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長野県上田高等学校 

タイトル 地元ＮＰＯを通じた顔の見えるネパール震災支援 

応募者氏名 長野県上田高等学校 教諭：福井克実 

作品を通して 

伝えたいこと 

未曾有の災害であるネパール震災に対して、高校生が主体となりＪＩＣＡ、地

元ＮＧＯから適切なアドバイスをいただきながら、自主的に「顔の見える支援」

を考案し、具体的に行動した。特に小学校修復に支援対象を絞り有効に活用さ

れることで、ネパール復興というグローバル課題を解決する活動ができた。 

実践者氏名／団体名 山﨑創二／長野県上田高等学校生徒有志 

実施日・期間 ２０１５年４月２５日～１０月２６日 

主な実施場所 長野県上田高等学校 

取り組みへの参加者

及び人数 

生徒有志１５名（発起人２名、ボランティア同好会９名、その他４名） 

目標・ねらい 

グローバルな社会で起きている課題を自分自身のものとしてとらえ、その解決

を目指して社会貢献の意志を具体化するための問題解決力と行動力を養う。そ

のプロセスを通じ、生徒が意欲を持って、協働してアクションできる活動をす

る。リーダー生徒の活動により全校生徒相互の変容を促すことが期待できる。 

具体的な 

取り組み内容及び 

工夫・配慮した点等 

１． はじめに 

 本校は、昨年度よりＳＧＨアソシエイト校となりＪＩＣＡ駒ヶ根、ＮＰＯア

イキャン、佐久総合病院と連携し、グローバル教育を推進している。また本年

度よりＳＧＨ指定校となり、課題研究と海外研修（フィリピン、台湾）を柱と

した教育活動を進めている。今回のネパール支援の取り組みは計画外の活動で

あるが、地域（高校）からの視点で活動ができるグローバル課題に対する自主

的な取り組みとして評価したい。 

２．ネパール震災 

４月２５日ネパール大災害に対して衝撃を受けた３年山﨑は自らが所属する生

徒会本部において募金活動を生徒会本部に提案した。生徒会顧問より特定の地

域への募金活動は不平等との理由から慎重判断を促され、挫折感を持つ。４月

２６日ＪＩＣＡ駒ヶ根青年海外協力隊訓練所１日体験に出席した３年荻原とと

もに、強い思いを学校長に相談し、後にＳＧＨ係職員と情報入手先を模索する。 

ＳＧＨ係はＪＩＣＡ長野デスク榎本氏、本校海外交流アドバイザー直井氏に連

絡し、５月７日両者と生徒と協議会を企画し情報収集を実施した。ＪＩＣＡ榎

本氏より緊急援助と災害募金方法について具体的に教えていただき、直井氏よ

り地元上田市の公益財団法人日本農業研修場協力団（ＪＡＩＴＩ）を紹介して

いただく。ＪＡＩＴＩは上田市武石にあるネパール農村の農業支援と初等教育

支援をしているＮＧＯである。５月１１日事務所を訪問し、ネパールの被災状

況や支援方法について現地から送付された多くの被災写真をみせていただきな

がら、詳細をお聞きした。ＪＡＩＴＩが支援しているカカニ村ブライター学校、

レカリ・バシファント学校は、両校とも校舎が半壊している写真を見せていた

だいた。生徒有志が企画する支援は、ただ募金を集めるのではなく、何らかの

目的をもって実施したいということより、この小学校修復に限定して使用して

いただくこととした。この頃、生徒８名が自主的に集まりボランティア同好会

が結成され、募金活動をともにすることとなった。５月１８日～２０日の期間

に、目的が明確となった生徒１１人は、朝昼昇降口前で募金（参考資料①）を

呼びかけ、７０５４７円の善意が集まった。同好会に後に加入した１年生加藤

はネパール国籍で、ＪＡＩＴＩの支援しているカカニ村出身である。父親は震

災時ネパールへ向かう機上で災害を免れた。このような縁で６月３日加藤は山

﨑荻原と同行しＪＡＩＴＩ本部におもむき、集まった募金を届けた。（参考資料

②）そして第２次活動として松尾祭期間中に募金活動を実施する計画をした。 

３．ＪＩＣＡ駒ヶ根との連携 

５月２２日第１回松尾ゼミナール（ＳＧＨ全校講演会）にＪＩＣＡ駒ヶ根青年
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海外協力隊訓練所仁田知樹所長と矢沢国明隊員（ネパール派遣青年海外協力隊

