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Ⅰ．はじめに 
 私がネパールに来て２ヶ月になる。私は私立校の一つで、ボランティア教師として日本

語を教えている。日本の学校との様々な違いに驚きつつ、元気な子ども達に日々勉強させ

てもらっている。多くの子ども達はとても勉強に対して熱心であり、日本の子ども達とは

違った、学習に対する積極さを持っている。この明るさに、ネパールに来て間もない頃は

大変助けられたものである。 
 しかし、子ども達を取り巻く教育環境は厳しいのが現実である。私立の学校だからと言

って、決して裕福な子どもばかりではない。なかには、鉛筆やノートを満足に持たないの

で、他の生徒はノートに記入しているのに、先生の話を聞いているだけの生徒もいる。家

の経済状態が特に貧しい子どもは、授業料が無料の公立の学校に行くか、それもできない

子どもは家で家事労働を手伝ったり、社会に出て低賃金の肉体労働をするのである。 
 このように、ネパールの子ども達は、多くの要因により教育から遠ざけられている。こ

れには、親の経済状態、カースト制度による差別、住んでいる地域の問題、不安定な政治

情勢や民族の違いなど多くの要因がある。また、学校内でも多くの問題を抱えていて、教

師の低資格や生徒の登校の不規則さなど多くの問題を抱えている。これらの問題全てが関

係しあって、教育の発展阻害要因となっているのである。NGO 等の団体が奨学金制度等に

より子ども達を支援し、教育を広げようと努力している。一定の成果をあげながらも、カ

ースト制度問題や深刻な経済状態等の要因によって、思うような成果をあげられないのも

現実である。しかし、政府の教育行政が思うように効果をあげてない状態では NGO の活動

は重要なのである。 
 ここでは、ネパールの教育の現状と抱える問題を中心にして様々な視点から考えていき、

子ども達がどのような状況に置かれているのか考察していきたい。 
 
Ⅱ．ネパールの教育の歴史 
 ネパール政府が教育に力を注ぐようになったのは，近年になってからである。それ以前

では、１８５１年に首相ジュン＝バハドゥルがイギリスの私学校に大きな影響を受け、ダ

ルバールスクールを開いたのが初めてである。しかし、この学校は王宮の敷地内に建てら

れ、通った子どもはラナ家の子どもだった。これは、この学校が子ども達を政府で仕事を

させる為の、準備機関だったからである。１９４９年頃になっても、ネパール全体を考え

るとほとんど学校は無く、カトマンズ盆地内で、小中学校が３１０校、高校が１１校、大

学が１校であった。１９５０年のラナ家の追放により、教育においてもわずかに民主化が

進むようになり、教育を受ける層がそれまでよりは広くなった。しかし、それはカースト

制度等の社会的な困難により、まだまだ一般層には広まっていなかった。１９６３年には、

カースト制度が制度上撤廃された。そして、１９７１年に政府から初めての本格的教育プ

ログラムである、NESP(New Education System Plan)が発表された。これは、全ての
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子ども達が最低３年間は学校に通うことを提案し、小中学校の教師に対して１００%の給与、

高校の教師にたいしては５０％および７５％の給与を保証するものであった。現実的には、

このプログラムは強制力を持たなかったが、基本教育の発展をリードするものであった。

しかし、学校の施設等の物理的施設は地域に負担させられており、多くの問題が残るもの

であった。この問題は、現在まで残っている。 
 そして、民主化の達成された１９９０年を機に，教育システムが見直されるようになり、

１９９２年に BPEP(The Basic and Primary Education Project)が発表され、また

同時に、PEDP(The Primary Education Development Project)が発表された。これ

により、政府認定校(公立校)の授業料の無料化、全ての教師に対する１００％の給与保証が

実現し、教師の訓練による質の向上が目指された。また、２０００年までに世界的な教育

機関とつながりを持つこと、適学齢期の最低８０％の子どもに男女平等に教育を供給する

ことが目標とされた。また、学校の建設が奨励され、私立校も急速に増加した。 
 1997 1998 1999 2000 
Primary (小学校) 23284  23885 25522  25927 
Lower Secondary (中) 6062  6617 7276  7289 
Secondary (高校)  3322  3624  4082  4350 

       C.B.S，STATISTICAL POCKET BOOK NEPAL 2002 p159－161 
これは、１９９７年から２０００年までの学校の増加を示した数値である。これからも、

