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～今月のニジェール短歌～

つい最近、短期出張者が感染症にかかり入院しましたが、処置が
早かったため、1 泊で退院できました。
それで思い出したのが、30 年以上前の私のマラリア罹患体験。
体温は 40 度を越えたのでしょう。時間の感覚がなくなり、ベッドでウ
トウトしながらもう夕方なのだろうと思い、時計を見ると、まだ昼前
でした。定期的に発熱を繰り返す三日熱ないし四日熱マラリア
で、熱帯熱と違い死ぬ心配はなかったけれど、辛かったです。
感染症は、罹らないよう予防が一番。そして罹ったと思ったら、す
ぐに病院に行くこと。予防とともに、早期発見・早期治療、これが
鉄則。

山形所長
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日本からの便り ～ニジェール ABE イニ生の今～
5 月号から始まったこのコーナー。日本で奮闘するニジェール ABE イニ
生の今をお伝えしています。今回は昨年 9 月に来日した ABEI 第 4 バッ
チ生で、沖縄・琉球大学で学ぶアサオさんからの便りです。
信愛なるハマさんへ

日本国際大学

7 月 13 日（金）、在日ニジェール名誉領事館企画のイベン
トで東京芝浦の公立小学校にて祖国ニジェールについて紹介

神戸情報大学院大学
ジャウガさん
（第3バッチ）

する栄誉ある機会を得ました。このイベントには、私の同僚
ニジェール人、ウセイニ・イブラヒム・ウセイニ、タヒル・

ウセイニさん
（第4バッチ）

ハリドゥ・イスフ、そして仏語から日本語への同時通訳をし
琉球大学

てくれたイスフ・アマドゥ・ルファイも一緒に参加しました。
発表内容は、ニジェールの地理条件、宗教、気候とその雄

タヒルさん アサオさん
（第3バッチ） （第4バッチ）

大な自然、人種と言語の多様性についてです。
このイベントはとても有意義で、特に生徒さんと私たちと
で活発な意見交換をすることができました。
この素晴らしい機会を与えて頂いた河野正樹名誉領事と秘
書の久保環さん、そして私たちを温かく迎え、この素晴らし
いイベントを実現して下さった領事館のすべての方々に感謝
の意を表します。どうもありがとうございました！

東京の小学校でニジェールの説明をす
るアサオさん

ニジェール名誉領事館エントランス前にて仲
良くスリーショット

河野ニジェール名誉領事と共に
（写真提供：在日ニジェール名誉領事館）

7 月の支所の活動紹介
【ニジェール国灌漑稲作振興のための農業水利整備公社（ONAHA1）機能強化計画準備調査・ミニッツ2署名】
上記調査団が 6 月 27 日にニジェールに到着し、ONAHA をはじめとする関係機関と協議を行いました。そして 7 月 4 日に
合意内容をミニッツにまとめ ONAHA、農業省、JICA 間で署名を行いました。本案件は無償資金協力で ONAHA への資
機材供与を計画しています。そのため、7 月 26 日現在も日本人コンサルタントの方々が ONAHA 本部にて関係者と連日
協議を重ね、また関係省庁や他ドナーを回り情報収集に努めています。
1

ONAHA についての詳しい説明は以下『支所便り』2017 年 7 月号をご参照ください。
（https://www.jica.go.jp/niger/office/others/newsletter/ku57pq000020tcwd-att/201707.pdf）
2 協議議事録＝M/M: Minutes of Meeting
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今回は調査団到着翌日からからミニッツ署名までを写真と共に振り返ります。
６月 28 日：外務省表敬・農業畜産省における関係者間協議
初日の朝に予定された外務省への表敬のお相手は次官補の女性
でした。日本にも一度訪問したことがあるらしく、その時の印象について
「とても美しく魅力的な国ではあるけれど、あまりに規律がありすぎる点が
ニジェール人の私にはちょっとねぇ・・・」と言って場を和ませ、その後の調
査団からの説明も熱心に聞き入っていました。

外務省次官補表敬

午後 16 時。農業畜産省の会議室にて農業省次官補を筆
頭に ONAHA 関係者 4 名、農業土木総局長、普及局長、
組合局長らが一堂に集い、キックオフミーティングが開催されま
した。次官補からは、今案件がニジェールの食糧安全保障に
大きく寄与することは間違いないと、その重要性が指摘される
と同時に、機材搬入の時期を現大統領の任期に鑑み、もう
農業・畜産省での関係者を集めての調査概要説明

