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ISSYO の里親奨学金事業は、里親の方からの支援を主な基盤として、運営さ 

れています。 このガイドブックには、里親になっていただいた方や、これか 

らなっていただく方、また里親になることに関心を持たれている方のため、関 

連する情報を、「よくあるご質問」にお答えする形で記してあります。  

ここに記されたもの以外のご質問、ご要望も常時受け付けています。 

1. どのような奨学金が提供されているのですか？ 

この事業では主に、里子が私立の学校で英語教育を受け、少なくとも 10 年生を修了するまでの奨学金

を提供しています。状況に応じ、高等教育（11 年生、12 年生）や大学教育のための奨学金も提供して

います。 奨学金支援は決定したものの、英語能力が原因で、私立学校での教育を始めるのがすぐには

難しい（タミール語教育の学校から、英語教育の学校への編入の際には、英語の能力試験が行われま

す）という里子の場合、初年度は、まず公立学校での教育の継続しながら、英語能力向上のための補完

授業（塾のようなもの）のための奨学金が提供されます。  

2. 里子は奨学金でどのような学校に通うのですか？ 

この事業を通し、10 年生修了まで里子が通う学校は、里子の居住地、または ISSYO が現地パートナー

と運営する子どもたちの寄宿施設「RIDER ホステル」から通学可能で、英語教育を行っている学校

を、カリキュラム、施設、教員数と生徒数、通学手段、料金、その他どのような生徒が通っているかな

どを考慮しながら、ISSYO 代表が直接訪問調査・相談を行い、里子、里子保護者とも相談・同意の上

で選定いたします。 

3. 里親が支援する額はいくらですか？ 

里親からの支援額は現在、定額年間 36000 円もしくは毎月 3000 円としています。このうち 90％が里

子の奨学金として支給され、10％が事業の運営・事務費に充てられています。 

4. 里親からの支援額が変わることはありますか？ 

景気や為替、学校側の定める学費等の料金や現地の物価等の変化に伴い、奨学金支給額および里親から

の支援額も変わることがあります。このように支援額や使いみちの是正の必要が生じた場合は、

ISSYOと里親の協議・合意の上で是非・詳細を検討し、決定いたします。 

5. 支給される奨学金の使いみちはどのようなものですか？ 

奨学金は、その年度ごとに、里子の学費と必要物資費用として支給されています。学費は学校、学年ご

とに異なり（基本的に学年が上がるにつれて費用も上がります）、学校側の判断で年度ごとにも変わり

ます。また新規入学、編入の際は入学費も学費として加えられます。これら、学校に直接払う費用の

他、制服や追加・補完教材などのための必要費用も奨学金から出されています。 
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6. 奨学金は、里子にどのように支給されているのですか？ 