近年ネパールにおいて、教育が普及していることが分かる。１９７１年以降、実施されて

きた教育プログラムの成果でもあり、NGO の活動の結果でもある。まだまだ地域によって

格差はあるものの、教育は確実に広がり始めているのである。 
このように、ネパールの教育は１９７１年以降、教育を普及させようと、幾つかの教育

プログラムが実施されてきた。しかし、学校の増加、就学率・識字率の上昇等の一定の成

果はあげることができたが、低い卒業率と高い中途退学率、男女間や都市部と地方の教育

格差等多くの問題が残っており、学校数は確実に増えているものの、まだまだ不足してい

るのも事実である。また、抱えている問題がこのネパールに根づく文化的な要素も含んで

いるので解決が容易ではないのである。                               

次はこの教育の発展の影にどのような問題が出てきたのかを考えていきたい。 
 

Ⅲ．ネパールの教育のいま 
 確かに、近年急速に教育が普及してきたことは事実である。しかし、この国独自のカー

スト制度や発展途上国であるが故の貧しい経済状態等が教育の発展に大きな影を落として

いるのも事実である。 
 カースト制度は１９６３年に撤廃されたものの、未だに社会通念として根強く残ってお

り、人々の社会生活を支配している。それは、教育においても無関係ではない。カースト

により親の職業が限定される為に、親の収入の低い子どもは学校に通えないし、子ども自
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身の将来も限定される。子どもの心理的な圧迫は計りしれない。これは、子どもを将来に

対して悲観させ、教育に消極的にさせる可能性がある。これでは、いくら教師が教育に情

熱を注いでも効果がない。 
子どもを学校に行かせる費用についても、まだまだ改善すべき点が多くある。政府の学

校は授業料を徴収せず、５年までは教科書も無料で配られているが、未だに多くの子ども

が学校に通えないのが現実である。一般には、政府は子どもからお金を徴収することを禁

じているが、現実には、学校は様々な名目でお金を徴収している。６～１０年生に限って

は、年間５００ルピーを教育と学校運営の為にだけ徴収してもいいのであるが、１～５年

生からも様々な理由で徴収している。徴収しなければ学校を運営できないからである。政

府からの支援は、私立校には無く、公立校に対する支援も年間に１１０００ルピーだけで

あり、チョークや黒板消し、記録用のペンすら買えない状態である。政府の予算の教育へ

の支出は全体の１５%に及んでいるが、その大半は人件費なのである。地方では、政府から

支給されている年間維持費は実質的にゼロである。その為に、学校は本代・制服代・試験

代等を理由に、法に触れない形で徴収している。カトマンズの新聞である、The Rising 
Nepal1には「No fee at Primary level to hit public schools」と述べているよ

うに、多くの学校はお金を徴収することを禁止されているにも関わらず、様々な名目で徴

収している。しかし、それでも多くの学校は教育教材を十分に買えずに学校運営に困って

おり、政府から支給されているお金もどのように使われているか分からないという。子ど

もを公立の小学校に通わせる為には、年間１８０８ルピー相当の費用がかかり、政府は子

ども１人あたり９７０ルピー分の費用を負担しているが、子どもの家族は残りの８３８ル

ピー相当を負担しているのである。その結果、多くの子どもは授業料は無料であるにも関

わらず制服や試験代が払えず、学校に通えない。多くの子どもの親にはそんな余裕は無く、

その結果、女の子は学校に送られず、男の子の方から優先的に教育されるのである。 
次に、都市部と地方の教育格差であるが、これも教育の発展に大きな影を落としている。

確かに、ネパールの識字率は上昇してきているが、現在の政治体制が極端に中央集権体制

である為に、地方行政は滞っていて、教育行政も進んでいないなのが現実である。その為

に、校舎があっても教師が派遣されていなかったり、校舎すら無い学校もあるのである。

また、教師の質にも大きく隔たりがあり、多くの教師は都市部で働くことを希望するので、

訓練を受けていない教師が地方に派遣されることも当たり前のようになっているのである。

結果として、都市部と地方には大きく隔たりが生じてくる。そもそも、この国において識

字率の平均を求めることじたいが、意味の無いことなのかもしれない。この識字率の上昇

は都市部の私立校の生徒が大きく貢献しているのであり、ネパール全体を考えると、まだ

まだ低いのが現実である。この国の教育を考える際には、都市部と地方を分けて考えるこ

とが必要である。 

                                                  
1 18 Feb．2003 
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Ⅳ．都市部の教育 
 カトマンズはもっとも教育が普及している都市である。私立校も多くあり、教育がも

