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2019（令和元）年度事業報告・収支決算報告  

1. 2019（令和元）年度事業報告（2019年 4月 1日〜2020年 3月 31日） 

1.1 概要 

2019年度はトルコ・シャンルウルファ県アクチャカラ市農村部にて、避難民として生

活するシリア人の子ども達を対象とし教育事業を継続したほか、栄養改善に貢献する

食糧配布、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）予防を目的とした衛生用品配布

を実施した。また、日本国内企業、市民団体と協力し、シリア難民の子ども達の描画

によるアートを通じた国際交流活動を開始した。カンボジア・コンポンチュナン州コ

ンポンレーン郡では、水上生活をする貧困層のコミュニティでの教育支援を継続した。

スーダン・ハルツーム州では農村部の貧困世帯が居住する地域の小学校にて学校菜園

を通じた教育支援を開始した。 

  



1.2 主要事業 

①	 施設整備・活動運営等の教育支援事業 

 

トルコ共和国 

実施期間 2019年 4月〜2020年 3月 

概要 トルコで避難生活を続け、他に学習機会のないシリア人の子ども 80 名を対象に、最低限の読み

書き・計算を学習する機会を定期的・継続的に得られるよう、インフォーマル教育の教室を継続

運営した。アラビア語、トルコ語、英語、算数のほか、科学や歴史を導入し基礎学力を向上し、

トルコ語は日常生活に必要な読み書きや会話力を獲得した。公立学校へ編入し、アラビア語を学

ぶため教室に通い続けている子どもも多い。描画や音楽、スポーツなどレクリエーション活動は

自己表現やコミュニケーションの発達に貢献し、心理社会的発達が向上した。特に描画では静物

だけでなく、自分の体験や夢といったストーリー性の高い内容を描く子どもが増えた。 

対象地 トルコ・シャンルウルファ県アクチャカラ市 

対象者 シリア難民の子ども 80名 

活動内容 学習活動：アラビア語、トルコ語、英語、算数、科学、歴史 

レクリエーション活動：描画、スポーツ、音楽 

活動写真 

  
テント教室に集まる子ども達 トルコ語を書けるようになった男の子 

  
明るい絵を描くようになった男の子 絵描きになりたい夢を描いた男の子 



 

シリア・アラブ共和国 

実施期間 2019年 4月〜2020年 3月 

概要 「戦争により非人道的被害を受けた、シリア人の子ども達の子どもの権利を保護する」ことを発

展的目的としいかなる教育支援も受けられないシリア人の子ども達が、継続的・定期的に学習し、

心理社会的支援を得られるインフォーマル教育センターを 1 年間運営した。Islamic State 占領

から解放されたシリア・ラッカ県市内にてシリア公教育のカリキュラムを基本としたアラビア

語、英語、算数、図画工作、音楽を主な教科としたインフォーマル教育センターを運営した。教

師及び生徒は対象地域に在住するシリア人から構成した。生徒は初等教育第一〜第四学年に相当

する学齢期の子どもを中心としてクラス分けし、午前と午後の二部制で運営した。生徒や教師に

は必要な学用品や教材を配布し、ヒアリングを中心とした定期的なモニタリングを実施した。活

動において可能な限り安全性を確保するため、対象地の自治政府であるラッカ市民評議会からの

活動許可を受け連携した。 

対象地 シリア・ラッカ県ラッカ市 

対象者 戦争の被害を受けているシリア人の子ども 260名 

活動内容 学習活動：アラビア語、英語、算数 

レクリエーション活動：図画工作、音楽 

活動写真 

  

Islamic State占領直後のラッカ市 現在のラッカ市 

  

お絵描きを楽しむ子ども達 文化センターで音楽や歌の発表 



 