少し早めることはできないか、という意見も聞かれました。

６月 29 日： 財務省での聞き取り調査＆調査団内打ち合わせ
無償供与機材の免税措置 な
ど、財務省にて確認。その後、
JICA 事務所にて宮崎専門家から
これまで実施してきた ONAHA 現
地調査の結果等を調査団の皆さ
んと共有し、翌日からの協議に向
けて最終確認を行いました。
財務省表敬

宮崎専門家を交えた協議の様子

７月２日： ONAHA 幹部との協議＆計画省表敬
そしていよいよ ONAHA と
の協議開始。まずは
ONAHA 総裁から ONAHA
についての概要をブリーフィ
ングして頂きました。その
後、国内すべてのプロジェク
トの受け入れ窓口となる計
画省を表敬しました。
計画省表敬

ONAHA での会合の様子
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７月３日： ONAHA 整備工場および近隣灌漑地区視察
前日からの協議に入る前に、
ONAHA 本部向かいの整備工場
を視察。30 年前に日本政府から
供与された重機が今も現役で活
躍していることに皆驚いていまし
た。日本製の性能のよさは織り
込み済みなようです。
ONAHA 整備工場内で説明を受ける調査団

整備工場見学後は再び会議
室にて協議。最終的に、協議事
項に両者が同意し、ミニッツ署名
の準備は整いました！
その後、ONAHA 本部からほど
近いサガの水利区（ AHA）を視
察。1966 年に台湾の援助により
整備されてから世銀などの支援
で 1987 年に改修したものの、その
後は老朽化したポンプなどを使用

30 年前に日本から贈与された重機。ほと
んど消えかかった両国の国旗がその年月
を物語っています。

ONAHA 本部近くの灌漑施設視察

し続けています。
７月４日： 農業畜産省高官接見＆協議議事録（ミニッツ）署名
ミニッツ署名当日の朝、光
栄にも農業畜産省副大臣に
接見する機会を得ました。短
い時間ではありましたが、副
大臣もこちらの話に真剣に耳
を傾け、これからの準備調査
が順調に進むこと、そしてその
後プロジェクトの迅速な実現
農業畜産省副大臣接見

農業省次官との会見

を希望されました。
副大臣接見後、次官との
面会も実現し、副大臣同様
笑 顔 で 迎 え入 れ て くれ まし
た。その後、再び農業畜産
省の会議室に戻り、農業畜
産 省 次 官 補 、 ONAHA 総
裁、JICA 本部畔上団長間
で晴れてミニッツが署名されま

協議議事録に署名する農業畜産省次官補

ONAHA 総裁、農業畜産省次官補、JICA 畔上
団長によるミニッツ署名交換
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した！

（完）

【SHEP ミッション・活動視察＆普及員一日研修実施】
7 月 16 日～20 日の 5 日間、中村専門員とセネガルの竹越専門家による
SHEP 活動視察およびニアメの普及員を対象とした SHEP 一日研修が実施さ
れました。また既に SHEP についての講義をカリキュラムに取り入れている農村
開発実践校（IPDR）の校長の話を聞きにコロを訪問しました。IPDR 校長は、
一昨年度の SHEP 課題別研修に参加し、その後精力的に SHEP アプローチ
の普及を進めてきました。まずは IPDR の教員に向けて3、さらに昨年は農学
部、社会経済学部の 4 回生 44 名が SHEP についての講義を受けました。今
回、校長に直接話を聞くと、学生の多くが SHEP アプローチに興味を示し、卒
業論分のテーマに希望したほどです。事務所から提供した実践用の教材も有
写真１： 授業で活用したバナー教材について説明
する IPDR 校長

効に活用されていることが確認できました（写真１）。
翌日は、SHEP 実践サイ

トであるガバグラ村とトンディビア・ゴール村へ赴きました。その主な目的は、生
産者グループへの聞き取りです。最初に訪れたトンディビア・ゴール村（写真 2、
3）は菜園のすぐ脇に大きなため池があります。4 月末に訪問したときにはすっか
り干からびていましたが、今回はある程度水位は回復していました。ミッションの
お 2 人から、乾季中の SHEP の活動について質問が投げかけられ、主にグル
ープリーダーの男性がそれに答えていきました（写真 3）。SHEP の主要な活動
の一つ、マーケット調査実施後、男女ともにキャベツを選択しました。種子入
写真２： いつものように木陰での和やかな聞き取り
風景。