っとも盛んな場所である。英語教育やパソコンを使った教育が盛んに行われている。しか

し、そのような教育を行うのは私立校だけである。前で述べたように、公立校にはパソコ

ンを買うお金など、どこにも無いのである。教育が広まる一方で、経済力のある者と無い

者との受ける教育の質に格差が生じてきている。都市部と地方だけでなく、都市部のなか

にも新たな教育格差の場が生じ始めているのである。 
また、カトマンズのなかでも、公立校にすら通えない子ども達の存在も無視できない。

カトマンズには、２０００人のストリートチルドレンがいると言われている2。多くの子ど

もは働いているので学校に通っていない。政府や NGO 団体が保護して学校に通わせている

が、すぐに逃げ出したりと、うまくいってないのが現実である。ストリートチルドレンは、

居場所が決まっていないので、教育を習慣化させることが難しいのである。経済活動が活

発化する一方で、その犠牲になる者も多くいるのである。子どもを労働力の一部としてい

るこの国の社会通念を変えていかなければならない。教育の普及の為には、こういった子

どもにも教育を広めていくことが求められる。 
ここ数年、カトマンズにおいては教育熱が高い。特に私立校が乱立し、カトマンズのい

たる所に私立校がある。ネパール全体でも８５４７校の私立校がある3。しかし、たいてい

どの校舎も古く、敷地も狭く教育の場に適しているとは言えない。しかし、公立校と比べ

ると教師や学校の設備も整っているのが現実である。多くの親は良い教育＝良い仕事と考

え、多少家計は苦しくても無理して子どもを私立校に通わせるのである。その為に、公立

校の地位は相対的に低下し、通う生徒も減少し、学校運営がうまくできずに教育の質が低

下している。 
 確かに、私立校がカトマンズにおいて果たす役割は大きい。識字率の上昇も私学校によ

るところが大きいであろう。現在、ネパールは近代化の途中にあり、受験競争が激しい。

これは、日本と変わらない。カトマンズにおいて増えた中産階級を背景に、多くの子ども

がよい仕事につくために私立校に通わせられている。自分が日本語を教えさせてもらって

いる学校も月に１０ドル(約７６０ルピー)の月謝で、学校に多くの子どもが通っている。国

民の一人あたり GDP が２２０ドルそこそこのこの国では、高い月謝である。しかし、徴収

されるお金はそれだけではない。学校は様々な機会に多くのお金を徴収している。だから

と言って、この学校に通う生徒の全てが裕福な分けではない。多くの生徒が満足に朝食を

食べずに学校に来ているし、ノートや鉛筆を持たずに授業を受けている。それでも親は子

どもを私立校に通わせたがるのである。 
 しかし、この私立校の増加は危険な要素も多く含んでいる。最近、教育のマネージメン

ト化が懸念されている。多くの私立校は高い月謝を徴収していて、様々な宣伝により多く

                                                  
a2 CWIN，Far Aw y From Home，2000 

3 1999 年 ネパール教育庁統計局 
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の子どもを学校に通わせようとしている。しかしこれは、教育の本来の目的を失わせ、利