スーダン共和国 

実施期間 2019年 4月〜2020年 3月 

概要 貧困脆弱層が居住するスーダン農村地域において学校菜園を導入し、子どもの保護に直結する環

境資源利用を実現するため、学校菜園の設置と生徒や教師へのトレーニングを実施した。学校菜

園の設置・運営では、コミュニティの人的・環境的資源を活用し学校菜園を設置し、生徒、教師、

住民から管理チームを組織化し自主的な管理運営に繋げた。各対象校にて低木や果樹の植樹と野

菜栽培・収穫を実施し、収穫物は生徒や教師に配布した。また、学校菜園の管理運営、農業、環

境教育、ライフスキルに関するトレーニングを生徒及び教師に対して実施した。トレーニングは

教師と連携してスーダン公教育カリキュラムの“ライフスキル（生活科）”授業の一部として適

用し、菜園での実地活動を取り入れ教育の質の向上に寄与した。 

対象地 スーダン・ハルツーム州タイバ・アルハサナーブ、オムドゥルマン 

対象者 公立小学校 3校、生徒 1,430名、教師 45名 

活動内容 学校菜園の設置・運営：低木、果樹（オレンジ、レモン、マンゴー、グアヴァ）、野菜（オクラ、

ルッコラ、ナス、ソラマメ、インゲンマメ、ウリ）の栽培と収穫 

トレーニング：月 1〜2回／校 

活動写真 

  
収穫したマメ マメの収穫に励む子ども達 

  

植樹する女の子 農業に関するトレーニング 



  

カンボジア王国 

実施期間 2019年 4月〜2020年 3月 

概要 プノンペンの Pannasastra 大学ボランティアグループと提携し、カンボジア・コンポンチュナ

ン州コンポンレーン郡の水上生活コミュニティで暮らし公立小・中学校へ通学するカンボジア人

の子どもと学校教師を対象とし教育支援を実施した。通学手段のない子どもへ通学船の提供と教

師トレーニングを継続実施したほか、保護者の教育への意識を高める学校主催の保護者イベント

を開催した。教師トレーニングでは対象地での訪問実施だけでなく、教師を首都プノンペンへ招

聘し専門家などによるワークショップを受講できる機会を設定した。教師自身の子どもの教育に

対するモチベーションが向上し、活動評価・計画へ積極的に参加するようになった。 

対象地 カンボジア・コンポンチュナン州コンポンレーン郡 

対象者 水上生活コミュニティにある公立学校生徒のカンボジア人の子ども 250人及び教師 7人 

活動内容 通学船：6日間／週の登下校時に運航 

教師トレーニング：12回／月 

保護者イベント：5回／年 

活動写真 

  
保護者の方々からの聞き取り プノンペンでの教師トレーニング 

  
中学生の子ども達と表現活動 絵と文章で自己表現する女の子 



②	 食糧・衛生品等の物資配布事業 

 

 

  

トルコ共和国 

実施期間 2019年 4月〜2020年 3月 

概要 食糧不足・生計支援の補助として、シリア人世帯が日常生活で消費する食品を中心とした食糧バ

スケットを配布した。また、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）予防のため緊急支援とし

て衛生用品キット（マスク、石鹸、消毒液、ゴム手袋）を配布し、子ども達に手洗い方法のレク

チャーを実施した。 

対象地 トルコ・シャンルウルファ県アクチャカラ市 

対象者 子どもがいるシリア難民の家族 25世帯 

活動内容 食糧配布：4回／年 

衛生用品配布：1回／年 

活動写真 

  
食糧バスケットの配布 食糧を受け取る男の子 

  
衛生用品の配布 マスクの着け方を教わる男の子 



③	 国内外の市民社会組織との連携及び啓発事業 

 

 

 

  

トルコ共和国、日本 

実施期間 2019年 4月〜2020年 3月 

概要 フェリシモメリーファンディングにより株式会社フェリシモ及び株式会社コウベノモリト（神戸

でみんなでアートしよう！！）と連携し、シリア難民の子どもの絵や文章を用いたアラビア語カ

ルタを作成した。作成したカルタは当団体運営教室にて配布したが、関連イベントを日本国内で

実施したほか、オンライン上で連携機関とともに啓発活動を実施した。そのほか活動地の状況や

活動内容を紹介するトークイベントに参加した。 

対象地 トルコ・シャンルウルファ県アクチャカラ市、日本・東京／兵庫 

対象者 不特定多数 

活動写真 

 

 

カルタ札例「次のページはよりよい」 配布された色鉛筆を眺める男の子 

  

カルタを並べてみる子ども達 カルタを受け取った子ども達 



2. 2019（令和元）年度収支決算書（2019年 4月 1日〜2020年 3月 31日） 

n 活動計算書 
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n 監査報告書  

 
 

