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I. はじめに 
 
 

特定非営利活動法人国境なき子どもたち（KnK）の支援者、支持者の皆様に 2005 年度活動報告書

をお届けします。この報告書の各記述にありますように、昨年も KnK にとっては大きな試練と飛躍

の年でした。このように年々着実に活動の基礎を固めつつ更なる展開を重ねて行けるのはひとえに皆

様の温かいご理解とご協力のお陰であると心から感謝しております。 
 
国・地域の如何を問わず、子どもたちが平和と安らぎの中で日々を送り、将来に希望を持ち、その

希望の実現に向かって進んで行けるような環境の提供に尽力することは、私たちに課せられた使命で

あると認識しています。そのためには、何よりも恵まれない子どもたちに“教育を受ける機会”を提

供することが基本だと考えます。しかしながら、子どもたちが教育を受けたいと希望してもまずは住

と食について必要最低限の整えが求められますし、さらにはお互いに信頼を持ち得る人との関係が求

められましょう。 
 
現在の世界には、想像を絶するような悪環境にあえいでいる子どもたちが大勢いることは皆様ご存

知のとおりです。KnK は、アジア地域を対象に、他の団体・グループとも協力しつつ、このような

恵まれない子どもたちへの支援を続けて行きたいと念じています。 
 
これまで 3 年間にわたり KnK の会長としてその運営と発展に多大の貢献を続けてくださった甲斐

道幸氏の任期満了に伴い、本年 3 月から私が後任をお引き受けしました。甲斐氏は引き続き副会長と

してご協力くださいます。 
 
皆様のさらなるご支援、ご協力を心よりお願いいたします。 
 
2006 年 4 月 10 日 

 
特定非営利活動法人国境なき子どもたち 

 
会長 
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II.  海外における援助活動 
 

     A  カンボジア活動報告 
 
[ 1 ] 概況 

 
2005 年、カンボジアは米国国務省の「人身売買報告書」において最低ランクの第３階層に位置づ

けられた。タイやベトナムのように経済成長と都市化が著しく進む周辺国に対してカンボジアは 1
人当たりの国内総所得が年 300 ドル程度と、いまだ多くの問題を抱える国として後発開発途上国の

一つに分類されている。 
国内においても同様、貧富の差は農村部と都市部の間で年々拡大しており、それに伴って農村部か

ら都市部への人口の流入も見られる。人口の移

動には国の人口の半分以上を占める子どもも含

まれる。ゴミ拾いや靴磨きなど路上での過酷な

労働、タイやベトナムへの人身売買、そして薬

物や窃盗などの法に触れる行為など、子どもを

取り巻く環境は依然厳しい。 
KnK ではそうした状況を鑑み、カンボジアで

は 2000 年にプロジェクトを開始、劣悪な環境に

置かれた子どもたちが社会の一員として再び復

帰できるよう、教育や職業訓練の機会の提供や

精神面でのサポートなどに力を入れた包括的か

つ継続的な自立支援を行っている。 
 
 
[ 2 ]「若者の家・バッタンバン」プロジェクト 
 

プロジェクト概要 
ストリートチルドレンや孤児、人身売買や性的虐待の被害に遭った青少年のための自立支援を目的

として始動した「若者の家・バッタンバン」プロジェクトは、2005 年で丸 5 年を迎えた。2000 年 9
月に開設された「若者の家・男子」と 2001 年 2 月に開設された「若者の家・女子」は 2004 年 12
月に統合され、現在は「若者の家・バッタンバン」として運営されている。「若者の家・バッタンバ

ン」では、子どもたちに対し適切な衣食住と教育・職業訓練の機会を提供すると同時に、彼らの社会

的自立に欠かすことのできない精神面でのケアや、受け入れ時の家族面談を始めとする子どもと家族

間の問題解決のためのサポート、卒業生の定期的なフォローアップ等を行っている。 
 

プロジェクト対象者とその人数推移 
本プロジェクトは、他の NGO が運営する保護

施設での受け入れが難しい 15歳以上の青少年を

対象にしている。2004 年 1 月からはカンボジア

社会福祉省と連携の下、人身売買の被害に遭い

タイから送還された子どもの一時的受け入れを

開始し、2005 年 12 月末までに計 21 名（男子

17 名、女子 4 名）をこの枠組みで受け入れた。

「若者の家・バッタンバン」からの卒業生数は

2004 年にピークを迎えたこともあり、2005 年は

代わって新規受け入れの数が増加した。 
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子どもの就学・職業訓練状況 
受け入れから日が浅く特別なケアが必要な子

どもを除き、全員が公立学校または職業訓練に通

っている。通常授業以外においても補習授業や施

設内識字教室などで子どもたちが各自勉学に励

んだ結果、2005 年 9 月には公立学校に通う者全

員が一学年進級した。進級を果たしたこともあり

子どもたちは以前にも増して学習への意欲を見

せている。外国語習得にも積極的で、現在 10 名

が英語、2 名が日本語、2 名がフランス語を学ん

でいる。 
 

 
 

  学校のみ 訓練のみ 

学校・訓練 

半日ずつ 就職 なし 計 

男子 17 5 1 0 5 28 

女子 4 7 0 4 1 16 

計 21 12 1 4 6 44 

 

  小学校 中学校 高校 計 

男子 11 7 0 18 

女子 1 2 1 4 

計 12 9 1 22 

 
職業訓練に通う子どもたちは、各自の興味関

心に加え将来の卒業先の市場状況を考慮しつつ、

ソーシャルワーカーのアドバイスを受けながら

自発的に訓練を選択している。訓練を始める前

には、実際に訓練所に通いながら自らに適した

訓練かどうかを判断するための準備期間を 1 週

間程設けており、以前は多かったドロップアウ

トも現在はほとんど見られない。 
 

 
 

男子    女子   

車塗装 3  美容師 3 

車修理 3  裁縫 1 

計 6  刺繍 1 

   絵画 1 

   料理 1 

   計 7 

 
平日には午後から夕方にかけて施設内で識字教室を開いている。2005 年 10 月にはグループ編成の

見直しを図り、「公立学校での補習的性格を持つもの」と「社会知識、算数、識字能力の底上げを目

的とした職業訓練に専念する子ども対象のもの」に大別した。前者では学年別に 5 クラスを設け各個

人のレベルに応じたきめ細かい授業を心がけ、後者では 1 クラスながら前者の 1 時間に対し 2 時間

の授業を行っている。また後者のクラスではノンフォーマル教育用教科書（1～4 年生用）を採用し、



 6

ディスカッションやプレゼンテーション、ゲーム

や歌を取り入れながら、「個人と地域の発展」や

「貯蓄の仕方」など、卒業後のコミュニティでの

生活に関連したスキルを学んでいる。 
 
 
 
 
 
 
 

 
  訓練クラス レベル 1 レベル 2 レベル 6 レベル 7 レベル 8 計 

男子 3 3 5 4 5 3 23 

女子 4 2 1 0 1 1 9 

計 7 5 6 4 6 4 32 

 
卒業生について 

「若者の家」からの卒業生の数は、2005 年 12 月末までで 50 名を超える。卒業生が精神的且つ経

済的に安定した生活を営むため、コミューンレベルでの関係省庁スタッフの協力の下、卒業後も KnK
スタッフによる定期的なフォローアップとモニタリングが行われている。また収集された情報は、現

在「若者の家」で暮らす子どもたちが卒業する際にも役立てられている。更には必要に応じて、卒業

生に対して転職やビジネス立ち上げの際などに小口のローンを含む支援も行っている。 
2004 年に設立された「The Alumni Club」の同窓会ミーティングは 2005 年にも 4 月と 12 月に開

催され、各回 10-20 名程の卒業生が参加した。

12 月のミーティングでは集まった卒業生の間

から「共同貯金箱」設立案が出され、卒業生同

士で助け合おうといった相互扶助の考え方が育

ちつつあることは大きな進歩だと言える。 
 

※The Alumni Club：卒業生たちの自主運営組

織。卒業生同士が情報交換し問題解決に取り組

むこと、また KnK の卒業生に対する精神的サ

ポートや仕事の斡旋を含む組織的かつ継続的な

フォローアップを主眼にしている。 
 

「若者の家」関連アクティビティ 
2005 年は年に一度のピクニックと週末に開いている編み物・フラワーアレンジメントワークショ

ップに加え、スポーツ関連用品の充実、施設内コンサートの実施、定期的なコミュニティ訪問など、

子どもたちのストレス解消と自信の回復を目的

としたレクリエーション活動に力を入れた。 
また、2005 年は研修やワークショップへのス

タッフの参加をこれまで以上に奨励すると同時

に、施設内においても KnK スタッフ及び現地

NGO のスタッフを対象に、人身売買の被害者に

焦点を当てた連続カウンセリング研修を実施し

た。各スタッフが研修やワークショップを通して

得られた知識やスキルを、施設内での子どもを対

象にした啓発ワークショップやカウンセリング

などで積極的に活用するなど、プロジェクトと子

ども双方に対して正の効果が見られる。 
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スタッフ・ボランティア配置状況 
プロジェクトはコアスタッフメンバー4 名（プロジェクト・オフィサー、エデュケーターが各 1 名、

ソーシャル・ワーカーが 2 名）及び日本人スタッフ 1 名を中心に運営されており、そのほかアシス

タント・アドミニストレーター、ハウスキーパー、ガードマン、識字教師ら計 8 名が各活動をサポー

トしている。2005 年 11 月からは、現地大学生ボランティアを英語教師として起用、平日の昼間に施

設内で英語教室を開いている。尚、夜間はコアスタッフのいずれかが施設に常駐している。 
 

今後の展望 
2005 年、「若者の家・バッタンバン」プロジェクトでは 30

名を超す子どもたちを新規に受け入れた。プロジェクト開始か

ら丸 5 年が経ち、プロジェクト運営や子どものケアについてス

タッフの間では経験・データが徐々に蓄積されつつあるが、そ

れらを整理・分析するまでには至っていない。特に卒業生に関

するデータは、今後卒業を控える施設内の子どもたちにとって

も、職業訓練の選定や卒業時期の決定、また日常のケアにおい

ても有益な情報となり得る。The Alumni Club 等の機会を最大

限に活用しながら、情報の収集・共有、そして整理・分析に力

を入れたい。 
また 2006 年は 2005 年に引き続き、専門家を招聘しての連

続カウンセリングワークショップの開催を予定している。KnK
スタッフに限らず周辺地域の NGO スタッフにも機会を拡げる

ことによって NGO 間の協力関係をより一層深めること、また

スタッフのカウンセリングに関する専門知識や対処能力の向

上により、子どもたちがより適切なケアを受け、身体的・心的

外傷からの回復と彼らの社会復帰が促進されることが期待さ

れる。 
 
 
[ 3 ]「若者の家・プノンペン」プロジェクト 
 

プロジェクト概要 
「若者の家・プノンペン」プロジェクトは、2002 年 9 月に開始された。プノンペンの「若者の家」

はバッタンバンに比べて規模が小さく、プノンペンでしか学べない職業訓練や高等機関への進学を目

的とした、比較的年齢が高く物事の分別がある程度つくようになった若者のみを受け入れている。

2004 年の 11 月以降は、施設での生活と卒業後のコミュニティでのギャップをできる限りなくすこと

でよりスムーズな社会復帰を促進することを目指し、常駐のスタッフを配置せず、若者たちは就学・

職業訓練のための奨学金と最小限の生活費及び精神的なサポートを受けながら、近い将来の自立へ向

けた生活を送っている。 
 

プロジェクト対象者と就学・職業訓練状況 
2005 年 12 月末現在、男子 3 名がプノンペン

市内に設けられた居室にて共同生活を送ってい

る。高等学校 3 年次に 1 名が、地元大学 3 年次

（情報技術専攻）に 1 名が通学し、2005 年 10
月に車修理の訓練を修了した 1 名はプノンペン

市内にある民間の車修理工場にて OJT を受けて

いる。また 3 名全員が英語学校に、2 名が日本語

学校に通っており、外国語の習得にも力を入れて

いる。 
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卒業生について 
2004 年 12 月時点で在籍していた他の 2 名については、1 名が地元バッタンバンへ戻り地元大学の

3 年次（経営管理専攻）に編入、自宅から通学している。もう 1 名は 2005 年 10 月に車修理の職業

訓練を修了、現在はプノンペン市内にある職業訓練所に宿泊しながら OJT を受けている。 
 

今後の展望 
「若者の家・プノンペン」では仲間との共同生活を通じ、裨益者である若者たち自身で「若者の家」

を自主的に運営、学校や訓練を含む日常生活や生活費の管理にも責任を持つといった自立心が更に育

ってきている。精神的にも安定しており、休暇や週末を利用して親族の元を頻繁に訪れるなど、近親

者との関係も良好である。独立した生活を送る彼らが孤立感を味わうことのないよう配慮しつつ、就

学・職業訓練を終えた若者たちが就職先を見つけ経済的にも自立した生活を始められるよう、地域社

会との連携も今後深めていきたい。 
 
 
[ 4 ] 法に抵触した青少年への支援 
 

プロジェクト概要 
バッタンバン州刑務所は、カンボジア国内にあ

る刑務所の中で 2 番目に多く未成年を収容してお

り、その数は 2005 年 12 月末時点で 36 名（成年

収監者は 680 名）に上る。 
現行の法律では 13 歳未満の子どもに対する一

時的な拘留を禁止、また 13 歳以上 18 歳未満の子

どもに対する一時的拘留は原則的に 1 ヶ月（最長

でも 2 ヶ月）となっているが、実際に遵守されて

いる例は少なく多くの子どもたちが法で定められ

ている期間以上の長期にわたり裁判を待っている。

加えて、未だ少年法が制定されておらず、成年に

対する法律が未成年にも適用されている状態が依然続いている。 
未成年収監者は成年収監者と同じ監房での生活を余儀なくされ、収監者の増加により監房内は混雑

しており衛生状態は悪い。また未成年収監者に対する教育の機会は与えられていない。KnK は 2003
年 1 月に同刑務所内での教育活動を開始、2004 年からは職業訓練と出所前後のサポートも行ってい

る。2005 年 6 月には KnK のバッタンバン州刑務所内でのこれまでの活動に対して、カンボジア内

務省より感謝状が贈られた。 
 

プロジェクト対象者とその人数推移 
昨年同様、13 歳から 21 歳まで月平均 54 名が刑務所内での教育活動に参加している。活動への参

加は個人の自由意志に依るが、対象者のほとんどが継続的に参加している。その主な理由としては、

学習や他者との交流の機会、軽食や安全

な飲み水、文房具の支給、そして KnK ス

タッフからのカウンセリングやコンサル

テーションの機会が得られることなどが

挙げられる。 
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活動内容 
①教育活動（週 2 回・各 3 時間） 

2005 年 9 月にグループ編成の見直しを行い、参加者のレ

ベルに応じた 3 つのグループを新たに編成した。A グループ

（非識字者対象）ではクメール語の読み書きと計算を中心と

したカリキュラムで参加者の識字率上昇を目指している。B
グループ（4-6 年レベル）では基礎学力の更なる向上に力を

入れ、C グループ（7-9 年レベル）ではグループワークやプ

レゼンテーションを積極的に取り入れながら、各グループレ

ベルに応じた授業を行っている。授業ではノンフォーマル教

育用教科書（1～4 年生用）を採用し、正規の学校で 4 年生を

修了していない者については、KnK による一連の授業の終了

後に 4 年生修了試験が受けられるよう、バッタンバン州教育

青年スポーツ局と協力関係を結んでいる。 
またいずれのグループにおいても、識字教育に加え、衛生

教育や道徳など刑務所内での生活だけではなく出所後の新

しい生活でも必要となる知識をディスカッション形式で学

ぶと共に、英語や日本語の授業も希望者に対して行っている。 
 

②職業訓練（週 3 回・各 2 時間半） 
2005 年 4 月より、絵画と編み物の職業訓練を開始した。絵画コースへの参加者は 15 歳から 21 歳

までの男子 30 名、編み物コースへの参加者は 17 歳から 46 歳までの女子・女性 15 名である。編み

物コースでは収監されている未成年女子が 4 名と少ないため女性収監者にも門戸を拡げる形となっ

た。両コース共、参加者は徐々に技術を習得してきており、地元の展示会やマーケットでの販売で僅

かではあるが収益を上げている（2005 年 12 月末現在までで約 190 ドル）。尚、収益金の半分は職業

訓練運営費に、残りの半分は職業訓練参加者の出所時の帰省費用等に充てている。 
 

③出所前後のサポート 
収監者に出所の日取りが知らされるのは出所日の僅か数日前であり、家族への連絡及び帰省のため

の交通費の支給はなされていない。そのため家族の援助が受けられない者の多くが出所しても家に戻

ることが出来ず、再び犯罪に手を染めるケースも少なくない。KnK では、教育活動に参加している

収監者を対象に、家族と連絡の取れない者に対しては彼らからの依頼に応じる形で電話や家庭訪問を

通じた連絡調整を、家族の援助の得られない者に対しては出所時に交通費と衣服の支給を行っており、

2005 年は 13 名（12 月末現在）が出所時のサポートを受けた。加えて、出所後すぐに家族の元へ帰

省できない者については「若者の家・バッタンバン」での短期的受け入れを開始し、2005 年は男子

2 名を受け入れた。 
 

④その他の活動 
上記の活動に加え、スポーツやビデオ鑑賞会な

どのレクリエーション活動を定期的に取り入れ、

閉鎖的な刑務所内で暮らす子どもたちにストレ

ス解消の機会を設けている。クメール正月やお盆

には刑務所当局と連携して刑務所内でセレモニ

ーを開催し、特に国際子どもの日には、刑務所当

局や NGO から関係者を広く招き、子どもたちの

日頃の活動成果を発表すると同時に、ロールプレ

イなどを通じて子どもの権利保護に対する一般

社会の意識向上と関係諸機関との連携強化に努

めている。 
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スタッフ・ボランティア配置状況 
KnK 刑務所内活動担当エデュケーター2 名と職業訓練（絵画・編み物）講師 2 名に加え、現地大