益を最優先とした学校経営が行われかねない。私立校の増加は、教育の普及を象徴してい

るようにも見えるが、近代化したカトマンズ社会の活発な経済活動も象徴しているのであ

る。それには、良い面と悪い面の両面を含んでいるのである。また、教育課程や目標が強

い法的拘束力をもたないこの国では、私立校の独自の教育が教育の混乱をもたらしかねな

い。 
受験競争を激しくさせている要因として SLC(School Leaving Certificate)がある。

SLC はネパールの生徒にとって一生を左右する大事な試験である。得点の高い者から希望

の学部に進むことができるからである。もし、得点が低い者はそのまま将来の職業も決ま

ってしまうのである。多くの私立校は、学校から如何に多くの高得点者を出すかに必死に

なっている。SLC の高得点者の多くは私立校の生徒なのである。よって、多くの親は子ど

もを私立校に通わせようとするのである。この為に、SLC が過剰な受験競争をもたらして

いるとの意見が多くある。しかし、私が思うにはこのテストの存在は悪くない気がする。

このテストが行われる限り、私立校はこのテストに向けて学校の教育を行うのである。学

校によって多少の差はあっても、教育内容は統一できるからである。このテストを全面的

に肯定するわけではないが、このテストに代わり強力な法的拘束力を持つ教育課程が定ま

らないうちは、肯定せざるをえない。もし、このテストが無くなれば、私立校の多くは教

育内容を高度化させ、学校の教育内容の高度さを宣伝するようになるであろう。そうなれ

ば、さらに教育は混乱し、公立校や地方との教育格差は広がるばかりである。 
 次に、都市部の教育の発展の障害となっているのがストライキやデモである。この問題

は将来教師を目指す者として私が最も危惧する問題である。単にストライキと言っても、

政治的なものや物価上昇に対するものや、規模も様々である。しかし、このストライキは

何ヶ月も前から決まるものでないために、突然と数日前に決まるのである。その日は、多

くの店や学校が休みになり、親は子ども達をデモ等に巻き込まれないように外には出さな

い。この不規則な休校により、教育が思うように進まないのも事実である。学校は組んで

いた予定を変えなければならないし、子どもにとっては大切な学習を中断されるのである。

私がボランティアとして活動している学校の夏休みがまだはっきり決まっていない。校長

先生の話によれば、年間に１８０日学校を開かなければならないので、ストライキにより

学校が休みになれば、その分だけ夏休みが短くなると言っていた。年間の前半に多く休み

をとっていては、もし、後半に多くのストライキが起こった時に対応できないのであろう。

私の学校の夏休みは予定では一週間である。教育は習慣化することが大切である。しかし、

こうも突然と教育が中断されていては持続的な教育ができない。それは、子ども達に効果

的な教育ができないということでもある。 
 この解決策は自分には分からない。子どもの安全を考えると、休むという選択が最善だ

と考えられるからである。その為に、夏休み等を減らすのも仕方ない選択だと思う。しか

し、この問題の原因は政治の混乱にあることは間違いない。この国では、政治と教育は密
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接に関係している。学生による政治デモやマオイストによる教師への拷問等である。政治

と教育が強く癒着しているのである。教育に政治的な思想は押し付けてはならないし、教

師も政治的な活動を教育に持ち込んではならないと思う。政治的教養は必要であるが、政

治活動を学校でしてはならない。この解決には、政治の安定化と学校の絶対的な地位が必

要であると考える。教育は神聖な場所でもある。それが、時の不安定な政治事情に左右さ

れていてはいけない。教育も学校も普遍的であることが求められると思う。それは間違い

なく学校の安定化に貢献するはずである。 
 このように、教育が大きく普及してきたカトマンズでさえ、多くの問題を抱えている。

教育の普及の為に新たに生じてきた問題である。この解決の為には、新たな取り組みが必

要である。しかし、地方はもっと深刻な状況にある。教育が行われていない地域も多くあ

るのである。現在、ネパール全体においては、およそ４０００校の学校が不足していると

言われている。それは、近代の全く進んでいない、地方においてである。          
 
Ⅳ．地方の教育 
 ネパールは都市部と地方との経済格差が大きい国である。近代化したカトマンズにおい

ては、生活するにおいてあまり不便に思うことがない。しかし、地方の地域によっては、

電気が通ってないところも多くあり、夜はロウソクで生活するところも多くあるのである。 
 これは教育にも悪影響を及ぼしている。学校の物理的施設の設置費用は、学校を置く地

域に任せられており、貧しい地域は学校を建てられずにいる。これには、NGO が大きく貢

献しており、多くの学校施設が寄付されている。しかし、学校の維持費や運営費がまかな

えずに、厳しい学校経営をせまられているのである。また、都市部では英語教育やパソコ

ンを使った教育が盛んであるが、地方ではそんな教育はできないのである。パソコンが買

えないという問題もあるが、電気が通ってないので、パソコンを取り入れたくても取り入

れられないのである。これだけでなく、地方はカースト・民族の問題、地理的な要因が教

育に都市部以上に大きな負担をかけている。 
 地方において教育の発展の大きな障害となっているのは、経済的貧しさであろう。貧し

い自治体は学校を建設できない。多くの家庭では農業を営んでおり、子どもは大事な労働

力である。家事や農作業、妹や弟の世話をしなければならない。親は子どもを学校に行か

せるのをためらうのである。その為に、学校に行かせても中途退学や留年があいついでい

る。次の資料は退学・留年の原因を表したものである。 
＜学校関連＞ 
・学校の年間予定が農業予定と一致しない ・学校までの距離 
・教師一人当たりの生徒数の多さ ・貧困と施設、教材の不足 
・授業内容が役に立たない 
農業予定と一致しないのは、子どもを労働力として使っているということである。種ま