奨学金のうち、学費や入学・編入費は、ISSYO が直接、当該の学校へ支払います。その他、制服や

鞄、追加・補完教材等の必要物資は、まず ISSYO が現地で購入し、その後、里子へ現物を支給する形

をとっています。 

7. 支給する奨学金に余りや不足が出たときはどうするのですか？ 

上記の通り、年度ごとで里子の教育のために実際に必要な費用（実際に奨学金として支給される額）に

若干違いがありますが、本事業では里親からの支援額を、このような年度ごとの費用の変化も考慮に入

れた上で設定しています。里親からの支援は当該の里子のためだけに支出され、年度ごとに余りが出た

場合はその里子のために貯金、不足が出る場合は ISSYOが負担しています。 

8. 里子の高等教育や大学教育も支援されるのですか？ 

高等教育（11、12 年生）と大学教育に関しては、その都度状況や費用が異なり、現地で受給可能なそ

の他の奨学金や留保制度の活用も勧めながら、里子、里親、ISSYO による相談と合意の上で、状況に

応じて、その是非や支援額・支援形体について判断しています。 

ちなみに高等教育は、公立学校でも基本的に英語で授業が行われ、初等・中等教育に比べると、公立学

校でも教育の質がある程度保証されています。公立学校での高等教育には、学費はそこまでかかりませ

んが、12 年生終了時に行われる全国共通試験のため、必要な教材や補完授業（塾のようなもの）に一

定の費用がかかります。これらの費用を全部合わせると、私立学校での中等教育とほぼ同等の費用がか

かります（2015 年５月現在で年間約 35000 円程度）。私立の高校や大学、公立大学での教育は、学

校、専攻により、必要な費用が大きく変わります。  

9. 里子はどのように通学しているのですか？ 

近年、英語教育を提供する私立学校の数は増えてきているものの、特に ISSYO が支援対象としている

子どもたちの場合、徒歩で安全に通えるところにそのような学校があることは稀です。ほぼ全ての私立

学校は有料のスクールバスを提供していますが、ISSYO が活動を行っている地域の平均では、近いと

ころで年間約 6000 円、遠いところで年間約 12000 円かかります。そのため経済上の理由から、安全

面に多くの不安を抱えつつ、毎日数時間かけて自力で通学する子もいれば、英語教育自体をあきらめざ

るを得ない子もたくさんいます。 

このように通学の可能性や手段が、安全面、経済面から子どもたちの教育のための一つの壁になってい

ることから、ISSYO は、徒歩通学が難しい里子たちにはスクールバス通学のための奨学金とは別の通

学支援、または英語教育を行なう学校に徒歩で安全に通学ができるところにある、子どもたちのための

寄宿施設「RIDER ホステル」（ISSYO とパートナーの共同運営）での寄宿支援を提供しており、里子

は徒歩またはスクールバスを使って通学しています。 
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10. 奨学金には通学費も含まれているのですか？ 

ISSYO が活動する地域では、公共交通機関も発達していないところ 

が多く、安全面にも問題があります。そのため ISSYO は、上記のよ 

うに、安全な徒歩通学が難しい里子たちにスクールバス通学支援、 

または徒歩通学のための寄宿生活支援を提供していますが、これら 

の費用は奨学金には含まれていません。安全面も考慮し、徒歩通学 

が不可能または不適切と判断される里子の場合、本人、保護者、里親による相談、合意の上で、スクー

ルバス通学支援、または、寄宿生活支援を行なうか否かを決定しています。その上で、里親の方には、

里子がスクールバス通学を必要とする場合、年間の定額奨学金支援に加えて、可能な範囲で、里子のス

クールバス通学支援もお願いしています。RIDER ホステルは、ISSYO およびパートナーの活動により

運営されているため、寄宿生活のためには特別費用はかかりません。 

11. 里親一人で何人の里子を支援できるのですか？ 

本事業では基本的に、少なくとも一人の里親が一人の里子を 10 年生の教育が修了するまで支援する、

という形をとっていますが、このような事業の目的に沿った支援と、下記「里親となられる方へのお願

い」の条件が満たされる範囲では、一人の里親に複数の里子を支援していただくことも可能です。 

12. 複数の個人または団体で里親になることは可能ですか？ 

里子の１０年生教育修了までの支援、本事業の目的に沿った形、下記「里親となられる方へのお願い」

の条件が満たされる範囲では、複数人、または団体で里親となり、一人または複数の里子を支援するこ

とも可能です。 

13. 支援する里子はどのように決定されるのですか？ 

ISSYO ではその活動の基盤として、現地スタッフが定期的、恒常的にダリットや先住民族、その他マ

イノリティの人々が暮らす村をひとつひとつ訪問し、マイノリティ女性や子ども達の状況調査を行って

います。その中でカーストや民族的出身、性、性的指向、性自認、疾患等に基づく差別に直面している

子どもたち、中でも孤児や一人親である女子についての調査も行い、このような子どもたちとその保護

者に対して、事業の説明を行っています。その上で当事者および保護者からの了解が得られた場合、里

子候補者として認定され、後ほど、現地で ISSYO 代表による里子候補者と保護者のインタビューが行

われます。インタビューを通して得られた詳細情報（里子候補者の年齢・学年、家族構成と収入、里子

候補者の勉強に対する姿勢やこれまでの成績、里子保護者の教育に対する姿勢、その他将来の夢や特別

考慮すべき事情など）を基に、毎年、支援をご希望される里親の方の状況に応じて ISSYO が里子の選

考および決定を行っています。 
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14. 自分で支援をする里子を選ぶことは出来ますか？ 

