

※友情のレポーター…

世界の国で取材を行いながら、日本と取材先の子どもたちの友情を取り結ぶのが「友情のレポーター」です。

帰国後は自分たちが見たこと、知ったことを日本の人々に広く伝え、日本で暮らす私たちにはどのようなことができるのかを考えていくのがその役割です。
95年の開始以来、カンボジアやフィリピン、東ティモールなどの国々に62名（2017年8月現在）が派遣されています。

■特定非営利活動法人 国境なき子どもたち（KｎK） 住所：東京都新宿区下落合4-3-22
「世界の恵まれない青少年を支援すること」、そして「日本の一般市民、とりわけ若い世代の人々に対し教育啓発すること」を使

2008 年より「未来をつなぐ夢はさみ」プロジェクトを協働で継続実施して
います。カンボジアの「若者の家」や周辺地域に暮らす青少年を対象に、日本
人トレーナーが美容職業訓練を年に数回行ってくださっています。また、ワー

命とし、日本と世界の子どもたちが｢共に成長する」ことを理念に、現在は日本（東北地方）を含む世界7つの国と地域で活動し
ています。ストリートチルドレンや人身売買の被害に遭った子ども、大規模な自然災害の被災児など、恵まれない環境下にあ

る青少年に、安定した衣食住と適切な教育や職業訓練の場を提供しています。彼らが一人でも多く教育を受け、自立できるよ
う活動を行っています。

クショップを行う建物の修繕費用もご支援くださいました。

プロの技術を学ぶ少女

グンゼ株式会社の社内会報誌で
ご紹介いただきました

募金箱やパンフレットの設置

ブックオフコーポレーション株式会社

社内の共有スペースや自社店舗に募金箱やパンフレットを置いてい
ただけませんか。KnK から募金箱を無料でお貸出しできます。その

～「キモチと。」より査定額をご寄付いただいています。

際は契約書を交わし、定期的にお振込みをお願いしています。パンフ

自宅で使わなくなったブランド品、小型家電、本、DVD などを「キモチと。
」

レットは必要部数を無料でお送りできます。

を通じて買取り、査定額の全額をご寄付いただいています。子どもたちへの教
育支援に充当されています。

写真展の開催

シリア難民キャンプの学校で勉強する少女

KnK では、年 1 回のペースでプロの写真家やフォトジャーナリス
トを KnK 活動地に派遣し、現地の様子を撮影してもらい、その写真

寺田倉庫のイベントスペース 「TERRATORIA」 を
お借りして写真展を開催しました

展を開催しています。写真を展示できる空きスペースなどございまし
たら、ぜひご連絡ください。
（写真の運搬費用のご負担をお願いして

Bookcafe days

います。
）

～カフェに募金箱を設置いただいています。
ボランティア

Bookcafe days（ブックカフェデイズ）は東京・渋谷にある、絵本や児童書を
読みながら飲み物や食事を楽しめるカフェスペースです。2012 年から KnK の

写真展などのイベントを実施する際、設営や受付などイベント運営

募金箱を設置いただいています。また、毎月 5 のつく日に、KnK の SNS 上の

をお手伝いくださるボランティアを募集しています。また、KnK 活

記事がシェアされた数に応じ、1 シェアごとに 5 円をご寄付いただいています。

動地に海外支店がある場合、現地社員の方々に子どもたちと定期的に
交流いただけるボランティアの機会も設けています。

Bookcafe days の店舗
伊藤忠商事株式会社マニラ支店社員の皆さまによる
フィリピンでのボランティア活動
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協力企業インタビュー
KnK: KnK の支援活動のどんなところを評価してくださっていますか。

伊藤忠商事株式会社

鈴木様：「共に考え、共に暮らしていく」ための方法論を、具体的な活動として行っていらっしゃるところです。物
資や金銭の寄付を通して、現地の人々の生活を一時的に豊かにすること以上に、彼らの未来のために生活向上の手

伊藤忠商事株式会社は国内外でさまざまな社会貢献活動を実施されており、

段や方法を、教育を通して活動していらっしゃるところに感銘を受けます。また、KnK の東京事務局にお邪魔した際、

KnK は 2007 年から多岐にわたりご支援をいただいています。特にフィリピ

一つ一つの作業をスタッフの皆さんが真剣に取り組んでいらっしゃるお姿にも感銘を受けました。私たちの思いを

ンの「若者の家」の事業に対しご支援をいただき、2009 年の「若者の家」新

本当に形にして届けて下さっていることを心から感じました。

設の際は、多大なご協力をいただきました。
サステナビリティ推進部 部長
田部 義仁 様

KnK: KnK の支援活動で今後どんなことを期待されますか。

KnK: 弊団体へのご支援を継続してくださっている理由をお聞かせください。

鈴木様：KnK の活動の輪が、日本、そして世界に広がることを心よりお祈りしています。いつの日か、海外のスタッ

田部様：創業 150 周年を迎えた 2008 年、 当社の社会貢献活動基本方針に則り、 新たな 「次世代育成」 分野の

フの皆さん、子どもたちが一緒になって、東京などで世界大会が開けるようになると、もっと日本中にこの活動を

海外案件に取り組みたいと考えていた際に、 フィリピンの 「若者の家」 建設のご相談がありました。 貧富の格差が顕著

知っていただけるのではないかと思います。また個人的なことではありますが、私たちの現場でやっているセラピー

なフィリピンで、 犠牲になっている子どもたちの居場所をつくること、 次世代を担う青少年の健全な育成を支援する国際

を仕事としていただけるような、職業訓練のお手伝いができるようになることも、私たちの願いのひとつです。

活動を通して、 伊藤忠商事として心豊かで活力ある社会の実現に貢献したいと考えています。
KnK: KnK の支援活動のどんなところを評価してくださっていますか。
田部様：海外、 特にアジア各国への支援を長年継続されており、 様々なノウハウの蓄積がある点が最大の強みであり、

