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 【グローバル教育取り組み部門：応募様式】 

※作品は応募様式 3頁以内とします。応募様式以外に参考資料を添付することが可能です。（A4、様式任意）。 

 応募様式、参考資料あわせて 6頁以内とします。 
 

タイトル フィリピンと日本の架け橋に～継続的支援によって見えた途上国の現実～ 

実践者／団体名 関西学院大学 小西尚実研究室 

実施日・期間 2014年 3月 5日～ 3月 9日 

主な実施場所 

Child Hope Asia Philippines（ストリートチルドレンに対する教育支援団体） 

Laula Vicuna（虐待を受けた少女の保護施設） 

Tulay Ng Kabataan （ゴミ山で居住する子ども達に対する支援団体） 

参加者及び人数 

岩田衣純、大西慎平、小山楓、塩澤美百咲、城山哲朗、中野広大、本原慎太郎、吉

岡晃子、渡辺千尋 以上 9名 

引率：小西尚実 准教授 

目標・ねらい 

1)途上国の子ども達に教育の機会を提供する。 

2)途上国の現実を理解し、多くの人に伝える。 

3)日本からの継続的な物資支援を行い、現地の人とのつながりを作る。 

具体的な 

取り組み内容及び 

工夫・配慮した点等 

 小西尚実研究室では、2009 年からフィリピンフィールドワークを行い、現地と日

本のネットワークを築いてきた。フィリピンの貧困地域は様々な国や団体からの支

援を受けることが多いが、特に学生による支援は短期的・単発的なものが多く、そ

のような支援では貧困問題の解決は難しい。また、海外からの支援団体は現地 NGO

等から信頼を得ることが難しいとされている。そこで小西尚実研究室では貧困問題

解決に向けて長期的視野に立ち、日本とフィリピンを結ぶ支援システムを運営して

きた。 

1) 事前準備 

授業と就職活動とを平行して、何度もミーティングを行い、プログラムの準備を

進めてきた。 

栄養が不足している子ども達に提供する栄養剤購入の資金源として、書き損じハ

ガキの寄付を学内外に呼びかけた。この取り組みは、プログラムの前年から渡航直

前まで継続して行い、合計 808 枚の書き損じハガキを回収した。金額としては、約

3 万円に換金することができた。 

協力団体：新光明池幼稚園、啓明学院、六甲教会 

 

2) 現地の子ども達を対象とした教育プログラム 

 国際連合が設定したミレニアム開発目標の経過報告では、フィリピンの児童の約

95％が小学校に通っているとされているが、スラムやゴミ山に住む子ども達は依然

として教育を受ける機会に恵まれていない。彼らは家庭の経済状況等の理由で、本

来なら学校へ通うべき年齢であっても働くことを余儀なくされている。 

 そのような子ども達に対して、現地では多くの NGO が教育支援を行っている。小

西尚実研究室では今回、Child Hope Asia Philippines, Laula Vicuna, Tulay Ng Kabataan

の３団体を通じ、貧困層の子ども達（ストリートチルドレン、被虐待児童、ゴミ山

に居住する子ども達）に教育プログラムを行った。以下はそのプログラム内容であ

る。 

① World Trip(紙芝居) 

 学校教育を受けていない子ども達は、地図を読むことができず、彼らの住んで

いる場所がどこにあるかも分からないという状態である。そこで、彼らが少しで

も地図に興味を持ってくれるような教育プログラムを行った。“世界一○○な

国”をテーマに 5か国を選択し、大きな紙芝居を作成して英語で紹介した。 

 この時に配慮した点は「紙芝居の大きさ」と「掲載する写真の大きさ」、そし

て「言葉が無くても伝わる教材」の作成である。使用する紙芝居と写真の大きさ

は、参加する子ども達の人数が当日になるまで分からない状況だったので、大人

数でもはっきりと見ることができるように、写真はひとつの国に対して最高 2

枚までとした。また、現地の子ども達はタガログ語で生活しているため、我々の
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英語が通じないことが予想された。そこで視覚的にも誰もが理解することのでき

る紙芝居の作成に留意した。 

② 体育教育 

子ども達の発育にとって、「運動」は欠かすことができないものであるが、貧

困層の子ども達は、体育教育を受けられていないので、体を動かすことの大切さ

を教わることもない。そこで、子ども達の健康な体づくりのため、日本の子ども

達が幼稚園から小学校の間によく遊んでいる“色鬼ごっこ”や“ジャンケン列

車”などの身体と頭を使う遊びを行った。 

 体育教育の実施においても、言葉が通じない子ども達が簡単にルールを理解で

きるように視覚的に説明することを心がけた。例えば、色鬼ごっこではルールを

少し変更し、様々な色のカードを使用した。これにより、子ども達は感覚的に理

解し、体を動かすことが出来ていた。 

 

