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　　　　　憲章　　　　　 

国境なき子どもたち（以下 KnK という）は、

人道的かつ教育的な活動を行う民間団体であり、

国際的な使命感をもって 1997 年に日本で設立された。

その活動に関わる評議員およびすべてのボランティア、

国際スタッフ、活動現地国スタッフはいずれも、

ボランティア精神に則り

その行動規範に従って活動を行うことに同意をする。

KnK は恵まれない子どもおよび青少年を支援する。

その内容は、教育、職業訓練を行い、

必要な場合は保護および受け入れ施設を提供し、

家族および地域社会との関係修復を手助けし、

各自の才能を伸ばすことや人間の尊厳を回復するための援助をし、

一人一人が独立し尊重される市民となるよう支援をすることである。

KnK は、人種、性別、宗教、政治その他の信条の如何を問わず、

子どもおよび青少年を支援し、パートナーと共に活動を行う。

KnK は、これらの子どもおよび青少年と、

他国とりわけ日本の子どもおよび青少年との相互理解を促進する。

KnK は、パートナーが自らの目標への到達を可能となすための助力をする。

KnK は、スポーツや芸術を含む教育が、

より良い世界のため正義と平和をもたらす手段として、

それが唯一ではないとしても、最善であると信じる。

KnK は、「児童の権利に関する宣言」（1959 年 11 月国連採択）に賛同する。

国境なき子どもたち　　共に成長するために
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KnK は主に、他の援助機関の支援の枠から

外れてしまいがちな子どもたちを重点的にサ

ポートしています。

KnK では、これらすべての青少年は等しく

理解と教育を受ける機会があると考え、彼ら

が適切な職業に就き地域社会の一員として尊

厳ある人生を歩めるよう手助けしています。

また、こうした青少年の両親や家族、さらに

は地域住民に対しても支援の手を差し伸べ、

地域社会全体が向上できるような支援を目指

しています。

KnK は、2011 年末現在 、海外 9 ヵ国と東

日本大震災の現場で支援活動を行いました。

• ストリートチルドレン

• トラフィックト・チルドレン

• 法に抵触した青少年

• 極貧層にある青少年

• 家族や地域社会からの排除、暴力の被害に遭った青少年

• 重篤な病状にあり孤立している青少年

• 大規模自然災害で被災した青少年

• 戦乱や紛争の影響を受けた青少年

支援対象の子どもたち

自分たちが置かれている環境から自らの努力では抜けられない
子どもたちへ、そっと手を差し伸べる。そんな支援をしています。

Growing Together共に成長するために

© Atsushi Shibuya
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「国境なき子どもたち」に心を寄せてくださった多くの方々にこの活動報告書をお送りして、2011 年

の足跡のご報告をいたします。

例年と同じように「新しい年」という緊張感とともに始まった 2011 年でしたが、春の気配を感じる頃、

私たちは思ってもみなかった出来事に見舞われました。映像で知るすさまじい状況に、どこから何をした

らいいのか、でも動かなくては、とすぐに模索を始めました。そして数え切れないほど多くの方々の「何

かをしたい」という思いをいただきました。皆さまの熱い思いがひしひしと伝わってくる中、私たちも必

死で仕事をしました。

一年を振り返ると、岩手県を中心に、これまでの私たちの活動の数倍の大きさの支援をすることが出来

ました。被災地全体が求めているものからみれば小さな仕事かもしれませんが、私たちが行なってきてい

る支援は、向き合っている現地の方々が必要とされているものであり、非常に重いものと理解しています。

しかしその一方で、ここまで継続している海外の活動も決しておろそかにはできません。フィリピンや

バングラデシュや各地の子どもたちもみな、今日を生きているのです。これらの活動も粛々と変わること

なく続けていきました。日本でも海外でも「待ったなし」の状態でしたが、スタッフも夢中でした。そん

ななかに、日本各地、海外の国々から東北に「がんばれ」のメッセージがいくつも送られてきました。ま

たフィリピンでは一日 1 ドル程度で暮らしている貧しい家の子どもたちが、日本のために 1 ペソ（2 円）

キャンペーンという募金活動をしてくれました。金額ではない心の重さに胸が熱くなりました。

いつも支えてくださる皆さまには感謝の思いで過ごしておりますが、今年はひとしお強くその思いを心

に刻み、ますますしっかりとした仕事をしたいとスタッフともども心に誓っております。どうぞ見守って

くださいますよう、よろしくお願いいたします。　

  2012 年 5 月

認定 NPO 法人　国境なき子どもたち（KnK）

会長　寺田 朗子

－会長からのご挨拶－
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認定 NPO 法人　国境なき子どもたち（KnK）

事務局長　ドミニク レギュイエ

今年も、皆さまに国境なき子どもたちの一年間の活動をご紹介する時期となりました。

皆さまからの変わらぬご支援・ご協力により、今年も多くの使命を成し遂げることができました。

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災の後、私たちは東北地方の子どもたち、教職員、教育関係

者の方々へ可能な限りの支援を行うことを決定いたしました。しかし同時に、これまで続けてきた世界の

国々での活動も途切れることなく継続していかなくてはなりませんでした。この一年、私たちの日本と世

界両方での活動をお支えくださった皆さまに心よりお礼申し上げます。

震災後、私たちのもとに、KnK の活動地であるカンボジア、フィリピン、パキスタン、バングラデシュ、

ヨルダン、パレスチナ、東ティモール、インドネシア、また日本を含むアジア、ヨーロッパ、アメリカな

ど、世界中から被災地を応援するメッセージが届きました。震災直後から今日に至るまで、世界中の支援

者の皆さま、企業・民間機関の皆さまから多大なるご支援をお寄せいただきました。中には、以前から

KnK の活動をご支援くださっており、今回さらに被災地での活動をご支援くださる方もいらっしゃいまし

た。KnK の活動を信じ、お力をお貸しくださる皆さまは、私たちにとって何よりの誇りです。皆さまのお

かげで、中東から東南アジア、そして日本まで、世界の何千という子どもたちに手を差し伸べ、寄り添い

続けることができるのです。

この報告書では、2011 年に私たちが行いました日本を含む世界 10 ヵ国における支援活動をご紹介し

ています。またこのような活動を通じて、私たちが過去数ヵ月の間に感じた世界中の子どもたちを取り巻

く悲しみ、そしてそれを乗り越えるエネルギー、乗り越えた先の喜びも伝わればと思います。

私たちはこの一年間、非常に多くのことを学びました。そして子どもたちは、どこにいようとも、どん

な状況であろうとも、皆同じように希望を抱き、夢を描き続ける権利があるのだと、改めて確信できまし

た。これまでも、そしてこれからも、私たちは多くの使命を果たしてまいります。そしてこれらの使命は、

国境なき子どもたちにとって欠かすことのできないご支援者・ご会員である皆さまの存在なくして、決し

て成し遂げることはできないのです。

KnK の活動を信じ、活動にご参加いただき、本当にありがとうございます。

2012 年 5 月

－事務局長からのご挨拶－

KnK 支援者の皆さま
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Indonesia

Myanmar

Cambodia Vietnam

Philippines

Timor-Leste

Jordan
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India Bangladesh

Palestine

KnK の活動地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　

2012 年 4 月現在、日本を含む世界 10 ヵ国で活動しています。

Japan

7

プロジェクト実施国 開始時期 終了時期 対象者
居住施設型の

サポート
非公式教育

刑務所および

更生施設

収入創出

サポート
建築 その他

長期援助プログラム

カンボジア 2000 年 9月 継続中

ストリートチルドレン、
トラフィックト・チルドレン、
貧困家庭出身者、法に抵触した
青少年、地域コミュニティ

○ ○ ○ ○

フィリピン 2001 年 11 月 継続中

ストリートチルドレン、
貧困家庭出身者、法に抵触した
青少年、地域コミュニティ

○ ○ ○ ○

ベトナム 2001 年 1月 2010年12月
ストリートチルドレン、 
更生施設に収容されている子ども － ○ ○ －

中長期援助プログラム（緊急対応からの移行を含む）

パキスタン 2005 年 10 月 継続中 パキスタン北部大地震の被災児 － ○ － ○ ○

インドネシア
（ジョクジャカルタ）

2006 年 5月 継続中 ジャワ島中部地震の被災児 － ○ － ○

東ティモール 2006 年 10 月 継続中
騒乱の被害を受けた青少年、
貧困家庭出身の青少年 － ○ － ○

ヨルダン 2007 年 10 月 継続中
イラク難民および
難民受け入れ地域の青少年 － ○ － －

バングラデシュ 2008 年 1月 継続中
サイクロン「シドル」の被災児、
貧困家庭出身者 － ○ － ○

ミャンマー 2008 年 6月 継続中
サイクロン「ナルギス」の被災児、
貧困家庭出身者

△
（一部）

○ － －

インド 2005 年 1月 2010年12月
スマトラ沖大地震・
インド洋大津波の被災児 ○ ○ － －

緊急災害対応プログラム

パキスタン 2010 年 8月 継続中 パキスタン大洪水の被災児 － － － － ○

日本 2011 年 3月 継続中 東日本大震災の被災児 － ○ － － ○ 物資提供

インドネシア（アチェ） 2005 年 1月 2006 年 6月
スマトラ沖大地震・
インド洋大津波の被災児 － ○ － －

タイ 2005 年 1月 2006 年 1月
スマトラ沖大地震・
インド洋大津波の被災児 － ○ － －

インドネシア（スマトラ） 2007 年 10 月 2008 年 6月 スマトラ島南西沖地震の被災児 － ○ － －

フィリピン 2009 年 9月 2010 年 1月 台風 16号水害被災者 ○ － － － 物資配給

教育プロジェクト

友情のレポーター 2003 年 継続中 レポーター 19名および日本全国の青少年

友情の５円玉

キャンペーン
2001 年 継続中 約 700 の学校、グループ、個人ら国内のキャンペーン参加者

ビデオワークショップ 2004 年 継続中 カンボジア、インド、インドネシア、ヨルダン、日本全国の青少年

Web ワークショップ 2006 年 継続中 カンボジア、フィリピン、ヨルダンの青少年

写真展 2003 年 継続中 日本全国の一般市民

公開講座

シリーズ・アジア
2007 年 継続中 日本全国の一般市民

子どもレポーター 1995 年 2002 年 レポーター 33名および日本全国の青少年

タイプ別に見る KnKの活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　
2011年 12月現在
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Ⅰ               東日本大震災における援助活動