奨学金支援事業の持続性や公平性を保つためにも、里子の選考と決定は基本的に ISSYO が行い、里親

となる方に直接里子を選考、決定していただくことはできません。ただし、里子の年齢や学年、通学支

援の是非や範囲など、里子の選考・支援に関して、里親となられる方から何らかの特別な要望がある場

合、事前に ISSYOに連絡をいただければ可能な範囲で里子の選考と決定に反映しています。 

15. 里親になるにあたり特に注意することはありますか？ 

本事業では、その趣旨をご理解いただいた思いのある方ならば、基本的にどなたでも里親になっていた

だくことができます。ただし、以下のお願いをしています。 

「里親となられる方へのお願い」 

１．里子の将来につながる教育の提供という目的から、一つの重要な期間として、まずは里子が 10 年

生を修了するまでの支援をお願いしています。 

２．里親と里子の特別なつながりを作り、育むため、里子へのメッセージやアドバイスなどをいただけ

るようお願いしています。里子とのコミュニケーションは ISSYO が仲介させていただきます。 

３．里親側の事情から途中で支援を打ち切らざるを得ない場合、基本的には ISSYO がその後の必要費

用を負担し、里子が 10 年生を修了するまでの教育を保証する形をとっています。ただし、里親の方に

はこのような場合、なるべく早めに ISSYO に連絡をしていただき、可能であれば代替案も提供してい

ただくようお願いしています。 

４．インドの学校の年度・学年は６月に始まり４月に終了します。学校側は毎年４・５月頃にその直後

の６月から始まる年度の学費を決定し、その年度に就学を希望する生徒は学校側が定める期日（通常５

月半ばから終わり頃）までに、１年分の学費を事前に支払う形になっています。これに合わせ、里親に

なっていただく方には、毎年３月末までに、その後の 6 月から始まる里子の教育支援額の事前振り込み

を完了していただけるようお願いしています。 

実際の支援に際し、里親になっていただく方に特別の要望や事情がある場合は、いつでも相談していた

だくことが可能です。そのような要望、事情は最大限反映できるよう努めています。 
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16. 実際に里親になるためにはまず何をしたらいいですか？ 

里親は常時募集しています。ただし、インドの学年開始や学費支払いのタイミングにあわせ、基本的

に、毎年 3 月末をもってその年の６月から始まる教育支援のための里親募集は締め切り、4 月からは次

年度の里親募集が開始されます。ウェブサイトやこのガイドブックに書かれた情報、特に上記の「里親

となられる方へのお願い」をご了承いただいた上で、里親になることをご希望の方はその旨を E メール

（dshirane@issyo-ngo.org）または手紙（宛先：ISSYO 日本事務所、担当小森恵、〒582-0006 大

阪府柏原市清洲 2-4-9）で ISSYO までご連絡ください。ご連絡をいただいた時点で里親となる手続き

と、里子の選考を開始します。この際に何らかの特別なご質問またはご要望がある場合はいつでもご相

談ください。ご連絡、ご相談は E メールやお手紙以外に、ISSYO による報告会等のイベント、代表や

スタッフとの直接会合を通しても可能です。 

17. 里親になると決めてから支援開始までの流れはどうなっていますか？ 

ISSYO は里親になっていただく方からのご連絡があり次第、その状況や時期に応 

じて里子の選考を開始します。里子が決定した後、ISSYO から里親の方へその旨 

の通知と里親契約書、初年度支援額の事前振り込み願いが送付されます。署名し 

ていただいた里親契約書の返信と初年度支援の振込の完了をもって、里親支援の 

開始となります。 

18. 支援開始後はいつ、何をしたらいいですか？ 

支援開始後は初年度を除き、毎年３月末までに、その直後の 6月から始まる里子 

の教育のための、年間支援額の事前のお振り込みをお願いしています。また、支 

援開始や学期や学年の節目、誕生日など何らかのタイミングに合わせ、里子にメ 

ッセージをいただければ幸いです。ISSYO 代表のインド訪問の際には、お手紙な 

どを直接届けることが可能です。 

19. 里親への年間支援額を分割で振り込むことは可能ですか？ 

可能です。里親の年間支援額 36000 円は一年に一度、一括でお振り込みいただいても、毎月ごとや特

定の期間ごとに分割でお振り込みいただいても、どちらも可能です。 

20. 里子への支援を複数年分、一度に振り込むことは可能ですか？ 

可能です。年間定額支援 36000 円×年数分として計算し、例えば、支援開始時に里子の 10 年生修了

までの合計支援を一括で振り込むことや、部分的に一定の年数分の支援を振り込んでいただくことが出

来ます。この場合、お振り込みいただいた支援は ISSYO 日本事務所口座でひとまず管理させていただ

き、年度ごとに里子の一年分の支援額をインドへ送金する形をとっています。 

mailto:dshirane@issyo-ngo.org


 