3) AKB48『恋するフォーチュンクッキー』のビデオ作成 

 我々はフィールドワーク参加に際し、現地のありのままの状況や様子を日本国内

の学生に伝えることをひとつの目的と捉えていた。近年日本で放送されている途上

国を取り上げるテレビ番組の多くは、過酷な状況の下で暮らしている人々の辛い表

情や不幸に焦点を当てたものである。我々は、そのような番組が“途上国＝貧しく

てかわいそうな国”といった偏った印象を与えていると感じ、見た人が途上国の明

るい側面を感じることのできる、現地の人々のありのままの笑顔に焦点を当てた映

像の作成を行った。 

 

 まず我々が、最近日本で人気のある踊りとしてアイドルグループである AKB48

の「恋するフォーチュンクッキー」の踊りを子ども達に披露した。この踊りを選ん

だ理由は、大学生である我々の世代に一番身近であり、若者が共感できるものだと

考えたためである。その後、子ども達や NGO 職員達と一緒に踊りを楽しみ、その様

子をカメラに収め「恋するフォーチュンクッキー フィリピン ver.」を作成した。 

 フィリピンでは文化的にダンスが浸透しているという背景もあり、特に子ども達

に喜ばれるプログラムとなった。 

 

4) 物資支援 

 フィリピンの貧困層の子ども達は経済的に学校へ通うことはおろか、文房具さえ

も手に入れることが出来ない。一方日本では、ほとんど新品のような文房具が大量

に各家庭に眠っているという状況がある。この相反する状況に目をつけ、活用する

手段として、モノを不要とする場所から必要とする人々の手に直接届ける活動を行

った。今回日本国内で回収しフィリピンで提供した支援物資は以下の通りである。 

 

鉛筆（357 本）、消しゴム（49 個）、ノート（71冊）、クレヨン（25 セット）

スケッチブック（25冊）、リコーダー（6本）、ピアニカ（1 台）、 

ギター（1台）、衣服（30着） 

 

 これらの物資は、当プロジェクトに賛同して下さった学外の方や学生の協力によ

り集めることができた。 

 

 また、提供した物資の一部を以下の子ども達との活動で実際に使用した。 

夢プロジェクト：支援物資の 1つであるクレヨンを使用し、子ども達に彼らの夢や

一番大切なものを描いてもらった。 

楽 器 演 奏：子ども達に向けて、日本の小学校の音楽の教科書に記載されてい

る「パフ」という曲の演奏を行った。 

 

教材・資料 添付資料をご覧下さい。 
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成果 

今回の現地での活動で我々が達成できたと感じるものを以下に列挙する。 

 全てのプログラムを通して子ども達を笑顔にすることができた。 

 子ども達とたくさん触れ合い体を動かすことで、普段は大人と遊ぶことのない

彼らの心に刺激を与えることができた。 

 自分の国についてもあまり知らない子どもや大人に、海外への興味をもっても

らうことができた。 

 活動に協力してくださった日本の方々の気持ちを現地に届けることができた。 

 

＜フィールドワーク参加者の学び＞ 

今回我々が訪問させていただいた施設の子ども達の生活は、決して楽なものでは

なかったが、そのような状況の中でも彼らは笑顔で我々に接してくれた。フィール

ドワーク参加前には貧困地域の人々の生活水準を先進国のものと同等にするための

力になりたいと考えていたが、そうすることが現地の人々の幸せにつながるとは一

概には言えないということを学んだ。本当の意味での幸せな発展は、実際に現地の

声を聞き、環境を把握して、何が本当に望まれているのかを知らなければ、達成し

えないことだと改めて感じた。 

 そして、我々のような学生が行う支援活動は国際機関や国家が行うそれに比べれ

ば非常に微力ではあるが、このような直接的かつ継続的な活動が少しずつゆっくり

と現地の人々の役に立っているということを実感することができた。 

また、日本には、自身で現地に行くことは出来ないが、国際協力に興味をもって

いる人は多く、今回の我々の活動に協力してくださった方々もその中の一部である。

今回の活動では、そのような人々の途上国に対する思いやりの気持ちを物資と共に

現地の人々に届けることができ、支援とは、単に物を渡す行為ではなく、支援に関

わった人々の気持ちを届ける行為なのだと実感した。そして、次世代を担う我々学

生がこのような支援活動を行うことによって、世界を知り、世界と繋がることの重

要性を感じた。 

発展 

（この取り組み 

の生かし方） 

 我々は、このフィールドワークに関する活動を日本国内においても継続し、さら

に拡大していくために、様々な活動に取り組んでいる。例えば、Bridge for Children

という学生団体の運営や、国内の教育機関での国際理解教育の実施、そして海外に

向けたニュースレターの発行等である。発展では、最後のニュースレターの取り組

みについて述べる。 

 