手に手間取り、開始は
遅れたものの、水不足

が深刻になる前に何とか収穫を終えることができたと話してくれました。ただこ
の遅延により、キャベツの需要のピーク時を外してしまったそうです。ただ販売
については、マーケット調査でいくつかコンタクトを得たので、販売価格につい
て彼ら自身がそれらを比較検討することができるようになりました。それ以前
は、集荷業者の言い値で、時には不当に買い叩かれていたわけですから、こ
れは大きな変化といえるでしょう。女性生産者も、これまで販売については
男性に任せっきりだったのが、彼女たち自ら販売することにより生産意欲が
増したようです。またキャベツの需要ピークは逃したものの、キャベツの葉を乾
燥させて保存することで、

写真３： グループの活動や生活の変化について熱く
語るグループリーダー

5 月のラマダンという第二
のピークに合わせることができました。このような行動変容や様々な気づきがある
一方で、それを収支計算という形で記録に残している生産者がほとんどいない
ため、実際どれくらいの収益があったのか推し量るのは容易なことではありませ
ん。目に見えて収益が上がったことが分かれば、彼らのモチベーションも俄然高く
なることでしょう。
続いて訪れたガバグラ村。グループリーダーを筆頭に多くの女性が私たちを迎
写真４： いつものリーダー節でぐいぐい話に引き込
んでいきます。

えてくれました。乾季の活動については、「支所便り」6 月号（2018）でもお伝え
したとおり、水源となるニジェール川の枯渇により断念せざるを得ませんでした。
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詳しくは Facebook 「アフリカひろば」のページをご覧ください。
https://www.facebook.com/Africahiroba/posts/1413030892069642
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それ以前に作付したトマトも病害虫被害に見舞われ、今もなお厳しい状況は続いています。それでも、希望は失わず今回も熱く
語ってくれました（写真 4）。マーケット調査は今や彼女にとって習慣となり、この雨季に再度需要の高いトマトに挑戦するそうです。
グループリーダーとしてひた走る彼女ですが、こうした会合でもほとんど発言することのない他のグループメンバーは、実際のところど
うなのか、グループの中でさらに置き去りにされている女性が存在するのではないか？という疑問が、その後私たち中で出てきまし
た。大勢の前で、しかも我々「外人」に対して自らのことを話すことに引け目を感じる女性は、ニジェールの特に農村地域では決し
て珍しいことではありません。自身の経験上、これらの疑問に応えるためには、メンバーひとりひとりの家を訪ね、ゆっくり腰を据えて
話を聞く必要があります。
さて、これまでの SHEP の活動は日本で研修を受けた帰国研修員を中
心に実施してきた経緯があります。これまで計 8 名の行政官が SHEP の
研修を受けましたが、ニジェール帰国後積極的にその普及に努めている
研修員は、残念ながらそう多くはありません。そこで、現在アクティブに活動
を進めてくれている帰国研修員を中心とし、中村専門員、竹越専門家の
協力を得て SHEP1 日研修を JICA ニジェール支所会議室にて実施しま
した。この研修の対象は、本邦研修に参加していないニアメの普及員とコ
ミューンⅣの農業局長、ニアメ農業局員、農業省普及局員らです。
全員がほぼ時間通りに会場に集い、まず中村専門員から「SHEP の概
写真 5： 研修に集まったニアメの普及関係者たちに
SHEP の概要について説明する中村専門員

要」についての導入説明があり、その後竹越専門家からは、「モチベーショ
ン理論と農家の自立」について、具体的な事例をもとに分かりやすく解説

頂きました。中には自身の経験から、「あるある！」と大きく頷く普及員もい
たほどです。その後、SHEP の基本的な活動：「ベースライン調査」、「マー
ケット調査」、「作物選定」と IPDR ジカ校長による講義が続きました。すで
に自身の学生に対して実施済みとあって、どのパートも抜かりなく、精度の
高い内容だったと思います。参加者も長時間の講義にもかかわらず、集中
が途切れることなく、質疑応答等で随所に積極的な姿勢が見て取れまし
た。
今回は SHEP の理論のみの研修でしたが、また今月中に実践編を 2 日
間にわたって開催する予定です。今回も IPDR ジカ校長を講師に招き、参
加者中心のグループワークを盛り込み、さらにニアメの市場へ赴きマーケット

写真 6：研修講師として活躍する IPDR ジカ校長

調査も実施する予定です。
これを通して、SHEP をより深く理解し、実践できるリソースパーソンをまずはニアメで増やしていければと考えています。
この実践研修の模様も『支所便り』9 月号でご報告したいと思います
（インシャ・アッラー）。乞うご期待！
（企画調査員 佐々木夕子）