学生ボランティア 2 名が英語教師として、「若者の家・バッタンバン」の男子１名が日本語教師とし

て活動に関わっている。春と夏には日本からの大学生が短期ボランティアとして活動に参加、また不

定期ではあるが「若者の家・バッタンバン」の子どもたちも未成年収監者との交流を図っている。 
 

今後の展望 
バッタンバン州刑務所は 2005 年 11 月末、それまでのバッタンバン市中心部から数キロ離れたバ

ッタンバン市郊外へと移動した。新しい刑務所では水道や電気といったインフラの整備が未だ不十分

なままであり、刑務所内の衛生状態の更なる悪化が懸念されている。 
2005 年 8 月と 10 月には現地スタッフを中心に、バッタンバン州に隣接するバンテミアンチェイ

州シソポンにある州刑務所の調査を行った。調査の結果、18 歳未満の未成年者が 23 名（18-19 歳の

数も同じく 23 名）収監されていることが確認され、組織的な教育の機会はもちろんのこと NGO を

中心とした定期的な支援も行われてないことが明らかになった。KnK ではバッタンバン刑務所内で

の丸 3 年になる経験を活かし、2006 年初旬よりバンテミアンチェイ刑務所内においても教育活動を

開始する予定である。 
また現在、国際連合児童基金（UNICEF）を中心に草案がまとめられつつある少年法についても、

進捗状況を注意深く見守っていきたい。 
 
 
[ 5 ]「若者のための日カ友好職業訓練施設」共同建設プロジェクト 
              通称：”Building Together” ビルディング・トゥギャザー 
 

プロジェクト概要 
KnK ではこれまで「若者の家・バッタンバン」プロジェクトを始めとして、現地 NGO の支援対

象から外れる青少年に対して将来の自立を促進するような長期的支援を続けてきたが、独自の職業訓

練施設は有していない。”Building Together”では、単に職業訓練施設の建設にとどまらず、同施設

での職業訓練の実施により若者への職業訓練の機会の提供し、同施設を現地の人々へ積極的に開放す

ることにより若者の将来の受け皿となる周辺コミュニティにおける人々の問題意識と理解の向上を

促進し、更には国を越えた若者の交流や The Alumni Club の拠点として若者たちの主体的な利用を

促すなど持続的かつ幅広い活動を目指し、2004 年 5 月に始動した。 
 

活動進捗状況 
①建設関連アクティビティ 

2005 年 10 月、現地建設会社の協力のもと職

業訓練施設の建設に着工、同 11 月には京都在住

の建築士松田茂氏のご協力により、「若者の家・

バッタンバン」で暮らす青少年を対象に約 1 ヶ

月間の「建築ワークショップ」を開催した。「建

築ワークショップ」では「若者の家」内の設備製

作及び修理を通じた各工具の使用法の習得と、警

備員の小屋の建設を行った。また「建設ワークシ

ョップ」参加者のみならず「若者の家」で暮らす

他の子どもたちも、週末や空いた時間を利用して

職業訓練施設の建設に着工当初から積極的に参

加している。 
 

②農業関連アクティビティ 
職業訓練施設の建設場所に隣接する農業用地に、昨年に引き続いて 2005 年も稲作を行った。職業

訓練施設の建設終了後には、家庭菜園での果物や野菜の栽培も計画している。国民の多くが農業に従

事しているカンボジアにおいて日頃馴染み深い農業を、子どもたちが将来コミュニティで生活を営む
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際にも活用できるよう、日常に根ざした自然な形で楽しみながら学べる機会を提供している。 
尚、今年度の米の収穫は 2006 年 1 月初旬を予定している。 

 
今後の展望 

2005 年 8 月に行った現地でのニーズ調査に基づき、現在建設中の職業訓練施設の完成（2006 年 2
月予定）後、絹織物職業訓練の早い段階での始動を計画している。同職業訓練は周辺コミュニティの

女子にも門戸を拡げ、周辺世帯の収入向上も視野に入れたプロジェクトを予定しており、現地政府機

関との更なる連携が期待される。 
また上述のように、The Alumni Club の拠点

としての利用のほか、カンボジア国内外の若者

たちの「交流の場」として施設を広く開放する

ことで、「若者の家」の子どもたちが多くの人々

との交流の中で自立に向け社会の一員としての

自覚を深めると共に、コミュニティや現地政府

機関においても、問題意識に目覚めることで、

子どもたちの社会復帰のための基盤作りや新た

な被害者を未然に防ぐための対策作りなど、困

難な状況に置かれた子どもたちへの支援体制の

強化が期待される。 
 
 
 [ 6 ] 現地における資金調達状況 

 
機関名  ：国際移住機関 (IOM; International Organization for Migration) 
プロジェクト名 ：Recovery Care for Former Adolescent Victims of Trafficked Children  

towards Reintegration 
期間  ：2005 年 4 月～2006 年 3 月 
 
機関名  ：国際移住機関 (IOM; International Organization for Migration） 
プロジェクト名 ：Psychosocial Care for Trafficked Children in Transition to Adulthood  

towards Independent Living 
期間  ：2005 年 9 月～2006 年 8 月 

 
 
[ 7 ] パートナー・関連諸機関 

 
関連国際機関： 

国際移住機関 (IOM; International Organization for Migration) 
国際連合児童基金 (UNICEF; The United Nations Children’s Fund) 

 
関連政府機関： 

Transit Center（タイからの送還者の一時受け入れ施設） 
社会福祉省(Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation)  
内務省 (Ministry of Interior) 
バッタンバン州教育青年スポーツ局 
バッタンバン州保健局 
バッタンバン州職業訓練センター（BTB-VTC） 
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関連 NGO： 
HOMELAND (Meatho Phoum Komar) 
Komar Rikreay Association Center 
Goutte D’eau 
CCASVA (Cambodian Children Against Starvation and Violence Association) 
LAC (Legal Aid of Cambodia) 
ILDO (Islamic Local Development Organization) 
SKO (Sprouting knowledge orphans) 
Phare Ponleu Selpak 
ARM (American Rehabilitation Ministry) 
Pteah Teuk Dong 
Komar Santapeap 2 
Dhammayietra Mongkol Borei 
TPO (Transcultural Psychosocial Organization) 
COSECAM (NGO Coalition to Address Sexual Exploitation of Children in Cambodia) 
MEDiCAM 
LICADHO (Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights） 

 
 

[ 8 ] 今後の展望 
2005 年は日本人駐在員のプノンペンへの異動に伴い、KnK

カンボジアのプロジェクト運営方法について全体的な見直し

を行った。これまでプロジェクトは日本人駐在員を中心として

運営されてきたが、日常業務のレベルにおいて意思決定の権限

を現地スタッフへ徐々に移譲しつつあり、現地スタッフの間に

は新たな責任感とチームワークが生まれてきている。 
プロジェクト実施面については、日本人駐在員並びに現地ス

タッフ共にネットワーキングに力を入れた一年となった。

KnK カンボジアの丸 5 年になる活動を他団体にも広く知って

もらい互いの協力関係を構築することに加え、社会復帰後の子

どもたちの受け皿となるコミュニティや地方政府とも積極的

に接触を図り、子どもを取り巻く諸問題の正しい理解の促進を

目指している。2006 年も引き続き関係省庁や NGO そしてコ

ミュニティと連携しながら、プロジェクトの更なる改善と新た

な取り組みに尽力したい。 
 
 

報告：KnK カンボジア代表 平田 晶子 
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     B  ベトナム活動報告 
 

[ 1 ] 概況 
 

ストリートチルドレンの問題に関し、ベトナム

政府は 2005 年よりコミュニティーベースのケア

の重要性を打ち出した。しかし、地域住民を動員

したシステムを各地方に構築することは容易では

なく、未だそれに関わるソーシャルワーカーや役

人の研修にかなりの労力と時間を費やしている状

態である。従って、貧しい農村部から都市部へ出

稼ぎにやってくる子どもは後を絶たず、ホーチミ

ン市の路上では終日物を売り歩いたり、靴磨きの

客を探し回ったりする子どもを常に目にする。 

KnK はそうしたストリートチルドレンのうち、

特にティーンエージャーを対象として、「若者の家・男子」を 2003 年 4 月に、「若者の家・女子」を

2004 年 1 月に、そして「グループホーム」を 2003 年 10 月より開設し、プロジェクトを運営してき

た。それぞれ受入れる人数を少なくして各自の細やかなケアを行うとともに、彼らがコミュニティー

に復帰できるまでを支援している。「若者の家・男子」および「グループホーム」は 2005 年半ばに

プロジェクトを終了し、それぞれの卒業と自立を見届けた。 

 

 

[ 2 ] 若者の家・男子 プロジェクト 

 

約 2 年間に渡り運営してきた若者の家プロジェクトは本年 5 月末に終了した。それまでに合計 19 名

の男子を受入れ、その内 4 名は家族との和解が成立して 2004 年中に家庭へ戻り、2005 年 5 月末に

は計 15 名が若者の家のプログラムを終えて卒業し社会復帰を果たしていった。７名は職業訓練で身

に付けた技術を活かしてホーチミン市内で就職し、他の８名は家族や親戚と和解をした上で公立学校

等への通学を続けている。プロジェクトを共同運営したパートナー団体のユースソーシャルワークセ

ンター (YSWC)は、その後雇用と職業訓練を統合したストリートチルドレンのための学校を開設す

るなど、本プロジェクトの経験を活かし、ホーチミン市における青少年ケアに引き続き尽力している。 

 

１）子どもたちの変化 

子どもたちの多くは、路上での生活を経験したいわゆるストリートチルドレンであった。家庭が極

貧なために地方からホーチミン市へ出稼ぎに来て、宝くじを売

り歩いたり、屋台で麺類やコーヒーを売ったりするなどして大

人たちに酷使させられていたところを、プロジェクトのエデュ

ケーターと出会い、若者の家に受け入れられた。子ども 19 名

のうち 15 名が地方の出身である。両親に見放されるなどして、

家族と長く離れて暮らしてきた者ばかりであった。 

子どもたちは若者の家に約 2 年間滞在したが、その間の成長

には目を見張るものがあった。家に入居した当初は毎日規則正

しい生活を送る訓練から始まり、自由奔放な路上生活での習慣

を改めて身の回りのことは自ら管理するという習慣を初めて

身に付けた。15 名が計 4 つのグループに分かれてそれぞれに

リーダーを決め、部屋の掃除や料理の分担仕事等をきちんと行

っているかどうかグループ毎に管理したり、毎週末の全体ミー

ティングで問題点を話し合ったりするなどの活動は、子どもた

ちの生活環境を整え、自立した一歩を踏み出させるのに役立っ



 14

たと思われる。 

日常管理ができるようになり、同時に識字能力や職業技術のレベルが上がるにつれて、子どもたち

の表情が変わり、日頃の態度や行動にも自信を回復した様子が次第に見られるようになった。当初は

近隣の住民たちとの関わりや外部の学生との交流などに対し、かなり気負いした態度で接していた子

どもたちも徐々に積極性を持つようになり、地域社会への参加も少しずつではあるが果たしていった。

何よりも若者の家でスタッフの愛情や仲間との友情に支えられ、子どもたちの精神状態が安定してき

たことはそれぞれの成長に大いに影響したといえる。 

 

しかし、卒業を間近に控えた子どもたちの中に

は将来への不安を口にする者が多くあった。再び

家族のもとに戻って問題なく暮らしていくこと

ができるかどうか、オーナーは雇ってくれそうだ

がどの位の給料をもらうことができるのかなど、

若者の家を卒業した後の将来を心配する気持ち

はどの子どもたちにも共通して当然であったろ

う。そのために多少情緒不安定な態度を見せたり、

まだ独り立ちをしたくないとスタッフに訴えた

りする子どももあったが、エデュケーターは個々

の子どもの不安を取り除くべく、家族や就職先と

の連携を含めたきめの細かいカウンセリングを

行っていった。 
 

２）就学、職業訓練と就職 

最終的に 8 名が高等学校へ、3 名が工業高校へ各々進学し、1 名が中学校での進級を果たしている。

復学した当初は子どもたちも授業についていくことが難しく、識字教師が夜間に補習指導を実施した

時期もあったが、次第にその必要もなくなった。

約三分の一がクラスで良い成績をとり、飛び級を

果たしている。なお、他の 3 名は職業訓練に集中

するために、公立学校への通学を中途で断念した。 
特に卒業が近づくと子どもたちはみな職業訓練

によく励み、上達も早かった。下記の表 2.にある

通り、15 名のうち 6 名が卒業と同時に正式に雇用

され、6 名が職業訓練を継続している。子どもた

ちの多くは専門技術のみでなくビジネスのノウハ

ウを合わせて学ぶことができるよう、民間商店で

オーナーの指導のもと OJT を受けていた。 
 

表 1. 若者の家・男子 職業訓練分野と就職 

 職業訓練分野 人数 就職状況 

1 オートバイ修理 8 内 5 名は訓練先のオーナーにその技術と勤務態度を認められ、

修理工として雇用された。１名は工業高校で訓練を継続してい

る。 

2 理髪 3 内 2 名は職業訓練高等学校で訓練を継続しており、今後技術

がより上達すれば、学校からの推薦により理髪店での雇用が見

込まれる。 

3 レストラン（調理） 1 真面目な勤務態度が認められ、OJT を受けた一流ホテルの西

洋レストランで正式に雇用された。 

4 ベーカリー 3 公立学校への通学しながら、職業訓練を継続している。数ヵ月

後には訓練学校より適当なベーカリーショップへの就職を斡

旋される予定である。 

（2005 年 5 月末現在）  
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表 2. 若者の家・男子 卒業後の状況 

 

就職 

 

職業訓練の継続 

 

公立学校へ継続通学 

その他  

（英語学校へ新規入学） 

 

合計 

6 6 2 1 15 

（2005 年 5 月末現在）  

 

３）その他の活動および成果 
①啓発ワークショップの実施 
子どもたちが社会の一員として生活していく上で不可欠なライフスキルや社会習慣を身に付けるた

め、若者の家では毎月定期的に専門家を招き、ワークショップを開催した。テーマは「問題解決法」

など自己啓発的なものから「HIV/AIDS」といった特に青年期に必要なものなど多岐に渡り、エクサ

サイズやグループディスカッションを適宜まじえて実施した。 

 

②課外活動 
日常生活のストレスを発散し、かつ地域住民や同

年代の学生たちとの接点を保つために、地域内の

イベントや文化的な行事にはできる限り子ども

たちを参加させた。当初困惑した表情を浮かべて

いた子どもたちも次第に積極性を増し、そうした

機会を楽しむようになっていた。特に近隣の公立

学校と対抗するスポーツ大会や各々の特技を披

露する正月行事の場などで賞をとったりするな

ど活躍する子どもが増え、自信回復のきっかけと

もなり、良い影響が得られた。 
 

③卒業・家族との再統合 
2005 年に入ると、子どもたちの卒業後の進路決定に関するアセスメントが行われ、家族との和解や

就職の支援に重点が置かれた。卒業を控えた終盤の時期には、特に保護者の選定と評価を中心とし、

子どもたちに同行してエデュケーターが家族や親戚を訪問して、家族間に問題はないかどうか、子ど

もたちを受け入れる準備ができているかどうかなどを査定し、必要に応じてカウンセリングを実施し

た。 

 

４）スタッフ配置 

子どもたちの成長に伴って、プロジェクト開始当初は 5 名であったスタッフの数もセキュリティ

オフィサーと識字教師が各 1 名ずつ減り、後半にはエデュケーター2 名、ハウスキーパー1 名の計 3
名が子どもたちのケアに当たった。子どもたちの自立的な生活を奨励し、促進した結果である。エデ

ュケーターは子どもたちの父親役であり、かつ

先生としても常に慕われ、個々の子どもの様子

に気を配り、学業や職業訓練先のフォローおよ

び精神面でのサポートをきめ細かく行った。 
また、プロジェクトのチームは不定期ではあ

ったがホーチミン市内を歩き回り、路上の子ど

もたちの保護にも関わってきた。一ヶ月に約 20
名程度のストリートチルドレンに声をかけ、カ

ウンセリングを実施したり、他の施設や福祉機

関へ紹介したりした。コンタクトした子どもの

内、約 8 割は地方から出稼ぎにきて路上にたど

り着いたケースであり、6 人に 1 人はドラッグを

常用していたという。 
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[ 3 ] 若者の家・女子 プロジェクト 

 

2005 年 12 月までに合計 17 名の女子を受け

入れている。子どもは児童教育訓練センター

(CETC)に生活するティーンエージャーの中か

ら、家庭に戻ることが困難でかつ勉学や職業訓

練に励みたいという向学心のある者が選考さ

れた。若者の家に入ると、子どもたちの多くは

精神的にも安定し、その生活態度にも大きな改

善が見られるため、以前に衝突していた家族と

の関係が改善されて和解するケースも多くあ

った。パートナー団体である社会福祉労働省ホ

ーチミン市局およびその監督下にある CETC
と適宜話し合い、意見や経験を交換しつつ、プ

ロジェクト運営を進めた。 
 

１）子どもたちの変化 

これまでストリートチルドレンが一斉に収容される閉鎖的な施設で過ごしてきた子どもたちは入

居当時多少の当惑があったものの、エデュケーターの愛情とケアを受けながら、安定し開かれた環境

の中で年齢にふさわしい生活を楽しみ、享受するようになった。生活のリズムや時間の使い方などを

自分で決め、職業訓練先を自ら選択し、家の中の様々なルールも自分たちで話し合い決めていく、と

いった自主性を重んじる方法がとられ、個々のアイデンティティも着実に確立してきたようだ。 
また、思春期の少女たちは精神的にも身体的にも不安定に陥ることがしばしばあったが、エデュケ