震災一時帰国中）に講演していただく。（参考資料③）所長のご配慮により急遽

矢沢隊員の参加も実現した。所長より「国際協力を日本の文化に」というテー

マでお話ししていただき、高校生が参画できる国際協力に関する事例を示して

いただいた。矢沢隊員は駒ヶ根市職員で４月より姉妹都市のポカラ市役所で青

年海外協力隊業務につく予定であった。カトマンズで研修中被災した体験と避

難所や復興の様子について現地の写真を使い詳細に語っていただいた。印象的

だったのは、カトマンズでは略奪がおきず整然としている様子であったこと。

また義援金の使い道がはっきりわかるように、現地ＮＧＯに寄付することや、

募金がどのように使われたかがわかる支援が必要であることを教えていただい

た。講演会後の座談会では、山﨑荻原を中心にネパールの被災地の現状と高校

生にできる支援の方法について知識を深め、その後の活動に大いに役立つこと

となった。（参考資料④） 

６月１日ＪＩＣＡ長野デスク榎本氏より本校文化祭（松尾祭）とＪＩＣＡ駒ヶ

根で共催して支援活動をしていただけることとなった。テーマは以下の通り。 

「２０１５年ＪＩＣＡ信州国際塾 VOL.1 上田高校ＳＧＨ元年・松尾祭特別企画

ネパール展」ぼくらの国際協力～はじめのいっぽ～東日本大震災を経て、ネパ

ール大震災で考えた。日本と世界、遠いようで近いのだ！すべての始まり－そ

れは「知る」こと。「松尾祭グローバル教室」（参考資料⑤） 

主催：長野県上田高等学校生徒有志、ＪＩＣＡ駒ヶ根、共催：公益財団法人長

野県国際化協会、協賛：日本国連協会長野県本部、後援：青年海外協力隊ＯＢ

会、公益財団法人日本農業研修場協力団（ＪＡＩＴＩ） 

山﨑荻原加藤とボランティア同好会は、自主的なグループを結成し、松尾祭Ｓ

ＧＨ係展示発表において第２次募金活動並びにネパール被災地の現状やメッセ

ージカード作成等を企画した。写真家直井保彦氏よりネパール写真、ＪＩＣＡ

より民芸品、民族衣装、現地被災写真、ＪＡＩＴＩより現地写真をお借りでき

ることとなった。６月２５日ＪＩＣＡデスクと打ち合わせ中、佐久総合病院医

師でネパールの小児科医として勤務した経験のある坂本昌彦医師より、シャヒ

綾子看護師とともに本校の活動に協力したい内容の電話連絡があり、早速松尾

祭に招待し、座談会出席を要請した。６月２７日山﨑荻原がＳＢＣラジオつれ

づれ散歩道に出演し、活動を県民にアピールした。 

４．松尾祭（本校文化祭） 

７月５日（日）松尾祭ＳＧＨ展示・ＪＩＣＡ信州国際塾「松尾祭グローバル教

室」が開催された。本校では、国際協力に関する文化祭企画は前例がない。 

上田高校会議室９：００－１６：００ 

午前は本校ＳＧＨ海外研修フィリピンスタディツアーに関する行事 

ＳＰＮＰフェアトレード商品販売によるパヤタス住民支援活動等 

メッセージカード、募金箱、フェアトレード販売（ネパリバザード） 

ネパール衣装試着、ネパール写真展示 

１３：００－１４：００ ワークショップ「コーヒーカップの向こう側」 

信州大学 岩井氏 フェアトレードの公正な取引について体験型学習をした。 

１４：００－１５：００ 世界を語る座談会 司会：山﨑、荻原 

ゲストよりネパールに関わる活動について報告と提案をいただき、ネパール学

生より被災の現状を聞き取り、今後の支援に役立てることができた。 

ⅰＪＩＣＡ駒ヶ根 長野デスク榎本氏 企画の目的についてお話をいただく。 

ⅱ写真家直井氏（参考資料⑥）写真から伝わる暖かさについてお話をいただく。 

ⅲＪＡＩＴＩ上田事務所小林淳理事長（参考資料⑦） 

農業支援活動と支援する小学校の被害状況についてお話をいただく。 

ⅳ佐久総合病院 坂本昌彦医師、シャヒ綾子看護師（参考資料⑧） 

２０１３年１年間ネパールラムジュン郡病院で小児科医として勤務、現在は

ネパール語の診察用語例を国内で発信し、ネパール緊急医療援助に利用され

重宝されている。シャヒ看護師（ネパール、ブータン青年海外協力隊ＯＧ）

はネパールで助産師活動、ブータンＪＩＣＡ事務所保健活動を経験。坂本医
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師からネパールの医療活動の経験をプレゼンテーションしていただいた。 