 ニュースレターとは、我々小西尚実研究室の学生が海外への情報発信のために作

成し、現在は研究室のホームページ上に公開しているものである。「研究室の活動協

力者との関係維持」と「日本の学生の海外への発信力の強化」を目標に掲げ、学生

が自ら英語で記事を執筆し、発行までを一貫して行っている。 

 

 小西尚実研究室では、大学内外はもちろん、国を超えて様々な方から協力してい

ただき、当プログラムをはじめとした活動を行っている。その関係者の方々との協

力関係を維持するために、定期的に日頃の活動報告を行うことがニュースレターの

役割のひとつである。そしてもうひとつの重要な役割が、我々日本の学生の間で流

行していることや、お花見など季節ごとの日本独自の行事についての情報を発信す

ることである。ニュースレターを情報発信の場とする目的は、日本人の問題点のひ

とつとして挙げられる「発信力の弱さ」を克服することである。特に海外からの日

本の情報に対する需要は高いが、日本からの情報発信が少ないのが現状だ。そこで

で、我々はニュースレターを使って、学生の経験や学び、考え、更には自国の紹介

を海外に向けて行うことで、日本の学生の“今”を国内外問わず発信している。ま

た以前までは関係者の方々に直接データをメールにて送付していたが、より多くの

読者に発信していくために今年度から小西尚実研究室のホームページ上でも公開す

ることとなった。 
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＜資料＞ 

教育プログラム 

World Trip で使用した紙芝居 一例 

 

紙芝居実施時の様子 

 

 

 

 

体育教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

万里の頂上(中華人民共和国) 

“世界一距離が長い壁”として万里の頂上を紹介した。 

数字と絵を使い、万里の頂上の全長が日本列島 3つ分であ

るということも視覚的に理解できるようにした。 

サハラ砂漠(アフリカ大陸)  ページを開けた様子 

“世界一広大な砂漠”として紹介。 

砂漠の状態を“hot”“big”といった簡単な単語で表現し、

英語が得意でない子どもたちにもわかりやすくした。 

紙芝居を読む学生と 

それを見るストリートチルドレンの子ども達 

Child Hope Asia Philippines にて 

 

紙芝居を真剣に見るゴミ山で暮らす子ども達 

Tulay Ng Kabataan にて 

じゃんけん列車の様子 Tulay Ng Kabataan にて 

 

じゃんけん列車の説明は年少、年中の子ども達には難しいと判断し、年長の子ども達に参加してもらった。

また、現地の NGO 職員の方々にも参加してもらい、子どもから大人までみんなで楽しく体を動かした。 
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恋するフォーチュンクッキーの動画作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物資支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夢プロジェクトで支援物資のクレヨンを使って好きなものを描くゴミ山で暮らす子ども達の様子 

Tulay Ng Kabataan にて 

 

年長の子ども達がじゃんけん列車をしている間、年少、年中の子ども達には支援物資のノートとクレヨンで

“自分の好きなもの”や“自分の夢”を描いてもらった。普段はクレヨンなどを使って絵を描くことができな

い子ども達だが、様々色を使って、色彩豊かな絵を描いてくれた。 

テレビを見ている姿や泳いでいる姿を描いている子や、“I love papa mama”と書いている子ども達、「将来は

こんな家に住みたい」と大きな家の絵を描いている子ども達を見て、現地の子ども達と日本の子ども達の間に

は何の違いもないことを感じた。 
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ニュースレター記事 （一部抜粋） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニュースレター 

年 3回の発行で研究室の活動を報告する。 

我々が運営する学生団体に関する記事 

写真を多用し、見やすさを心がけている。 

研究室ホームページ上でも読めるニュースレター記事 

以前からの読者に加え、さらに多くの読者に記事を発信するため、小西尚実研究室のホームページ上にも

ニュースレターを公開している。ホームページの開設、運営は全て我々学生の手で行っている。 

ホームページ URL : http://bridge-for-children.org/ 
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