ーターの忍耐強い指導のもと、子どもたちは日に日に成長を遂げていっている様子だ。特に女子の場

合、路上での生活経験が様々な社会からの偏見を生みがちであるが、自身の持つ価値を信じて将来へ

の希望を持つよう励まし続けた結果、その多くが一人前の社会人になるよう努力したいと前向きな発

言をするようになった。 
 

２）就学と職業訓練 

子どもたちの学力レベルは決して高くなく、

その約半数が小学校に在籍している。従って職

業技術を習得するペースも比較的遅いが、各々

の興味にあった分野を選択させるようにして

いるため、楽しみながら訓練に励んでいる。あ

る程度の技術を習得すると、もっと高度なレベ

ルに挑戦したい、技術専門学校へ進学したい、

といった声も最近では聞かれるようになって

きた。 
しかし、子どもたちが選択する職業の分野が

依然として限られており、今後はエデュケータ

ーがビジネス界とのネットワーキングを深め

て更に新しい分野を開拓していくことが必須

と考えられる。女子の雇用の機会とその可能性を将来的に拡げていくこともプロジェクトの役割の一

つであろう。 
 

表 3.  若者の家・女子 職業訓練分野と進捗状況            

 職業訓練分野 人数 進捗状況 

1 縫製 4 訓練センターの基礎コースに在籍。 

2 美容 2 訓練センターの基礎コースに在籍。 
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3 ファッションデザイ

ン・アート 

1 本人の強い意志と学力レベルの高さもあり、上達が早い。現

在、翌年の芸術大学受験のため、勉強・訓練中。 

4 未定 1 現在、エデュケーターによるカウンセリングを実施中。 

 （2005 年 12 月現在） 
 
３）その他の活動および成果 

①課外活動 
学校や職業訓練への通学で時間が限られているものの、レクリエーション活動への参加も出来る限り

機会を設けるようにしている。子どもたちは児童教育訓練センターが開催した文化祭に参加するなど

して同地域の人々と交流したり、ホーチミン市近郊のテーマパークへピクニックに出かけたりした。 
 

②家族との再統合 
2005 年には計 3 名が家庭に戻り、家族のもとか

ら公立学校への通学を継続するようになった。

エデュケーターは家庭訪問を行って家族と話し

合い、子どもたちを受け入れる環境が整ってい

ることを確認した上で家族との再統合を手助け

する。 

 

４）スタッフ配置 

学業および職業訓練のフォローアップを行うほ

かに、多感な時期にある子どもの良い相談相手

になっている。エデュケーターにはソーシャル

ワークを専攻した比較的若年の者が選ばれてお

り、子どもたちと共同生活を送りつつも基本的には子どもたちの自主的な行動や決定を尊重・奨励す

るよう心がけている。 

 

 

[ 4 ] 青少年奨学サポート・グループホームプロジェクト 

 

比較的年齢の高い若者計 10 名に対して、就学・職業訓練のための奨学金と最小限の生活費および

精神的なバックアップを提供し、その社会復帰を支援した。職業技術の習得が早かった内 5 名は 2005
年 3 月までに卒業したため、それまでホーチミン市内に 2 箇所開設していた居室を途中で一箇所に

統合し、残る 5 名も 8 月にそれぞれ自立を果たした。 

 

１）若者たちの変化 

若者たちは、大人からの強制によることなく、仲間との共同生活を送りながら自主的に通学および

職業訓練を続けていたため、卒業前には将来に対する責任感もすでに個々に芽生えていた。従って、

就職先に関しても自ら見つけてきたり、訓練先のオーナーと相談したりするなど、自立した態度が大

いに見られた。 

 

２）就学、職業訓練と就職 

卒業の時点で、1 名が中学校に、5 名が高等学校

に通学し、残る 1 名が大学で中国語を専攻してい

た。他の 3 名は職業訓練に集中するため、中学校

への通学を中途で断念した。若者たちはみな経済

的な自立を意識して職業訓練によく励み、それぞ

れの道を選択して卒業した。向学心のある者が多

く、1 名は高等学校を卒業し、他にも 3 名の若者

が 2006 年中に卒業の見込みである。 
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表 4. グループホーム 職業訓練分野と就職 

 職業訓練分野 人数 就職状況 

1 写真 3 3 名とも写真撮影のみでなく、あわせてフォトショップなど

のコンピューター技術を勉強し、十分な技術を習得したた

め、写真店に正式に雇用された。 

2 自動車修理 1 OJT を受けたオーナーのもとで、食事および生活に必要な手

当てを受けながら修理工として働き始めた。 

3 オートバイ修理 1 OJT を受けたオーナーのもとで、食事および生活に必要な手

当てを受けながら修理工として働き始めた。 

4 縫製 1 近所の住民からオーダーを受け、家族のもとでテーラーとし

て開業した。より安定した収入を得るため、縫製工場での就

職口を探している。 

5 コンピューター 1 現在公立学校に通学しながらコンピューターの技術を学ん

でいる。1 年後に研修コースを修了してパートタイムの仕事

に付き、高校を卒業することを本人は希望している。 

6 レストラン（調理） 1 ホーチミン市内のレストランで正式に雇用された。勤務態度

が真面目なため、オーナーにも認められ、数ヶ月の後に給料

も上げられた。 

（2005 年 8 月現在）  

 

表 5.  グループホーム 卒業後の状況 

 

就職 

 

公立学校へ継続通学 

公立学校へ継続通学するとと

もに高度の職業訓練開始 

 

合計 

8 1 1 15 

（2005 年 8 月現在）  

３）その他の活動および成果 
①卒業・家族との再統合 
家族との関係については、エデュケーターが特別に家庭訪問をしたりはせずに、若者たち自らの意思

に任せた。各々精神的にも安定してきているせいか、自ら久しく会っていなかった家族のもとを訪ね

たり、親から虐待を受けた記憶を客観的に捉えてエデュケーターに話をしてみたりするなど、家族と

の問題にそれぞれが解決策を見出していたのは興味深い。 
 

②自助努力の開始 
各々身につけた技術を利用して若者たちの多くが

就職を果たしたが、収入を得るようになった後も、

時間的な余裕ができたら学校へ戻りたい、または

貯金をして再度大学入試に挑戦したい、という声

が数名から聞こえてきている。援助にばかり頼ら

ず、自分の将来は自分で築くといった強い意志と

自立心が伺われるようになった。 
 
 
 
 
 

 
４）スタッフの役割と活動 

エデュケーター１名が週に数回子どもたちを訪問し、フォローアップにあたったが、基本的には若者

たちの自立した生活を見守る程度の手助けにとどめた。 
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[ 5 ] 現地団体の活動支援 

 

児童教育訓練センター（CETC）内レクリエーション活動「スキルクラブ」の支援 

ホーチミン市内で最も大規模な子どもの教育センターであ

る CETC 内には常時 300 名から 400 名が生活している。子ど

もたちは地方から出稼ぎに来てホーチミン市の路上にたどり

着き、警察の手によって保護されてこのセンターに移送され

てくるわけだが、その人数の多さから個々への細やかなケア

の提供は難しい。センターではそうした子どもたちが閉鎖さ

れた環境の中、日常のストレスから開放されて少しでも精神

的なリハビリを可能にするよう「スキルクラブ」と称するレ

クリエーション活動を実施しており、KnK はその内音楽とサ

ーカスの 2 クラブを 2004 年より支援している。現在、音楽ク

ラブに 20 名、サーカスクラブに 40 名ほどの子どもたちが参

加しておりスキルを学ぶとともに仲間との楽しい時間を享受

している。センター内で様々なイベントがある度にそのパフ

ォーマンスを披露し、クラブ活動は子どもたちの自信回復に

も役立っている。 

 

 

 

[ 6 ] 現地における広報などその他の活動 

 

チャリティーバザーへの参加 

2005 年 3 月にはホーチミン日本商工会の主催したバザーに、パートナー団体である児童教育訓練セ

ンターとともに参加した。同センターの子どもたちが描いた絵画や KnK のロゴ入り T シャツなどを

販売するとともに、バザーに立ち寄ったホーチミン市民に対し、青少年に対する支援とそのプロジェ

クト活動について広報に努めた。当日はセンターの年長の子どもたちも手伝いに駆けつけ、和やかな

雰囲気の中、約 15,000 円の収益を得、センターの事業費として活用するよう寄付した。 
 
 
友情のレポーターによる取材活動 

2005年3月には日本から友情のレポーター2名を

迎えた。レポーターは現地のプロジェクトの子ど

もたちと交流し、彼らの通う学校や職業訓練先を

見学した。また、孤児の施設を訪問したり、実際

に路上で生活するストリートチルドレンを取材

したりすることで、彼らが抱えている現状を取材

した。プロジェクトの子どもたちも自分の過去に

ついて語り、自身が体験してきた問題や思いを伝

えてレポーターの取材内容を深めた。 
 

 

[ 7 ] 関連諸機関の一覧 

 

プロジェクトパートナー団体： 
「若者の家・男子」 

・ 青年連合ユースソーシャルワークセンター  
[Youth Federation Youth Social Work Center (YSWC)] 
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「若者の家・女子」 
・ ベトナム社会福祉労働省ホーチミン市局 

[Department of Labour, Invalids and Social Affairs (DOLISA)] 
・ 児童教育訓練センター 

[Children Education and Training Center (CETC)] 
 
関連政府機関： 
・ ホーチミン人民委員会  [The People’s Committee of Ho Chi Minh City]  
・ 人民援助調整委員会 [People’s Aid Coordinating Committee (PACCOM)] 
・ ホーチミン友好協会連合 [Ho Chi Minh City Union of Friendship Organization (HUFO)] 

 

 

[ 8 ] 今後の課題と展望 

 

若者の家・男子およびグループホームの子どもたちはプロジェクトを巣立ち、学業の継続や就職の

道を選んでそれぞれの道を歩み始めた。しかし、単にこの卒業をプロジェクトの成功とみなすのでな

く、今後どのように個々のケースをフォローしていくかがこれからの課題でもある。家族との和解を

一度果たしても後に新たな問題を抱えてしまったり、就職先が見つかっても再び経済的に困難な状況

に陥ったりすることは大いにあり得る。子どもたちは精神的に成長したとはいえ、まだ様々な面で支

援を必要とするティーンエージャーであり、適宜サポートしていく必要がある。今後、パートナー団

体と相談して子どもたちのフォローアップにあたるとともにプロジェクトの効果を評価し、同時にプ

ロジェクトで培った経験やノウハウをどのように他の団体や政府機関とシェアしていくべきか、検討

を要する。 

また、今後はプロジェクト内に限らず、地域の若者たちをどう支援すべきかという視点から、地方

自治体や民間企業等へのネットワーキングをさらに展開する必要がある。そうして地域の人々の理解

を得ることにより、ストリートチルドレンであったことに対する偏見を払拭し、子どもたちが再び受

け入れられる環境作りを促進することが、彼らのスムーズな社会復帰を実現するために重要である。 
 

報告：KnK エデュケーション・ディレクター 大竹 綾子 
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     C  フィリピン活動報告 
  

[ 1 ] 概況 
 

2001 年からプロジェクトが開始され、5 年目にあたる本年

は当団体が対象とするストリートチルドレン、未成年受刑者、

未成年労働者への活動を今後より効果的、効率的かつ包括的

に行うにあたっての振り返りの年でもあったといえる。現在

KnKフィリピンが戦略としている更正プログラムを重視した

「友情の家」、予防・促進を目的とした地域基盤の「パヤタス・

バゴンシーラン」、青少年・児童権利の保護を中心とした「墓

地・刑務所訪問」の 3 輪をうまく回らせることが大きな課題

となった。 
 
 
[ 2 ] 友情の家 プロジェクト 
 

2004 年に「若者の家」と統合され、事情により家庭に戻れない子どもを保護することを目的と

した施設として運営されている。10 歳から 25
歳の青少年、常時 20 名前後の滞在者がここで生

活している。ほかの施設での受け入れが困難と

される年長の子どもを優先的に受け入れていた

が、年少の子どもも緊急性を問われる危機下に

置かれている状況を無視できないことから一時

的に地域より保護している。また KnK の活動の

一部である刑務所活動から釈放された未成年受

刑者が事情により家庭に戻れない場合も、KnK
が保護観察している。本年はこの CICL
（Children in Conflict with the law＝法的問題

を抱えた子どもたち）の割合が増えた。 
 
表１．「友情の家」利用者推移 
 1

月 
2
月 

3
月 

4
月 

5
月 

6
月 

7
月 

8
月 

9
月 

10
月 

11
月 

12
月 

定住者 12 18 15 12 16 18 18 20 16 20 23 23 
短期滞在者 4 ０ ４ ３ ３ ２ １ ３ 11 ４ ２ － 
訪問のみ ０ 1  ５ ７ ３ ３ ４ ５ ８ ７ ２ － 
 
表２．「友情の家」利用者内訳 

 人数 割合 
地域から一時保護 12 人 18% 
ストリートチルドレン 31 人 50％ 
CICL*  19 人 32％ 

*CICL＝裁判所の要請により、KnK が保護者となって保護観察を行うケース  
 

「更正」という点から見た場合、スタッフによる日常生活のモニタリング、教育、毎週末行わ

れる「振り返り・行動評価」が大きく働きかけ、グループによる炊事、清掃が各自責任を持って

分担できるようになり、洗濯やアイロンがけなど自立に向けた日常生活行動が身についてきてい

る。墓地から一時保護した子どもの中には、短期間の入所のみですぐに墓地や路上に戻ってしま
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うケースもあるが、その場合もスタッフによるフォローを行っている。年間を通して、地域（家

庭）に戻ったケースは 7 名、また他の NGO 機関、リハビリ施設へ移動したものは 7 名である。 
教育面では、3 月の卒業・修了時には 7 名が

無事修了し、進級を果たした。6 月の進学時に

は、11 名が公式の学校へ進学・進級したがうち

3 名が退学し、12 月現在 8 名が公式教育を受け

ている（小学レベル 5 名、高校レベル 3 名）こ

のほかに 7 名（小学レベル 4 名、高校レベル 3
名）が KnK の運営する非公式教育のプログラム

に参加している。またボランティア教師による

補習クラスが友情の家で行われている。 
日常生活では依然子どもの間での争いなどは

起こっているが、友情の家の中でもさらに年長

で、KnK に長期間保護されている子どもを、次

のピア・エデュケーターとなるためのトレーニングをスタッフ、現ピア・エデゥケーターの指導

の下受けさせつつ、問題解決に向けた活動を自らで行えるように働きかけている。このほか、週

末学校が休みの日には、性教育、芸術を用いた心理療法の実施など、子どもたちの背景を重視し

たプログラムを計画し実施している。 
 
 
[ 3 ] パヤタス 
 

マニラ首都圏ケソン市のほぼ中央に位置する

パヤタスでは、ごみ山（スモーキー・マウンテ

ン）があることから、ごみを収集して生計を立

てる家庭がスラムを形成し、教育を受けずに家

計を助けるために働く未成年者が数多く滞在す

る。KnK ではこのような子どもたちへ奨学金、

非公式教育の実施を行うことによって、生活の

質を高めるかかわりを持っている。また毎週土

曜日にレクリエーション活動を行い子どもたち

の社交性を高めるとともに、絵画や演劇、図工

などを行っている。 
2005 年、KnK から教育費のサポートを受け公

立学校に通学する者は 6 名（小学レベル 1 名、高校レベル 5 名）、KnK が主体となって行う非公

式教育に登録したものは 40 名である。毎週土曜日のレクリエーション活動参加者は全体として

119 名が参加し、うち 53 名が定期的に活動に参加している。 
パヤタスでは地域を基盤としていることから、母親を巻き込んだ活動の必要性を受けボランテ

ィアとして KnK の活動に関わってもらってい

る。ボランティアとして働いた母親は年間 16
名、うち 5 名は定期的にレクリエーション時の

給食作りを中心に貢献してくれた。またパヤタ

スでは数多くの NGO が存在することから、情

報交換の場として NGO/GO 会議を毎月 1 回行

い、特に医療面では他団体の NGO や地域の医

師に依頼し、子どもの予防接種や健康診断を実

施することができた。家庭との連絡調整はスタ

ッフが家庭訪問を随時行っており、年間 39 件の

家庭訪問を行い、両親との懇談会は 4 回行い、

174 名の両親が合計して参加した。 
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[ 4 ] バゴンシーラン 
 

カローカン市の北部に位置するバゴンシーランは、アジア最大といわれるスラム地域を形成し

ており、その住人のほとんどは定期的な収入を得ない貧困層である。そのため学校に通えない子

どもは、窃盗や強盗、非合法薬物の使用などの犯罪に手を染める傾向にある。2002 年より KnK
ではバゴンシーランへ週 1 回の非公式教育の実施を行ってきたが、刑務所活動との連携不足や、