き時期や収穫期には、子どもの労働力が必要なのである。学校の距離というのは、子ども
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が学校に通うまでの通学時間である。調査によれば、２１％の子どもが３０分以上歩いて

学校に通わなければならないとある4。学校までの長い距離は子どもを家事労働から遠ざけ、

通学の安全性を失わせ、通学にかかる追加費用がいるのである。モンスーンの時期は土砂

崩れや洪水の危険性があり、密集した森林や険しい丘も学校へのアクセスを妨害する要因

となっている。授業内容が役に立たないというのは、多くの子どもは将来は親の後を継い

で農業を営むのであり、学校で学ぶ内容が役に立たないということであろう。 
＜子ども関連＞ 
・出席が不規則 ・子ども自身が学校に興味を持たない 
・ネパール語が十分に話せない 
 子ども関連の要因としては、子どもが労働力として使われているのが最大の原因である。

子どもが学校に興味を持たないのは、教育が習慣化されていないということであり、小さ

い頃からの教育が必要であることが分かる。また、ネパール語を話せないのも大きな要因

となっている。ネパールには、６０以上もの民族と、２０以上もの言語がある。しかし、

学校においては少数言語を無視し、ネパール語を使うのであり、ネパール語が話せない子

どもにとってはそれだけで負担になるのである。 
＜保護者関連＞ 
・家でネパール語を使わない ・適学齢期以外の子どもも学校に行かせる 
・親が教育を理解してない 
 この国で、教育が貧しい人々にも普及し始めたのは近年であり、多くの親は教育を受け

ていないのである。その為に、子どもの学習を適切にサポートできないのであろう。また、

地方では子どもを労働力として使う為に、多くの子どもを育てる。その結果、年上の子ど

もは弟や妹の世話をしなければならないのである。学校に兄弟や姉妹を連れてきて、世話

をしながら授業を受けるというのは珍しくない。子どもは世話と学校の板ばさみになり、

学校は仕方なく受け入れるのである。The Kathmandu Post5に「Children go to 
school to eat」とあり、地方に給食を出し始めた学校があるが、生徒が学校に通ってな

い弟や姉妹も学校に連れてくるようになったとある。給食を食べさせる為に、親が連れて

行かせるのである。その結果、学校経営がさらに厳しくなったとある。学校としては、生

徒を学校に通わせるために仕方なく受け入れているのである。 
 このように、地方で教育が普及しにくい要因は多くあり、貧困が原因である為に単なる

教育内容の充実だけでは、その解決が困難である。経済力の上昇とともに、親への教育も

必要であると思う。親が教育の大切さを理解しなければ、子どもを学校に行かせない可能

性が高いのである。また、少数民族へのサポートも必要であろう。少数民族の子どもにと

っては、学校に行くことじたいが大きな心理的負担になっている。教育を統一していく為

には、ネパール語を教えこむことも大切であるが、少数民族の文化や言語も守っていくこ

                                                  
4 XFAM，Primary education in Nepal，1998 
5 14 Feb．2003 
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とも大切である。 
 次の資料は１９９９年度の各地域の学校数である。 
 Primary 小 L．Sec． 中 Secondary 高 

東部地域 5575   1616   856 
中部地域 7557   2371   1391 

  西部地域 6039   1653   1010 
中西部地域   3677   940   495 

 極西部地域   2674   696 330 
C.B.S，STATISTICAL POCKET BOOK NEPAL 2002 p158 

 この資料によれば，カトマンズを含む中部地域では、小学校(Primary)５校につき１校の

高校(Secondary)があるのに対して、西部地域では小学校６校につき１校、中西部地域では

小学校７校につき１校、極西部地域では８校につき１校である。都市部よりも、地方の方

が進学が困難であることが分かる。この為に、地方では若者の流出が問題となっている。

裕福な者や能力の高い若者は高い教育を求めて都会に出て行くのである。そして、彼らの

多くが都会でそのまま就職するので、地方で行われた教育はその場所に還元されないので

ある。また、今年行われた SLC の結果は、合格率３２％であり、その多くが都市部の生徒

だったのである。地方にとっては、SLC は狭き門なのである。学校数とともに、教育の質

にも大きな問題を抱えているのが現実である。 
 地方の教育の発展の為には、経済力の向上、学校施設・設備の充実、民族間の違いへの

配慮等が必要であろう。特に貧しい地方では、私立校の増加は望まれないので、政府や NGO
の活動が大切である。政府が先頭に立って教育を普及していかなければならない。教育の