ⅴ長野外語カレッジ 日本語を学ぶネパール学生１５名（参考資料⑨） 

震災を直接体験した生徒、日本にいて家族が被災した生徒からお話を日本 

語と英語をまじえ、被害の様子や現地との通信手段、現在の状況と今後の 

復興についてうかがった。また数年間日本に在住していることで、日本の 

印象をたずね、ネパールに対してどのような支援が必要かをたずねた。 

文化祭における第２次募金活動では２４３２３円が集まった。（参考資料⑩⑪） 

メッセージカードと直井保彦氏写真は文化祭後も７月末まで掲示を続けた。 

８月１２日ＪＡＩＴＩにメッセージカードと第２次募金の受け渡しをした。 

５．ネパール小学校へ募金届く 

８月中旬メッセージカードと募金は事務局によりネパールに届けられた。 

８月２６日ネパールレカリ・バシファント学校の全校集会で上田高校松尾祭グ

ローバル教室において多くの人が書いたメッセージカードが披露された。（写真

左）今後募金が活用され、政府より赤マーク（使用禁止建物）のついた崩れた

校舎の壁や床の修復が進行する模様である。しかし１０月現在、物資の不足に

より復興は遅れている模様である。１０月２６日ネパールレカリ学校の小学生

からお礼のメッセージカード（写真右）が学校へ届き、リーダーとなった生徒

有志をはじめ、全校生徒が、「顔の見える」支援を実感できた。 

 

教材・資料 ※添付資料（別紙） 

成果 

ネパール震災に対する支援活動を通じて、グローバルな社会で起きている問題 

を高校生の中で自分自身のものとしてとらえ、問題解決を目指してＪＩＣＡや 

ＪＡＩＴＩと協働し、募金活動を通じて行動力を養うことができた。あながち 

高校生は外部団体とのコラボレーションと地域への発信力が不足しがちである 

が、今回の活動を通じて自分たちの発案した活動が多くの生徒、市民の協力が 

得られたこと。支援活動が具体的にネパールの小学校支援にどのように役立っ 

たかをビジュアルで確認することにより満足ゆく成果となった。 

これらの活動は信濃毎日新聞、ＮＢＳ長野放送テレビ、ＳＢＣ信越放送などで 

取り上げられ、一般の方々より多くの理解と協力をいただいた。 

今後の展開、発展 

（この取り組み 

の生かし方） 

本校ＳＧＨの目的として、世界のグローバル課題に関心を持ち、国際的視野を 

広げ、自分の考えを発表するグローバル人材を育成することとしている。課題 

解決のプロセスを通じ、生徒がグローバルに考えて活動する意欲・行動力を育 

成できた。本年度より新ＳＧＨ教育課程において、このような資質を身につけ 

る計画であったが、想定を越えた計画を上回る成長を確認できた。 

また地元に世界と繋がっているＪＡＩＴＩ、佐久総合病院、長野外語カレッジ 

等があり、グローバル課題を自らの郷土からの視点で考える機会となった。今 

後とも連携を続けていきたい。また引き続きＪＩＣＡ駒ヶ根と連携を深め、長 

野県の高校生の国際協力への関心と意欲をパイロット校としてグローバル人材 

を育成していきたい。 

 



長野県上田高等学校参考資料 

上田高等学校松尾祭スーパーグローバル教室 

※上田高等学校ＳＧＨ元年～第１回ＳＧＨ松尾祭展示発表を以下のように実施します。 

 

主催：長野県上田高等学校ＳＧＨ係、ＪＩＣＡ駒ヶ根青年海外協力隊訓練所 

目的：グローバル課題について探究した成果を、松尾祭でアクションプランとして実行し、高

校生ばかりでなく来校する市民に発信することを目的とする。 

期日：７月 ５日（日）一般公開 ９：００－１６：３０ 

場所：会議室（混合棟２階） 

ＳＧＨプログラム展示、フィリピン展示、ネパール展示、フェアトレード商品販売 

タイムスケジュール 

９：３０－ ９：４５ ＳＧＨ上田高校紹介① 

 ※本校のＳＧＨ活動を、３年生 松岡聖佳 がプレゼンテーションします。 

 