 8 

21. 里子との連絡・コミュニケーションはどのようにとれますか？ 

里子の暮らす地域は、インターネットはおろか、基本的なインフラすら整っていないところがほとんど

で、多くの場合、携帯電話の電波や郵便物もしっかり届きません。同時にパソコンや携帯電話を持って

いる里子もほとんどいません。そのため里親と里子の間のコミュニケーションは個人情報を守秘しなが

ら ISSYO が必要な翻訳をしながら仲介する形をとっています。里親の方から ISSYO へ E メールまた

は郵送で送っていただいたメッセージ、お手紙その他は、基本的に ISSYO 代表が定期的に行なうイン

ド訪問の際に直接里子へ届けられます。里子から里親へのメッセージはその都度、ISSYO から里親の

方へ E メールを通して送られ、お手紙等の現物は郵送または ISSYO 代表の日本訪問の際に直接手渡し

で届けられます。ご希望に応じ、ビデオメッセージ等の交換も行っています。詳しくはその都度ご相談

ください。 

22. 里子へプレゼントや物資を送ることはできますか？ 

里親から里子へのプレゼントや物資の送付は基本的に可能ですが、文化や環境の違いなどから、場合に

よって里子やその家族の特権・贅沢意識の助長、里子間や里子と周囲の人との間の格差や軋轢、ねたみ

などの原因となってしまう危険性もあります。そのためプレゼント・物資の送付をご希望の方はまず

ISSYOに相談していただくようお願いしています。 

23. 里子を訪問することはできますか？ 

里親が里子を訪問することは基本的に可能ですが、トラブルを避けるため、訪問をご希望の際は必ず事

前に ISSYO に連絡・相談をしていただくようお願いしています。ISSYO 代表のインド滞在期間中で

あれば、現地での案内・手配も可能です。ただし日本からチェンナイ空港までの旅のアレンジやトラブ

ル対応に関しては、今のところそれぞれの方の責任で行ってもらっています。同時に、グループで里子

を訪れる里子訪問ツアーの開催も現在計画中です。 

24. 里子の支援に関する記録や報告は見ることはできますか？ 

里親の方からの里子の状況、記録に関するご質問は常時受け付けています。 

加えて ISSYO はその代表、現地スタッフが定期的に里子を訪れ、教育や生活、悩 

みや夢なども含め一人ひとりの状況のモニタリングを行っています。ISSYOから 

里親の方へは定期的に、モニタリング調査結果も含め、里子の成績、年度ごとの必 

要費用や奨学金支給・管理状況、用途内訳など、里子の状況に関する個別の報告が 

行われます。ただし、プライバシーの守秘のため、里子の状況に関する個別報告は 

原則的に非公開で、当該の里親の方のみに送られます。これとは別に、ISSYO の 

活動や里親奨学金事業の全般的な状況、および当事者の了解を得られたものについ 

ては ISSYO の年間活動・財政報告やニュースレターを通して公開しています。  
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25. 奨学金支援が終了となるのはどんな時ですか？ 

以下の場合、里子への奨学金支援が終了となります。 

 まずは 10 年生、そして可能であれば高等教育および大学教育を含め、里子が自ら将来を切り拓

き歩んでゆくための教育を修了した場合 

 里子自身、もしくは里子の保護者・家族が経済的に自立し、奨学金を必要としなくなった場合 

 里子が自らの意思で学校を中途退学しようとする時や、里子の学習意欲が著しく低下した時、

またはその他の状況の変化、理由、事情により、里子の意思、状況を尊重しながら、ISSYO を

通した里子、里親、里子保護者間の協議、合意の上で、奨学金の支給が不必要または不可能と

判断されるような場合 

 里子が死亡した場合 

この他、怪我、病気、その他の理由で里子が長期休学を余儀なくされる場合や、奨学金支援の継続に支

障をきたす状況の変化があった場合、里子、里親、ISSYO による相談・合意の上で、その都度支援の

継続または終了の詳細な判断をしています。 

里子側の理由で奨学金支援が終了される場合、里親、ISSYO による相談・合意の上で、新たな里子の

選考も含めその後の可能性について判断しています。 

26. 里親側の理由で奨学金支援を中止することは出来ますか？ 

やむを得ない場合には、里親からの要請で奨学金支援を中止することも可能です。 

ただし、支援を中止せざるを得ない事情が生じた場合、里親の方にはなるべく早めに ISSYO に連絡を

していただき、可能であれば代替案も提供していただくようお願いしています。 

里親側の理由で支援が中止され、代替案も無い場合、ISSYO がその後の必要費用を負担しつつ、代替

案を確保し、当該の里子が最低限 10 年生を修了するまでの教育を保証する形をとっています。 



 

 10 

 

ISSYO 連絡先 

代表 白根大輔 

E メール :      dshirane@issyo-ngo.org 

Tel.:     +919600061895 

（インド携帯電話） 

+66967952750 

（タイ携帯電話） 

日本事務所 

連絡先住所 :                〒582-0006  

大阪府柏原市清洲 

２-４-９ 

E メール :   menchan@issyo-ngo.org 

Tel. :    090-9717-0587 

（担当：小森恵） 

振込先口座：      みずほ銀行 

阿倍野橋支店（店番号 516） 

普通預金 2415133 

名義 マイノリティ女性・子ども支援 ISSYO 

（マイノリテイジョセイ コドモシエン ISSYO） 
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