パートナーとして安心感と信頼感があります。 貧困の連鎖を断ち切り、 ストリートチルドレンや支援の対象となりにくい恵ま
れない子どもたちを支え続ける熱意にいつも頭が下がります。 また弊社マニラ支店との連携やボランティアの受入など
を通じて、 社員の社会貢献への意識醸成にもご協力頂いて感謝しております。

協力企業（2020 年度実績）
株式会社アイデム、アイデムフォトギャラリー「シリウス」、株式会社一如社、伊藤忠商事株式会社、

KnK: KnK の支援活動で、 今後どんなことを期待されますか。

癒しと温かな手の学校、株式会社イニュニック、エクスペディアグループ、株式会社 GARDEN、

田部様：弊社が 「若者の家」 のリニューアル支援を開始した 2008 年から 13 年が経過しましたが、 KnK の活動に賛

ギークス株式会社、グンゼ株式会社、株式会社高齢社、コンデナスト・ジャパン、G.I.P. Tokyo、

同するとともに、 今後も可能な限り支援を続けたいと考えています。 昨今の SDG ｓへの対応も考慮し、 世界各地でど

積水ハウス株式会社、積水ハウスマッチングプログラムの会、株式会社小学館、ソフトバンク株式会社、

のような社会的問題があるのか、 日本の社員も参加できて、 世界との距離感を縮めてくれるようなアジアを中心とする
海外支援活動に関する紹介、 情報提供を期待しています。

株式会社タムラ製作所、株式会社 TETE BRANDING、寺田倉庫株式会社、株式会社デファクトスタンダード、
株式会社トーハン、パナソニック株式会社、株式会社 Building Face、株式会社ファーゴ、
株式会社ファーストウッド、ブックオフコーポレーション株式会社、Bookcafe days、フレックス株式会社、
株式会社フレックスインターナショナル、株式会社へアーズギャラリー、株式会社ベル、
ヘンケルジャパン株式会社シュワルツコフ プロフェッショナル事業本部、株式会社堀内カラー、

癒しと温かな手の学校

マナトレーディング株式会社、三井ダイレクト損害保険株式会社、ヤフー株式会社、リンベル株式会社、
2011 年からご支援を継続くださっている「癒しと温かな手の学校」は、

READYFOR 株式会社、ローランド ディーシー株式会社、株式会社ローリング、合同会社ワンアート、ほか

主にフットセラピーとフリーマーケットのチャリティイベントを定期的に開
催し、その売上をご寄付いただいています。KnK の活動地にも訪問し、長
年ご支援いただいています。
学校長
鈴木きよみ 様

KnK: 弊団体へのご支援を継続してくださっている理由をお聞かせください。

法人賛助会員
大智寺 ( 京都府 )、法華寺 ( 北海道 )、光明寺 ( 東京都 )、株式会社高齢社

鈴木様：私共の社会活動と同様、
「今ある自分自身の人生の一部を貢献する」いう考えに基づき活動を行っていらっ
しゃるからです。
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国境なき子どもたち ご支援振込先 一覧

◇ ゆうちょ銀行
加入者名 ： 特定非営利活動法人 国境なき子どもたち
（トクテイヒエイリカツドウホウジン コッキョウナキコドモタチ）
口座番号 ： 00120-2-727950
民間銀行
※以下の銀行振込でご寄付くださいました際は、 受領書をお送りするため、 受領書の宛名 ・ ご住所 ・
電話番号 ・ 振込日 ・ 振込銀行名 ・ 金額 ・ ご担当者名をお知らせください。
（各銀行から私共へ、 寄付者さまの詳しいご連絡先が通知されませんため）

◇ 三菱 UFJ 銀行 高田馬場支店
口座名義 ： 特定非営利活動法人 国境なき子どもたち
口座番号 ： 普通 1017631
◇ 三井住友銀行 高田馬場支店
口座名義 ： 特定非営利活動法人 国境なき子どもたち
口座番号 ： 普通 4277221
◇ みずほ銀行 高田馬場支店
口座名義 ： 特定非営利活動法人 国境なき子どもたち
口座番号 ： 普通 2465392

クレジットカード
国境なき子どもたち (KnK) のウェブサイトからお申込みください →

https://knk.or.jp

【お問合せ先】
認定 NPO 法人国境なき子どもたち (KnK) 東京事務局
〒 161-0033 東京都新宿区下落合 4-3-22 TEL: 03-6279-1126（代表） FAX: 03-6279-1127
Email: kodomo@knk.or.jp ウェブサイト : https://knk.or.jp
【ご支援に関する窓口】
TEL: 03-6279-1128 （平日 10:00 ～ 18:00） Email: shien@knk.or.jp
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