
 

 

 

 

 

 

 

２０１５年 12月 インド訪問報告 

マイノリティ女性・子ども支援 ISSYO 代表 白根大輔 

 

1. 背景・目的 

2015 年度、ISSYO 里親奨学金事業では２人の里親により、２人の里子が支援されている。また 2016 年

度に向けて既に３人の里親が確定しており、来年度からは合計６人の里子支援を開始する。このような背

景から、里親奨学金事業と ISSYO の活動全般に関し、以下の目的をもって 2015 年度 12 月のインド訪問

を行なった。 

 2015 年度から支援開始をした里子の状況の中間査定 

 2016 年度から支援開始をする里子決定のための候補者インタビュー 

 2016 年度から開始予定の里子による「世界に一つだけのカレンダー」作成のための準備調査 

 2016 年度の開館を目指す、子ども図書館のための準備調査 

 2016 年度からの開始を目指す、里子や里子候補者を対象にした、英語教室のための準備調査 

 2015 年度のインドでの活動と財政状況に関して、ISSYO 現地パートナーである ACMSA スタッフ

との確認と記録、整理 

 2016 年度のインドでの活動と財政に関して、ISSYO 現地パートナーである ACMSA スタッフとの

確認と計画 

 

2. 日程 

12 月 14 日  夜、インド到着、ACMSAへ移動しミーティング 

12 月 15 日   午前、ACMSA にて英語教室についてのミーティング 

午後、チェンナイ市内で両替を行ない、現地で使用するための携帯電話、インター

ネットモデム、その他生活用品を購入 

12 月 16 日 チェンナイ市内で書店、文具店、写真・カメラ店を訪問し、現地で購入可能な本・

絵本、物資の状況と値段を確認、インスタントカメラや写真現像の可能性について

も調査 



12 月 17 日 ACMSA にて里親からの手紙の翻訳、その他文書・記録の整理、「世界に一つだけの

カレンダー」作成のための必要手順と物資を確認 

12 月 18 日 ACMSA 運営の農村センター「RIDER」へ移動、農村部スタッフとの交流 

  夜、３人の里子候補者をインタビュー 

12 月 19 日 午前、里子が通う現地の学校の校長先生との面談の申請、候補者インタビューの日

程確認 

  午後、夜、合計３つの村を訪れ、７人の里子候補者をインタビュー 

12 月 20 日 午前、2015年度から支援を開始している里子１人の状況確認、インタビュー 

  午後、ACMSA の農村部での活動視察 

  夜、２つの村を訪れ２人の里子候補者をインタビュー 

12 月 21 日 早朝、２０１５年度から支援を開始している里子１人の訪問とインタビュー 

  午前、RIDER に孤児院やシェルター機能を加える可能性と里子が通う私立学校の施

設や先生を活用した英語・数学教室について現地スタッフとミーティング 

  午後、里子候補者インタビュー結果の整理、ACMSA へ移動 

 夜、ACMSA での活動状況と計画についてミーティング 

12 月 22 日 朝、RIDERへ移動 

午前、午後、ACMSA の活動を視察、農村部の女性活動家、子ども達と交流 

  夜、ACMSA へ移動 

12 月 23 日 早朝、インド発 

 