充実とともに、地方の産業の向上と多様化も望まれる。学校で学びえたことを活かす環境

を作り、若者の都会への流出をくい止めなければならないと考える。また、貧しい子ども

のなかでも女の子の教育には、特に配慮しなければならない。多くが、男の子が優先的に

教育され、女の子は教育されないのである。                    
次は、ネパールの女性教育について考察していく。 

 
Ⅴ．女性教育 
 ネパールでは、女の子どもは「神からの預かり物」と考えられている。これは、決して

良い意味ではない。女の子は生まれた家は仮の宿とされ、結婚して夫の家に嫁ぐまで、家

事労働や農作業、妹や弟の世話を任せられる。結婚後も、夫の実家でも家事労働を任せら

れ、一番低い扱いを受けるのである。 
 ネパールでは、女性教育不要論が根強い。これは、現在でも社会に大きな影響を及ぼし

ているマヌ法典の為でもある。三従の教えとあって「幼いときは父の、若いときには夫の、

夫が死んだときは息子の支配に入るべし。女は独立を享受してはならない。」とある。女性

蔑視の思想である。結婚すれば夫の家に嫁ぐので教育は必要ないと考えられている。その
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結果、親は男の子どもを優先的に教育し、女の子は学校に通っていても早く辞めさせられ

るのである。これは、教育にも大きな影響を及ぼしている。識字率の面では、男性が６５．

８％であるのに対して、女性の識字率は３５．４％である6。教育が普及してきているとは

いえ、女性が教育を受けにくい立場にいるということがはっきり分かる。字を知らないと

いうことは、社会へのアクセスや就職に不利な立場にあるということである。ネパールで

は、多くの技術職が男性であり、女性は肉体労働者であることが多い。女性の労働時間は，

男性よりも３．１時間長いと言われている7。教育を受けにくい環境にあるため、結局は、

したい仕事につけず、不利な労働をさせられるのである。 
 次の資料はネパールの Secondary(高校)の１９９７年から２０００年までの学校数の変

化と女子生徒数の変化、全生徒数に占める女子生徒の割合の変化を表したものである。 
 1997  1998 1999 2000 
学校数 3322  3624  4082  4350 

全生徒数 344034 375076 385079 372914 
女子生徒数 129028 146938 152823 151444 
女／全生徒 37.5% 39.2% 39.7%  40.6% 

CBS，STATISTICAL POCKET BOOK NEPAL 2002 p161 
 この表からも分かるように、１９９７年の女子生徒の全生徒に占める割合は３７．５％

である。男子生徒に比べると圧倒的に少ないのである。２０００年までに４０．６％と上

昇してきているものの、男子生徒に比べて少ない。これからも、女の子の方が教育を受け

にくい環境にあるのが分かる。また、最近急増してきている私立校でも似たような傾向が

出てきている。The Kathmandu Post8には「Awareness sees rise in school 
enrolments，but discrimination persists」とあって、娘を学校に行かせるようになっ

たものの、新たな差別が生じてきているとあり、多くの親は息子を私立校に行かせ良い教

育を受けさせる一方、娘は公立校に行かせるので教育費に大きな差があるとあった。Kaski
の公立校における男女比は女子１．０９：男子１であり、この地域の私立の高校における

男女比は女子０．０７：男子１であるという(DEO，2003)。多くの教育費は息子に使い、

娘にはお金を使いたがらないのである。この傾向は私がボランティアをしている学校でも

そうである。上級ほど女子生徒は少ない。 
 このように、教育の大切さが親にも理解され女の子にも教育が広まる一方で、子どもが

受ける教育の質に大きな差が出始めている。これは、未だに男と女を区別して扱っている

のであり、女性蔑視の思想に他ならない。いかに女性に対する差別が強く残っているかう

かがえる。また、私立校と公立校の格差を埋めなければならない。良い教育＝私立校とい

う考えが定着してしまっている。女性に良い教育を供給するためには、公立校の教育の充

                                                  
6 UNDP，Nepal Human Development Report 2001，2001 
7 XFAM，Primary education in Nepal，1998 
8 18 Jun．2003 
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実が望まれる。それほど、女性蔑視の思想は払拭しにくい。この国に根づいてしまってい