KnK の 4 つの取り組み

震災発生後、生活用品などの支援

物資を被災地に届けながら、岩手県

庁や沿岸部各市町村の行政機関への

聞き取り調査を並行して行なった。

結果、多くの学校が被災し、新学期

を控え困難に直面していることが明

らかとなった。KnK は、一日も早く

子どもたちが日常生活を取り戻せる

よう、主に小学校から高校を対象と

し、学校への支援を開始した。

4 月から 9 月までは、学校への物

資提供を中心に支援活動を実施し

た。教育委員会や学校と協力し、体

操着や制服、運動靴、通学カバンな

どの学用品、黒板、給食用食器など

の学校備品、机や椅子、通信機器な

どの教師用備品を岩手県内の計 78

校に提供した。また震災の影響で校

区が変更されたり、瓦礫が山積し

街灯の復旧見通しが立たない状況に

あったため、子どもたちの安全な通

学を確保すべく沿岸部の市町村にス

①　教育分野における物資支援
②　スポーツや文化などの課外活動支援
③　子どもの居場所づくり支援
④　コミュニティセンターや自治会館の再建・修復支援

クールバス計 22 台を提供した。併

せて、津波で浸水した小学校の校庭

整備、下水処理施設が破損した地域

にある中学校で合併浄化槽の設置、

住居が被災した教師用に教職員住宅

の改修など、子どもたちを取り巻く

教育環境を少しでも復旧させるべ

く、関連設備の整備支援にも取り組

んだ。

さまざまな支援が小学校や中学校

に集中するなか、岩手県教育委員

会、岩手県高等学校教職員組合およ

び各高校から相談を受け、沿岸部お

よび一部内陸の高校に対し、支援要

望の聞き取り調査を行なった。各校

の支援要望に基づき、高校生活に欠

かせない制服や部活動のユニフォー

ム、部活動備品を計 13 校に提供し

た。また、教育を受けることがより

困難な状況にある通信制高校や定時

制高校の生徒らが被災し、さらに困

難な状況に置かれていることが判明

© Atsushi Shibuya

し、スクーリングの交通手段の提供

や給食費の補助を行ない、教育機会

の確保に貢献できた。

また、これまでの海外での支援活

動と同様に、災害により日常機能が

回復していない状況でも子どもたち

が子どもらしい時間を過ごせる場や

機会を確保すべきと考え、学校内外

のレクリエーション活動に対しても

積極的に支援した。学校へは社会見

学や遠足などの行事用バスの運行支

援を、学童保育へは備品提供に留ま

らず遠足や季節の行事の実施を支援

し、スポーツ少年団へはスポーツ用

品に加え、試合参加の遠征支援など

を行った。

■実施期間■  

2011 年 3 月～継続中

■実施地域（調査実施地域含む）■  

岩手県沿岸部の市町村、久慈市、野田村、普代村、田野畑村、宮古市、

山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市、住田町

宮城県石巻市

福島県南相馬市、郡山市

茨城県北茨城市

■裨益者とその数■ 

小学生から高校生、一部就学前児童含む

教育活動の再開・継続への支援

9Ⅰ .    東日本大震災における活動

子どもたちへ安心・安全な居場所を提供

被災地の子どもたちを中長期的に継続して見守っていく

活動も開始した。物資支援と並行して、定期的に沿岸部の

各市町教育委員会を訪問し、子どもたちを取り巻く状況に

ついて確認した。なかでも、陸前高田市では多くの建物が

破壊され、校庭や空き地には仮設住宅が並び、子どもたち

が放課後に遊んだり落ち着いて勉強するスペースが限られ

ていることが判明した。そこで行政、学校、仮設住宅の自

治会と連携し、行き場が限られストレスを抱える子どもた

ちに居場所を提供するため、移動型子どもセンター「走る！

KnK 子どもセンター」プロジェクトを開始した。

同プロジェクトは、中型バスを改造し、椅子と机、本棚

を設置した移動型の学習スペースを備えたバスとして、放

課後に仮設住宅や学校を巡回し、子どもたちに居場所を提

供する活動である。2011 年 12 月より陸前高田市内 4 ヵ

所で運行を始め、1 ヵ月あたりのべ 265 名の子どもが参加

している。同センターは、学習や読書スペースとしての物

理的な「場」の機能と共に、常駐スタッフとの関係性を楽

しみ、友人との時間を大切にする心の拠り所としての精神

的な「居場所」の機能を果たしている。

コミュニティセンターの再建・修復

震災により、被災地の人々は生活の場だけでなく、地域活動の拠点である公民館やコミュニティセンターをも失っ

た。被災後、人々の暮らしがばらばらになり、解体してしまった地域も少なくない。KnK はコミュニティセンターの

存在が復興に向けた心の拠り所となると考え、岩手県釜石市、山田町および大船渡市からの要望を受け、コミュニティ

センターや自治会館の再建・修復支援に着手した。子どもを含め、地域の人々が集い、震災前の交流を取り戻すこと

ができるよう、行政や支援企業との協力のもと、再建・修復に向けて調整を進めている。

© Atsushi Shibuya

© Atsushi Shibuya© Atsushi Shibuya
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Cambodia
カンボジア

Ⅱ               海外における援助活動

■実施期間■  

2000 年 9 月～継続中

■実施地域■  

バッタンバン州、バンテアイミエンチェイ州

■裨益者とその数■ 

6 歳から 22 歳の子ども・青少年 350 名とその家族、

16 歳から 24 歳の法に抵触した青少年 150 名

カンボジアでは都市に集中した経済開発・機会の

不平等により、貧困層の困窮した状況が今なお続い

ている。タイとの国境に近いバッタンバン州および

バンテアイミエンチェイ州では、親が子どもを虐待

したり、収入源として利用する事例も依然少なくな

い。また、貧困家庭の子どもは、教育機会の欠如か

ら薬物を使用したり、窃盗等の軽犯罪を犯し刑務所

に服役するケースも数多い。こうした状況を踏ま

え、KnK はストリートチルドレンや人身売買、家庭

内暴力などの被害にあった青少年を対象とした自立

支援施設「若者の家」を 2000 年に設立した。子ど

もたちは就学支援や職業訓練、心理ケアなどを受け

ながら共同生活を送っている。併せて、刑務所内の

若年収監者に対し、社会復帰に必要な技術および

基礎的な学力の指導を行っている。さらに KnK は、

貧困家庭の青少年が習得した職業技術を活かした職

に就けず、その経済的自立が妨げられている現状

を改善すべく、2006 年より収入創出活動（Income 

Generating Activities: IGA）として青少年の生計向上

支援を実施している。

[1]  プロジェクトの背景と目的

■パートナー・関連諸機関■

財団法人日本国際協力財団、カンボジア社会福祉省、社会福祉省バッタンバン支局、

カンボジア内務省

職
業
訓
練
生
は
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み
な
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ず
か
な
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間
を
利
用
し
て
勉
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に
励
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で
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る
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[2] 2011 年度の総括
2 年間のべ 61 名の青少年を「若者

の家」に受け入れた。他者への思いや

りなど社会性を学びつつ、スタッフか

らの親身なサポートを受けて計 10 名

が「若者の家」を卒業し、コミュニ

ティへの復帰を果たした。また、「若

者の家」は近隣の貧困層の青少年にも

広く門戸を開いており、施設内で行う

英語やコンピューターのコースでは計

238 名の参加を得た。同様にコミュニ

ティの参加者が多数を占める IGA で

は、2011 年 12 月末現在、計 51 名が

[3] 今後の展望と課題
IGA に関しては、日本をはじめとする諸外国

の市場を見据えたデザイン性の高い製品を開発

していくことが求められる。また、参加者に社

会人としての自覚を持たせ、収益向上のため自

発的にビジネススキルを身に付けさせるなど、

彼らの意識改革を進めることもプログラム成功

の要となっている。

刑務所内での支援活動では、警察をはじめと

する関係各所と緊密な連携を取り、今後は職業

訓練の充実、収監者に対する心のケアなど、よ

り深みのあるサービスを行っていく予定であ

る。パイリン州やポーサット州の刑務所におけ

る活動のニーズ調査もあわせて開始する。

「若者の家」事業開始より 10 年が過ぎ、プ

ログラム全体が現状のニーズに適っているのか

を改めて見直す時期にきている。国の経済発展

と共にバッタンバン州も急激な変化を遂げてお

り、青少年の自立とコミュニティ全体の生活向

上に向けてより効果的かつ包括的なアプローチ

を改めて策定していく必要がある。

絹織物、裁縫、籐家具製作に参加し、

うち高い技術を持つ 18 名が安定した

収入を得ながら生産に従事している。

2011 年半ばには新しいワークショッ

プ棟が完成し、絹織物に加え、新たに

小物の製作チームも生産を開始した。

これにより KnK 内で製作したシルク

を使い、バッグなどの製品に仕上げて

販売する一連の体制も確立された。こ

れら生産品の販売による 2011 年の売

上げは、前年より倍増し、8,800 ドル

を超えている。

バッタンバンおよびバンテアイミエ

ンチェイ州の刑務所では、計 150 名

が識字、絵画、裁縫のクラスに参加し

た。これらの活動は出所後の職業に結

び付くのみならず、収監中のストレス

軽減、そして将来の希望へとつながっ

ている。計 42 名に対しては、出所時

の家族捜索および交通費、衣類などの

支援を行い、更正後の新たな生活を再

開するためにサポートを行った。

安定した生活ができて初めて、自分の将来を考える余裕が生まれる

IGA 売り上げの推移
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Philippines
フィリピン

2001 年よりマニラ首都圏のスラム

地域にて、貧困家庭出身の子どもに対

し、心のケアを含む教育支援・生活支

援を実施。マニラのストリートチルド

レンはその姿を目にする頻度が以前よ

り減少したものの、依然として取り

組むべき社会問題となっている。ま

た都市人口の約 40% が住むスラムに

は、通学せずごみ拾いなどの労働に従

事する青少年が数多く存在する。KnK

は、家庭や社会から排除された子ども

が、必要な教育とケアを受けて精神的

にも回復し社会復帰できるよう支援し

ている。またスラム 2 ヵ所（パヤタス、

バゴンシーラン）では、非公式教育

（Alternative Learning System:     ALS) や

職業訓練を提供し、青少年の自立に向

けた教育支援および啓発活動を実施し

ている。

■実施期間■  

2001 年 11 月～継続中

■実施地域■  

ケソン市パヤタス、カラオカン・ノース市グアダノービル、バゴンシーラン、

カラオカン・サウス市サガンダーン、モニュメント、バリンタワック

■裨益者とその数■  

貧困地域の青少年約 1,000 名とその家族、地域行政・住民

■パートナー・関連諸機関■

国連児童基金（UNICEF）、フィリピン社会福祉省カラオカン市局・ケソン市局、

教育省カラオカン市局、技術教育技能開発庁（TESDA）、労働・労使関係局（LIRO）、

パヤタス・バゴンシーラン自治区など

路
上
生
活
の
子
ど
も
た
ち
と
の
信
頼
を
築
き
な
が
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[2] 2011 年度の総括
「若者の家」では、主に法に抵触し

た青少年や虐待の被害にあった子ども

計 30 名を受け入れた。公立学校への

通学やスポーツ・文化などの課外活動

に参加する中で、子どもたちは徐々に

社会性や自信を回復した。家族との心

の溝が縮まらずに親への憎しみを口に

し、他者との関係を結べない子どもも

多く、ソーシャルワーカーによるカウ

ンセリングが定期的に実施されると同

時に、心理ケア専門家による治療を受

けるなどして、子どもたちは過去に受

けた精神的ダメージからの回復を目指

している。家庭訪問や親へのカウンセ

リングも併せて実施し、2011 年中は

[1]  プロジェクトの背景と目的 路
上
で
は
自
由
気
ま
ま
な
生
活
を
送
る
一
方
、
犯
罪
な
ど
の
危
険
が
付
き
ま
と
う

© Natsuki Yasuda
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計 7 名の子どもを家庭に戻すことが

できた。また、「若者の家」のスタッ

フ 2 名が定期的にカラオカン市非行

少年収容所を訪問し、計 100 名の少

年を対象に教育活動を行った。うち数

名は「若者の家」に受け入れている。

前述のスラム 2 ヵ所で実施した非

公式教育（ALS）には計 259 名が参加

し、うち 73 名が 10 月に学業修了試

験（公立学校と同等の修了資格）を

受け、結果発表を待っている。ALS の

修了生を含め、「若者の家」で実施す

る職業訓練に参加した青少年は計 206

名（コンピューター91名、裁縫115名）

にのぼった。また、計 16 名が手工芸

の収入創出活動に参加し、その製品が

現地市場や日本へのフェアトレードで

も販売され始めるなど市場価値がでて

きている。同活動の参加者には会計知

識の基礎研修を提供し、将来の開業に

も備えている。同時に、スラム内で子

どもの権利に関するセミナーを開催す

[3] 今後の展望と課題
教育を受ける機会が極端に阻められ

たスラムの青少年が、貧困の悪循環か

ら抜け出すのは容易ではない。非公式

教育を主軸とした貧困層出身の青少年

に対する能力開発プログラムをさらに

進めていく。同時に、職業訓練や収入

創出活動については、就業機会の増加

や生計向上など実質的な効果に直結で

きるよう、入念な計画を立てていく必

要がある。また 2012 年には、パヤタ

ス地区で取得した土地にチルドレンセ

ンターを建設し、現行の活動を拡充す

るほか、虐待を受けた子どもの保護に

も注力していく予定である。今後は、

地域の行政や他の現地団体などを巻き

込み、より地域に根ざしたセーフティ

ネットの構築に貢献していく。

るなど啓発活動を実施し、計 338 名

の青少年および 98 名の母親層の参加

を得て、コミュニティのさらなるエン

パワーメントが図られた。また、KnK

スタッフが路上 3 ヵ所を巡回訪問し、

教育指導やカウンセリングを実施した

結果、スタッフとの信頼関係が徐々に

構築され、計 115 名のストリートチ

ルドレンが定期的に参加した。

KnK フィリピンは東日本大震災以降、被

災児に対する募金活動を実施した。キャン

ペーンの参加者は主に公私立の小中高等学

校、マニラで活動する NGO および企業や個

人支援者で、募金総額は合計 37,000 ペソ（約

70,000 円）を超えた。2009 年の台風で被災

した地域の経験と絡め、KnK フィリピンは、

このキャンペーンを若い世代やコミュニティ

を啓発する機会としてもとらえ、少額でも支

援に参加できる意義や防災の意識を教えると

共に、日本の子どもたちとの友情の促進にも

努めた。「1 ペソキャンペーン」終結イベン

トでは、スラムを管理する行政のリーダーや

被災し自宅を失った子どもが、「2009 年の台

風のとき、日本の人たちに助けられたことが

忘れられない、自分にもできることがあれば

したい」と話した。集められた募金は被災地

の教育支援活動に充てられている。

 1 ペソキャンペーン

フィリピンの子どもたちが日本へ恩返し
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マンセラ郡は、2005 年のパキスタン大地震の被害を最も大きく受けた地域のひとつである。同震災では多くの公立学校