3. 訪問概要と結果報告 

2015 年 11 月、12 月と続いた大雨と洪水の影響で、学校を含めた公共施設や商業施設の閉鎖などあり、

当初計画していた予定に多少の変化が必要だったものの、訪問時には水も大幅に引き、そこまで大きな影

響もなく全ての目的を果たすことができた。空港・ACMSA 間以外の交通は全て公共バスを利用、農村部

でのインタビューや村訪問にはバイクを活用した

が、事前にある程度予測していた移動時間が実際

のものと大差なかったため、いくつかのインタビ

ューや学校側とのミーティングに突然の変更など

あったものの、順調に予定をこなすことが出来た。 

今年度支援を行なっている里子の状況 

里親奨学金事業初年度である 2015 年は６月から

２人の里子の支援を行なっている。その内１人は

家庭を訪問し、もう１人は RIDER で生活している

ため、そこでインタビューを行い、教育や生活の 写真 1 活動を行うインド農村部の道 



状況を確認した。1一人の里子は、奨学金を通した英語での教育に問題も無くついていっており、学校や生

活の状況も概ね順調と判断された。もう一人の里子は教育状況にそこまでの問題は無かったものの、健康

面において 11 月と 12 月に二度、突然失神するということがあり、病院での検査を行い、現在は親戚の家

庭で安静にしながら治療を行なっている。今後の経過を見ながら必要かつ、子どもにとって最善と思われ

る判断をしていく。同時に、当該の里子は諸々の状況から RIDER で生活しながら学校に通っていたが、

里子や里子以外にも支援を必要とする子ども達のためのシェルターや生活施設としての RIDER の状況改

善の必要性も確認された。2 

里子候補者インタビュー 

2014 年 12 月に行なったインタビュー以降、年間を通し、現地 ACMSA スタッフにより直接訪問をとおし

て里子候補者の選定が行なわれた。今年度の選定は奨学金を通して通う学校への通学可能範囲にある村の

中で、特にダリットや先住民族、その他差別・疎外にあっているグループの子ども達であり、かつひとり

親や孤児であるなど、家庭にも問題を抱えた子ども達、中でも女の子に焦点を置いて行なわれた。選定さ

れた候補者と保護者にはまず事情の説明を行ない、了解が取れた人たちとインタビューの日程を確認、合

意した時間に家庭訪問を通してインタビューを行なった。2016 年度６月からの支援開始を念頭に、今回

は合計 12 人の候補者をインタビューし、里子選考のために必要な情報、本人、家族、家の状況などの写

真とともにそれぞれの候補者のファイルを作成した。

今後、2016 年３月までに、里親の状況ともあわせ

ながら、子どもの年齢、家庭の状況、学校での成績、

教育に対する本人や保護者の姿勢、経済状況などを

考慮した選考が行なわれ、2016 年度から支援を開

始する里子が決定する。全ての候補者の情報は今回

の選考以降も保存され、次年度の選考の際にも候補

者として考慮される。また全ての候補者には選考に

漏れた場合や編入のための試験に受からなかった場

合にも、ISSYO 英語・数学教室への優先参加が保

証される。 

「世界に一つだけのカレンダー」準備 

里親奨学金事業において、里子から里親への贈り物として、里子自ら撮った写真や描いた絵を用いた手作

りカレンダーを毎年、12 月にインド訪問をする際、里子とのワークショップを通して作成する「世界に一

つだけのカレンダー」は、2016 年度からの開始を計画している。今回はインド現地での文房具やその他

カレンダー作成に必要な物資、インスタントカメラ入手や写真現像の可能性について調査を行った。結果

的には、スケッチブックや絵の具、カラーペン、クレヨン等は現地で安価調達可能であるものの、日本で

                                                        
1 個人情報等もあるため、それぞれの里子の詳細状況は、別途それぞれの里親に対する個別報告（非公開）に記す。 

2 RIDER の施設改善についての ACMSAスタッフとのミーティングの報告は、別項参照 

写真 2 活動を行う農村部の風景 



入手できるものと比べると質や種類には限りがある。又、デジタルカメラ・写真が普及しきっているイン

ド市場では既にインスタントカメラは入手不可能であり、写真現像も困難かつ高価であることが分かった。

そのため、インスタントカメラは日本で入手して、毎年インド訪問の際に持っていき、里子一人ひとりに

渡し、自由に写真を撮ってもらう。一定期間の後、カメラを受け取り日本で現像し、カレンダー作成のた

め、毎年 12 月のインド訪問の際に持っていくのが、インスタントカメラを使った唯一の可能性と考えら

れる。インスタントカメラを使う場合、５月に予定している次回のインド訪問の際にカメラを持っていき、

写真をとり、更に日本で現像する必要があるため、それまでに具体的計画を決定しておく必要がある。デ

ジタルカメラを使うことの利点は撮った写真がすぐ見れることや、記録や現像、共有が容易であることな

ど多々あるものの、どのように子ども達に渡し、自分で写真を撮ってもらうかよい方法を見つける必要が

ある。里子や里子候補者等全般の状況をみても、自らのカメラや一定水準のカメラ付き携帯などを所持し

ている子は現在皆無。 

子ども図書館準備 

RIDER 敷地内に十分なスペースがあるため、資金を調達でき

れば、敷地内に図書館用の新たな建物を建設するのが最善策

と思われる。資金確保が難しい場合、現存の建物の中の一部

を利用することも可能であるが、もともと別目的で建てられ、

使用されている建物のため、効率的とは言えない。今後、