るのである。女性教育が広まり、経済力の向上・地位の向上が実現されることを望む。男

性からではなく、女性自身の活動により女性の地位を向上させなければならないと考える。 
 
Ⅵ．教師の質 
 日本において学校は子どもの健全な人格形成の場でもある。教師は教科を教えるととも

に、子どもの人格形成も適切にサポートしなければならない。これは、教育の発達した先

進国においては当たり前のことでもある。しかし、ネパールではそうではない。教師は子

どもの人格形成のサポートはしていない。学年ごとに代表の先生はいるが、クラス担任は

いない。教師は単に教科を教えるだけである。日本の予備校と変わらない。教師のなかに

は、教える学校をかけもちしている教師もいる。自分の授業が終われば帰るし、下校時刻

になると生徒と一緒に帰っていく。そもそも学校には職員室というものがない。 
 これは教師に生徒の評価権が与えられていないためである。教師からすれば、ＳＬＣや

テストでいかに高得点をとらせるかが全てである。しかし、反抗期や休みがちにある生徒

をうまく指導できていない。私の学校にも、驚くような暴言を口にするような生徒や休み

がちな生徒がいる。しかし、教師は何ら指導していない。授業以外の時には生徒と接して

いない教師が多くいる。私は授業がいくら充実していても、教師が人格形成のサポートを

成しえないのならば、教育とは言えないと思う。学校は生徒の学習と健全な成長を支える

場でなければならない。 
 ネパールにおいては、高校卒業の時点で資格が与えられる。６歳で学校に入学すれば、

１６歳の教師が誕生することになる。たった１６年しか生きていない子どもに教師が務ま

るわけがない。教師としての経験も少ないが、人としての人生経験が少なすぎる。これで

は人は教育できない。この教師の質を向上させる為に、PEDP(The Primary Education 
Development Project)が発表された。この計画は、教師の訓練を実施し、教師の質の向上

を目指すことに重点を置いたものだった。同時に各地域に訓練センターを設置することを

目標とした。このプログラムの実施により、多くの教師が訓練を受け教師としての自覚を

持ち生徒と接するようになった。しかし、未だに多くの訓練を受けていない教師がいる。    
次の資料は、ネパールの中学校における教師数と非訓練教師数の変化を表したものであ

る。 
 1997  1998  1999   2000 

教師数 20641  22095  24696   25375 
非訓練教師数 14230  14849  16634   15107 

非訓練教師の割合 68.9% 67.2%  67.4%   59.5% 
        C.B.S，STATISTICAL POCKET BOOK NEPAL 2002 p161 
 資料からも分かるように、非訓練教師の割合が非常に高い。教師の数が増える一方で訓

練を受けていない教師も増えている。１９９７年から１９９９年にかけては、７０％に近

 11



い教師が訓練を受けていない。２０００年には５９．５％と減少しているが、この数値は

限りなくゼロであるべき数値であるので、未だにもって訓練を受けた教師は少ないと考え

たほうがいいであろう。訓練を受けていない教師は教師としての自覚が少ないと言われて

いる。自分の都合で勝手に学校を休むことがあり、教育に悪影響を及ぼしている。子ども

からすれば教育を奪われたも同然である。The Kathmandu Post9には「Students 
deprived of education due to teachers absence」とあって、Lokpriya Secondary 
school で、この学校がある村で洪水があってからは教師がほとんど来なくなり、３ヶ月前