が倒壊し、震災から 6 年を経た現在も 600 校以上に政府予算がつかず、再建のメドが立っていない。多くの児童が青空教

室やテントでの就学を余儀なくされ、教育環境が阻害される中、ドロップアウトも増加している。これらの状況を鑑み、

KnK はマンセラ郡政府教育局の呼びかけに応じ、校舎の再建と併せ、教師・PTA メンバーへの啓発活動や生徒会の活性化を

通じ、教育環境の包括的な向上・整備を目指した。 

[2] 2011 年度の総括
前年から建設していた 6 校を 3 月までに完了し、その後の半年で 4 校、計 10 校を再建した。2011 年末時点では、さら

に7校の校舎再建を進めている。校舎建物はパキスタン政府基準に則り、2～4教室の恒久的に使用できる仕様になっている。

加えて、教育環境の向上を包括的に図るため、教師・PTA メンバー・生徒会に研修を実施した。3 月に 6 校、9 月に 4 校の

開校式を実施し、日本国外務省や大使館の担当官、パキスタンの郡および州教育局から担当官の出席を得て、地域に対し日

本の支援をアピールするとともに、日・パ相互交流の場とすることができた。9 月には、それまでの活動に対し外部専門家

による評価を実施し、高い評価を得た。

[3] 今後の展望と課題
2012 年 3 月までの 3 年間で計 31 校の再建を目指す。学校校舎を再建し、子どもたちの教育を受ける機会を拡大すると

ともに、引き続き PTA、地域住民、学校関係者への働きかけを進め、より良い教育環境の整備を図る。2011 年後半からは、

再建された学校間の情報共有を目的としたニュースレターを発行しており、地域のネットワークを構築し、活性化された

PTA、地域住民、学校関係者の参画を強化し、一層の学校教育向上を目指す。

①事業名：マンセラ郡における教育環境整備・
　　　　　向上を通じた学校教育強化事業

Pakistan
パキスタン

■実施期間■  

2010 年 1 月～継続中

■実施地域■  

ハイバルパフトゥーンハー州　マンセラ郡

■裨益者とその数■  

5 歳から 11 歳 の子ども・生徒会員 2,550 名、教師・PTA187 名、地域住民

■パートナー・関連諸機関■

日本国外務省、Friends Welfare Association (FWA)

地域の声や反応

「教育方法が日々進化していることに気づき、今後は自発的に教育方法の向上に努めるべきだと感じた」

「研修で学んだ教授法は、教師と生徒間の相互交流を促進し、よりよい教育環境の形成に大変有益である。

また良い関係を結ぶことで、よりスムーズに授業を実施できるようになった」

―少学校教師―

[1]  プロジェクトの背景と目的

© Atsushi Shibuya
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②事業名：
コヒスタン郡およびシャングラ郡における人道・教育支援

パキスタンでは 2010 年 7 月末に洪水が発生し、コヒスタ

ン郡では 120 校、シャングラ郡では 44 校の学校が全壊また

は半壊し、子どもたちの教育へのアクセスが断たれていた。

両郡はハイバルパフトゥーンハー州内でも特に貧しい地域で

あり、識字率も低く、洪水により失われた校舎に代わる施設

を提供し、教育の空白をできるだけ短くすることが肝要とさ

れた。

　　　　　

[2] 2011 年度の総括
2010 年 9 月から洪水被害への緊急援助として事業を開始

し、2011 年度からは、洪水で校舎が流された 30 校に対し、

テントに代わる簡易校舎 35 棟を建設した。また、学用品

1,950 セット、黒板、チョーク、体育用品、飲料水タンクな

どの学校資機材なども各学校に提供したほか、教師の能力強

化研修、PTA 活性化、被災児童復学の啓発活動を実施し、教

育活動再開のため包括的に支援を行った。

■実施期間■  

2010 年 9 月～ 2011 年 7 月 31 日

■実施地域■  

ハイバルパフトゥーンハー州　コヒスタン郡およびシャングラ郡

■裨益者とその数■  

支援対象校 64 校通学圏内の 5 歳から 15 歳の子ども・青少年 3,200 名、

教師 106 名、PTA メンバー 210 名および保護者と地域住民

■パートナー・関連諸機関■

ジャパン・プラットフォーム (JPF) 、Friends Welfare Association (FWA)

[1]  プロジェクトの背景と目的

[3] 今後の展望と課題
本事業は緊急対応事業であったため、

2011 年 7 月 31 日をもって支援はひと

まず終了となった。しかしながら、コヒ

スタン郡およびシャングラ郡ではいまだ

多くの校舎が被災したまま再建されてい

ない。今後は、再建した校舎のモニタリ

ングを続けると共に、さらなる支援の可

能性を模索していく。

© Atsushi Shibuya

15Ⅱ .    海外における援助活動報告

※識字率…コヒスタン郡：男性 17.23％、女性 2.95％（全土最低）
　　　　　シャングラ郡：男性 25.2％、女性 3.7％



16 Ⅱ .    海外における援助活動報告

コヒスタン郡に立地する公立女子小学校

Kuz Kalay では、2010 年の洪水で校舎が流失

し、生徒は青空教室での就学を余儀なくされ

ていた。特に女子にとって、トイレもなく、

不用意に人目にさらされやすい環境での就学

は不便であるばかりか、文化的にも不適切で

あることから、165 名の生徒が登録している

ものの、実際に授業に出席している生徒は

100 名弱に落ち込んでいた。

[2]  2011 年度の総括
2010 年 10 月 1 日 か ら 12 月 31 日 ま で

の 3 ヵ月間で、洪水で校舎が流失した Kuz 

Kalay に簡易校舎１棟を建設した。簡易校舎

は予定通り建設され、就学率は約 70％向上

した。また、学用品 165 セット、黒板、チ

ョーク、体育用品、飲料水タンクなどの学校

資機材一式を提供し、生徒たちがよりよく学

べる環境を整備できた。

[3]  今後の展望と課題
本事業は無事に終了し、今後は建設された校舎に対し、定期的にモニタリングを進めていく。同時に、コヒスタン郡では

いまだ多くの学校の再建がなされておらず、必要な資金が調達できるごとに、簡易校舎の建設と、女子教育への障害を克服

できる事業を実施していく予定である。

[1]  プロジェクトの背景と目的

③事業名：
パキスタン大洪水（2010 年）で被災した
　　　　　学校の再建と教育環境向上事業

■実施期間■  

2011 年 10 月～ 2011 年 12 月 31 日

■実施地域■  

ハイバルパフトゥーンハー州　コヒスタン郡

■裨益者とその数■  

支援対象校 1 校通学圏内の 5 歳から 15 歳の子ども・青少年 165 名 ,

教師、PTA メンバー、保護者と地域住民

■パートナー・関連諸機関■

フェリシモ地球村の基金

Friends Welfare Association (FWA)

17Ⅱ .    海外における援助活動報告

地域の声や反応

「長い間、きちんとした学校を建てようと様々な努力をしてきた。新聞で呼びかけたり、政府や政

治家に訴えたりしてきた。けれど、なかなかその努力が実を結ぶことはなかった」 「ある日学校を

再建するというアセスメントチームが村に来て、そして今、こうして立派な校舎を再建してもらう

ことができた。フェリシモ基金、国境なき子どもたち、そしてその現地パートナーであるフレンズ・

ウェルフェア・アソシエーションには感謝の気持ちでいっぱいです」

―地域の長老―

教師や生徒の声

「今までは校舎もなく、学校に来ると洋服が汚れてしまったけれど、新しい校舎は清潔できれいで、

洋服が汚れなくてとても嬉しい」

「カバンや鉛筆などの学用品をもらうことができてとても嬉しい。将来は先生になって、この地域

の少女たちに勉強を教えられたらと思う」

―小学校児童―

「校舎がないときは、生徒たちの出席率を維持することが非常に難しかった。しかし、新しい校舎

が再建され、驚くことに突然 70％も出席率が向上した。新しい校舎では、天候を心配する必要も

なく、学業も非常に順調に進んでいます」

―小学校教師―

17Ⅰ .    アジアにおける援助活動報告

© Atsushi Shibuya

17Ⅱ .    海外における援助活動報告
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事業名：東ティモール民主共和国 4 県における青少年の健全育成および教育支援

18 Ⅱ .    海外における援助活動報告

Timor-Leste
東ティモール

■実施期間■  

2008 年 10 月～ 2011 年 2 月

■実施地域■  

ディリ県、エルメラ県、バウカウ県、ビケケ県

■裨益者とその数■  

16 歳から 22 歳の青少年 800 名とその保護者、地域住民

■パートナー・関連諸機関■

日本国外務省、Forum Comunicacao Jeventude (FCJ)、Ermera Youth Center (EYC)、

Children & Youth Center (CYC)、Viqueque Youth Center (VYC)

19Ⅱ .    海外における援助活動報告

[2] 2011 年度の総括
2006 年に開始した青少年に向けた教育

支援ならびにスポーツを通じた平和構築活

動は、2011 年をもって一区切りとした。

2011 年度は、KnK の支援終了後も各ユー

スセンターの活動が継続されるよう、現地

スタッフの運営能力強化に努め、センター

の管理だけでなく運営資金の調達法など現

実的な側面に重点を置いたセミナーを開催

した。その結果、国際機関や現地政府から

事業資金を受託し、多くの活動が継続して

行われている。現地スタッフはこれまで、

支援は国際社会によってもたらされるもの

であるという考えを持っていたが、自らの

力で活動を実施できることを認識し、自助

意識を高め、一定の自立発展性を確立でき

た。

[3] 今後の展望と課題
2012 年、東ティモールは独立から 10

周年を迎える。同年は国連東ティモール統

合ミッション（UNMIT）の撤退と国政選挙

を同時に控え、東ティモールにとって今後

の平和的発展に向けた重要な年になるだろ

う。首都ディリと地方の格差や高い失業率

など、今なお多くの課題が残り、特に国の

今後を担う青少年の人材育成は引き続き

最重要課題と言える。KnK は、全国に広が

るユースセンターの修復など、節目を迎え

る。東ティ

東ティモールの新たなニーズに沿った支

援活動を再開する予定である。

2002 年に独立を果たした東ティモールは、その前後に多大な犠牲を払い、国内情勢は今日に至るまで多くの問題を抱え

ている。2006 年に首都ディリ市で発生した大規模な騒乱を受け、KnK はディリ市内にユースセンターを開設し、青少年の

教育支援とスポーツを通じた平和構築活動を実施した。その後、ユースセンター事業を地方 3 県にも拡大し、発展から取

り残されつつある地方県へ支援の手を広げた。東ティモール全土が開発の恩恵をまんべんなく受けることで、同国が内包す

る出身地域ごとの対立を軽減する狙いがある。

[1]  プロジェクトの背景と目的
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資源に乏しいヨルダン国は、外国からの短期的な資本流入の動向や近隣中東諸国の情勢に大きな影響を受け、経済が