ニーズと供給のバランスがとれていないことが問題となり、本年 7 月からプロジェクトを拡大し、

強固な連携を組んだ活動を展開し始めた。バゴンシーランの地域でも人口の多い 2 箇所で月曜日

を除く平日に非公式教育を実施、また地区内に

「KnK 情報センター」を立ち上げ、スタッフが

子どもの権利を保護するための情報の場として、

地域住民の意識改革に乗り出している。地域住

民を巻き込んだ活動を行うために、バゴンシー

ランの役場関係者と適宜話し会いの場を持ち、

協力を仰いでいる。またトレーニングにも力を

入れており、本年開催もしくは参加した研修は、

「性教育と性差」、「非行防止と青少年犯罪予防

のためのピア・エデュケーター、リーダーシッ

プ研修、「アートセラピー」、「犯罪と地域におけ

る更正プログラム」である。 
 
非公式教育参加者 
フェーズ７：42 名（小学レベル－8 名、基礎レベル－5 名、高校レベル－29 名） 
フェーズ８：8 名 （小学レベル－1 名、基礎レベル－1 名、高校レベル－6 名） 

 
 
[ 5 ] 墓地 
 

KnK が保護するストリートチルドレンの多く

は、カローカン市に位置するサガンダーン墓地に

寝泊りもしくは日中滞在する子どもたちである。

現在墓地に滞在する未成年（19 歳以下）は 70 名

～100 名といわれており、正確な人数の把握はで

きていない。しかしその数は増加傾向にあり、ほ

とんどの者が労働に従事するとともに、シンナー

や喫煙などの中毒者である。2001 年からこの墓

地に毎週 1 回スタッフを派遣し、子どもの保護に

努めてきたが、健康問題を抱える子ども、ストリ

ートチルドレン同士の性交渉ならびに出産とい

った状況をフォローするうえで、更なるモニタ

リングが必要ということから、7 月より週 2 回

スタッフが墓地に赴きフォローに当たっている。

KnK が運営する「友情の家」への受け入れは男

子と限定されているが、女子の保護も緊急課題

として臨まれることをうけ、他団体、市当局お

よびプライマリ・ヘルスクリニックとの連携に

も力をいれてきた。 
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[ 6 ] 法に抵触した青少年への支援 
 

フィリピンにおける法律では 9 歳以上から逮捕できる権利が警察に定められており、受刑者は

地域によって成人受刑者と同じ刑務所に収監され、裁判の遅れ、更正プログラムの皆無、劣悪な

環境といった不当な状況下に置かれている。KnK では前年に引き続き、カローカン市、マラボン

市、ナボタス市の 3 箇所の刑務所へ毎週 1 回スタッフを派遣させ、識字教育、音楽、スポーツ、

図画などのレクリエーションを通して更正プログラムを行っている。また未成年受刑者の多くは

貧困家庭出身であるために、釈放手続きに関する知識

不足および資金不足という点から、さらに釈放ケース

が困難な状況である。このため KnK のスタッフが裁判

に必要な書類の作成や刑務所、裁判所、家庭との連絡

がスムーズにとれるように働きかけている。2005 年 11
月までに KnK の支援により、釈放された未成年者は

150 名である。前年より大幅な釈放が進んだというこ

とから、今後は未成年受刑者と地域を結んだ活動をさ

らに積極的に行っていく予定である。また 2005 年は未

成年受刑者に関する法律の見直しが国際的な問題とし

て取り上げられるようになったことを受け、フィリピ

ンでも現在多くの国際機関、NGO がアドボカシーに力

を入れている。今後 KnK でも未成年受刑者の環境改善

に働きかける一員として、他団体との連携を強固にし

ていく課題がのぞまれている。 
 
 
[ 7 ] スタッフ配置状況 
 

プロジェクトを円滑に行うためには、スタッフおよびボランティアのチームマネジメントつく

りが必須となっている。KnK フィリピンでの現地スタッフは合計 10 名、KnK の全体のプロジェ

クトに関わっている定期ボランティアが 3 名、ほか地域ごとに母親を中心としたボランティアが

活動に参画した。今後スタッフがより効果的かつ効率的な活動を展開していくためにも、スタッ

フの研修を充実化していく予定である。 
 
スタッフ配置 （12 月末現在） 

友情の家  
‐ハウスマネージャー 
‐ピア・エデゥケーター 
‐ソーシャルワーカー 
‐セキュリティ・オフィサー 
‐経理補佐 

1 名 
1 名 
1 名 
1 名 
1 名 

地域活動 
‐教師 
‐ピア・エデゥケーター 

 
2 名 
1 名 

地域・刑務所 
‐ソーシャルワーカー 
‐パラ・リーガルオフィサー 

 
1 名 
1 名 
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[ 8 ] パートナーシップ 
 

Terre des Hommes-Nether land （バゴンシーランプロジェクトの資金支援） 
Child Justice League, PREDA 財団、ECPAT、Child Hope、ASAP、 
フランス大使館 Ms. Benedict、International Justice Mission (IJM), ICAN-Phil Inc. 
German Doctor, HOPE-Phil, Medical Action Group (Dr. Ben) 

 
 
[ 9 ] 今後の展望 
 

KnK では「共に成長する」というビジョンから、日本

をはじめお互いの国を理解することを目的とした交流の

場をもつことにも力をいれている。学校の春、夏休みを利

用して現地活動の見学を行う大学生グループ AYIP の受

け入れをはじめ、KnK の活動に興味を持ってくださった

方々がフィリピンを訪問してくださった。2005 年の訪問

者受け入れは、のべ 70 名である（取材関係者を含む）。 
2005 年は先にも述べたように、今までの KnK フィリ

ピンの行ったプロジェクトの振り返りであるとともに、そ

れぞれの活動が単体で動くのではなく、相互作用していく

ようマネジメントしていく必要性を感じた年でもある。

KnK-フィリピンが対象とする子どもたちは、各自がそれ

ぞれの家庭、地域社会の一員として受け入れられることを

目標としている。そのためには彼らの地域社会の環境改善

に関しても当団体が取り組んでいく課題である。2006 年

は家庭訪問、両親・地域住民会議を具体策とした包括的な

アプローチを行っていくとともに、当団体の方向性をしっ

かりと根付かせていくことに力を入れていきたい。 
 

報告：KnK フィリピン代表 相原 洋子 
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     D  インドネシア活動報告 
 
[ 1 ] 概況 

 
 2004 年 12 月 26 日、スマトラ島沖にてマグ

ニチュード 9 の地震が発生、その数十分後に過

去に類を見ないほどの大津波がインドネシア

のアチェ州を襲った。中でもバンダアチェ市の

被害が最もひどく町の三分の一が破壊された。

死者、行方不明者は 16 万にも及びその犠牲者

の三分の一は未成年者であった。地震直後は、

海の水が一気に引き浜辺には無数の魚が打ち

上げられた。その魚を捕ろうと人々は浜辺に群

がり多くの人が津波の犠牲になった。住人の証

言によると飛行機かヘリコプターが来るよう

な音が聞こえその後、「大波がやってくる！」

とあちこちで叫び声のなか、海と反対方向に

人々が逃げ惑ったという。海岸線から約 3km
はほぼ壊滅状態にあり、町の中心部も水位が 2 
ｍにも及び建物の１階部分が水没してしまっ

た。水が引いた後は民家の姿は消え瓦礫の山だ

けと無数の死体が残された。海に停泊していた電力船が海岸から遠く離れた陸地に流されてきたこと

も津波の威力を物語っている。 
ナングロ・アチェ・ダルサラーム(Nanguro Aceh Darasaram)は「セランビ・メッカ」（メッカの

ベランダ）と呼ばれ、9 世紀にインドネシアで初めてイスラム教が布教された。その信仰は他の地域

よりも強い。また豊富な資源にも恵まれ、独立国家として独自の文化が発展してきた。しかし 20 世

紀半ばにインドネシアの特別州に指定されるたことにより、以降自由アチェ運動（GAM）とインド

ネシア政府との紛争が絶えなかった。しかし、今回の津波で世界の注目を一気に浴びたことなどから

８月に停戦協定が結ばれた。当初は反対派の暴動なども懸念されたがその後も特に目立った争いもな

く、武装解除も着実に進んでいる。 
 
 

[ 2 ] 調査ミッション 
 

2.1 首都ジャカルタでの情報収集 
国境なき子どもたち（KnK）は緊急に現地へスタッフを派遣し調査を行った。１月 4 日からタイで

の調査に引き続き 10 日にはインドネシアに入国し首都ジャカルタで情報収集を行った。在日インド

ネシア大使館やインドネシアのローカル NGO 等と接触するが各機関とも混乱状態にあり思うよう

に情報を入手できなかった。その中で ICWF（Indonesia Child Welfare Foundation）からバンダア

チェ市でのモバイルライブラリー（移動型図書館）事業実施への財務支援について打診を受け、彼ら

と協力してアチェ州の被災地にて活動を開始するに至った。 
 

2.2 バンダアチェ市内での視察 
同 12 日にはアチェでの調査を開始した。バンダアチェ市では ICWF のアチェ支部スタッフと共に市

内の視察を行った。市街地北・北西部辺り一帯は、津波災害前は密集した住宅地であったようだが、

家屋の殆どが無残にも倒壊・崩壊しており、泥水に浸ったままであった。中には倒壊した車両や、沖

の方から津波により運ばれてきた中型の船舶の姿も数多く見られた。多数の遺体が手の付けられてい

ない状態で水面下に放置され所々で強烈な異臭がたちこめていた。学校の敷地をいくつか訪問したが、

校舎はどれも無残にも崩壊していた。さらにそのまま進んでいくと、戦場の跡地のように、見渡す限

ⒸAtsushi Shibuya
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り全ての建物が崩壊し、一面が瓦礫の山となっていった。そうした光景がしばらくの間、3～5km 程

にわたり続いた。バンダアチェ市内およびその近郊では、多くの子どもたちが災害孤児になった状況

が容易に予想された。なお、市街地中心部を除く被災地では、その復興どころか、破損物撤去や清掃

等も未だままならない状態にあり、子どもを含む犠牲者数等の詳細なデータはなし。また、同地域の

学校に関してはいつ再開されるか全く不明な状況であり、奨学金支給等の支援実施は現時点で現実的

な選択ではなかったため、KnK からの支援事業の提案としては、被災した子どもたちを主な対象と

して、心理面でのケアを中心とする中・長期的なサポートを実施することとなった。 
 
 

[ 3 ] 移動型図書館兼デイケア・センター プロジェクト 
 

3.1 プロジェクト概要 
   被災した子どもたちは大きな精神的ショック

を受け、トラウマを抱えている。その子どもた

ちのストレスを少しでも和らげることが必要

となる。最初は図書を揃えるよりも、子どもた

ちのためのおもちゃやゲーム、玩具などを揃え、

遊び的要素を含ませた。巡回場所としては各村

にあるコミュニティ・センター（集会所によう

なもの）を利用した。子どもの対象人数を 20
～25 名ほどで活動を開始したが 3 月には外務

省より NGO 資金支援協力を得ることにより活

動を拡大することができた。またその頃にはテ

ント生活を強いられていた人々も仮設住宅に

移動しており、ICWF／KnK チームも活動地を仮設住宅が

ある 6 ヶ所の被災者キャンプを巡回することにした。12 月

現在は 5 ヶ所の被災者キャンプを巡回している。 
スタッフは週 1 回各キャンプを巡回し、１週間ごとにプロ

グラムを変えて年齢に合わせたプログラムを行っている。

中長期的な支援をすることで子どもたちの心の変化に合わ

せたケアを行った。 
 

3.2 活動地： 
1 月～6 月：ランバロ、サムハニ、アルシャ、 

ダヤハスマニャ、バブナジャ、ローングラヤ 
6 月～12 月：ランバロ、ランディンギン、ランハッサン、 

バランビンタン、ジェンドゥ（7 月まで）、 
ラムヌフン（8 月から） 

 
3.3 対象年齢： 0 歳から１8 歳 

 
3.4 活動対象人数： 

  キャンプ名 18 歳以下 両親を失った 
子ども 

片親を失った 
子ども 

巡回日 

1 月～6 月 
ランバロ 1 70 人   日曜日 
サムハニ 90 人   日曜日 
ダヤウスマニャ 90 人   火曜日 
アルシャ 75 人   木曜日 
ローングヤナ 60 人   金曜日 
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バブナシャ 70 人   土曜日 
6 月～12 月 

ラムディンギン 49 人 12 人 7 人 月曜日 
ラムハッサン 139 人 7 人 12 人 火曜日 
バランビンタン 141 人 14 人 20 人 水曜日 
ランバロ 2 297 人 0 人 0 人 木曜日 
ジェント (7 月まで) 213 人 14 人 45 人 土曜日 
ラムヌフン (8 月から) 88 人 1 人 4 人 土曜日 

 
3.5 モバイルライブラリー （移動型図書館兼デイケア・センター） 

 スタッフが車で週 1 回ずつ各キャンプを巡

回し、１週間ごとにプログラムを変えて年齢に

合わせたプログラムを行っている。0 歳から

18 歳の子どもたちが対象で、いずれも家や家

族、親戚、友人を失っている。子どもたちの年

齢の幅が広いため年齢ごとにグループに分け

ており、年少の子どもたちには本の読み聞かせ

やゲーム、塗り絵等、年長の子どもに作文やお

絵描き、簡単な工作指導等を行っている。また、

カウンセリングの一環として津波のときの体

験や津波後の生活や出来事などを話し合うこ

ともプログラムに含むようにした。そして活動

の最後には、スナックや鉛筆などを配り子どもたちが継続して参加するように促している。 
幼い子どもたちは自分の体験を話す際、無表情で話し中には苦笑いのような表情を見せる子が多く

いた。両親を失ったときのことを話すときも泣き出すこともなく淡々と語っていた。年齢が低い子ど

もたちに関しては、津波のあまりの衝撃からその現実を受け入れることができず、親の死さえも理解

できていない様子であった。一方、年齢が高くなるにつれ泣きながら話をしたり、悲しみからか話を

続けられなくなる子どもも見受けられた。 
こうした子どもたちの傷ついた心を癒す特効薬はない。定期的に彼らを訪れそばにい続けることが

最も重要と考えられる。当初はいくつもの NGO が各キャンプで子どもたちへのケアを行っていたが、

一年を経過した現在、キャンプによってはこうした活動を行っているのは KnK のみとなっている。 
 

3.6 スポーツ大会 
8 月にランバロにおいて ICWF/KnK 主催のスポーツ大会を開催した。5 ヵ所のキャンプから各 65

名の子どもたちが参加して競技を行った。種目は競争 2 種目に、綱引き、サッカー、コーランの暗唱

など 5 種目を年齢に合わせて行った。子どもたちは当日参加するだけでなく事前の準備段階から各キ

ャンプ内で打ち合わせや練習などを行った。また、当日参加できなかった子どもたちは、参加者を送

り出すために踊りの練習なども行った。スタッフだけでは手が足りないため、各キャンプから年長の

子どもたちを始め参加者の母親もボランティアとして参加してくれた。昼休みには昼食を配給し競技

終了後には軽食とドリンクを配った。また、競技が終了した子や待ち時間が長い子どもたちのために

待合室を設け、そこで絵本の読み聞かせなど子どもたち全体が飽きないように工夫を凝らした。この

スポーツ大会により子ども間の連帯感を養うと共に各キャンプの交流を深め情報交換にも役立った。 
 

3.7 現地スタッフの活動状況 
プロジェクトマネージャー1 名、 
ソーシャルワーカー2 名、 
アドミニストレーター1 名 
ドライバー1 名、 
ボランティア 4 名 
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 各キャンプ地には子どもたちの学校が終了

する午後に訪れ、午前中はミーティングや準備、

書類の整理などを行っている。午後のアクティ

ビティにはプロジェクトマネージャーを始め

ソーシャルワーカー2 名とボランティアが 2～
3 名が参加している。子どもたちに対してレク

リエーションやカウンセリングを行っている

間、別のスタッフが母親などの相談を受け付け

子どもたちの普段の状況なども把握するよう

に努めている。 
 

3.8 医療サービス 
6 月から計 2 回、各キャンプ地において医療

サービスを行った。ボランティア医師と看護師を招き、0 歳から 18 歳までの子どもたち及び妊娠中

の母親に対しての検診を行った。病気などの症状が見られた患者に対しては無料で薬を配り、妊娠中

及び授乳中の母親には栄養食を配給した。 
 
 

[ 4 ] ビデオワークショップ 
 

4.1 活動の趣旨 
ビデオ制作を通じて津波で被災した子どもたちを勇気付けると共に自分たちの経験を共有し、お互

いの気持ちをいたわることにより傷ついた心を癒すことを目的としている。 
 

4.2 対象者 
地震･津波により家族や友人を失った青少年（男子 8 人 女子 6 人）年齢 17 歳 

 
4.3 開催期間 

2005 年 4 月 10 日～5 月 10 日 
 

4.4 進行 
監督係、カメラマン係、アシスタント係の 3 つ

の役割に班分けを行い、子どもたちが責任を持

ってビデオ制作ができるように工夫した。最初

にカメラの技術的なことを講習して単なる遊

びではないことを理解させた。今回は津波をテ

ーマにするということで話を進めていった。参

加したメンバーの友だちの中で家と家族を亡

くした青年がいたので、その友人についてのビ

デオを作ることに決定した。そして具体的な構

成を絵に描かせ、その絵に沿って撮影を進めて

いった。 
撮影場所は、バンダアチェ市内、海岸線の崩壊した町の姿、自分たちの通っている学校、友人であ

る主人公の半壊した家で行い、彼の紹介とそのインタビューも行った。参加者の意見を交え編集を行

い、映像に合わせて自分たちでナレーション収録も行った。 
 

4.5 TV 放映 
2005 年 12 月 26 日の AM11:45 と PM4:30 の二回、ジャカルタの子ども向けテレビ番組「スペー

ストゥーン」にて津波発生から一年後の記念番組のなかで本ビデオワークショップの作品が放映され

た。 
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4.6 所見 
今回の地震・津波で、ビデオワークショップ