ACMSA スタッフとともに資金獲得の可能性を模索していくこ

とで同意した。保管する図書は基本的に子ども達を対象とし

たものとし、絵本から伝記、その他幼児から大学生まで、役

に立つと思われるものを順次揃えていく。貸し出しは行なわ

ず、図書館内に閲覧、勉強等できるスペースを設ける。図書

の管理を行なうスタッフを確保する必要もある。日本やその

他の国からインドでは購入できない英語の絵本・本を持って

いくことも計画中、図書館開館の際には開館イベントとして、

絵本の読み語りを検討中。ニーズに応じて読み語りはその後

の継続・改善を検討する。 

英語・数学教室 

タミール語から英語による教育への変化に対応できるよう、里子の英語力向上のため、また里子候補者や

候補者とはなったものの何らかの理由で奨学金支援を受けられない子ども達を対象にできるだけ将来の選

択肢を広げるため、当初、RIDER の施設を利用した、毎週末の英語教室を検討していたが、教師のスケジ

ュールや授業の質、子ども達の通学の継続性を考慮し、隔週末に行なうことが現地スタッフから提案され

た。また里子や里子候補者、その他現地のダリット、先住民族の子ども達の全般的状況を鑑みても、英語

と数学の補習授業に対するニーズが高いと判断されたため、隔週末に英語と数学の補習授業を行うことに

写真 3 農村部のとあるダリット村落の入り口 



決定した。現在里子が通っている私立学校の校長と会合、相談した結果、このような補習授業を行う場合、

無償で学校の施設を提供してもらえるよう同意した。また学校側から能力の高い適切な教師の方を提供し

てもらうことも同意し、現在はその報酬その他必要費用についての学校側からの連絡を待っている。定員

は当面、最大２５人とし、里子、里子候補者、里子選考に漏れた候補者に優先的に枠を提供、この場合、

ISSYO が最大限費用を負担することとし、定員枠に余裕のある場合、必要最低限の参加費とともに生徒を

一般募集する。通常現地で行なわれている必修補習授業は毎週一回の授業で月２００ルピー前後であるこ

とも考慮にいれ、それ以下の授業料を設定するよう努める。2016 年 6 月からの開始を念頭に現在準備、

交渉中。 

RIDER の施設改善 

現在 RIDER には１人の里子と１人の里子候補者が暮らしている。里子の子は両親がいないため、里子候

補者の子は現在通う学校への通学費を支払うことが貧困により困難なため、双方保護者と本人の了解を得

た上で、RIDER での生活を始めた。ちなみに RIDER は奨学金を通して里子が通う私立の学校には徒歩で

行ける距離にあり、その他の公立学校へも比較的近い。RIDER には現在、４つの主要な建物（基本的に子

ども達やスタッフが寝泊まりしたりする大きなホールとコンピューターを備えた書斎的部屋を備えたメイ

ンの建物、ゲスト宿泊用の３部屋を備えた宿泊施設、キッチンと食堂を備えた建物、これら建物と敷地内

マンゴー畑の間にある、会合や様々な活動、行事に使用するホール）が、野菜やマンゴーの畑として利用

されている敷地ともにある。ここには食事や掃除等の世話をする女性が一人、子ども達と一緒に暮らし、

ACMSA の現地スタッフが毎日訪れ監督をしつつ、週末や休日にはその他の子ども達や保護者、またその

時々に行なわれるイベントや活動への参加者が訪れている。 

ここで暮らす子どもの数が１人や２人であるため、これまでなんとかやってきたものの、今後、孤児やひ

とり親の子ども達、実家からでは学校に通うのが難しい里子や里子候補者等が暮らせるような、ホステル、

シェルターとしてしっかりと運営していくには、施設、人員、運営や管理方法など、改めて改善する必要

が確認された。そのため、上記図書館事業ともあわせ、ACMSA とともに、RIDER 改善のための詳細な計

写真 4 + 5 農村部のダリットの人たちの家 



画と予算を建て、資金調達を開始することで同意した。基本的には現在ある施設を改善するとともに、現

在いる食事の世話をする女性スタッフの他、子ども達の世話を専任に行なうスタッフ（ケアテイカー）、

施設の修理や管理、警備等を担当するスタッフ、さらに定期的に健康診断やカウンセリング等、その他子

ども達に役立つと思われる行事・活動を念頭において、現在計画中。 

 

4. 今後の予定・計画 

2016 年 １月〜3 月 2016 年度里親募集（継続） 

    2016 年支援開始里子選考 

  １月〜５月 ISSYO 英語・数学教室準備、子ども図書館準備、ファンドレイズ 

  ４月  ISSYO、2015 年度活動・財政報告作成 

４月〜  2017 年度里親募集開始、その他 2017年度活動のためのファンドレイズ 

５月  ISSYO 代表インド訪問—奨学金支給、年間査定、その他活動 

  ６月〜  学校開始、2016 年度里子の状況のモニタリング開始 

    ISSYO 英語・数学教室、子ども図書館開始（予定） 

    RIDER 機能拡充実施 

12 月 ISSYO 代表インド訪問—2016 年度里子の状況の中間査定、2017 年度里子

候補者インタビュー、「世界に一つだけのカレンダー」作成、その他活動の

中間査定、計画 

 

 

5. 訪問費用 

インド渡航費（インドビザ費、インドネシア交通費含む） 50542 円 

インド現地交通費（空港からの交通費含む）   1620 円 

インド現地食費（一日 90 ルピー x ９日間）   1470 円 

インド通信費（携帯電話、インターネットモデム）  6150 円 

合計        59782 円 

以上、ISSYO 経費として支出。 

 

     