写真 7： 最後はお決まりの集合写真
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プロジェクト・専門家等の活動の進捗状況紹介
■■ みんなの学校：住民参加を通じた教育開発プロジェクト・フェーズ 2 ■■■
『みんなの学校：住民参加による教育開発プロジェクトフェーズ 2』では、初等教育分野と中等教育分野、二
つの分野にて活動しています。初等教育分野においては、住民支援の校外学習に効果的なツールを導入すること
ですべての児童の“読み書き”と“計算”の基礎学力改善を目指す『質のミニマムパッケージ』の開発と普及に
取り組み、中等教育分野においては、アクセス、格差解消、教育の質の改善など、様々な教育開発課題の改善に
貢献する“機能する”学校運営委員会（COGES）モデルの全国普及を進めています。
この 7 月「初等教育分野」関連活動では、児童の読み書
き計算といった基礎学力向上の分野において、世界的に大
きな実績をもつインドの NGO Pratham(プラサム)から 2 名の
講 師 を 招 聘 し 、 プ ラ サ ム の Teaching at the Right
Level(TaRL)―習熟度別の学習手法を学ぶための中央講師
育成研修ワークショップを実施しました。今回のワークシ
ョップでは、現在プロジェクトが取り組む「質のミニマム
パッケージ」の改善モデル開発と普及にかかわる教育省中
央・地方（州・県）の関係者約 20 名を参加者として絞り込
み、来年度以降の「質のミニマムパッケージ」のモデル改
善に繋げると共に、ニジェール国内でのプラサム式 TaRL 手
法を推進する将来の中央講師を育成することを目的としま

写真上：プラサム研修の様子
プラサム式の活動手法に従い、講師も参加者も全員床に座って
研修を受けました。

した。
プラサムが取り組むのは、いわゆる先生が児童に知識を与えるという形の“授業”ではなく、児童の“能動的
な学習”を促す様々な「活動」の組み合わせに児童が取り組むことで、読み書き計算能力を集中的に身に着けて
いくというものです。初めの 8 日間は、プラサム講師の指導により組み入れるべき「活動」の内容を講師・参加
者間での実践を交えて学び、それに続く 7 日間は、学校現場にて、実際に子どもたちを相手に参加者がプラサム
のアプローチによる活動を実践しました。特にこの実践期間は、参加者が実践を通して手法を身に着けるという
意味だけではなく、未来の教員研修“講師”として、今後現場で教員が面することが予想される様々な事態を体
感し、今後の指導の糧とするためのものです。
参加者は“元教員”や現役“視学官”
“指導主事”といった
いわゆる“教育専門家”であり、今まで身に着けた教育理論、
カリキュラム知識などに、いずれも一家言ある面々でしたが、
「教員は子どもに教えるのではなく、子どもが自ら学ぶのを
サポートする」というこの“新たな”取り組みに対し、参加
者のモチベーション、学びへの意欲と真摯な取り組み、そし
て実践力の高さは、
「今までのアフリカ各国での研修の中でも
一番の部類」とプラサム講師が太鼓判を押すほどで、非常に
中身の濃い研修となりました。朝から晩まで連日続く 2 週間
の研修の中で、疲労困憊の様相ながら、まさに“老体に鞭打
写真上：プラサム現場実践の様子（1・2 年生クラス）
8 コマの絵をもとに語られる物語に真剣に耳を傾けるこども
たち。（左上：プラサム講師）

ちつつ”、プラサム講師の一語一語を一言も漏らさないように
と真剣に取り組む姿は、参加者の意識の高さを示すのみなら
ず、参加者をそこまで魅了するこのアプローチの魅力・効果を
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示しているといえます。
さらに、なんといっても現場での児童の嬉々として学ぶ姿や進歩の速さには参加者一同舌を巻くほどです。
「今
日の 3 時間で、すでに子どもの進歩が見えた！」と参加者が興奮気味に語る通り、子どもの“聞く、話す、観察
する、行う、読む、書く”といった能力を高める様々な活動を組み合わせることで、初日の学力テストにて一桁
の数字も認識出来なかったり、単語を何とか読める程度であった子どもたちが、数日後には二桁の数字の計算に
取り組んだり、短文を読めるようになるなど、驚くべき変化を見せています。子どもの力はそれを引き出す仕掛
けがあれば、大人の想像や理論を悠々飛び越えて広がるものだと改めて実感しました。
これらの学びから、当プロジェクトが取り組む「質のミニマムパッケージ」がさらにパワーアップし、ニジェ
ール全土の子どもたちの基礎学力改善へと貢献することが期待されます。
（みんなの学校プロジェクト専門家 影山 晃子）