  



3. 2019（令和元）年度活動予算書（2019年 4月 1日〜2020年 3月 31日） 
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2020 年度事業計画・収支予算計画  

1. 2020年度事業計画（2020年 4月 1日〜2021年 3月 31日） 

1.1 概要 

シリア、スーダン、カンボジアにおける教育支援事業を継続する。シリアでは物

資配布事業として衛生用品の配布や戦争により身体の一部を失った子どもを対象

に、義肢提供を実施する。トルコでは教育支援事業を終了し、必要に応じて物資

配布事業を実施する。連携及び啓発事業ではオンライン上でのイベント開催や情

報公開の窓口の拡大に努める。 

 

1.2 主要事業 

①	 施設整備・活動運営等の教育支援事業 

シリア・アラブ共和国 

対象地 シリア・ラッカ県ラッカ市 

対象者 戦争により身体的・心理的被害を受け、他に適切な教育及び心理社会的支援を受ける機会のな

い学齢期の子ども 250人 

活動内容 l 基礎学習とレクリエーション活動を提供する特別支援コミュニティセンターを運営する。 

l 特別な困難やニーズをもつ子どもを支えるには地域の人々や支援機関との協力が必要と

なるため、他の支援機関（医療、教育、人道、文化）と連携し、少ないリソースのなかで

レファレンスもできるようケースワーク機能を強化する。 

l 家庭訪問による個別的なアセスメントを定期的に実施する。 

スーダン共和国 

対象地 スーダン・ハルツーム州／ホワイトナイル州 

対象者 農村部の公立学校 8校／2校 

活動内容 l 継続事業となる 3校では生徒、教師、住民からなる学校菜園管理チームの自立的な運営を

強化し、継続的な収穫と収穫物の管理を実施する。学校教師と連携し“ライフスキル”教

科授業の一部を講師として担当し、子どものライフスキル向上を目指す。 

l 新規に学校菜園を設置する 5校では、これまでの団体経験を生かし菜園設置・運営と生徒

や教師へのトレーニングを実施する。 

l 学校菜園事業の導入を視野に入れ、ホワイトナイル州でのベースラインアセスメントとし

て、2校で現地調査を実施する。 

カンボジア王国 

対象地 カンボジア・コンポンチュナン州コンポンレーン郡 



対象者 水上生活コミュニティのカンボジア人の子ども 250人及び学校教師 7人 

活動内容 l 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響で 2020年 11月まで休校予定となってい

る対象コミュニティの子ども達の、家庭学習用教材配布や教師・保護者との連携を強化す

る。また休校中の教師のモチベーション低下を防ぐため教師への研修を継続する。 

 

②	 食糧・衛生品等の物資配布事業 

シリア・アラブ共和国 

対象地 シリア・ラッカ県ラッカ市 

対象者 l ラッカ市に住む子ども・保護者 

l 戦争により身体障がいを負った子ども 10名 

活動内容 l 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）感染予防のための衛生

用品を配布する。 

l 日常的な衛生環境を整備するため衛生用品キットを配布する。 

l 地雷などで身体障がいを負った子どもに義肢を提供する。 

トルコ共和国 

対象地 トルコ・シャンルウルファ県アクチャカラ市 

対象者 l シリア難民の子ども・保護者 

活動内容 l 状況に応じて健康や衛生環境を補助する衛生用品キットや食糧

バスケットを配布する。 

 

③	国内外の市民社会組織との連携及び啓発事業 

株式会社コウベノモリト（神戸でみんなでアートしよう！！）と連携し、フェリ

シモメリーファンディングで作成したアラビア語カルタを日本国内の保育園など

で子ども達と楽しむアート交流活動を実施する。その他国内でのイベントやワー

クショップを主催・共催するとともに、オンライン上で活動関連情報を拡散でき

るよう、ソーシャルネットワークを活用するほかオンラインイベントの実施を企

画する。 

 

④	その他 

法人の趣旨に賛同して活動していただける正会員および賛同して支援していただ

ける賛助会員の入会を推進する。 

  



2.	  2020年度活動予算書（2020年 4月 1日〜2021年 3月 31日） 
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