から教育が中断しているとあった。教師のなかには月に５日しか来ない者もいて、多くの

生徒が朝１１時まで教師が来るのを待って来なければ、帰ってしまうという。教師にどん

な事情があったのか分からないが、教師としての自覚が無さ過ぎるとしか思えない。教師

を配置する教育行政にも不備がある。遠隔地に配置された教師は長い時間をかけて学校に

行かなければならないし、家から通えなければ家を移らなければならなく、教師にとって

は大きな負担になるのである。その為に、教育事務所に賄賂を渡して自分にとって便利の

良い学校に転勤しようとする教師があとを絶たない。教育事務所が勝手に教師を転勤させ

るため、僻地の学校からすればますます教育に支障が出てくるのである。このような地方

教育事務所に対して不信感を持った学校は事務所に学校を登録せずに教育を行っているの

である。この国では教師の身分と待遇はあまり高くない為に、職業としての教師が尊重さ

れていないところがある。 
 学校がいくら増えても、そこで行われる教育が充実していなければ教育が普及している

とは言えない。教育を充実していくのは教師である。学校が増えてきたネパールにおいて

次に取り組まなければならないのは、教師の質の向上であろう。子どもが学校で過ごす時

間が長ければ長いほど、親の代わりに教師が子どもの人格形成のサポートをしなければな

らない。学校の果たす役割はますます大きくなっていくであろう。 
 
Ⅶ．ネパールの教育にふれて 
 ネパールの教育について少し学んできたが、如何に教育を普及させるのが難しいかが分

かった。カースト・民族間の問題、都市部と地方の教育格差、男女間の教育格差、教師の

質の低さ等の多くの問題がある。政府や NGO も解決に向けて必死に取り組んでいるのであ

る。新聞には多くの教育関係の記事がでている。それほど、教育の大切さが認識され始め

ているのである。しかし、男女間の教育格差の問題やカースト・民族間の問題は文化の問

題でもある為に短期間には解決できないだろう。また、予算にも限界があり、教育ばかり

に予算をつぎ込むわけにはいかない。The Kathmandu Post10には、もし高校まで完全

に無料にすれば、予算の５０％以上を教育につぎ込まなければならないとあった。他の事

業とのバランスもあるのである。                 
                                                  
9 5 Mar．2003 
10 16 Jun．2003 
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今回のレポートでは NGO の活動成果を具体的にあげることはできなったが、NGO の活

動がこの国においては非常に大きいのである。この事業を持続的に続ける為には、政府も

奨励し、政策に取り組んでいくことが求められる。持続的に続けてこそ、今行われてる活

動は意味をなしてくるであろう。               
この国の教育は、教育そのものが試行段階にあると考える。教育課程のさらなる充実と

明確化、法的拘束力も必要であろう。教師の身分と待遇を公務員と同じにし、適切に扱わ

れるべきである。教師自身も積極的に訓練を受け、教育に対して積極的でなければならな

い。また前に述べたように、地方との教育格差をなくす為には、現在の中央集権制的体制

を見直し地方にも細かい行政が届くようにしなければならない。カトマンズで地方の政策

を考えていてもはじまらない。地域による、地域に根ざした教育が必要である。 
 これからも新たな問題が出てくるだろう。しかし、ネパールの教育は少しづつであるが、

良い方向に向かっていると思う。まだまだ目標の達成に時間はかかりそうであるが、不可

能ではない。子どもにとって何が大切で必要であるのかを考えながら、一つ一つ政策を実

施していくしかない。それが一番の近道である。 
 
Ⅷ．最後に 
 私がネパールに来てよく思うようになったのは、子どもにとっての教育の持つ意味であ

る。学校で日本語を教えながら一生懸命に取り組む生徒達と接しながら、不安になること

がある。この国では、子ども達の将来はとても限定的である。男女間に差別があるし、カ

ースト・民族によっては将来の仕事も親や社会に決められてしまう。それにより、夢を絶

たれた子どもも多くいるだろう。そう考えると、学校で教える事など役に立たないと思っ

てしまうことがある。日本語などなおさらである。                   
しかし、それでも多くの子どもが楽しそうに学校に来ているのは、教育が子どもに生き

る意味や目標を与えるからではないであろうか。どんな教科であっても、日々の学習のな

かで培ったものは、子どもに自分の人生を主体的に生きる力を与えるのだと思う。学ぶこ

とは、自分の人生を自分で生きるということである。将来、希望の仕事につくためだけに

学ぶのではない。厳しい社会情勢のなかでも、教育は子どもに生きる希望を与えてくれる。

厳しい社会状況に打ち勝つ力を与えうるのは教育だけである。子どもは、私にも生きる意

味や目標を教えてくれた。教育を通して、互いに成長できる喜びを感じている。これから

のネパール滞在期間で、子ども達との触れ合いのなかでもっと多くの経験をしていきたい。

ネパールが子ども達にとって、もっと夢や希望を与える国になることを望みます。 
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