脆弱化した。特に都市部での貧困が顕在化し、青少年らは暴動や暴力行為、不登校や退学といった様々なリスク下にお

かれている。本事業では、青少年らへ放課後や週末の時間における教育機会を提供することで、彼らの心身共に健全な

成長を目指した。

①事業名：アンマンにおける青少年の健全育成および教育支援（第１期）

[2] 2011 年度の総括
HCY との連携のもと、ユースセンターにおい

て、①非公式教育（言語、演劇、スポーツ、音

楽、美術、コンピューター）、②ユースプログ

ラム（ウェブサイトや映像作品、マガジン “Youth 

Words” 作成を通した自己表現と他者受容を促

す活動）、③コミュニティ参画プログラム（青

少年らによる奉仕活動、保護者対象の啓発ワー

クショップ）を実施した。青少年の裨益数は、

当初計画の 136% 増を達成し、内 23% を不安

定な生活状況にあるヨルダン国外からの難民、

他地域出身者が占める。多様な背景を持つ青少

年らが国籍を越えて学びあい、相互理解を深め

る場を提供した。さらに、青少年自らが主体と

なって近隣地区での奉仕活動を実施し、それを

目にした地域住民から活動に対する理解と好意

的な意見を得ることができた。

[3] 今後の展望と課題
KnK による事業終了後も、現地の自立性に基づく青少年活動の継続を目指す。それに向け、青少年リーダー並びに地

域住民・地元組織の協力による、住民主導のユースセンター運営体制の確立が求められる。そのため、今後は青少年活

動を担う HCY をはじめとする地元組織との連携をさらに強化していく。また、引き続き青少年の自主性育成に努める

と共に、保護者向けワークショップに参加する地域住民の中から、将来の青少年活動運営の核となる人物の参画を促進

していく。

Jordan
ヨルダン

■実施期間■  

2010 年 10 月～ 2011 年 10 月

■実施地域■  

アンマン市 ジャバルアンマン地区

■裨益者とその数■  

12 歳から 18 歳の青少年 1,026 名と

その保護者を含む地域住民 80 名

■パートナー・関連諸機関■

日本国外務省、ヨルダン社会開発省、

ヨルダン青少年高等評議会（HCY）

[1]  プロジェクトの背景と目的
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前事業期を通じ、事業終了後の現地事業移管に向け、

地域主体のユースセンター運営を目指した体制作りの必

要性が顕著になった。一方で青少年ら、特に難民におい

ては、昨今の中東地域における治安情勢の悪化を受け、

依然として不安定な家計状況により学校に通えず、閉塞

感を強めている事例も顕在化している。本事業では、青

少年の閉塞感を緩和させながら、自主性・自立性をさら

に発展させ、センターでの活動運営に参加できるようト

レーニングに力を入れる。また、HCY 本部からの要請

もあり、地方における青少年活動を活性化させるべく、

地方ユースセンター職員の意識および能力向上研修も実

施する。

②事業名：
アンマンおよび地方のユースセンターにおける
　　　　青少年の健全育成および教育支援（第 2 期）

[2] 2011 年度の総括
青少年対象の①コミュニティ参画プログラム（青少年

らによる奉仕活動、保護者対象の啓発ワークショップ）

および②非公式教育コース（言語、演劇、スポーツ、音

楽、美術、ストーリーライティング）が順調に始動した。

①については、地域での奉仕活動実施に向け、青少年自

らが企画・立案を行った。③ユースセンター職員研修に

ついては、研修内容を HCY 本部と協議し、実施に向け

て準備を継続する。

[3] 今後の展望と課題
保護者を対象としたワークショップを通じ、地域住民らによるセンター運営への参画をさらに促

進していく。また、ユースセンター職員研修が、センター運営に対する職員の意識と能力の向上に

着実に寄与するよう、HCY 本部との密な協力体制のもと、研修後のフォローアップに注力する。

■実施期間■  

2011 年 12 月～継続中

■実施地域■  

アンマン市 ジャバルアンマン地区

■裨益者とその数■  

8 歳から 18 歳の青少年 760 名、ユースセンター職員 20 名、および保護者を

含めた地域住民 60 名

■パートナー・関連諸機関■

日本国外務省、ヨルダン社会開発省、ヨルダン青少年高等評議会（HCY）

[1]  プロジェクトの背景と目的

21Ⅱ .    海外における援助活動報告
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KnK のバングラデシュにおける活動は、2007 年 11 月に発生したサイクロン「シドル」被災者支援に遡る。その後、村人

の貧困状況を改善し自立発展性を促すため、裁縫と機織りの職業訓練を修了した女性らに対する収入創出活動（IGA）に支援

の重点を移す。同時に、貧困ゆえ公立の学校へ通えない子どもたちを対象に非公式教育やレクリエーション、啓発活動を引き

続き実施している。

[2] 2011 年度の総括
収入創出活動に関わる協同組合員に対

し、さまざまなトレーニングを実施した。

また、協同組合員が製作した商品を販売で

きるようショールームを開設し、組合員が

直接販売できるシステムを築いた。これら

の活動により、技術の向上、および創出意

欲や自助意識に変化が見て取れた。また、

協同組合活動の施設を新たに建設し、より

快適な環境で商品を製作できるようになっ

た。

非公式教育においては、教師のさらなる

質の向上、村で起こっている問題に対し子

どもたち主体で話し合う「子どもクラブ」

の活動に注力した。その結果、生徒の教育

レベル、問題に対する認識力や解決力に一

定の成果が見られた。

[3] 今後の展望と課題
2011 年の活動により、村の女性を対象とした協同組合員による収入創出活動はようやくスタートラインに立てた感があ

る。この活動を軌道に乗せることが、貧困や貧困を起因とするさまざまな問題を解決することに繋がるため、今後も引き続

き協同組合活動への支援が求められる。よって、ビジネスマインドの構築、バングラデシュ国内外からの定期的な受注を目

標に、活動の促進と村人のさらなる自立発展性を目指す。

Bangladesh
バングラデシュ

■実施期間■  

2009 年 9 月～継続中

■実施地域■  

ボリシャル管区ピロジュプール県ネサラバード郡およびカウカリ郡

■裨益者とその数■  

農村部に住む 5 歳から 14 歳までの子ども 650 名（教育支援）、村の女性 200 名

（職業訓練と協同組合）とその保護者、地域住民

■パートナー・関連諸機関■

日本国外務省、Society for Underprivileged Families (SUF)、宗教法人真如苑

①事業名：ピロジュプール県における青少年の経済的自立および教育支援

[1]  プロジェクトの背景と目的

© Atsushi Shibuya
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■実施期間■  

2011 年 8 月～継続中

■実施地域■  

ダッカ管区ダッカ市ケラニゴンジ郡

■裨益者とその数■  

首都ダッカの路上で生活する 6 歳から 17 歳までのストリートチルドレン 40 名

■パートナー・関連諸機関■

日本国外務省、Society for Underprivileged Families (SUF)、

株式会社デジタルアドベンチャー、NPO 法人チャリティ・プラットフォーム

ダッカにはおよそ 30 万人のストリートチルドレンが存在すると言われている。保護者と生活を共にせず、日々を食いつ

なぐために生きている子どもたちの生活は、貧困や暴力などさまざまな問題を抱えている。そのような子どもたちに対し、

安全で正しい情報を入手できる場所、そして何よりも人から愛されることを感じ取れる場所を提供することを目的に開設し

た。

[2] 2011 年度の総括
2011 年 9 月のドロップインセンタ

ー開設以来、これまでのべ 2,000 人以

上のストリートチルドレンに対し、ベ

ンガル語、算数などの基礎教育やレク

リエーション活動、昼食、医療サポー

トなどを提供した。子どもたちとスタ

ッフ間の信頼関係も徐々に深まりつつ

あり、大人に対して不信感を抱く子ど

もたちの態度や言動などに変化が見ら

れ始めている。また、スタッフによる

フィールドでの実態調査は、ダッカに

おけるストリートチルドレンの現状を

把握する有効な手段となった。

[3] 今後の展望と課題
移動性の高いストリートチルドレン

の特性により、ターゲットを絞るのに

苦労した。今後は、施設環境とアクテ

ィビティの充実を図るとともに、子ど

もひとりひとりに合ったサポートを行

っていく。また、近隣コミュニティへ

の情報公開と啓発活動を通し、地域全

体が子どもたちをサポートする体制を

築いていく。

②事業名：
首都ダッカにおける
ストリートチルドレンのための
ドロップインセンター運営

[1]  プロジェクトの背景と目的

①　登録を済ませてから朝礼に参加します。昨日の出来事をみんなで話し合います。

②　レクリエーションの時間ですが、仕事で疲れている子どもは仮眠を取ることもあります。

③　勉強の時間です。ベンガル語、英語、数学、絵画などを学びます。

④　衛生関係の勉強の後は自由時間です。

⑤　待ちに待った昼食の時間です。栄養バランスの取れた食事をお腹いっぱい食べます。  

⑥　昼食後はテレビを観たりゲームをしたりしてリラックスする時間です。

⑦　皆が抱える問題点（「夜間の危険性」や「怪我の予防」など）について話し合います。

⑧⑨ 施設を出て、仕事場である船着場に戻ります。

⑩　夕方のラッシュアワーに合わせて仕事を再開します。フェリーの乗客に水を売ったり、荷

　　物運びをします。

⑪　夕食の時間です。お金に余裕のある時は食堂でカレー定食を食べますが、食べられない日

　　もあるようです。

⑫　船着場や近辺の橋の上が子どもたちの寝床です。夏の暑さ、冬の寒さ、危険と隣り合わせ

　　の就寝です。

⑬⑭ 翌日、早朝から仕事を始めます。新たな一日の始まりです。

⑮　センターに子どもたちの笑顔が溢れます。ここは安全で心休まる場所なのです。

① 9:00am

⑭ 6:00am

⑬ 5:00am

⑫ 10:00pm ⑪ 9:00pm

⑩ 6:00pm

⑨ 5:00pm

⑧ 4:30pm

⑦ 4:00pm

⑥ 3:00pm

⑤ 2:00pm

④ 12:00pm

③ 11:00am
② 9:30am⑮ 8:00am

ほほえみセンター

余
暇

余
暇

余
暇

余
暇

労　働

労　働

就　寝
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首都ダッカのストリートチルドレン

あ
る
少
年
（
12
歳
）
の
一
日
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2006 年 5 月に発生したジャワ島中部地震被災者支援のため、KnK はジャワ島での活動を開始した。子どもたちの心理ケ

アを主目的として開設したチルドレンセンターは、一定の成果が見られたことから 2007 年に一旦休止したが、2008 年に

新たなユースセンターを開設し、青少年の経済的自立を目的とした職業訓練事業を提供している。

[2] 2011 年度の総括
職業訓練コース修了時に就業に直結するよう、就職に有利な裁縫とオートバイ修理コースを実施している。各コースの講

師は、現地政府が設立した職業訓練校での教職経験者を雇用するなど、就職に必要な知識・技術を取得できる質の高い授業

を提供した。その結果、多くの修了生が職に就き、彼らの収入は大幅に向上した。また、職業訓練コースの合間には、年少

者や地域住民がセンターを自由に使えるよう開放し、コンピューターや日本語クラス、スポーツ活動を開催した。地域住民

や地元政府の協力により円滑な活動運営が可能となり、自立発展性の高い事業である。

[3] 今後の展望
引き続き青少年の雇用促進とそれによる経済的自立支援に取り組んでいく。コース参加者の出身地は、現在のところ一定

地域に限定していないが、ユースセンター所在地の近辺に偏りが生じているため、バントゥル県全域より広く参加者を募集

していく。それにより、一見穏やかに見えるインドネシア農村部特有の村や区域を隔てる「壁」を取り払っていく。

Indonesia
インドネシア

■実施期間■  

2008 年 12 月～継続中

■実施地域■  

ジャワ島ジョグジャカルタ特別市バントゥル県グロジョガン村

■裨益者とその数■  

5 歳から 20 歳までの青少年約 100 名、地域住民

■パートナー・関連諸機関■

Indonesia Children Welfare Foundation (ICWF)　