ニジェール国内の出来事 ～谷垣先生の思い、永遠に ‐テッサワ外科パイロットセンター保健省へ移譲～
山形支所長が 5 月にテッサワにある故谷垣先生のパイロットセンターを訪問4して以来、保健省への移譲の準備が進められてきま
した。そして、7 月 19 日に保健省にて大臣と JICA ニジェール山形支所長との間で署名が取り交わされ、テッサワの外科パイロット
センターがニジェール国へ移譲される運びとなりました。その式典の際、谷垣先生の旧友でもある山形支所長から以下のような心
温まるスピーチが述べられました。
〈前略〉
故谷垣雄三医師の長年の友人として、また御遺族の公式の
代理人として、相続人のご希望に応じ、ニジェールの関係
当局である保健省へ彼の遺産を引き渡すこの会合でお話
しすることは私の義務でもあります。
谷垣雄三医師は、1941 年に京都府峰山で生れました。彼は
5 人きょうだいの 4 人目で 3 人兄弟の末弟でした。幼いこ
ろから彼はいつも最も脆弱な人々に奉仕する医師になる
ことを夢みていました。彼の幼なじみの友人は、彼の聡明

山形支所長と保健大臣の署名の様子。この模様
は翌日の全国紙、国営放送でも紹介されました。

で勤勉な子供時代を今も覚えています。
彼は長野県松本市の信州大学で医学を学び、そこで最愛の
伴侶となる谷垣静子さんと出会いました。
谷垣先生は、医学生というだけではなく、学内の活動家と
しても誠実でした。そして、彼は他人の利益のために常に
自らの利益を後回しにするような人でした。
（次頁に続く）

4

会場には多くの関係者が参列しました。

詳しくは『支所便り』2018 年 6 月号をご覧ください。
https://www.jica.go.jp/niger/office/others/newsletter/ku57pq000020tcwd-att/201806.pdf
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彼は 1979 年 1 月に石油会社の医師としてニジェールに到着し、そこで日本人従業員だけでなく、北部の貧しい人々への医療活
動も行いました。
ニジェール北部でのこの経験後、彼はニジェール人の衛生状態を改善するために一生を捧げる決意をします。彼の妻、静子さん
も愛する夫と一緒に暮らすためニジェール行きを決めたのです。
1982 年から十年、ニアメの国立病院で JICA の専門家として、またニアメ大学の医学部外科の医師として働きました。これらの十年
間の活動後、彼は自身の資金を基にテッサワの地方外科パイロットセンターを設立し、多くの困難を覚悟のうえで移住を決意した
のです。
1999 年 5 月、谷垣先生にとり人生最大の不幸、妻の静子さんの逝去に見舞われたのも、まさにテッサワの地でした。
その後、彼はこの悲しみを乗り越え、患者の治療と、より良い医療サービスを提供するためのニジェール人の医師や看護師の研修
を継続しました。その間、いずれ自らも静子さんの隣で永眠するという確固たる信念を持って、毎日彼の自宅の庭に眠る妻、静子
さんのお墓を訪れていました。
そしてその信念の通り、テッサワで 25 年間、ニジェール 36 年間、76 年間の人生の幕を閉じたのです。
谷垣先生は、人生の大半を村落の人びとの傍で過ごしました。彼の一生の間、最も恵まれない層の人びとへの外科手術のアクセ
スを容易に、安価にする努力を惜しまず、またそれが彼の人生の主な目的でもありました。
〈中略〉
この譲渡内容は、2018 年 5 月テッサワにて作成された資産目録に記載されているすべての施設資機材で構成されており、これら
は間違いなく地方住民の健康を改善するのに役立っていくでしょう。しかし、谷垣先生が我々に残した遺産はこれらをはるかに超え
ています。人材育成の分野において彼がやり遂げたことは、私たちの期待を遥かに上回り、これから毎日彼の偉大さと彼の業績を
私たちは見い出していくことでしょう。
谷垣先生は並はずれた人物であり、ニジェール人だけでなく、私たち日本人にとっても大きな損失です。私は、谷垣先生の思い
出が私たちの記憶の中に長く残ると確信しています。
このスピーチを終えるにあたり、この偉大なる故人の意志を遂げるために支持を惜しまなかった日本のご家族や後援者と、彼の第
二の家族であるテッサワの地方外科パイロットセンターのスタッフとすべてのテッサワ住民にも敬意を払いたいと思います。
谷垣雄三先生、静子さんと共にどうか安らかにお眠りください。
アミン。
JICA ニジェール支所長
山形 茂生
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