１０：００－１１：３０ フィリピンプレゼンテーション「フィリピンの光と影」 

 フィリピン写真展、フェアトレード商品販売 

 フェアトレード：ＮＰＯアイキャンより仕入れパヤタス SPNPに寄贈 

 担当：由井わかな 

 助言者：上田高校海外交流アドバイザー直井恵氏 

 ○2014年８月 JENESYS2.0フィリピン派遣生徒 

 ○2015年３月アイキャンフィリピンスタディツアー参加生徒 

 

１１：４５－１２：００ ＳＧＨ上田高校紹介② 遠山里菜、村田 愛 

 ※本校のＳＧＨ活動を、２年生が英語でプレゼンテーションします。 

 

１１：４５－信州大学繊維学部留学生交流 

※ベトナム、インドネシア、モロッコ、ドイツ、フランス出身（8名）の皆さん 

書道班パフォーマンス、ネパール学生（15名）パフォーマンス 

１３：００－１５：００ ＪＩＣＡ信州国際塾 Vol.1～特別企画ネパール展 

 「ぼくらの国際協力～はじめのいっぽ～」 

 ネパール募金第２弾、ネパール写真展、フェアトレード、メッセージボード 

フェアトレード：ＮＰＯベルダレルネーヨより仕入れ、利益を募金に繰り入れ 

 担当：山崎創二、荻原寛奈 

ファシリテーター：ＪＩＣＡ駒ヶ根榎本智恵子氏 

○ネパールワークショップ 榎本智恵子氏、信州大学３年生岩井宙氏  

 ○「世界を語る座談会」 

  ゲスト 写真家：直井保彦氏、佐久総合病院坂本昌彦医師、シャヒ綾子看護師 

  ＪＡＩＴＩ理事長小林淳氏 内堀繁利校長、長野外語カレッジネパール学生 

 

１５：３０－１５：４５ ＳＧＨ上田高校紹介③ 

  ※本校のＳＧＨ活動を、１年生山田杏奈 がプレゼンテーションします。 
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長野県上田高等学校参考資料 
長野県上田高等学校 ＪＩＣＡグローバル教育コンクール参考資料 
タイトル「地元ＮＰＯを通じた顔の見えるネパール震災支援」長野県上田高等学校生徒有志 

実施期間 2015 年 4 月 25 日～10 月 26 日 

① ５月１８日～５月２０日 校内募金活動 
上田高校生徒昇降口 ￥７０５４７ 
本校生より多くの善意があつまった。 

 

② ６月３日 ＪＡＩＴＩ募金受け渡し 
左小林淳理事長、山﨑、加藤、荻原 
引き続き第２次募金活動を決定した。 

 
③ ５月２２日 第１回松尾ゼミナール 
矢沢国明隊員によるカトマンズ市内の被災

の状況と復興支援の報告をしていただいた。 
 

 

④ ５月２２日 松尾ゼミナール座談会 
仁田知樹所長、矢沢国明隊員と座談会 
具体的な震災支援方法についてうかがった。 
 

 

⑤ ７月５日 松尾祭 ワークショップ  
信州大学 岩井宙氏 
途上国コーヒーの公正な取引について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑥７月５日 松尾祭 世界を語る座談会 
写真家 直井保彦氏（ＪＡＩＴＩ理事） 
多くのネパール写真をお借りし展示しました。  
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長野県上田高等学校参考資料 
⑦ ＪＡＩＴＩ事務局 小林淳理事長 
ネパール小学校の被災状況について報告 
ＪＡＩＴＩ活動内容について説明 

 
 
 
 

⑧ 佐久総合病院 坂本昌彦医師 
ネパールにおける小児科医療活動について 
プレゼンテーション 

⑨ 長野外語カレッジ ネパール学生     
震災発生時に体験した自身の経験や日本にいた学生には家族との連絡の様子、現地の避難所

や復興に至るプロセス、日本がどう支援していくべきかについてうかがいました。 
ネパール舞踊を披露していただきました。 

 

⑩ グローバル教室スタッフ一同記念写真 
上田高校スタッフ、ＪＩＣＡ、青年海外協力

隊ＯＢ上田会、ＪＡＩＴＩ事務局、佐久総合

病院、長野外語カレッジスタッフ、ネパール

学生の皆さん 

 

⑪ ８月１２日 グローバル教室で協力いただ

いた第２次募金・メッセージカードをＪＡ

ＩＴＩ事務所に受け渡し。事務局により 
現地ネパールに８月下旬メッセージカード

と募金が到着。 
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