2008 年 5 月にミャンマーに襲来した大規模なサイクロン「ナルギス」は、同国南部のデルタ地帯に甚大な被害をもたら

した。KnK は、被災直後から翌 2009 年にかけて、南部デルタ地帯の公立学校の修復や課外活動などの事業を実施したのち、

2010 年からは親元を離れ首都ヤンゴン市内の僧院で生活を送る子どもたちを支援している。メディアへの規制などで国際

社会の目に届き難いミャンマーの子どもたちに対し、生活・教育支援活動を行っている。

[2] 2011 年度の総括
僧院で衣食住を共にする子どもたち 15 名に対して、生活支援と教育機会を提供した。僧侶たちの手厚い庇護のもと、子

どもたちは共同生活を送りつつ学校に通い勉学に励んだ。日常の楽しみが少ないことを考慮し、週末にプールへ出かけるな

ど課外活動も取り入れた。

[3] 今後の展望
2011 年末、ミャンマー国政府の方針に大きな変化が見られるようになった。民主化に向けた改善の動きにより国際社会

は制裁の解除を表明しており、それに伴い、国際 NGO に対する支援活動規制は今後大幅に緩和されることが期待される。

KnK は、支援活動に対するミャンマー政府の認可状況を見極めながら新たなニーズ調査を実施し、より規模の大きい支援活

動の再開を模索していく。

事業名：ヤンゴン管区における青少年への教育支援事業

Myanmar
ミャンマー

■実施期間■  

2008 年 8 月～継続中

■実施地域■  

ヤンゴン管区シュピタータウンシップ

■裨益者とその数■  

僧院で生活する 9 歳から 22 歳の青少年 15 名

[1] プロジェクトの背景と目的

[1]  プロジェクトの背景と目的

事業名：バントゥル県における
　　　　　　青少年の自立支援事業
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Palestine
パレスチナ

■実施期間■  

2011 年 11 月～継続中

■実施地域■  

パレスチナ自治区西岸地域エルサレム県アルザリア村および周辺地域

■裨益者とその数■  

5 歳から 22 歳の青少年 2,000 名（予定）とその保護者、地域住民

■パートナー・関連諸機関■

日本国外務省、Vision Association For Culture & Arts (VACA)

パレスチナ自治区では、イスラエル政府による分離壁

や、検問所を通じた人や物資の移動制限のために経済が

停滞し、失業率が非常に高くなっている。同自治区では

生産人口の半数以上を若年層が占めているが、特に若年

層では 2 人に 1 人が定職に就けないなど失業率が高い。

青少年は能力を発揮する場が与えられないために社会か

らの疎外感をあおられ、非常に困難な状況におかれてい

る。事業対象地域はかつてエルサレムの経済文化圏の一

部だったが、2003 年の分離壁建設の影響によりアクセ

スが制限され、地域経済の空洞化が進み、教育の質も低

下している。西岸地域内で各地域の孤立が進むなか、同

自治区の将来を見据え、本プロジェクトでは青少年を経

済・心身両面から支援し、その能力開発と健全な育成を

目指す。

[2] 2011 年度の総括
2011 年 11 月に本部スタッフが事業立ち上げのため

現地入りし、事務所設立、現地スタッフの雇用、関係諸

機関との調整、教材や資機材の購入、地域住民への広報

活動などを行った。12 月初旬にユースセンターの開所

式を行い、①職業訓練（コンピューター、セクレタリー

技術）、②非公式教育として課外補習授業（英語、アラ

ビア語、算数／数学、物理、コンピューター）およびユー

スプログラム（音楽、絵画、手工芸など）、③コミュニティ

参画プログラム（青少年らによる発表会や奉仕活動、保

護者対象の啓発ワークショップなどの、地域活性化のた

めの活動）を正式に開始した。

[3] 今後の展望と課題
ユースセンターで開始されたばかりの諸活動を軌道に乗せることが重要となる。中長期的には、本事業での活動を通じ、

青少年らの基礎学力の養成と技術能力の開発および経済的自立能力の強化を目指したい。対象地域における公的教育課程に

情操教育は組み込まれておらず、センターでの非公式教育を通じて、青少年らの自己表現方法の習得、厳しい生活環境に起

因したフラストレーションの緩和、心の豊かさの涵養なども視野に入れている。同時に、現地の青少年らのニーズをより詳

細に把握し、今後の事業運営に反映させるほか、保護者を含む地域住民らに活動への参加を促すと共に、現地パートナー団

体の能力強化も図りつつ、活動を展開する計画である。

[1] プロジェクトの背景と目的

事業名：地域主導型パレスチナ自治区
　　西岸地域における青少年育成事業
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2011 年春休み友情のレポーター ヨルダン取材

石井 大
だ い ち

智くん　派遣当時 14 歳／広島県在住

香村 巴
は づ き

月さん　派遣当時 11 歳／高知県在住

取材内容は一本のビデオレポート『友情に国籍なんてない～ヨルダン

取材～』にまとめられ、映像資料として報告会やイベント、学校教材な

どに活用されている。帰国後は報告会などを自ら企画し、ヨルダンの現

状や支援の必要性を訴えたほか、作文コンクールに応募するなどして、

自分たちの言葉で「伝える」活動を続けている。その功績が認められ、「国

際協力中学生・高校生エッセイコンテスト」では中国国際センター長賞

を受賞し、「自己表現力コンクール」で現代用語検定協会賞を受賞した。

  ユースセンターの人たちは国籍も、家族構成も異な
る。価値観も大きく異なるだろう。でも、お互いを理
解し、言葉の通じないぼくたちに対しても、きちんと
向き合ってくれた。ユーセフは「壁は越えられる」と
言った。なぜ言い切れるのだろうと不思議に思った
が、共に活動していくうちに答えは見えてきた。ユー
スセンターでは 9 つの国籍が存在する。お互いの境
遇を理解し、向き合った経験が「壁は越えられる」と
確信させたのかもしれない。日本で多くの人に知って
もらいたいのは、「壁は越えられる」というユーセフ
の言葉だ。　
　　　　

石井 大智

  私は「国、言葉、宗教のかべをなくして取材しよ
う！」と思っていた。ぶあついかべがあると思っ
ていた。けれども、現地のみんなにかべなんてな
かった。明るくて、やさしくて、会ったしゅん間
から友だち…親友みたいだった。かべを作ってい
たのは、私だった。本当はかべなんてない。国境
なんてない。私たちは、本物の「国境なき子ども
たち」だった。

香村 巴月

レポーターの選出：　 日本在住の 11 歳から 16 歳の子どもたちを対象に公募し、課題レポートと電話面接にて選出
課題レポートのテーマ：　「ある日突然、あなたが難民になったら」
派遣日程：　                            2011 年 7 月 20 日～ 7 月 29 日（10 日間）
取材場所：　                           ヨルダン　KnK が運営するユースセンター（首都アンマン）

友情のレポーターとは、日本の青少年に向けた教育プロジェクトで、1995 年の開始以来、11 歳から 16 歳の日本の子ど

もたちが、カンボジア、フィリピン、ヨルダン、東ティモールなどに派遣されている。レポーターたちは、KnK の活動現場

やストリートチルドレンなどの現状を取材しながら、現地の子どもたちとの相互理解を深め、帰国後は自分たちが現地で取

材したことをさまざまな形で報告し、支援を呼びかけている。これまでに 52 名のレポーターが派遣された。

2011 年は、3 月に予定されていたヨルダン取材が、東日本大震災の影響で 7 月に延期されたが、レポーターが中心となり、

派遣までの間、被災地の同世代のために「友情のライブラリー」を企画、実施した。また、8 月には東日本大震災被災者支

援の一環として岩手県沿岸部の中学生を対象に 2 名を選出し、仏 NGO スクール・ポピュレール・フランセ（市民の絆フランス）

が主催する子どもキャンプに参加、世界 22 の国と地域の子どもたちと交流しながら、自分たちの住む町の被災や復興状況

などを世界に伝えた。

2011 年友情のレポーター
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2011 年夏休み友情のレポーター フランス・岩手

休
やすみいし

石 慧
さ と え

衣さん　派遣当時 15 歳／岩手県大船渡市在住

佐
さ さ

々 美
み な み

波さん　派遣当時 13 歳／岩手県釜石市在住

取材内容は一本のビデオレポート『世界に伝える、私たち

の町―東日本大震災 平成大津波―』にまとめられ、映像資

料として報告会やイベント、学校教材などに活用されてい

る。フランスでは自らの被災体験を報告し、また世界中から

寄せられた支援に感謝の気持ちを伝えた。この震災が風化し

ないよう、帰国後も様々な活動を積極的に行っている。また、

これをきっかけに自身の通う学校とフランスの学校とも継続

的に交流を続けている。これらの功績が認められ、国際ソロ

プチミストアメリカ日本東リジョン東京－広尾から、花菖蒲

賞を授与された。

  3 月 11 日、私は学校にいました。今から部活と
いうときに、大きなゆれが私たちをおそいまし
た。学校はとても海に近いのでひなんくんれんを
たくさんおこなっていたため、すぐに机の下にか
くれ、ゆれがおさまったと同時にひなんしまし
た。だけど、せんぱいが「ここじゃきけんです」
と先生に言って、もっと高いところへ小学生の手
をひっぱってにげました。どうじにとても大きな
なみがやってきました。私の家や学校を、はいい
ろのつなみがすべてのみこんでいました。ただた
だおどろきでした。今、学校はなくなって、大き
くじまんだったこうていには、いっぱいのがれき
…。ちがう学校をかりて勉強しています。こんな
ときだからこそ、みんなで一つになってがんばる
べきだと思います。私に出来るささいなことで
も、やっていきたいと思います。

佐々美波

  私は、8 月 23 日から 9 日間フランスに行き、岩
手の現状を伝えてきました。みんな真剣に聞いて
くれました。フランスと日本はとても離れている
のに、できることはないか震災直後から考えてく
れたそうです。行く前は、岩手のことを話して
も、頑張ってくださいくらいしか正直言われない
と思ったけど、本当に心配して、自分たちができ
ることは、できる限りやるからと言ってくれまし
た。これからも応援してくれる人と岩手のために
自分でできることをたくさんやっていこうと思い
ます。この想いは大船渡が元通りになるまで変わ
りません。このごろ、テレビや新聞には被災地の
記事が少なくなっています。日本や世界の人たち
に被災地を忘れてほしくないです。

休石慧衣

レポーターの選出：　       岩手県沿岸部の中学生を対象に公募し、課題レポートと電話面接にて選出
課題レポートのテーマ：    「そうだ、岩手に行こう！」
派遣日程：　                   2011 年 8 月 23 日～ 8 月 31 日および 9 月 24 日、26 日、27 日（12 日間）
活動場所（フランス）：　仏 NGO スクール・ポピュレール・フランセ（市民の絆フランス）主催の子どもキャンプ、
                                                     エクサンプロバンス仏日文化協会、ラベンダー祭りおよび市庁舎（ディーニュ・レ・バン市）、
                                                     ロクシタン社（マノスク市）
活動場所（岩手県）：　    大船渡中学校（大船渡市）、釜石大観音（釜石市）
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Public Relations

友情の５円玉キャンペーンに継続して取り組んでくれている学校

に、京都府亀岡市の中学校がある。毎年、市内の中学校 8校の生徒会

が中心となり、合同で駅前やスーパーなど、人通りの多い場所で募金

活動を行っている。2011 年は、この取り組みを含めて、全国で約 50

の学校、団体、個人がキャンペーンに参加し、支援を必要とする海外

の子どもたち、ならびに東日本大震災で被災した東北の子どもたちの

ために５円玉をはじめとする募金、約 200 万円を送ってくれた。今

後も、亀岡市の中学校のようなアクションを起こしてくれる学校が増

えるよう、キャンペーンを普及していきたい。

2011 年は、新聞やテレビ等、主要

メディアで紹介された KnK の記事や

番組などトータル 95 件中、半数以上

の 59 件が東日本大震災に関連するも

のであった。これは、震災被害の大き

さや人々に与えたショック、そして復

興支援に対する関心や期待の高さを象

徴している。それ以外では、1 月より

毎日ウィークリーで開始した連載記事

で、毎月、KnK の世界各地における活

動や支援を必要とする子どもたちの現

状を伝えることができた。この企画

は、「未来をつなぐ子どもたち」とい

うテーマのもと、毎月支援国やプロ

メディアを通じた理解の促進

友情の５円玉 キャンペーン

表参道エリアで開催された FASHION'S NIGHT OUT。2011 年は各国の VOGUE 編集長も日
本に駆け付けた（左）／東日本大震災を受けてパリでチャリティコンサートを行うなど、
積極的に応援してくれたジェーン・バーキンさん（中央）／毎年新宿で開催している KnK
主催写真展ギャラリートークで司会を務めてくださる渡辺真理さん（右）