参加者が通う高校では生徒1,113人中249人も

の生徒の命が奪われた。津波発生後 1 ヶ月が経

過し、子どもたちの気持ちも落ち着いた頃に学

校が再開された。しかし教室に集まった生徒た

ちは、様変わりした学校と人数の減ったクラス

に戻ることで、再びあのときの悲しみが思い返

されたという。ビデオワークショップを開催し

た時期はそれよりもさらに 2 ヶ月が経過して

いるためか、悲しい表情は見せることもなく日

本にいる子どもたちと何ら変わることがない

ように感じられた。しかし津波で被害にあった

場所を撮影しに行くと、「ここにはたくさんの

友達が住んでいた…」と涙ぐむ子もいた。 
今回のビデオワークショップを開催し、協力して一つの作品を制作することにより、自分たちの気

持ちをお互いに共有することができ、自然とお互いをいたわることを再認識することができたように

思える。そして、この自分たちの経験をインドネシアの人々をはじめ日本の人々にも伝えるという意

識が育まれた。 
 

報告：KnK オペレーション・ディレクター 清水 匡 
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     E  インド活動報告 
 
[ 1 ] 概況 

 
   タミルナドゥ州ナガパティナム、ヴィランガニ

とその周辺の沿岸部 1,050km の地域における

2004 年末の津波による死亡者数は約 16,000 人。

ローカルパートナーによる聞き取り調査による

と、津波被災で孤児となった子どもは 873 名、

また約 1,900 名の子どもたちが片親を亡くして

いる。公立の孤児院もあるが、スタッフの数が

極端に少なくまた食事もあまり満足ではないこ

とから、衣食住を提供するだけの施設となって

いるため入居希望者は少ない。津波発生当初の

数週間は瓦礫の撤去や遺体の捜索、生活必需品

の配布等のために政府機関や国連機関、NGO
等が滞在し、支援活動を活発におこなっていた

が、現在ではそれらの団体はほとんど撤退してしまい、津波被災者に対して中・長期的な活動を行っ

ている団体はほとんどない。 
タミルナドゥ州はヒンドゥ教徒の割合が多く占めているが、ヴィランガニはキリスト教徒の割合が高

い。聖母マリアが再来した地という伝説があることからクリスマスや聖母マリアの誕生日などはイン

ド各地から数多くのキリスト教徒が集まってくる。津波が発生した 12 月 26 日もクリスマス翌日の

ため各地から人が訪れており、ヴィランガニの住人以外の人々も数多く犠牲になった。 
 
 
[ 2 ] 調査ミッション 
 

 国境なき子どもたち（KnK）は津波発生後、

ただちに現地へスタッフを派遣し調査を行っ

た。１月 10 日からのインドネシアでの調査に

引き続き 21 日にはインドに入国、インド南部

タミルナドゥ州トリチー地区において活動し

ている現地団体 DPWA（Depressed People’s 
Welfare Association）を訪問し情報収集に努め

た。タミルナドゥ州の海岸地帯では 362 もの

村々が破壊され、112,748 家族が難民となった

とされる。これらの人々は暫定的に避難所に保

護されていたが、その後の生活の見通しは全くたっていなかった。DPWA の調査によると 10 ヶ所の

村で 16,000 名以上が亡くなり、計 873 名の子どもが津波孤児となったという。 
ナガパティナム及びヴィランガニでは港には倒壊して打ち寄せられた漁船が幾つも重なり、津波の

大きさを物語っていた。船と船の間に何体もの遺体がはさまれ、探し出すのに大変手間がかかったと

いう。海岸一体は津波にすべてが一掃された後のスペースがただ広く残され、そこに何百という漁師

たちの家と生活があったのかと思うと無念でならない。ヴィランガニでは 5,000 名以上が津波の犠牲

になった。 
KnK は現地視察に入る前から現地と連絡を取り合い、1 月 19 日にはすでに施設（KnK ホーム）

が開設され同 22 日時点で計 43 名（8～17 才の男子 27 名、女子 16 名）を受け入れた。子どもたち

は主にヴィランガニおよびセルドゥールの出身で、DPWA スタッフの調査に基づき、津波孤児を中

心に最も支援を必要とする者が選ばれた。KnK ホームに入居する前はそのほとんどが避難所で生活

していた。 
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[ 3 ] KnK ホーム プロジェクト 
 
3.1 プロジェクト概要 

ヴィランガニ地域にて、被災した子どもたちのための家「KnK ホーム」を運営し（2005 年 1 月

19 日開設）、現地の避難所に保護されていた孤児 50 名ほどを中心に受け入れた。子どもたちの家庭

状況は複雑で、津波で親や家族を失ったというより、津波以前より両親もしくは片親がいなく津波の

被害によってさらに困難な状況に追い込まれてしまった子どもたちがほとんどである。 
子どもたちは KnK ホームで生活しながら学校に通い、安定した生活を取り戻すと同時に、ソーシ

ャルワーカー等の愛情とケアのもと精神的なリハビリを果たす。 
 

3.2 KnK ホームで生活する子どもたち 
 KnK ホームの子どもたちは毎日規則正し

い生活を送っている。当初は喧嘩も絶えず家

を空ける子どもいたが、1 年が経過して共同

生活にも慣れみな仲良く暮らせるようにな

った。定期的なアウティングやゲーム大会な

ども子どもたちの楽しみとなっている。海そ

のものの恐怖心は薄らいだが将来に対する

不安が新たに生まれてきているように思え

る。子どもたちの状況はとても複雑で津波前

から家族に問題がある子どもも多く、津波で

さらに追い討ちをかけた状況に追い込まれ

てしまった。また、津波後に親が再婚し再婚

相手と関係をうまく築けない子どもたちも多くいる。 
 

3.3 活動対象人数及び状況 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.4 スタッフ配置 

スタッフ：5 名(ハウスマネージャー、ソーシャ

ルワーカー、エデュケーター、ハウスキーパー)
常駐スタッフ2名、非常勤スタッフ3名（DPWA
のほかのプロジェクトを掛け持ち）が KnK ホ

ームを担当している。各スタッフとも子どもた

ちの信頼は深く、愛情をもって接している。

KnK ホーム内での教育も熱心で早朝と夕方に

2 時間ずつ自習の時間を設けた。 
 

 
 
 
 
 

状況 人数 

両親を失った子ども 6 名 
父親を失った子ども 19 名 
母親を失った子ども 16 名 
その他 5 名 
合計 46 名（男子 24 名、女子 22 名） 
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[ 4 ] ビデオワークショップ 
 
4.1 活動の趣旨 

ビデオ制作を通じて津波で被災した子どもたちを勇気付けると共に自分たちの経験を共有し、お互い

の気持ちをいたわることにより傷ついた心を癒すことを目的としている。 
 

4.2 対象者 
KnK で生活する子どもたち（男子 5 人・女子 6 人）年齢 12～17 歳 

 
4.3 開催期間 

2005 年 8 月 20 日～9 月 10 日 
 
4.4 進行 

 監督係、カメラマン係、サウンド係の 3 つの役割

に班分けを行い、子どもたちが責任を持ってビデオ

制作ができるように工夫した。最初にカメラの技術

的なことを講習して単なる遊びではないことを理解

させた。今回は津波をテーマにするということで話

を進めていった。参加したメンバーの中で母親を亡

くした少女がおり彼女の体験を中心に KｎK ホーム

で暮らす子どもたちの生活をビデオにすることにし

た。そして具体的な構成を絵に描かせ、その絵に沿

って撮影を進めていった。 
撮影場所は、ヴィランガニ市内、海岸線の崩壊し

た家々の姿、KnK ホームなどで行い、母親を亡くし

た少女のインタビューも行った。参加者の意見を交え編集を行い、映像に合わせて自分たちでナレー

ション収録も行った。 
 
 

4.5 所見 
インドネシアと比較するとヴィランガニでの被害はまだ小さ

い。しかし、子どもたち一人一人の心の傷は被害の大きさと比

較することはできない。KnK ホームで生活していく中でここ

がひとつの家族のような存在となり子どもたちそれぞれに安

心感をもたらしている。一方、将来的な話になると彼らの表情

は暗くなる。それは子どもたちの家族の問題が複雑だからだ。

一般的に津波で被災した子どもたちは津波で初めて援助を必

要とする状況に陥ったと認識されている。しかし KnK ホーム

の子どもたちは津波以前から家庭に問題があり、これに津波が

追い討ちをかけたのが現状である。ビデオワークショップを行

うことにより被災者である自分たちを客観的に見ることがで

き、こうした問題に向き合うきっかけとなったように思う。 
 

報告：KnK オペレーション・ディレクター 清水 匡 
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     F  タイ活動報告 
 
[ 1 ] 概況 
 

2004 年 12 月 26 日に起きたスマトラ沖大地震・津波により

タイの南部６県（ラノン、パンガー、プーケット、クラビー、

トラン、サトゥン）の海岸線 600～700km に渡る地帯が被災

した。KnK は地震から約 10 日後に現地入りし、被災にあった

子どもたちが実際におかれた状況と彼らのニーズを把握する

ため、プーケットおよびパンガー県を視察した。津波の被害が

最も大きかったパンガー県では全壊または半壊状態となった

漁村が数多くあり、調査時点で約 4 万人の住民の多くが死亡ま

たは行方不明とされ、またさらなる現地団体の調査により、同

県のカオラック地区に支援を必要としている子どもの人数が

最も多いことが判明した。 
その後現地団体との協議を重ね、第一次的な緊急援助活動が

一段落するなか、さらなる支援を必要としている子どもや青少

年らを対象に、アジア・センター・ファウンデーション(Asia 
Center Foundation / ACF) をパートナーとして、中・長期的

に各種サポートや心理面でのケアを提供するプロジェクトを

開始することを決めた。同団体は主にパンガー県の被災地をま

わり、避難所を訪問して被災にあった子どもおよび青少年たちの状況を調査した。その結果、最もひ

どい被害を受けたカオラック地区に焦点を当て、小中学校の教師および現地当局との協議を実施して

子どもの選考が行われ、新学期が始まった 2005 年 5 月より計 16 名の被災にあった子どもたちに教

育支援を提供している。 
 

 
[ 2 ] 現地調査とプロジェクトの背景 
 

現地に入り、まずプーケット島内で最も被害を

受けたパトン地区を視察し、同じ島内でストリ

ートチルドレンや恵まれない子どもを支援し

ている団体および被災者支援にあたっている

団体や孤児院を訪問するなどして、今後の被災

者支援へのニーズを中心に情報収集を行った。

また、現地のソーシャルワーカーが避難所をま

わり、子どもや青少年らに対し聞き取り調査や

カウンセリングを実施するのに同行し、津波災

害により子どもたちが受けた精神的ショック

やダメージはかなり大きいという結果報告を

受けた。こうして被災した子どもたちの心のケ

アに関し、タイ政府などが早くから精神科医を

派遣したりしていたが、そのような専門的治療は主に重度の症状を持つ被災者に限られていた。一方、

南タイにおける津波による孤児の数は約 300 名に上り、この他にも片親や家族を失った子どもの数

は大きくそれを上回ることが明らかとなった。 
現地ではほとんどの公立小・中学校は早い時期から再開したが、保護者である家族を亡くしたり、

家族が職を失ったり、また家屋が被害を受けたりするなどして、子どもたちが再び日常的に通学する

ことは容易ではないと教育関係者から意見を聞いた。同時に子どもたちがこれを機にドロップアウト

してしまう可能性が高いことが NGO の間で懸念された。特に中学校へ進級する程度の年齢の青少年
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は家計を助けるために学業を断念し、職につくことを考える傾向がある。結果的に搾取を受けたり、

売春やドラッグにはまってしまったりする可能性は十分にあった。プーケット島のパトン地区では、

元より外国人観光客の多く訪れるリゾート地として有名であり、社会的弱者である子どもや若者たち

が依然として苛酷な環境下に置かれていたため、このような状況においてはそうした青少年を保護す

る支援の必要性も指摘され、幼少の子どもだけでなく、青少年も支援の対象に加えた。 
津波発生直後は支援活動を行う団体間を調整する機関もなく、支援物資や支援対象が重複するなど

混乱した状態であった。また、被災した子どもたちに対するタイ政府からの支援内容についても情報

が交錯し、被災者および支援団体が実態を正確に把握できていなかったため、協同に支援を進めてい

くパートナー団体として、ACF とその事業実施の計画について詳しく協議を重ねた。 
 
 
[ 3 ] 支援プロジェクト 

 
１）プロジェクト概要 

被災後主にパンガー県の避難所で生活している子どもたちの中で特に支援を必要とした 16名を対

象とし、学校へ再度通学することができるよう援助している。具体的には学費・給食費の援助、制服

や教科書および生活必需品等を提供する。また、職業技術を身に付けて自立し家族の生計を支えたい

と希望する青少年には職業訓練を受けることができるよう支援している。 
子どもの選考に際しては、パートナー団体で

ある ACF がカオラック地区の小中学校の教師

および現地当局との協議を進めて行った。その

結果、パクウィープ、バーンナムケムおよびバ

ーンムアンの公立小中学校 3 校およびタクア

パー職業訓練校に通う 4～16歳の計 16名が選

ばれた。ACF は子どもへの支援詳細および購

入場所・手段を確定し、保護者および学校の教

師に対して詳細な説明会を実施すると同時に、

それぞれ保護者、教師、ACF の三者のもと支

援内容に関する合意書を作成している。タイ政

府や他団体などからも被災孤児等に対し様々

な形で支援が提供されたが、ACF は学校の教師や NGO 間の連携等を通じて、支援を重複して受け

る者がでないよう確認を行った。 
被災により、子どもたちには様々な形で心的ストレス障害を抱えたり鬱状態に陥るなどの後遺症が

後に出てくる可能性がある。彼らの心理状態やストレスの症状を周囲の大人が詳細に把握して適切な

処置を行っていく必要があるが、生活再建が最優先される状況においては子どもたちを細心に気遣う

ことは困難である。そこで、プロジェクトのソーシャルワーカーが頻繁に子どもや青少年らを訪問ま

たは彼らに接触することにより、被災して心に傷を負った子どもたちの心理面でのケアを同時に行う。 
 
２）子どもたちの復学と精神的なリハビリ 

子どもたちの半数以上は津波により家屋が全

壊もしくは半壊して難民化した。現地の避難所に

収容・保護され、同時に多くの親たちが職を失っ

たため、今も仮設住宅に生活し援助を受けながら

暮らしている家族は多い。そうした中で、被災後

支援を受けた子どもたちは無事に学校へ復学し、

日常生活を徐々に再開しつつある。また、仮設住

宅で不自由な生活をしながらも、将来への希望を

再び取り戻し始める子どもの姿も見える。一時は

絶望した子どもも、支援を受けることで自分のこ

とを気遣ってくれている人がいると感じること

が精神的な支えにもなっているようだ。 
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表 1. 子どもの学校レベル 
 
 

幼稚園 小学

1 年 
 

2 年 
 

3 年 
 

4 年 
 

5 年 
 

6 年 
中学

1 年 
 

2 年 
 

3 年 
職業訓練 

1 年 
合計 

男子 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 1 7 
女子 1 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 9 
合計 2 0 0 3 2 3 0 0 3 2 1 16 

（2005 年 11 月現在） 
 

      災害で家族を亡くすなど、心に傷を負った子ど

もたちは、精神的なショック、心の痛みを自覚

することが難しいが、教師やソーシャルワーカ

ー、ボランティアらからケアを受けることで、

心の傷が少しずつ癒され、精神的にも安定して

きている。子どもたちの描く絵も、津波被災の

直後に描いたものよりも色が鮮やかになり、家

族と一緒にいる場面を描いた絵が圧倒的に多

くなった。被災後に残された家族が心と力をあ

わせていたわりあいながら生きてきているこ

とがひしひしと伝わってくる。また、生活環境

が安定してきたせいであろうか、学校に引き続

き通いたいと意欲を見せる子どもたちの数も増えた。「大学に進学したい。」「医者になりたい。」「将

来自立するためにもっと勉強したい。」といった子どもたちの夢は広がっている様子で、少しずつだ

が確実に子どもたちの心は癒されつつあるようだ。 
 

３）その他の活動および成果 
①現地団体の活動再開支援 
現地パートナー団体の ACF がその本来の活動を継続していくことができるよう、主に人的資源の面

で支援した。同団体は主にパトン地区において 2004 年までに約 2 年半にわたる活動実績があり、幼

少のストリートチルドレンのみでなく、スラム地域に住む青少年たちにも教育的活動を実施するなど

していた。津波の被災者支援のために一時的に活動を中断していたが、パトン地区のティーンエージ

ャーを対象としてレクリエーション活動を週末に開催するなど、現在までにその活動を再開している。

加えて、虐待や HIV/AIDS、ポルノなど子どもの保護に関わる教育や青少年のリーダーシップ育成

プログラムを拡大し、2006 年にはユースセンターの開設も予定している。KnK のノウハウや経験を

ACF と共有しながらプロジェクトを実施していくことにより、ACF 自身の能力向上も見られた。 
②子どものケアに関する意識の向上 
南タイのパンガー県は被災地の大方が漁村でもともと貧困層が住んでいた地帯である。個々の子ども

のケースを調査した結果、被災する以前より、多くの親たちが貧困から子どもを世話しなかったり、

放棄したりしていたという事実が判明した。急激な国の経済成長に取り残され、翻弄された家族の崩

壊やその犠牲になっていた子どもたちの問題

も明らかになり、現地の教育者や NGO 関係者

の間でその対策について話し合われるように

なった。 
 

４）スタッフの役割と活動 
ソーシャルワーカーは子どもたちを適宜訪

問してその様子を観察し、彼らの心理面での変

化を随時把握するとともに適宜記録する。問題

があれば家族を交えてカウンセリングを実施

したり、他の福祉サービスを受けらるよう支援

する。 
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[ 4 ] 今後の課題と展望 
 

タイ政府は被災地のおおよその復興を謳い、

観光客の再誘致を図っている。諸外国団体の援

助等に頼らず、地域社会ベースで被災者および

子どもたちをサポートしていく方針だ。加えて、

支援の対象とした 16 名の子どもたちが無事に

復学し日常の生活を取り戻している事実も鑑

み、上述のプロジェクトは予定通り 2006 年 1
月で終了する。しかし、今後被災した子どもた

ちの中に、家計を助けるため学業を断念せざる

を得なくなったり、パトン地区のような観光地

において搾取されたりするケースがでてくる

ことも考えられる。最悪の場合、ストリートチ

ルドレンとなって犯罪に巻き込まれたり、ドラッグや売春にたどり着いてしまったりすることもあり

得る。様々な面で危機的な状況に置かれている子どもたちを保護する意味で、今後は現地の団体や地

域の人々が協力してそのケアにあたることが望まれる。 
 

報告：KnK エデュケーション・ディレクター 大竹 綾子 
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     G  パキスタン活動報告 
 
[ 1 ] 概況 
 

2005 年 10 月 8 日、パキスタン北部にて大地

震が発生、KnK では同 17 日に日本からスタッ

フを派遣し現況の調査にあたったほか、フィリ

ピンのKnKプロジェクトに従事している現地駐

在スタッフが看護師であることから同 19日にこ

の者をパキスタンの被災地へ急派し、2 週間にわ

たり現地の NGO に加わる形で被災者の医療援

助にあたった。 
現地調査の結果としては、主に北西辺境州お

よびカシミール地方における被災状況が甚だし

く、特に震源地に近いバラコットやバタグラム

（Batagram）、ムザファラバードといった都市

部やカグハン渓谷（Kaghan Valley）、シンカリ

周辺の山村地域での被害が大きい状況が明らかとなった。バラコットでは建物がほぼ全て倒壊した他、

バタグラムやムザファラバードでは建物の 2～3 割程度において大きな被害が出ている。またシンカ

リ周辺の山村地域では、サタンガリ（Sathan Gali）、バタル（Battal）、ジャボリ（Jabori）といっ

た山の中腹にある村々において建物の 2～3 割程度が損壊している他、山頂または近くのバキ（Baki）、
ジャルガリ（Jalgali）といったアクセスが容易でない村々においては建物のほぼ全てが損壊してい

る。12 月の時点で、パキスタン政府は今回の地震による死者が 7 万人以上、被災者が 17 万人以上

と発表しているが、軍関係者の死者数を含めると実際には 10万人を超えるとも一部で言われている。 
居住する家屋を失った被災者は、他の家族や親戚を頼って自らの居住していた町や村を離れたり、

可能な場合は近郊に場所を見つけて政府や国際機関、国際または現地 NGO 等により支給されたテン

ト等を建てて暮らしていたり、あるいはこれら

の組織・団体が都市部において設置したテント

村に避難するなどしている状況が明らかとな

った。上述した被災地域は山岳地帯であり、冬

季の寒さが厳しいこともあり、特にバラコット

やバキ、ジャルガリの住民の多くは、比較的被

害が少なかった近郊のシンカリ、マンセラ等の

都市部に避難している他、一部の被災者や重傷

者はより遠く離れたアボタバードやイスラマ

バードに避難または移送されていた。山岳部で

家畜飼育の仕事に従事している被災者の多く

は、家畜を残して下山することができないとい

う理由により、自ら被災地域に留まっていた。 
UNICEF によると、被災地域全体では約 8,000 もの学校校舎が損壊したとされる。実際、地震が

発生したのは朝 8 時台であったため、学校での朝礼あるいは授業中に校舎倒壊の犠牲となった子ど

もの数も多かったと報告されている。10 月の調査実施時点において、校舎の損壊の程度が比較的軽

い学校に関しては、その殆どが未だ再開されておらず、また校舎が一定規模以上の損壊を受けた学校

に関しては、再開の目処が全く立っていない状況にあった。 
現地では、今回の地震災害により、親や兄弟姉妹、あるいは親戚等、家族の一員を亡くしてしまっ

た子どもが数多く存在していることが確認された。さらに、家族が職を失ったり、家屋が損壊するな

どして、子どもたちが再び日常的に通学すること自体も容易ではないといった状況が現地 NGO への

インタビュー内容から明らかとなった。このように、被災に遭った子どもたちが受けた精神的ショッ

クやダメージは計り知れず、特に地震災害後の緊急的状況においては、社会的弱者である彼らの心理

面でのケアに配慮した支援を行うことの必要性が、本調査により浮き彫りとなった。 



 39 

[ 2 ] 支援プロジェクト 
 
１）プロジェクト概要 

KnK では、現地での協議の結果、北西辺境州シンカリに拠点を置く現地 NGO、フレンズ・ウェ

ルフェア・アソシエーション（Friends Welfare Association、以下 FWA）との連携による支援プロ

ジェクトの実施を決定した。FWA は政治または宗教的理念等は全く掲げておらず、またその活動目

的は、社会的弱者である女性および子どもの救済である。FWA ではこれまで事業運営に必要な資金

はボランティアを含むメンバーが寄付を持ち寄る形をとって 2 カ所の学校立ち上げ事業を実施して

いる。 
具体的には、北西辺境州シンカリおよびサタ

ンガリにおいて建物をそれぞれ 1 軒賃借し、地

震被災に遭った子どもたちのための施設を開

設する。同施設は学校およびドロップ・イン・

センターとして機能し、町村内および周辺の避

難所等において避難生活を送っている子ども

たちを中心にサイト毎に 100 名程度を受け入

れ、教育の機会を提供する。各サイトにおいて

50 名程度は、必要に応じて同施設内において

短期滞在も可能となるように環境を整えると

ともに、他の 50 名程度に関しては同施設を学

校かつドロップ・イン・センターとして利用す

る。子どもたちは再び学校に通うことで安定し

た生活を取り戻すと同時に、ソーシャルワーカーを含むスタッフの愛情とケアにより精神的なリハビ

リを果たす。実施期間は共に 1 年間の計画でおり、各サイトで教師を含むスタッフを 8 名程度雇用

する他にも地域のボランティアを同時に募り、FWA の監理委員会がその監督にあたる。 
本プロジェクトの実施においては、被災して心に傷を負った子どもや青少年らの心理面でのケアに

配慮するため、経験のある女性教師およびスタッフの優先的な起用を検討することとした。対象者の

選考に関しては、FWA が周辺のキャンプにおいて聞き取り調査、面接および家族の調査等を行い、

本人および家族の意思を確認した上で決定する方針となった。また、2006 年には日本から現地駐在

のボランティアを 1 名派遣し、これら 2 つの施設の運営補助および会計業務、連絡調整等を行うこ

とに双方が同意した。 
 
２）シンカリの学校プロジェクト 

11 月 1～10 日に事業立ち上げのための調査

（支援対象者および教師・スタッフの選定、賃

借する家屋の選定等）を行い、次いで資機材の

購入等の事業立ち上げ準備に取りかかった。家

屋に関しては、壁面にヒビが入っているものが

多く、適当なものを見つけるのは困難であった。

物価や品質、入手可能性等を考慮し、文具や教

材等はアボタバードで、学校家具や子どもの制

服、他の備品等はラホールで購入した。なお、

プロジェクトが実際に立ちあがったのは当初

予定の 11 月 20 日より 1 日遅れの 21 日であっ

た。本プロジェクトによる学校の名称はニュ

ー・ホープ・アカデミー（以下 NHA）となっ

た。 
子どもの心理面でのケアにより適切に対応するため、教師の採用に関しては、「最低 1 年間の教職

経験を持つ女性」を必須条件として採用した。 
NHA に通学してくる子どもたち 105 名（5 歳～16 歳）は、周辺 10 ヵ所の避難テント村（Village 

Camp）から通って来ているが、そのうち比較的遠方にある 3 ヵ所に関しては送迎用の車を確保して、



 40

毎日送り迎えをしている。避難テント村を訪れ、

NHA に通学する子どもの父兄に聞いたところ、

一家は震源地に最も近いバラコットの出身で、

11 月時点でもテント生活をしており、現地

NGO 等により水や食料の配給がある。テント

の傍に貯水用タンクが設置されていたが、毎日

水がふんだんに使える訳ではなく、時々水流が

止まってしまい、溜めた水や近くの井戸水のみ

で数日間過ごさなければならないこともある。

なお、現在は生活再建に向けての仕事などは何

も見つかっていない状態とのことであった。 
 

３）サタンガリの学校プロジェクト 
 

前述のシンカリにおける NHA の開設に次い

で、同様の学校プロジェクトを同じく北部辺境

州の山あいの村サタンガリでも 2006 年 1月 21
日に開校した。サタンガリは地震発生前から極

貧層が集まる地域であった。本プロジェクトで

は同村と周辺地域の山間部から 6 歳～15 歳の

男女 114 名が通学している。前述のシンカリに

おける NHA と同様に、日常生活のリズムの安

定を取り戻し、ひいては心理的なケアに通ずる

ことを目標としている。 
 
 
 

 
[ 3 ] 今後の課題と展望 
 

現地では今年の冬は例年と比較して暖冬らしく、雪もまだ少ないらしい。しかし、パキスタン北

部の冬の寒気は、こうした自然災害などのない通常の場合でも凍死者が出るほど厳しいと言われてお

り、簡易な避難テント生活での越冬は難しいと

危惧されている。シンカリの NHA および 2 校

目となるサタンガリの学校では、通学者の約半

数を対象に学校内で寝泊りし子どもだけでも

寒さをしのげるよう設備を急いでいる。また、

本プロジェクトの 1 年間の実施により、大地震

という大きな災害をこうむった子どもたちが

学校教育を受け続け、子どもらしい生活を送れ、

同時にそのことが保護者にとっては生活を立

て直す術を探し避難テント生活から抜け出す

ための家族内の精神的な支え、励みともなるこ

とを願っている。 
 

報告：KnＫプログラム・ディレクター 森田 智 
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III. 日本国内向け教育プロジェクト 
 

［1］ 友情のレポーター  ベトナム取材 
 

日本とアジアの青少年相互理解の促進を目的

に、11 歳～16 歳の日本在住の青少年から一般

公募により選抜した「友情のレポーター」らが

ベトナム取材を実施した。 
 
 
 友情のレポーター： 

鈴木まり子（三重県津市の高校一年生） 
中道洋司（東京都大田区の中学二年生） 

 
 
 取材日程：2005 年 3 月 26 日（土）～4 月 4 日（月） 
 
 
 取材対象：ホーチミン市内の路上で生活・労働するストリートチルドレンや各種施設に保護さ   

れた子どもたちの現状。 
 

本年の「友情のレポーター2005 年ベトナム取

材」は、ベトナムの主として地方農村部から大

都市ホーチミンシティへ働き手として流入す

る子どもの存在とその労働の実態や保護施設

の現状、ならびに隣国カンボジアから家族ぐる

みで「物乞い」の出稼ぎに来る貧困層の存在を

明らかにするものとなった。これらの現実を日

本の中・高生 2 名が克明にレポートし、映像資

料とあわせて日本の青少年に広く訴えること

ができた。 
 
 
 
新聞・雑誌等での記事掲載は 19 回、テレビでの紹介が 2 回、ビデオレポートの貸出は全国の小中高

校を中心に年末までに 52 回に上っている。また、ビデオレポートを教材として国際理解の総合学習

を行った学校からは、その後、弊団体の「友情

の 5 円玉キャンペーン」に参加し、募金による

具体的な支援活動に取り組むなどの広がりも

見られた。 
 
また、1995 年に「子どもレポーター」として

開始されて以来計 40 名のレポーターを輩出し

た本プロジェクトの 10 周年を記念し、10 月 22
日に都内で活動報告会が行われた。会場では本

年のベトナム取材を行った友情のレポーター

も約100名の来場者に対し取材報告と支援の呼

びかけを行った。 
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 成果物① 友情のレポーターによる取材報告書 （一部抜粋） 
 
中道 洋司／東京都／14 歳 

 
ホーチミン市の西に位置するチョロンは、市

場が多くあり活気のある地域です｡そこでは、

路上で生活する親子（ストリートファミリー）、

また公園では薬物中毒らしい少年を見かけま

した｡市場から離れた路上で、赤ん坊を背負っ

た少年に話を聞くことができました。その少年

は三日前にカンボジアから来たばかりで、背負

った赤ん坊は彼の弟ではないそうです。ここで

は、赤ん坊すらも物乞いの道具にすぎないので

す。 
夜７時頃、公園では宝くじを売っている２人の

少年と話をしました｡彼らもストリートチルド

レンです｡宝くじのオーナーのもとで 10人ぐら

いで集団生活し、寝床と食事だけは与えられています｡ 
公立のストリートチルドレン保護施設を訪れました｡かつてストリートチルドレンだった 10才前

後の子どもたちに話を聞きました｡彼らは家が貧しかったため、家計の負担を軽くするために、自ら

家を出ました｡誰かから強制された訳ではなく、自らの意志でストリートチルドレンになったと言い

ます。 
夜、レストランで夕食をとっていると 2 人の

物乞いの少年が近づいてきました｡彼らは兄弟

ではないそうです｡それぞれ家族と共にカンボ

ジアから来て、運河の川岸で生活しています｡

二日後、彼らを取材するため暗くなってからサ

イゴン川へ注ぐ運河に行きました｡２人の少年

は一昨日と同じ服を着ていました｡その他、彼ら

の両親らしい人を含めて大人が５人、子どもが

約 10 人いました。カンボジアはベトナムよりさ

らに貧しい国で、現金収入を得るため多くの人

たちがベトナムに流入しています｡ホーチミン

市内で物乞いをしている人の多くがカンボジア

人だと聞き、僕は驚きました｡ 
最後の日にぼくは日本の家族や友人へのお土産としておはしやお茶を買いました｡しかし、最も大

きなお土産は今回の経験だと思います｡ベトナムの恵まれない子どもたちの実情を多くの人たちに知

らせることで、レポーターとしてのこれからの役割を果たしたいと思います｡ 
 

 
鈴木 まり子／三重県／16 歳 
 
現地のお寺が運営する孤児院を訪問した。5

ヶ月から 20 才の子どもたち、125 人が暮らし

ている。門の前に、赤ちゃんを置いていく人が

絶えないという。壁に囲まれていて学校の校舎

のような建物だ。運動場の真ん中の太い木が木

陰を作っている。二段ベッドがたくさん見えた。

昼食後、外に整列した子どもたちに自己紹介を

した。みんな、「へんな人が来た」って感じで

見ている。たくさんの目がこちらを見ている。

遊んでいる小さい子に近づいても逃げてしま
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う。やっぱり、突然やってきて仲良くはなれないのかな。私はバルーンアートをした。風船がだんだ

んとふくらんでいく様子をたくさんの目が見つめる。ねじって、犬を作った。前のほうに座っている

小さな子たちの目が大きく見開かれる。 
「何に見える？」とたずねると、あちこちから「ドッグ」ときこえた。足下まで、小さな子どもた

ちが手を伸ばしてやってくる。歓声とともに、ぐちゃぐちゃになる。でも、これをきっかけにうち解

けることができた。無邪気に飛びついてくる。とてもかわいい。仲良くなってしまうと、言葉が通じ

ないのはまったく関係なかった。さっきまで私たちの間にあったのは、言葉の壁ではなく、心の壁だ

ったんだ。 
 いろんな子どもたちが「まりこ」って言いながら抱きついてくる。私もぎゅって抱きしめ返す。手

をつないでくる。私も握りかえして、笑いあう。ひざに乗ってくる。はじめて、こんなにも人を愛お

しいと思った。抱きしめてあげたいと思った。

彼らの笑顔が見たい。彼らのことを心から思っ

ている友だちがいると伝えたい。愛情を注いで

ほしいという気持ちが伝わってきた。私はあっ

たかい気持ちでいっぱいになり、何かしたいと

思って来ていたのに、逆に私のほうがみんなか

らたくさんのものをもらってしまった。 
 

どうかこの子たちの未来が明るいものであ

りますように。どうかこの子たちが 5 年後も

10 年後も、同じ笑顔を忘れませんように。ど

うかこの子たちに哀しい目をさせないでくだ

さい。 
 

  
成果物② ベトナム取材ビデオレポート  

～働く子どもたち～ 
 
友情のレポーター二名のナレーション収録により 
ビデオレポートを制作。 

 
 
 
［2］ 友情の 5 円玉キャンペーン 

 
 本年の友情の 5 円玉キャンペーンは、従来の活動地カンボジア、ベトナム、フィリピンに加え、

2004 年末に発生したスマトラ沖地震・大津波で被災した青少年の支援としてタイ、インド、インド

ネシアの 6 カ国への募金キャンペーンを展開し

たほか、2005 年 10 月のパキスタン北部大地震

の被災児への支援も含め、計 7 カ国への支援を

行った。 
   年間を通じて本キャンペーンに参加した全国の

小中高校ならびに各種グループ、個人による総

募金額は 270 万円以上に達した。2005 年 11 月

からは  ”One School, one blanket for one 
pakistani child” と称する特別キャンペーンを

実施し、極寒のパキスタン山間部で避難生活を

送る被災児に対し一つの学校単位で毛布を一枚

ずつ送るという呼びかけを実施した。 
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［3］ 写真展・イベント・活動紹介ビデオ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2005 年の国境なき子どもたち主催イベントおよび主な参加イベント 
 