ジェクトを変えてグラビアとテキスト

からなる見開き 2 ページで構成され

ている。KnK は、設立当初より写真を

通じた国際理解促進に力を入れてお

り、読者の反響も高かった。連載は、

2012 年 3 月まで続けられた。

KnK は SNS を通じた情報発信にも力

を入れているが、日本国内においても

Facebook の登録者数が増えたことか

ら、2011 年よりアカウントを取得し

KnK のページを開設した。現在はホー

ムページ、ブログ、Twitter などを連

動させて更新に努めている。動画サイ

ト YouTube と Vimeo では、本年制作

された新たな映像作品 7 本に加え、東

日本大震災の被災者に寄せられたメッ

セージも多数配信された。年間を通じ

た閲覧数は 44,580 回、１日平均 122

人の方が映像を見てKnKの活動を知っ

てくれたことになる。

また、岩手の活動紹介にフォーカス

したウェブサイト「KnK 岩手」を新た

に制作し、より細やかに被災地の活

動状況や現場からの声を発信してい

る。このサイトは震災から半年後の 9

月上旬に公開され、日々更新されてい

る。

© Shoichi Kajino
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　2月 16 日（水）～ 2月 25 日（金）　大阪・堺市／堺市教育文化センター（ソフィア・堺）   　

国境なき子どもたち写真展 in大阪・堺市　「共に成長するために　‒バングラデシュ・フィリピンの子どもたち -」　主催：堺市

　4月 11 日（月）　フランス・パリ／ロン・ポワン劇場　　　　    　          　      　　　

　東日本大震災被災者支援　チャリティコンサート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発起人：マイア バルー氏

4月 18 日（月）　東京・千代田区／ちよだプラットフォーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　私たちに今、できること　～岩手県陸前高田市からの報告～　（NPO3団体合同報告会） 　　　　                                            （※）

　4月 28 日（木）～ 5月 18 日（水）　東京・新宿区／アイデムフォトギャラリー「シリウス」　　　　　　　　　　　　

　国境なき子どもたち写真展 2011　「コヒスタン、瞬く瞳の中で　～パキスタンの子どもたち～」　　　　　　　　　　　（※）

4月 29 日（金祝）～ 5月 8日（日）　全国 9ヵ所／ららぽーと　　　　　　　　　　　　

　子どもたちに本と希望を送ろう！　～友情のライブラリー プロジェクト～　at ららぽーと　       　　　　　　   　   　（※）

4月 30 日（土）、5月 1日（日）　恵比寿ザ・ガーデンホール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　Charity event 伝手“tsu・te”　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　  　主催：伝手“tsu・te“プロジェクト実行委員会

5月 3日（火祝）　東京・中央区／ソニービル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       

届けたい“銀座の気持ち”　震災復興支援チャリティイベント　共に成長するために　－東日本大震災被災者支援活動 - （※）

　5月 13 日（金）～ 5月 14 日（土）　東京・港区／Grand Hyatt Tokyo Suite　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Corto Moltedo A Million Peaces Project　国境なき子どもたち　      　　　　　                                                   　       （※）

　5月 15 日（日）　東京・千代田区／リセ・フランコ・ジャポネ富士見野小学校　　　　　　　　　　　　　　

‘レ・ピュス・フラン・パルレ’（のみの市）　　　　　　　　　　　　　　　　　　主催：FRANC-PARLER フラン・パルレ

　6月 1日（水）　神奈川・横浜／ヨコハマ創造都市センター　　　　　　　　　　　           　　     　　　　　    　　　

　横浜フランス月間 オープニングセレモニー＆スブリーム 東北支援チャリティコンサート　　　主催：東京・横浜・日仏学院

　6月 9日（木）　チェコ・プラハ／スメタナホール　　　　                    　　　

第 4回 国境なき合唱団　チャリティコンサートツアー 2011 in プラハ   　　　　　　　　　　　　　主催：㈱エフエム東京

　6月 23 日（木）フランス・パリ／ ZENITH　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

久石譲チャリティコンサート                                        　　　　　　　　　　　 主催：Torpedo productions ／ Shimizu Octo

　10 月 1日（土）、2日（日）　東京・千代田区／日比谷公園　　　　　　　　　　　　　　　　　

グローバルフェスタ JAPAN 2011　ブース出展　               　　　　　　主催：グローバルフェスタ JAPAN2011 実行委員会

　10月 4日（火）　東京・文京区／文京シビックセンター 26Ｆ スカイホール

「まず知る！世界の動きと国際協力」～平和カンパ贈呈先NGOに学ぶ～　　　　　　　　　　　　主催：パルシステム東京

 　10 月 21 日（金）　東京・世田谷区／カタリストBA（二子玉川ライズ・オフィス 8階）　　　　　　　　　　　　　　　　

震災のここから・これから　～復興支援と日本のソーシャルイノベーション～    　　　　　 主催：Think the Earth Project

 　11 月 3日（木祝）～ 11月 15 日（火）　東京・渋谷区／ロゴスギャラリー 渋谷パルコ パート 1

来日公演記念　ジェーン・バーキン写真展　　　                               　　　　　　　　　　　　　　　　　　主催：PARCO

 　11 月 5日（土）　東京・渋谷区／表参道ヒルズ他　　　　　　　　　　　　　　　　

FASHION'S NIGHT OUT 2011　　　　　　　　　　　　　　　　  主催：コンデナスト・パブリケーションズ・ジャパン

 　11 月 6日（日）　東京・港区／ASK TOKYO（アカデミーシュワルツコフ）　　　　　　　　　　　　　　　

友情のレポーター活動報告会 2011　世界のこと、岩手のこと。私たちの言葉で伝えます！　　　　　　　　　　　　　　（※）

 　11 月 25 日（金）　東京・千代田区／東京国際フォーラム　

ジェーン・バーキン 特別来日公演　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 企画制作：㈱パルコ

イベント実績
2011 年に開催されたイベント 17 件のうち、実に 15 件が東日本震災関連のものであった。国内のみならず、KnK 事

務局長ドミニクレギュイエの出身地であるフランスにおいても、さまざまな東日本復興支援チャリティイベントが行わ

れた。KnK 写真展の今年のテーマはパキスタンの水害復興支援だったが、5 月 14 日に行われたギャラリートークでは、

東日本復興支援についても議論がなされた。また、3 年目を迎えた FASHION'S NIGHT OUT（主催：コンデナスト・パブ

リケーションズ・ジャパン）は、今年は KnK が行う東北での活動を支援対象として 11 月に行われた。

3 年に一度の友情のレポーター活動報告会開催年にあたる本年は、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より、汐留の会場をお借りし、11 月 6 日に 3 組のレポーターたちがそれぞれ取材報告を行った。

（
※
印
は
K
n
K
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催
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ン
ト
）
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【理事会】
2011年末現在、国境なき子どもたちの理事会は次の通り構成されている。

会　　長  寺田 朗子

理　　事（名誉会長） 宮尾 舜助

副  会  長  小川 道幸

会  計  役  横山 治雄 

専務理事  守谷 季美枝 

理　　事  ドミニク レギュイエ

理　　事  アグネス G. クィトリアーノ

監　　事  松永 弘

また、NPO 法上の社員に相当する評議員は、2011 年 2 月 25 日の年次総会をもって計 53 人である。

【東京事務局】

氏  名 職  務

2011 年末現在の事務局人員配置は次の通りである。

本年も年間を通じて多数のボランティアの方々が、事務

局内作業や各種イベント会場でのサポートおよび在宅で

の翻訳などにご協力くださった。2011 年末現在で、事務

局・イベント・翻訳の各ボランティア登録者数は 280 名と、

対前年比では 50% となった。また、事務局における学生

インターンの受け入れは長期（1 年超）の 2 名であり、そ

れぞれ広報や海外事業オペレーションの大きな戦力となっ

た。

支援者向けには、年次活動報告書のほか、東日本大震

災活動報告書（2011 年 3 月～ 9 月）、ニュースレターを

5 回発行した。3 月の東日本大震災発生後には、被災者へ

の緊急支援メッセージを発行した。結果として、「KnK 支

援会員」（年会費 一般：一万円、学生：五千円）は 2011

年末現在で 348 名となり、前年末より 135 名減少したが、

「毎日の力、50 円」マンスリーサポート（月々の継続支援）

参加者は、470 名（前年同月比 137％）となった。国内支

援者総数は、前年末の 11,170 名から 14,000 名あまりへ

と拡大している。

E メールにて毎月発信しているメールマガジンは、通常

版を 11 回、東日本大震災支援などの緊急・臨時版を 4 回、

合計 15 回を送信した。送信先は、2011 年末で 5,714 件（前

年同月比 146%）にのぼった。

2011 年の KnK 公式サイトへのページビュー数（閲覧数）

は、年間平均で一日あたり 4,384（前年比 142%）となった。

また、東日本大震災支援のために開設した KnK 岩手公式

サイトへのページビュー数（閲覧数）は、2011 年 9 月 10

日から 12 月 31 日までの平均で一日あたり 184 となった。
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氏　名 任　地 職　務 活動期間

水谷 陽子 東ティモール プロジェクト・コーディネーター 2010 年 2月～ 2011 年 1月

久野 由里子 フィリピン プロジェクト・コーディネーター 2010 年 5月～ 2011 年 5月

枯木 幸子 東ティモール プロジェクト・アドミニストレーター 2010 年 9月～ 2011 年 2月

小坂井 真季 カンボジア プロジェクト・コーディネーター 2010 年 9月～ 2012 年 3月

佐藤 麻衣子エリザベス パキスタン プロジェクト・コーディネーター 2010 年 11 月～ 2011 年 7月

平 果林 バングラデシュ プロジェクト・コーディネーター 2011 年 1月～ 2012 年 1月

清水 恭代 バングラデシュ プロジェクト・コーディネーター 2011 年 1月～ 2012 年 2月

加藤 香子 ヨルダン プロジェクト・コーディネーター
2010 年 10 月～ 2011 年 10 月

2011 年 12 月～継続中

森田 智 パレスチナ 現地代表 2011 年 11 月～継続中

岩国 佐和 パレスチナ プロジェクト・アドミニストレーター 2011 年 11 月～継続中

有澤 律子 ヨルダン プロジェクト・アドミニストレーター 2012 年 1月～継続中

【活動現地における人員配置】

（　　　　　は 2012 年の派遣）

【岩手事務所】

氏  名 職  務

2011 年末現在の岩手事務所人員配置は以下の通りである。

2011 年末現在の海外活動地における人員配置は以下の通りである。
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2011 年度は、経常支出 718,507,371 円のうち、総援助事業費（すなわち活動地における援助事業費＋東京における

支援業務費＋教育プロジェクト費＋広報・啓発活動費）が全体の 85.1% を占めた。

2011 年　経常支出の部

2011 年　経常収入の部

合計 718,507,301 円

合計 925,875,405 円

  　Ⅴ        　    会計収支

2011 年度収支報告
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KO ＆ Co.（コーアンドコー）は、認定 NPO
法人国境なき子どもたち（KnK）が実施する職