1 月 12 日（水）～14 日(金) 東京・江東区／東京ビックサイト 
  国境なき子どもたち写真展 at インターナショナル・ファッション・フェア 
1 月 28 日（金） 東京・新宿区／早稲田奉仕園・小ホール 
  インド洋津波で被災した青少年支援 調査報告会 ※ 
3 月 19 日（土）～4 月 10 日(日) 東京・港区／クレヨンハウス 
  国境なき子どもたち展示会 2005  ～アジアの活動現場から～ ※ 
5 月 12 日（木）～18 日（水） 東京・新宿区／アイデムフォトギャラリーシリウス 
  友情のフォトグラファー写真展 2005 悲しみのアチェ ～津波被災地の子どもは今～ ※ 
6 月 11 日（土） 東京・渋谷区／国立オリンピック記念青少年総合センター 
  スマトラ沖地震・インド洋大津波 被災青少年支援 活動報告会 ※ 
8 月 5 日（金）～7 日（日） 神奈川・横浜市／かながわ県民センター 
  2005 AIDS 文化フォーラム in 横浜 
9 月 12 日（月）～17 日（土） 熊本・阿蘇郡／アースライブラリー 
  "友情のフォトグラファー "写真展 2005 in 熊本 
9 月 22 日（木）～10 月 10 日（祝） 山梨・甲府市／ギャラリー「ハーモニー」 
  写真展「悲しみのアチェ」 in 甲府 
10 月 1 日（土）～2 日（日） 東京・千代田区／日比谷公園 
  グローバルフェスタ JAPAN 2005  
10 月 22 日（土） 東京・渋谷区／国立オリンピック記念青少年総合センター 
  友情のレポーター10 周年記念 活動報告会 2005 ～共に成長するために～ ※ 
10 月 29 日（土）～30 日（日） 神奈川・横浜市／パシフィコ横浜 
  横浜国際フェスタ 2005 

     （※印は KnK 主催イベント） 
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講演・事務所への小中高生訪問受け入れ 
2005 年、東京事務局への講演依頼は全 18 件あった。また、全国からの修学旅行生を中心とした

小・中・高・大学生のグループによる事務所訪問学習の受け入れは計 34 組に上り、これら 150 名

以上を対象にアジアの青少年の現状について映像資料をまじえた解説を行った。 
 
ビデオ映像資料の制作と貸出 
本年はインドネシア、カンボジア、インドの 3 カ国の青少年を対象にビデオワークショップを行った

ほか、ベトナムにて友情のレポーターのビデオレポート、およびスマトラ沖地震・大津波とパキスタ

ン北部大津波における調査活動など、活動報告の一環としてビデオ映像資料が活用された。 
このうち、インドネシアのバンダアチェにて津波被災高校生がビデオワークショップで制作した作品、

「12 月 26 日、僕らの町は色を失った」のインドネシア語版は、インドネシア国内にて津波被災から

一周年の記念番組で放映された。 
これら現地活動紹介ビデオの日本国内における貸出利用は延べ 118 本、活動紹介写真パネルの貸出

は 26 件あり、主に学校・教育機関での上映・展示に活用された。 
 
 

［4］ シニア・サポーター 
 

2005 年の新規プロジェクトとしてシニア層を対象とした「KnK シニア・サポーター」を開始し、

2005 年 1 月には第一回『KnK シニア・レポーターの旅 in カンボジア』が 3 名の参加者を得て、2005
年 1 月 7 日～15 日の日程で実施された。 
 

現地では、プノンペン郊外のゴミ山で働く子

どもたちを視察／「若者の家プノンペン」なら

びに「若者の家バッタンバン」訪問／子どもた

ちの生活、学校、職業訓練の模様を見学、子ど

もたちと交流／タイとの国境の町、ポイペトを

日帰りで訪問、市場で働く子どもの視察、「若者

の家」卒業生訪問／アンコールワット遺跡群見

学、などの行程を通じて、カンボジアの青少年

の現状と KnK の援助活動に関する理解が深め

られた。 
 

 
 
［5］ アジア若者交流プロジェクト／AYIP 

 
AYIP とは、KnK の理念である「共に成長す

るために」に賛同し、現地での活動を通じて学

生が活動現地国の現状を知りその知識を広め

るとともに、日本とアジアの子どもとの交流に

よる相互成長を目指すプロジェクトである。 
2005 年もカンボジアならびにフィリピンへ

ボランティアの学生を派遣し、春休みと夏休み

に計 17 名が 2 週間から一カ月にわたって現地

の子どもたちと英語指導や日本文化紹介、レク

リエーション活動などを通じた交流を行った。 



 46

           IV. 組織体制     （2005 年末現在） 
［1］ 理事会     

 
理事会構成  会長  甲斐 道幸 

専務理事  守谷 季美枝 
理事（会計役） 横山 治雄 
理事  常田 高志 
理事  今城 大輔 
監事  松永 弘 

 
2005 年 3 月に年次総会が開催され、前年度の活動報告および会計報告の承認と理事の再選等が行

われた。また、6 月には臨時総会を開催し KnK インターナショナル・ネットワークの構築等が決議

された。 
これにより、7 月以降、カンボジア、フィリピンならびにフランスにおいてインターナショナル・

ネットワークの構築準備が進められた。 
 
 
［2］ 東京事務局 

 
2005 年、東京事務局では支援者向けニュースレターを 5 回、緊急アピールを 2 回発行したほか、

新規支援者獲得のためのダイレクトメールを 3 回発行した。スマトラ沖地震・大津波の影響もあり、

国内支援者数は 2004 年度末の 2300 名から 4400 名へと飛躍的な伸びが見られた。また、E メール

による情報発信を 7 月からはメールマガジンの形で継続し、年度中に計 8 回配信された。年度末で

のメールマガジン登録者数は 1000 名を超えている。 
インターネットホームページには活動地の情報を重点的に掲載したほか、6 月にクレジットカード

によるインターネット寄付を導入するなどの拡充に努めた結果、アクセス数（訪問者数）は年間平均

で 1 日あたり 923 人にまで延びている。 
2005 年は国内広報活動も強化され、新聞、雑誌、テレビ等での活動紹介は P.50 以降のプレスリリ

ース一覧を参照されたい。 
 

事務局人員配置 

 
上記スタッフに加え、各種事務作業やイベントサポート、翻訳等にご協力くださるボランティアの

登録者数は 66 名であった。 
 
 
 
 

 

氏名 担当 職務内容など 
金 珠理 事務局長 （専従）  事務局業務全般 

ドミニク レギュイエ 事業開発 （専従）  事業開発、予算管理 
守谷 季美枝 渉外・資金調達 （非専従） 渉外、活動資金申請業務 

清水 匡 現地活動サポート （専従）  現地プロジェクトのサポート 
松浦 ちはる 広報 （専従）  広報全般、友情の 5 円玉キャンペーン 
橘田 真奈美 総務・経理 （非専従） 総務・経理 

森田 智 資金調達 （非専従） 活動資金申請業務 
足立 まどか 支援者対応 （非専従） 支援者対応、裨益者データベース作成 
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［3］ 活動現地人員配置 
 

 
 

氏名 任地 職務 備考 

大竹 綾子 ベトナム エデュケーション・ディレクター 職員として従事 

アグネス  
クィトリアーノ 

 
フィリピン 

 
ミッション責任者 職員として従事 

 

平田 晶子 カンボジア 現地代表 
派遣ボランティアとして 2004 年 2 月から 
参加、2005 年 7 月より現職 

久須美晴代 カンボジア プロジェクト・コーディネーター 
派遣ボランティアとして 
2004 年 4 月～2005 年 1 月に参加 

荒川 彩 フィリピン アドミニストレーター 
現地派遣ボランティアとして 
2004 年 6 月～2005 年 1 月に参加 

久須美 晴代 フィリピン アドミニストレーター 
現地派遣ボランティアとして 
2005 年 2 月～5 月に参加 

相原 洋子 フィリピン 現地代表 
派遣ボランティアとして 2004 年 2 月から 
参加、2005 年 7 月より現職 

相原 洋子 パキスタン 看護師 
現地派遣ボランティアとして 
2005 年 10 月に参加 
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V. 収支報告 
 
[1] 独立監査人の監査報告書 
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[2] 財務諸表 
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VI.  謝辞 
 

2005 年度、国境なき子どもたちの活動に対し 
次の皆様より多大なるご支援とご協力を賜りましたことをここに厚く御礼申し上げます。 
 

小学館      株式会社サークル K サンクス 

外務省      日本郵政公社国際ボランティア貯金 

IOM（国際移住機関）    TdH（テール・デ・ゾム）オランダ 

朝日新聞厚生文化事業団   ファイザー株式会社 

松下電器産業株式会社  UBS 証券会社  

宗教法人真如苑     財団法人大阪コミュニティ財団 

財団法人倶進会     財団法人日本国際協力財団 

日本郵船株式会社    公益信託アドラ国際援助基金 

株式会社電通     国際ｿﾛﾌﾟﾁﾐｽﾄｱﾒﾘｶ日本東ﾘｼﾞｮﾝ東京－広尾 

国連ハビタット福岡事務所   国際ｿﾛﾌﾟﾁﾐｽﾄｱﾒﾘｶ日本南ﾘｼﾞｮﾝ 

松下電器・協栄会    社団法人国際建設技術協会 

生活クラブ生活協同組合   NPO 法人アビリティクラブたすけあい 

草の根市民基金     NPO 法人ﾓﾊﾞｲﾙ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・ﾌｧﾝﾄﾞ 

ツナミ・エイド・ジャパン   京都北ライオンズクラブ 

雙葉学園同窓会     恵泉女学園同窓会 

日本航空株式会社    全日本空輸株式会社 

有限会社空也     国際ボランティア貯金普及協会 

繊研新聞社     日本ファッション協会 

株式会社 G.I.P.     アイデムフォトギャラリーシリウス 

毎日中学生新聞     FID／映像開発フォーラム 
 

（順不同 敬称略） 
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VII. プレスレビュー 
 

新聞掲載  ※印のものは添付あり 

No. 掲載日 新聞名 内容 

1 2005/1/5 朝日新聞 夕刊（関東６県） 2005 年春休み友情のﾚﾎﾟｰﾀｰ 募集告知 

2 2005/1/14 朝日新聞 静岡 2005 年春休み友情のﾚﾎﾟｰﾀｰ 募集告知 

3 2005/1/14 朝日新聞 宇都宮 2005 年春休み友情のﾚﾎﾟｰﾀｰ 募集告知 

4 2005/1/19 繊研新聞 ＩＦＦ 国境なき子どもたちﾁｬﾘﾃｨ写真展 

5 2005/1/25 山梨日日新聞 友情の５円玉ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 2003 年ﾚﾎﾟｰﾀｰ・丹沢慶太  

6 2005/1/26 朝日新聞 夕刊（関東６県） ｲﾝﾄﾞ洋大津波 緊急報告会開催告知 

7 2005/1/27 教育新聞 東南ｱｼﾞｱの子どもたち KnK 専務理事 守谷季美枝 

8 2005/2/1 朝日新聞 NGO が現地報告 KnK ｲﾝﾄﾞ洋津波被災地調査報告         ※ 

9 2005/2/2 しんぶん赤旗 ｲﾝﾄﾞ洋津波 NGO が活躍 KnK 緊急調査報告 

10 2005/2/12 亀岡市民新聞 友情の５円玉ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 亀岡市内８中学の取り組み 

11 2005/2/18 朝日新聞 朝日新聞厚生文化事業団 ｽﾏﾄﾗ大地震 募金 

12 2005/2/18 しんぶん赤旗 大津波被災の青少年を支援 KnK ﾄﾞﾐﾆｸ・ﾚｷﾞｭｲｴ 

13 2005/2/28 週間タイ経済 国境なき子どもたち ｵﾍﾟｰﾚｼｮﾝﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 大竹綾子 

14 2005/2/28 北海道新聞 「ひと 2005」 大津波被災の青少年を支援 KnK 森田智 

15 2005/3/4 北海道新聞 2/28 の記事訂正 

16 2005/3/15 読売新聞 高知 第９回 友情の５円玉ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ告知 

17 2005/3/19 朝日新聞 友情の５円玉ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ ｸﾚﾖﾝﾊｳｽ展示会                ※ 

18 2005/3/20 毎日新聞 三重 2005 年春休みの友情のﾚﾎﾟｰﾀｰ・鈴木まり子 

19 2005/3/22 伊勢新聞 2005 年春休みの友情のﾚﾎﾟｰﾀｰ・鈴木まり子 

20 2005/3/25 伊勢新聞 2005 年春休みの友情のﾚﾎﾟｰﾀｰ・鈴木まり子 

21 2005/3/29 東京新聞 第９回 友情の５円玉ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ告知 

22 2005/3/30 読売新聞 大阪 第９回 友情の５円玉ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ告知 

23 2005/4/8 毎日中学生新聞 ｽﾏﾄﾗ沖地震･津波 連載① ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ・ｱﾁｪ報告 渋谷敦志 

24 2005/4/15 毎日中学生新聞 ｽﾏﾄﾗ沖地震･津波 連載② ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ・ｱﾁｪ報告 渋谷敦志 

25 2005/4/22 毎日中学生新聞 ｽﾏﾄﾗ沖地震･津波 連載③ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ・ｱﾁｪ報告 渋谷敦志     ※ 

26 2005/5/10 朝日小学生新聞 「悲しみのｱﾁｪ」ｼﾘｳｽ写真展 写真家 渋谷敦志 

27 2005/5/11 東海けいざい新聞 2005 年春休みの友情のﾚﾎﾟｰﾀｰ・鈴木まり子 

28 2005/5/11 毎日小学生新聞 「悲しみのｱﾁｪ」ｼﾘｳｽ写真展 写真家 渋谷敦志 

29 2005/5/12 ジャパンタイムズ 「悲しみのｱﾁｪ」ｼﾘｳｽ写真展 写真家 渋谷敦志 

30 2005/5/13 ヘラルド朝日 「悲しみのｱﾁｪ」ｼﾘｳｽ写真展告知 

31 2005/5/13 東京新聞 「悲しみのｱﾁｪ」ｼﾘｳｽ写真展 写真家 渋谷敦志 

32 2005/5/13 しんぶん赤旗 「悲しみのｱﾁｪ」ｼﾘｳｽ写真展 写真家 渋谷敦志 

33 2005/5/15 沖縄タイムズ 第９回 友情の５円玉ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ告知 

34 2005/5/16 中日新聞 2005 年春休みの友情のﾚﾎﾟｰﾀｰ・鈴木まり子              ※ 
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35 2005/5/16 教育新聞 「悲しみのｱﾁｪ」ｼﾘｳｽ写真展 写真家 渋谷敦志 

36 2005/5/20 毎日中学生新聞 ｽﾏﾄﾗ沖地震･津波 連載④ ｲﾝﾄﾞ報告 守谷季美枝 

37 2005/6/7 東京新聞 津波報告会告知 

38 2005/6/10 読売新聞 津波報告会告知 

39 2005/6/10 毎日中学生新聞 ｽﾏﾄﾗ沖地震･津波 連載⑤ ｲﾝﾄﾞ報告 守谷季美枝 

40 2005/6/12 東京新聞 G.I.P.倉持悟郎 写真家の良心支える 

41 2005/6/17 毎日中学生新聞 ｽﾏﾄﾗ沖地震･津波 連載⑥ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ報告 清水匡         

42 2005/6/23 朝日新聞 甲府 第９回 友情の５円玉ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ告知 

43 2005/6/23 毎日中学生新聞 国境なき子どもたち 津波報告会  

44 2005/7/6 毎日新聞 千葉 KnK ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ・ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 派遣ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 久須美晴代         ※

45 2005/7/8 毎日中学生新聞 ｽﾏﾄﾗ沖地震･津波 連載⑦ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ報告 清水匡 

46 2005/7/7 読売新聞 千葉 ｽﾏﾄﾗ支援ｺﾝｻｰﾄ KnK ﾋﾞﾃﾞｵ上映「僕らの町は色を失った」 

47 2005/7/15 毎日中学生新聞 ｽﾏﾄﾗ沖地震･津波 連載⑧ ﾀｲ報告 大竹綾子 

48 2005/7/22 毎日中学生新聞 ｽﾏﾄﾗ沖地震･津波 連載⑨ ﾀｲ報告 大竹綾子 

49 2005/8/12 毎日中学生新聞 ｽﾏﾄﾗ沖地震･津波 連載⑩ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ報告 清水匡 

50 2005/8/19 毎日中学生新聞 ｽﾏﾄﾗ沖地震･津波 連載⑪ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ報告 守谷季美枝. 