業訓練の研修生が製作した織物や小物、および

現地パートナー団体などの製品を日本国内にて

フェアトレードとして販売する合同会社であり、

主として KnK の収入創出活動（IGA：Income 

Generating Activities）をサポートしている。

2011 年は、3 月に発生した東日本大震災の影響に

より参加予定イベントが中止となり、社会全体に消費

を控える風潮が広がるなど、物品販売売上の大幅な減

少となった。

商品展開については、これまで主力であったカンボ

ジアシルクの商品に加え、バングラデシュやフィリピ

ンで製作された商品も販売開始した。カンボジアでは

絹織物と縫製のための施設が、バングラデシュでは縫

製のための施設が 3 ヵ所建設された。同時にカンボ

ジアでは染色のワークショップが、バングラデシュで

は刺繍のワークショップが開かれるなど、作業環境の

整備や技術・品質の向上が図られ、2012 年における

販売拡大が期待される。

2012 年 1 月より、KO&Co. のフェアトレード事業は

IGA プログラムの一部として KnK に移管されることが

決定した。今後は KnK 収益事業としての位置づけと

なり、IGA 製作物を含むアジアの伝統工芸品の日本市

場向け輸入販売を担当する。

　2011 年 2月 23 日　FBバザー
　雙葉学園同窓会ホール 主催：雙葉学園同窓会バザー係
　2011 年 2月 24 日　2010 年 -11 年度国際ロータリー第 2750 地区地区大会
　ザ・プリンス パークタワー東京　 主催：国際ロータリー第 2750 地区　地区大会事務局
　2011 年 4月 30 日、5月 1日　Charity Event 伝手 "tsu・te“
　恵比寿 ザ・ガーデンホール ホワイエ 主催：伝手“tsu・te“プロジェクト実行委員会
　2011 年 5月 15 日　レ・ピュス・フラン・パルレ
　リセ・フランコ・ジャポネ・ド・東京 主催：FRANC-PARLEZ フラン・パルレ
　2011 年 6月 5日　寺田会長講演会 (山口県下関市 )
　山口県下関市生涯学習プラザ 主催：カナダ友好協会下関支部
　2011 年 7月 18 日　フェアトレードシンポジウム・フェアトレード市
　JICA 地球広場 主催：JICA
　2011 年 9月 2日　慶應婦人三田会バザー
　慶應大学 主催：慶應婦人三田会
　2011 年 9月 5日　寺田会長講演会 (東京都港区 )
　アーク森ビルアークヒルズクラブ 主催：Via Viente Japan
　2011 年 10 月 1日、2日　グローバルフェスタ JAPAN2011
　日比谷公園 主催：グローバルフェスタ JAPAN2011 実行委員会
　2011 年 10 月 4日　パルシステム報告会
　文京シビックホール 主催：パスシステム東京
　2011 年 11 月 6日　友情のレポーター活動報告会 2011 
　ASK TOKYO（アカデミーシュワルツコフ） 主催：認定NPO法人国境なき子どもたち
　2011 年 11 月 25 日　Jane Birkin sings Serge Gainsbourg "VIA JAPAN"
　東京国際フォーラム 企画制作：㈱パルコ
　2011 年 11 月 28 日　日本中近東アフリカ婦人会チャリティバザー
　ロイヤルパークホテル 主催：日本中近東アフリカ婦人会
　2011 年 12 月 7日　いけばなインターナショナルチャリティバザー
　東京プリンスホテル 主催：いけばなインターナショナル

  　Ⅵ        　    KO&Co. 合同会社活動報告

職業訓練で身に付けた技術で作られた商品を販売拡大

【2011 年の販売出展実績】

39Ⅵ .　　KO&Co. 活動報告
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個人支援者の皆さま
友情の５円玉キャンペーンにご参加くださった小・中・高校生の皆さま

【学校教育関連機関の皆さま】

雙葉学園同窓会、雙葉幼稚園、田園調布雙葉中学高等学校エリザベット会
ラ・サール学園、恵泉女学園 同窓会、拓殖大学

岩手県高等学校教職員組合、長崎南山小学校、七田チャイルドアカデミー、ほか

【民間機関の皆さま】

NPO 法人ジャパン・プラットフォーム、NPO 法人チャリティ・プラットフォーム
スクール・ポピュレール・フランセ（市民の絆フランス）
東京神宮ロータリークラブ、東京城北ロータリークラブ、

一般財団法人ジャスト・ギビング・ジャパン、公益財団法人日本国際協力財団
宗教法人真如苑、国際ソロプチミストアメリカ日本東リジョン東京・広尾

癒しと温かな手の学校、全国友の会、Think the Earth 基金、NPO 法人ＷＥ21 ジャパンあさお
国際協力 NGO センター、国境なき合唱団、フェリシモ基金、ほか

　　　　　　　　　　　　　
【企業の皆さま】

株式会社小学館、伊藤忠商事株式会社、ヘンケルジャパン株式会社、
生活協同組合パルシステム東京、コンデナスト・パブリケーションズ・ジャパン

グンゼ株式会社 グンゼラブアース倶楽部、株式会社フェリシモ
株式会社毎日エデュケーション、株式会社デジタルアドベンチャー

株式会社エフエム東京、日本アイ・ビー・エム株式会社、株式会社高齢社
トッパン・フォームズ・オペレーション株式会社、ユナイテッドピープル株式会社

アイデムフォトギャラリー「シリウス」、株式会社堀内カラー、G.I.P.Tokyo
株式会社イニュニック、ブックハウス神保町、アトゥー・フランス、寺田倉庫グループ

日本デルファイ・オートモーティブ・システムズ株式会社、ＪＦＮヒューマンコンシャス募金
潮田恒産株式会社、日都産業株式会社、インスパーク株式会社、ほか

【公的機関の皆さま】

外務省、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構国際ボランティア貯金、ほか
（順不同　敬称略）

お預かりしたご寄付は大切に使用させていただきます。
世界と東北地方での中長期的な活動に向けて、

2012 年も引き続きご支援ご協力をお願い申し上げます。

国境なき子どもたちの 2011 年度の活動に対し、

あたたかいご理解とご支援をお寄せくださいました皆さまに心より御礼申し上げます。

Ⅶ．謝辞
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2011 年 3 月に開始した東日本大震災での支援活動に対し、

あたたかいご理解とご支援をお寄せくださいました皆さまに心より御礼申し上げます。

【日本をはじめ世界各国の個人支援者の皆さま】

個人支援者の皆さま KnK 東京事務局近隣（新宿区下落合）にお住まいの皆さま
友情の 5 円玉キャンペーンにご参加くださいました皆さま 久石譲さま
友情のライブラリーにご参加くださいました皆さま キム・ヒョンジュンさま
ルイス・ハミルトンさま 各種チャリティイベントを開催、ご参加くだいました皆さま
辻仁成さま・平尾香さま（絵本『ラペのくにでは』株式会社 海竜社） 
マイア・バルーさま、ジェーン・バーキンさま、サルヴァトール・アダモさま、フランシス・レイさま
ピエール・バルーさま、スブリームさま、ザーズさま、カミーユさま、サンセヴェリーノさまをはじめとするアーティストの皆さま
KnKフィリピン／1ペソキャンペーンに参加してくれた子どもたち KnKヨルダン／5ピアストルキャンペーンに参加してくれた子どもたち

【学校教育関連機関及び民間機関の皆さま】

NPO 法人ジャパン・プラットフォーム 公益財団法人東日本大震災復興支援財団／孫正義さま
NPO 法人国際協力 NGO センター NPO 法人チャリティー・プラットフォーム
スクール・ポピュレール・フランセ（市民の絆フランス） 宗教法人真如苑
Tiers monde ロクシタン財団
横浜日仏学院 国際ソロプチミストアメリカ日本東リジョン東京・広尾
横浜雙葉中学高等学校 パタカ小学校（タイ王国バンコク） 
雙葉学園同窓会 フランス語婦人会
東京城北ロータリークラブ 月刊フランス語圏情報誌フラン・パルレ
リセ・フランコ・ジャポネ・ド・東京 在日フランス人協会
ニース日本人会 NPO 法人ルーム・トゥ・リード・ジャパン／ U-lead 
Think the Earth 基金 国境なき合唱団
癒しと温かな手の学校 生活協同組合パルシステム東京
5 スターレガシーファウンデーション 伝手プロジェクト
ジャポネード 湘南国際マラソン実行委員会、ほか

【企業の皆さま】

株式会社小学館 株式会社髙島屋
サンゴバン株式会社 全日本空輸株式会社
ブロンデル ジャポン株式会社 日本アイ・ビー・エム株式会社
ヴァレオグループ アコーグループ
ヴァシュロン・コンスタンタン 日都産業株式会社
DHL アプライドマテリアルジャパン株式会社
日本アムウェイ合同会社 ロクシタングループ
フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社 寺田倉庫グループ
株式会社ハースト婦人画報社 クレディ・アグリコルグループ
EPI グループ (Alain Figaret, Bonpoint, J.M.Weston) ソフトバンクモバイル株式会社
タルジェッティ ポールセン ジャパン株式会社 トレルボルググループ
アディダスジャパン株式会社  ナティクシスグループ 
リーボックジャパン BNP パリバ・カーディフグループ
セーヴェーエムエル外国法事務弁護士事務所 コルトモルテド
シナジーワールドワイド・ジャパン株式会社 株式会社フォルシア ジャパン
ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所 潮田恒産株式会社 
株式会社シーフォ 株式会社セリク
コンデナスト・パブリケーションズ・ジャパン 武田薬品工業株式会社
株式会社デジタルアドベンチャ― 株式会社プレステージジャパン 
有限会社エス・ティー・ワイ ヘンケルジャパン株式会社
岩手いすゞ自動車株式会社 Torepedo productions ／ SHIPS（シミズオクト）
株式会社キッズ・エンターテインメント ソニー企業株式会社
プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 株式会社 NTT PC コミュニケーションズ
株式会社アルパーク 株式会社イニュニック、ほか　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（順不同　敬称略）　　　　　　

Ⅶ．謝辞



42

新聞掲載

no. 掲載日 新聞名 内容
1 2011/1/17 Harian Jogja (Harjo) 【インドネシア】 バイク修理と縫製クラス開講
2 2011/1/22 Kedaulatan Rakyat  【インドネシア】 バイク修理と縫製クラス開講
3 2011/1/29 毎日ウィークリー ボランティアとは（連載 1回目）
4 2011/2/19 山陰中央新報 KnK東ティモール派遣員　枯木幸子
5 2011/3/25 The Daily Sattya Sangbad  Annual Sports program were held of  Suf-KnK Japan project in Nesarbad & 

Kawkhali Upazilas.
6 2011/2/26 毎日ウィークリー フィリピン：ストリートチルドレン（連載 2回目）
7 2011/3/26 毎日ウィークリー カンボジア：トラフィックト・チルドレン（連載 3回目）
8 2011/4/5 山陰中央新報 東日本大震災　被災地支援　守谷
9 2011/4/6 産経新聞 フォトジャーナリスト　安田さん　(H15　友レポ )
10 2011/4/12 東京新聞 KnK 写真展　「コヒスタン 瞬く瞳の中で」
11 2011/4/12 朝日新聞　香川 東日本大震災　被災地支援　心添え本贈ろう
12 2011/4/12 朝日新聞 東日本大震災　被災地支援　「友情のライブラリー」
13 2011/4/16 朝日新聞　be 東日本大震災　被災地支援
14 2011/4/21 しんぶん赤旗 KnK 写真展　「コヒスタン 瞬く瞳の中で」 
15 2011/4/21 読売新聞 広告
16 2011/4/23 毎日ウィークリー パキスタン：大洪水被災地での活動（連載 4回目）
17 2011/4/24 岩手日報 東日本大震災　スクールバスの寄贈始める
18 2011/5/2 読売新聞　夕刊 東日本大震災　被災地支援　「友情のライブラリー」
19 2011/5/8 産経新聞 フォトジャーナリスト　安田さん　写真展
20 2011/5/8 毎日新聞　広島 東日本大震災　被災地支援　「友情のライブラリー」
21 2011/5/12 毎日新聞 広告
22 2011/5/13 岩手日報 東日本大震災　大船渡の児童へ KnKがスクールバス支援
23 2011/5/13 読売新聞 東日本大震災　大船渡の児童へ KnKがスクールバス支援
24 2011/5/27 東海新報 東日本大震災　高田高校にバス 4台　KnK が寄贈
25 2011/5/28 河北新報 東日本大震災　高田高校にバス 4台　KnK が寄贈
26 2011/5/28 毎日ウィークリー 東北：東日本大震災（連載 5回目）
27 2011/6/25 毎日ウィークリー バングラデシュ：児童労働（連載 6回目）
28 2011/6/29 東京新聞 広告
29 2011/7/5 朝日新聞 青山学院大学　NGOとの連携
30 2011/7/13 Bernas Jogja  【インドネシア】 バイク修理と縫製クラスの生徒が卒業
31 2011/7/13 Harian Jogja (Harjo) 【インドネシア】 バイク修理と縫製クラスの生徒が卒業
32 2011/7/16 中国新聞 2011 年友情のレポーター　石井大智
33 2011/7/16 Kedaulatan Rakyat  【インドネシア】 ユースセンタープログラム　参加者募集開始
34 2011/7/20 復興釜石新聞 KnKパキスタンの代表者が釜石東中を訪問
35 2011/7/23 毎日ウィークリー カンボジア：職業訓練（連載 7回目）
36 2011/8/6 東海新報 フランスと被災地の交流
37 2011/8/13 岩手日報 2011 年友情のレポーター　震災 世界に伝えたい
38 2011/8/18 朝日新聞　香川 2011 年友情のレポーター　ヨルダン　香村巴月
39 2011/8/20 釜石新聞 2011 年友情のレポーター　釜石からフランスへ　
40 2011/8/20 上毛新聞 2010 年友情のレポーター　田崎陸　少年少女国連大使
41 2011/8/27 毎日ウィークリー パキスタン：学校建設プロジェクト（連載 8回目）
42 2011/8/28 上毛新聞 2010 年友情のレポーター　田崎陸　少年の主張
43 2011/8/30 La Provence　【フランス】 2011 年友情のレポーター　仏ロクシタン訪問
44 2011/9/15 子ども高知新聞 2011 年友情のレポーター　香村巴月
45 2011/9/24 毎日ウィークリー ヨルダン：ビデオワークショップ（連載 9回目）
46 2011/9/25 上毛新聞 2010 年友情のレポーター　田崎陸　少年の主張
47 2011/9/29 東海新報 2011 年友情のレポーター　休石慧衣
48 2011/10/1 復興釜石新聞 2011 年友情のレポーター　佐々美波
49 2011/10/5 岩手日報 友情のライブラリー
50 2011/10/16 MANILA BULLENTIN  【フィリピン】 KnKフィリピン　1ペソキャンペーン
51 2011/10/16 Remate  【フィリピン】 KnKフィリピン　1ペソキャンペーン
52 2011/10/16 Balita  【フィリピン】 KnKフィリピン　1ペソキャンペーン
53 2011/10/16 TONITE  【フィリピン】 KnKフィリピン　1ペソキャンペーン
54 2011/10/16 Tempo  【フィリピン】 KnKフィリピン　1ペソキャンペーン
55 2011/10/18 岩手日報 KnK 岩手　田ノ浜に防災交流館
56 2011/10/22 毎日ウィークリー ヨルダン：友情のレポーター（連載 10回目）
57 2011/10/25 東京新聞　夕刊 友情のレポーター活動報告会　開催告知
58 2011/10/26 岩手日報 KnK 岩手　移動型子どもセンター　陸前高田市でスタート
59 2011/10/27 毎日新聞 友情のレポーター活動報告会　開催告知
60 2011/11/6 朝日中学生ウィークリー 2011 年友情のレポーター　震災 世界に伝えたい
61 2011/11/13 南日本新聞 南風録
62 2011/11/22 読売新聞　夕刊 第 22回 友情の５円玉キャンペーン
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テレビ／ラジオ放送