51 2005/9/9 毎日中学生新聞 ｽﾏﾄﾗ沖地震･津波 連載⑫ ｲﾝﾄﾞ報告 清水匡           ※

52 2005/9/16 毎日中学生新聞 ｽﾏﾄﾗ沖地震･津波 連載⑬ ｲﾝﾄﾞ報告 清水匡 

53 2005/9/23 毎日中学生新聞 ｽﾏﾄﾗ沖地震･津波 連載⑭ ｲﾝﾄﾞ報告 清水匡 

54 2005/10/5 朝日新聞 友情のﾚﾎﾟｰﾀｰ 10 周年記念 活動報告会 告知 

55 2005/10/14 毎日中学生新聞 ｽﾏﾄﾗ沖地震･津波 連載⑮ ﾀｲ報告 大竹綾子 

56 2005/10/21 毎日中学生新聞 ｽﾏﾄﾗ沖地震･津波 連載⑯ ﾀｲ報告 大竹綾子 

57 2005/10/22 International Herald Tribune / The Asahi 友情の５円玉ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 

58 2005/11/4 毎日中学生新聞 友情のﾚﾎﾟｰﾀｰ 10 周年記念 活動報告会 

59 2005/11/6 朝日中学生ウィークリー 友情のﾚﾎﾟｰﾀｰ 10 周年記念 活動報告会              ※

60 2005/11/6 しんぶん赤旗 津波被災青少年ﾋﾞﾃﾞｵﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 清水匡 

61 2005/11/10 朝日新聞 神戸 ﾊﾟｷｽﾀﾝ地震帰国報告会 派遣ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 相原洋子 

62 2005/11/10 読売新聞 神戸 ﾊﾟｷｽﾀﾝ地震帰国報告会 派遣ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 相原洋子 

63 2005/11/10 神戸新聞 ﾊﾟｷｽﾀﾝ地震帰国報告会 派遣ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 相原洋子         ※

64 2005/11/11 朝日小学生新聞 ﾊﾟｷｽﾀﾝ地震帰国報告会 派遣ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 相原洋子 

65 2005/11/11 毎日中学生新聞 ｽﾏﾄﾗ沖地震･津波 連載⑰ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ報告 清水匡 

66 2005/11/15 京都新聞 ｶﾝﾎﾞｼﾞｱで建築指導 派遣ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 松田茂                ※

67 2005/11/15 東京新聞 国境なき子どもたちの活動                        ※

68 2005/11/18 毎日中学生新聞 ｽﾏﾄﾗ沖地震･津波 連載⑱ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ報告 清水匡 

69 2005/11/18 毎日中学生新聞 ﾊﾟｷｽﾀﾝ地震帰国報告会 派遣ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 相原洋子 

70 2005/12/9 毎日中学生新聞 ｽﾏﾄﾗ沖地震･津波 連載⑲ ﾀｲ報告 清水匡 

71 2005/12/16 毎日中学生新聞 ｽﾏﾄﾗ沖地震･津波 連載⑳ ﾀｲ報告 清水匡 

72 2005/12/23 毎日中学生新聞 ｽﾏﾄﾗ沖地震･津波 連載(21) ﾀｲ報告 清水匡 
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テレビ放映 

No. 放映日 放送局・番組名 内容 

1 2005/2/1 J-COM Broadband 調布 

2004 年夏休み友情のﾚﾎﾟｰﾀｰ・香山和志 

再放送：2/2～2/14 

2 2005/2/18 ＮＨＫ「真剣 10 代しゃべり場」 

「みんな、世界が狭くない？」 2002 年ﾚﾎﾟｰﾀｰ・五十嵐敬也 

再放送：7/21 

3 2005/4/20 三重テレビ「ワクドキ！元気」 

2005 年春休みの友情のﾚﾎﾟｰﾀｰ・鈴木まり子 

再放送：5/20、5/28 

4 2005/5/6 テレビ東京「仲村ﾄｵﾙの地球ｻﾎﾟｰﾀｰ」 KｎK ﾌｨﾘﾋﾟﾝ／ＮＧＯ事業補助金 出演・ｱﾙﾋﾞﾝ 

5 2005/5/12 MX テレビ 「東京 MX ニュース」 「悲しみのｱﾁｪ」ｼﾘｳｽ写真展 写真家 渋谷敦志 

6 2005/5/13 東海テレビ「スーパーニュース」  2005 年春休みの友情のﾚﾎﾟｰﾀｰ・鈴木まり子 

7 2005/5/3 

スターキャット・ケーブルネットワーク 

（名古屋） 

『共に成長するために ～若者の家～』 2001 年・KnK 制作 

再放送：5/4、5/5、5/10、5/11、5/12 

8 2005/5/17 

スターキャット・ケーブルネットワーク 

（名古屋） 

『世界は変わる 僕たちの手で』 2002 年・KnK 制作 

再放送：5/18、5/19、5/24、5/25、5/26 

9 2005/6/11 NHK ニュース 国境なき子どもたち 津波活動報告会 

10 2005/6/11 MX テレビ 「東京 MX ニュース」 国境なき子どもたち 津波活動報告会 

11 2005/6/7 

スターキャット・ケーブルネットワーク 

（名古屋） 

『お帰り ここはきみの家』 2003 年・KnK 制作 

再放送：6/8、6/9、6/14、6/15、6/16 

12 2005/6/21 

スターキャット・ケーブルネットワーク 

（名古屋） 

『ｽﾄﾘｰﾄﾁﾙﾄﾞﾚﾝ』 2004 年・KnK 制作 

再放送：6/22、6/23、6/28、6/29、6/30 

13 2005/7/5 

スターキャット・ケーブルネットワーク 

（名古屋） 

『日曜日なんて嫌い』 2002 年・KnK 制作 

再放送：7/6、7/7、7/12、7/13、7/14 

14 2005/7/19 

スターキャット・ケーブルネットワーク 

（名古屋） 

『携帯を持つ子ども、親を持たない子ども』 2002 年・KnK 制作 

再放送：7/20、7/21、7/26、7/27、7/28 

15 2005/7/29 ケーブルテレビ千葉 

KnK ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ・ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 派遣ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 久須美晴代 

再放送：7/30、8/1、8/2、8/3、8/4 

16 2005/8/2 

スターキャット・ケーブルネットワーク 

（名古屋） 

『友情へと続く道』 2003 年・KnK 制作 

再放送：8/3、8/4、8/9、8/10、8/11 

17 2005/8/16 

スターキャット・ケーブルネットワーク 

（名古屋） 

『ﾗｵｽ～ﾙｱﾝﾊﾟﾊﾞｰﾝの少年修行僧』 2004 年・KnK 制作 

再放送：8/17、8/18、8/23、8/24、8/25 

18 2005/11/7 MX テレビ 「東京 MX ニュース」 ﾊﾟｷｽﾀﾝ地震帰国報告会 派遣ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 相原洋子、森田智 

19 2005/11/9 サンテレビ ﾊﾟｷｽﾀﾝ地震帰国報告会 派遣ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 相原洋子 

20 2005/11/10 NHKBS ﾊﾟｷｽﾀﾝ地震帰国報告 ﾄﾞﾐﾆｸ・ﾚｷﾞｭｲｴ 

21 2005/11/15 ＫＢＳ Ｌｉｖｅ５ （京都放送） ｷﾗﾘ夕刊：ｶﾝﾎﾞｼﾞｱで建築指導 派遣ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 松田茂 
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雑誌等への掲載  

No. 掲載日 情報誌名 内容 

1 2005/1/10 月刊誌「ＰＯＣＯ21」 2 月号 2005 年春休み友情のﾚﾎﾟｰﾀｰ 募集告知 

2 2005/1/10 中央公論 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ｺﾞﾐ山の子どもたち 大川砂由里               ※

3 2005/1/22 マリ・クレール ｷｬﾘｱの翼を広げよう！ KnK 事務局長 金珠理 

4 2005/2/1 総合百科事典ポプラディア  国境なき子どもたちの活動 

5 2005/2/22 マリ・クレール ｽﾏﾄﾗ沖地震で子供の命は守られたか？ 

6 2005/3/1 カトリック生活 ｽﾏﾄﾗ沖大地震・ｲﾝﾄﾞ洋大津波被災地報告 大竹綾子 

7 2005/3/1 世界へ！国際ボランティア 国境なき子どもたち ﾌｨﾘﾋﾟﾝ活動紹介 

8 2005/3/1 国際協力 3 月号 ｴｯｾｲｺﾝﾃｽﾄト入賞作品発表 2002 年ﾚﾎﾟｰﾀｰ・五十嵐敬也 

9 2005/3/5 地球の子ども新聞 津波被災地の子どもたち  （解説版：渋谷敦志、金珠理） 

10 2005/3/27 サンデー毎日 ｱﾁｪの子どもたちの行方   写真・文 渋谷敦志 取材協力：KnK 

11 2005/3/30 資格と検定の本 国境なき子どもたち 友情のﾚﾎﾟｰﾀｰ 

12 2005/4/1 国際協力 4 月号 闇にさまよう子どもたち 写真家 渋谷敦志 取材協力：KnK 

13 2005/4/10 月刊誌「ＰＯＣＯ21」 5 月号 NPO の現場から 路上へ帰る子の受け皿として・国境なき子どもたち 

14 2005/4/30 売られていく子どもたち 世界の子どもたちとともに 国境なき子どもたち 

15 2005/5/1 ASIA・PACIFIC International Cooperation  KnK Philippines 

16 2005/5/1 国際協力 5 月号 「悲しみのｱﾁｪ」ｼﾘｳｽ写真展告知 

17 2005/5/1 アサヒカメラ 「悲しみのｱﾁｪ」ｼﾘｳｽ写真展告知 

18 2005/5/5 広報しんじゅく 「悲しみのｱﾁｪ」ｼﾘｳｽ写真展告知 

19 2005/5/5 ぼらんたーる 「悲しみのｱﾁｪ」ｼﾘｳｽ写真展告知、ＫｎＫﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集 

20 2005/5/10 FRANCE JAPON ECO 国境なき子どもたちの活動 

21 2005/5/25 マリ・クレール 国境なき子どもたち ｽﾎﾟﾝｻｰｼｯﾌﾟ型支援 

22 2005/7/1 クローバー 2005 vol.44 「NGO 活動状況視察」実施レポート KnK ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 

23 2005/8/1 ジュニア・ボランティア新聞 友情の５円玉ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 

24 2005/8/21 週刊金曜日 KnK ﾌｨﾘﾋﾟﾝ刑務所に収監される子どもたち 写真家 大川砂由里 

25 2005/10/1 新宿区 NPO 活動資金助成事業案内 「友情のﾚﾎﾟｰﾀｰ」記録ﾋﾞﾃﾞｵ配布及び帰国報告会の開催 

26 2005/11/1 GAP 創刊準備号 教育／国境なき子どもたち 

26 2005/11/1 With your Love ＫｎＫﾌｨﾘﾋﾟﾝ 派遣ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・相原洋子 

 

ラジオ放送   

No. 放送日 放送局・番組名 内容 

1 2005/1/19 NHK「ラジオ夕刊」 ｽﾏﾄﾗ沖大地震・ｲﾝﾄﾞ洋大津波被災地報告 大竹綾子 

2 2005/4/10 FM（関西）「ON THE MOVE」 ｽﾏﾄﾗ沖大地震・ｲﾝﾄﾞ洋大津波被災地報告 大竹綾子 

3 2005/7/21 NHK 千葉「まるごと千葉 60 分」 KnK ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ・ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 派遣ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 久須美晴代 

4 2005/7/24 FM（関西）「ON THE MOVE」 KnK ｽﾀｯﾌ清水匡 

5 2005/11/11 NHK「ラジオ夕刊」 ﾊﾟｷｽﾀﾝ地震帰国報告 森田智 
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VIII. 国境なき子どもたち（KnK）年表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1998～2002 年  カンボジア、バッタンバンの現地 NGO「ホームランド」支援。 
 
 
2000 年                                                          
  9 月  カンボジア、バッタンバンにて「若者の家・男子」開設 
  9 月  ベトナム、ホーチミンにて電子技術職業訓練所をベトナム赤十字と協同開設。（2001 年 8 月終了） 
  
2001 年                                                           

ベトナム、ホーチミン第 8 地区「チルドレンズハウス」支援 
  1 月  ベトナム、ホーチミンにて「若者の家・男子」開設。（2002 年 7 月一時閉鎖） 
  2 月  カンボジア、バッタンバンにて「若者の家・女子」開設 
  11 月  フィリピン、マニラ首都圏ケソンにて「若者の家」開設 
  12 月  フィリピン、マニラ首都圏マラボンにて刑務所プロジェクト開始 
 
 
2002 年                                                          
  7 月             カンボジア、バッタンバンの「若者の家・男子／女子」が国連人間居住センター（UN ハビタット福岡事務所）

とのパートナーシップのもと、国連・人間の安全保障基金の援助対象事業となる 
カンボジア、プノンペンにて高等教育を希望する青年を対象とした「若者の家プノンペン」を開設 

  7 月  タイ・カンボジア間の子どもの人身売買に関する調査を実施。（同年 12 月終了） 
  8 月  カンボジア、バッタンバンにてバイク修理ワークショップ開設 
  9 月  フィリピン、マニラ首都圏ケソンにて「友情の家」を開設 
  12 月      フィリピン、マニラ首都圏のスラム地区パヤタスにてチルドレンセンター開設 

韓国、ソウルにて恵まれない青少年の調査ミッションを実施 
 
  
2003 年                                                         
  1 月  カンボジア、バッタンバンで刑務所プロジェクト開始 
  3 月      フィリピン、マニラ首都圏のスラム地区バゴンシーランにてチルドレンセンター開設 
  5 月      ベトナム、ホーチミンに男子のための「若者の家」を再開、国連人間居住センター（UN ハビタット福岡事務所） 

とのパートナーシップにより、国連・人間の安全保障基金の支援対象事業となる 
ベトナム、ホーチミンにて青少年奨学サポート開始 

  9 月      カンボジア、バッタンバンにて「危機に瀕する青少年」ワークショップ開催 
 
 
2004 年                                                         
  1 月  ベトナム、ホーチミンに｢若者の家・女子｣を開設、公立施設 CETC におけるレクリエーション活動を開始 
  5 月  カンボジア、バッタンバンにて『ビルディング・トゥギャザー』プロジェクト開始 
  6 月  カンボジア、バッタンバン刑務所にて職業訓練を開始 
  7 月      ベトナム、ホーチミンにて「危機的状況に晒された若者たち‐社会復帰への課題」ワークショップ開催 
  9 月      フィリピン、マニラ首都圏ケソンにて「若者の家」を「友情の家」に統合 
  12 月      カンボジア、バッタンバンの「若者の家・女子」を「若者の家・男子」に統合 
  12 月 スマトラ島沖地震・インド洋大津波発生、支援活動開始 
 
 
2005 年                                                         
  1 月 津波被災地インド、インドネシア、タイ、スリランカにおける現地調査実施 
 インド、インドネシア、タイにて津波で被災した青少年の支援開始 
  2 月 カンボジア、バッタンバンにて人身売買の被害に遭った青少年支援のためのカウンセリング研修を開始 
  7 月 フィリピン、マニラ首都圏のスラム地域にてコミュニティベースの支援開始 
  10 月 パキスタン北部大地震で被災した青少年の支援開始 
  10 月 カンボジア、バッタンバンにて『ビルディング・トゥギャザー』建設着工 
 
 
2006 年                                                         
  3 月 インドネシアにおける恵まれない青少年のための支援調査実施 
  4 月 カンボジア、バッタンバンにて『ビルディング・トゥギャザー』開所式 

 

1992年 国境なき医師団（MSF）が日本に事務局を開設  
1995年  MSF 日本の教育プロジェクト「子どもレポーター」開始（2003 年に「友情のレポーター」と改称） 
1997 年 「子どもレポーター」を前身に、国境なき子どもたち（KnK）が日本の NGO として発足 
2000 年 国境なき子どもたち（KnK）が特定非営利活動法人（NPO 法人）として認証される 
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IX.  おわりに 
 

2005 年は、私たち KnK にとって、従来のカンボジア、ベトナム、フィリピンでの活動継続に加

え、津波後のインドネシア、インド、タイにおいて、また 10 月に発生したパキスタン北部大地震の

被災地において中・長期的な支援を実施するという、チャレンジングな１年となりました。 
2004 年 12 月 26 日午前 6 時 58 分、インドネシアのスマトラ島沖西 250km の地点でマグニチュー

ド 9 という大地震が発生、人々を安眠から揺り起こしました。しかしそれは未曾有の大惨事のほんの

始まりに過ぎませんでした。数回の余震を経てわずか 15 分後にはスマトラ島やタイのプーケット、

そしてアフリカのソマリアやタンザニアまでの広範囲に至るインド洋周辺 11 か国を津波が襲いまし

た。最も被害の大きかったインドネシアでは、スマトラ島北部のナングロ・アチェ・ダルサラーム州

だけでも 13 万人が死亡、174,000 人が家を失い、37,000 人が行方不明となっています。海岸線から

約 3km の地点までが、ことごとく瓦礫の山と化したのです。12 万件の家屋、125 の病院、そして

2,000 校もの学校、3,000km に及ぶ道路、1,500 の橋が破壊されたとインドネシア政府は公表してい

ます。 
このような巨大な数字、そして絶望した人々を前に、私たちは立ちすくんでしまいます。あまりに

も被害は甚大で、一個人の力などほんの小さなものでしかなく、無力な我々にできることなどないの

ではないかと。 
それでも 2004 年 12 月 27 日、津波発生の翌日に支援者の皆さまにご支援を依頼する緊急アピール

を行いましたところ、年明けから続々とご支援のお申し出をいただき、結果として当時の支援者数で

4 人に１人もの方々からご寄付を頂戴することができました。また外務省民間援助室の協力を得て津

波被災地の調査を実施し、その後素早い決定をしていただき、日本 NGO 支援無償資金協力によりイ

ンドネシアとインドにおいて津波で被災した青少年のケアを実施することが可能になりました。また

朝日新聞厚生文化事業団様、松下電器・協栄会様、日本郵船株式会社様、電通株式会社様、ツナミ・

エイド・ジャパン様、有限会社空也様ほか、政府、企業、団体、個人を問わず、すべての方々と同じ

思い、つまり『無関心ではいられない』という思いを共有し、現地の子どもたちのためにできること

をしたいと感じ、支援につなげることが可能になりました。そして 10 月 8 日、再度私たちはパキス

タン北部大地震の発生を受け、被災者支援を通じてジャパン・プラットフォームからのご支援をいた

だくなど、その思いを再確認することになりました。 
同じ時代を生きる者として、普通の市民にもできる支援があることを認めご賛同いただき、また絶

望から『希望』を見出す役目を私どもの団体に託し実現してくださった皆さまに、改めて感謝申し上

げますとともに、これからも KnK の活動をお見守りくださいますようご支援を改めてお願いいたし

ます。 
 

特定非営利活動法人国境なき子どもたち 
 

専務理事  
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