no. 掲載日 情報誌名 内容
1 2011/3/27 25ans　5月号 東日本大震災　被災地支援
2 2011/4/1 シナジー　vol.149 特集　ニッポンの寄付が変わる　NGOはどう動くか？
3 2011/4/24 GOETHE 東日本大震災　被災地支援
4 2011/5/23 わいわい　(6 月号 ) 福祉事務所「陽だまり」より大人用・子ども用おむつ等を支援
5 2011/7/1 シナジー　vol.150 特集　東日本大震災とNGO
6 2011/7/25 primar 2011 August vol.41　【フィリピン】KnKフィリピン　ピア・エデュケーター／友情のレポーター
7 2011/9/29 whitebook AUTUMN 2011 vol.33 東日本大震災　被災地支援　レギュイエ／久野
8 2011/9/30 New Internationalist Japan 

(No. 133 2011 年 9月号 )
広告

9 2011/10/4 週刊女性 東日本大震災　被災地支援　久野由里子
10 2011/10/5 ソトコト 友情のレポーター活動報告会　開催告知
11 2011/11/1 夢っこ club　11・12月号 2011 年友情のレポーター　香村巴月
12 2011/11/1 広報ぬまた 2010 年友情のレポーター　田崎陸
13 2011/11/28 25ans　1月号 チャリティ白書 2012　

63 2011/11/25 信濃毎日　夕刊 KnK岩手　陸前高田に移動図書館
64 2011/11/26 岩手日報 KnK 岩手　陸前高田に移動図書館
65 2011/11/26 毎日ウィークリー 岩手フランス：友情のレポーター（連載 11回目）
66 2011/11/27 東京新聞 KnK 岩手　移動型子どもセンター　陸前高田市でスタート
67 2012/11/28 中國新聞（こども新聞） KnKカンボジア　自立へ職業訓練を提供
68 2011/11/30 釜石復興新聞 KnK岩手　青葉ビル補修工事へ安全祈願
69 2011/12/4 中日新聞 第 22回 友情の５円玉キャンペーン
70 2011/12/14 毎日新聞　夕刊 KnK岩手　移動型子どもセンター　陸前高田市でスタート
71 2011/12/18 産経新聞 KnK 岩手　移動型子どもセンター　陸前高田市でスタート
72 2011/12/18 東海新聞 スイスからの贈り物　コンスタンタン社員がバス移動型子どもセンターへ
73 2011/12/22 毎日新聞　岩手 KnK岩手　今年もできたクリスマス会　大槌の学童施設
74 2011/12/24 毎日ウィークリー バングラデシュ：協同組合（連載 12回目）
75 2011/12/28 中日新聞 KnK 岩手　移動型子どもセンター　陸前高田市でスタート

no. 放映日 放送局・番組名 内容
1 2011/3/27 FM富士 東日本大震災　被災地支援　守谷／清水
2 2011/4/1 FMTokyo 「カラーオブハピネス」 東日本大震災　被災地支援　守谷／佐々木
3 2011/4/3 ラジオジャパン 東日本大震災　被災地支援　守谷
4 2011/5/7 広島テレビ 県内ニュース 友情のライブラリー　at ららぽーと
5 2011/5/24 瀬戸内海放送　KSB スーパー Jチャンネル 2011 年友情のレポーター　香村巴月　（友情のライブラリー）
6 2011/9/8 瀬戸内海放送　KSB スーパー Jチャンネル 2011 年友情のレポーター　香村巴月
7 2011/9/18 J-wave LOHAS SUNDAY 友情の５円玉キャンペーン　松浦
8 2011/12/19 JNN  ニュース KnK 岩手　移動型子どもセンター　陸前高田市でスタート

その他

新聞掲載（続き）
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44 資料 1　　プレスレビュー

毎日ウィークリー　2011 年 1月 29日

山陰中央新報　2011 年 2月 19日 朝日新聞　香川　2011 年 4月 12日

45　資料 1　　プレスレビュー

産経新聞　2011 年 5月 8日

読売新聞　2011 年 5月 13日 わいわい　2011 年 6月号



46 資料 1　　プレスレビュー

東京新聞　2011 年 6月 29日

岩手日報　2011 年 8月 13日

47　資料 1　　プレスレビュー

広報ぬまた　2011 年 11 月 1日

岩手日報　2011 年 11 月 26日

毎日新聞　2011 年 12 月 14日



48 資料 2　　国境なき子どもたち（KnK）年表

1995 年  KnK の前身となった教育プロジェクト「子どもレポーター」開始（2003 年に「友情のレポーター」と改称）

1997 年 9 月 日本の NGOとして国境なき子どもたち（KnK）設立
1998 年  カンボジア、バッタンバンの現地NGO「ホームランド」を支援（2002 年終了）

2000 年
      9 月  特定非営利活動法人（NPO法人）として東京都に認証される　　　　　　　　　　　　　　　　　　

9 月  カンボジア、バッタンバンにて初の自主運営プロジェクト、「若者の家・男子」開設
2001 年
      1 月  ベトナム、ホーチミンにて「若者の家・男子」開設（2002 年 7月一時閉鎖）
2月  カンボジア、バッタンバンにて「若者の家・女子」開設（2004 年 12 月「若者の家・男子」に統合）
 11 月  フィリピン、マニラ首都圏ケソンにて「若者の家」開設
 12 月  フィリピン、マニラ首都圏マラボンにて刑務所プロジェクト開始（2006 年 1月終了）

2002 年
     9 月  フィリピン、マニラ首都圏ケソンにて「友情の家」を開設（2004 年 9月「若者の家」に統合）
   カンボジア、プノンペンにて高等教育を希望する青年を対象とした「若者の家プノンペン」を開設（2008 年 11 月終了）
 12 月  フィリピン、マニラ首都圏のスラム地区パヤタスにてチルドレンセンター開設 

2003 年  
 1 月  カンボジア、バッタンバンの刑務所にて未成年収監者への支援開始
 3 月  フィリピン、マニラ首都圏のスラム地区バゴンシーランにてチルドレンセンター開設

 2004 年
 1 月  ベトナム、ホーチミンに ｢若者の家・女子｣ を開設（2008 年 3月終了）

   公立施設 CETC にて活動を開始（2010 年 12 月終了）
 5 月  カンボジア、バッタンバンにて『ビルディング・トゥギャザー』プロジェクト開始

12 月 26 日  スマトラ島沖地震・インド洋大津波発生、支援調査開始

2005 年
 1 月  インド、インドネシア、タイにて津波で被災した青少年の支援開始（インド '10 年 6 月、タイ '06 年 1 月、インドネシア '06 年 6 月に終了）
 2 月  カンボジア、バッタンバンにて人身売買の被害に遭った青少年支援のためのカウンセリング研修を開始
 10 月  パキスタン北部大地震で被災した青少年の支援開始

2006 年
 5 月  インドネシア、ジャワ島中部地震で被災した青少年の支援開始
 6 月  カンボジア、バンテアイミンチェイ刑務所にて未成年収監者への支援開始
 10 月  東ティモールにて紛争の影響を受けている青少年の支援開始  

2007 年
 5 月  日本にて、フェアトレードによる KnK 支援を目的に KO&Co. 合同会社を設立
 7 月  フィリピンにて、現地法人「KnK ネットワーク・フィリピン」を設立、カンボジアにて、現地法人「KnK ネットワーク・カンボジア」を設立

　　  日本にて、新潟中越沖地震の被災地における調査活動を実施
      9 月  インドネシア、スマトラ島南西沖地震の被災地における調査活動を実施（翌 10 月に支援開始）
 10 月  ヨルダンにて、イラク避難民の青少年に対する支援開始

2008 年  
      1 月　　  バングラデシュにて、サイクロン「シドル」で被災した青少年の支援開始
 6 月  ミャンマーにて、サイクロン「ナルギス」被災地における調査活動、および被災児の支援開始
 7 月  インドネシア、ジャワ島中部地震被災地にて青少年のためのユースセンターを建設（12 月に活動開始）
 10 月  東ティモールにて、新事業地バウカウ、ビケケ、エルメラでの青少年支援を開始
 11 月  ヨルダンにて、新事業地マルカでのイラク難民・ヨルダン人双方の青少年支援を開始（2010 年 5月終了）

2009 年
 4 月  シリアにて、イラク難民支援に関する調査活動を実施
 9 月  フィリピンにて、大型台風の被災児に対する緊急支援を開始（2010 年 1月終了）
 12 月  フィリピンにて、「若者の家」新設

2010 年 1 月 国税庁長官より、認定NPO法人としての認定通知を受ける
 1 月  パキスタン、マンセラにて、2005 年の大地震の影響を受けた校舎の再建を開始
 9 月  パキスタン、コヒスタン及びシャングラにて、同年 7月の水害により被災した学校の再開支援を開始
 10 月  ヨルダンにて、新事業地ジャバルアンマンでの青少年支援を開始
　   ハイチにて、シスター本郷幸子を通じ、同年 1月の大地震により被災したポルトープランス及びエンシュ市の学校を支援
 11 月  パレスチナにて、青少年支援に関する調査活動を実施

2011 年  3 月 11 日東日本大震災発生
   3 月  東日本大震災の被災地で初動調査及び緊急支援活動を開始（茨城県北茨城市、岩手県沿岸部ほか）
   6 月  岩手県釜石市に岩手事務所を開設
   9 月  KnK 岩手ウェブサイト開設
 11 月  パレスチナにて、青少年育成事業を開始
   東京国税局長より、東日本大震災の被災者支援活動を行う認定NPO法人として「指定寄付金」認定団体の確認を受ける
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