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２．事業の概要と成果 

 

（１）上位目標 ミンダナオ島ジェネラルサントス市バランガイサンホセに住む先住

民族の子どもたちの教育環境及び生活環境が向上すること。 

（２）事業内容 

 

【ハードコンポーネント】 

（ア）教育施設整備活動：ビアオ小学校 2教室の建設と備品整備 

概要：建設工事が順調に進み、予定よりも早く、8 月下旬に完成し

た。9月中旬に完成式典を開催する見込みである。 

計画との相違点：教室前の廊下と地面の段差が大きかったため、子

どもたちの安全性を考慮し、階段を設置した。 

活動内容： 

・建設準備（3～5月）：建設会社との契約、学校や村との調整 

・校舎建設（5 月～8月）：資材の搬入、所定の工事の実施、実施団

体エンジニアによるモニタリング 

【ソフトコンポーネント】 

（イ）児童会の強化活動 

（ウ）教員の強化活動 

（エ）保健環境の向上活動 

（オ）生計環境の向上活動 

概要：前期 21 のテーマで 357 名に対し、研修を 30 回実施し、延べ

901 名が参加した。 

計画との相違点： 

 参加者の理解度に合わせ、一部テーマの順序を入れ替えたものの、

前期に予定していた研修が全て終了し、順調に進んでいる。 

活動内容： 

（イ）児童会の強化活動 

・テーマ：「地域調査」 

-1)5 月 16 日～17 日、シャトル小学校児童会役員 5名 

-2)5 月 21 日～22 日、サンホセ小学校児童会役員 5名 

-3)6 月 13 日～14 日、アスパン小学校児童会役員 5名 

-4)6 月 18 日～19 日、ビアオ小学校児童会役員 9名 

-5)6 月 25 日～26 日、マリガヤ小学校児童会役員 5名 

-6)7 月 2日～3日、ブラガン小学校児童会役員 5名 

-7)7 月 4日～5日、ダタールサルバン小学校児童会役員 5名 

-8)7 月 24 日～25 日、バゴンシラン小学校児童会役員 9名 

-9)7 月 30 日～31 日、クルーラン小学校児童会役員 6名 

・テーマ：「先住民研修」 

-10)8 月 13 日～14 日、サンホセ村小学校 9校児童会役員 50 名  

・テーマ：「児童会の責任と役割研修」 

-11)8 月 27 日～28 日、サンホセ村小学校 9校児童会役員 50 名 

（ウ）教員の強化活動 

・テーマ：「既存ガイドライン研修」 

-1)6 月 20 日～21 日、サンホセ村小学校 9校教師 30 名 

-2)6 月 27 日～28 日、サンホセ村小学校 9校教師 44 名 
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・テーマ：「民族文化研修１」 

 -3)7 月 26 日、サンホセ村小学校 9校教師 60名 

・テーマ：「地域調査」 

-4)8 月 2日、サンホセ村小学校 9校教師 37 名 

・テーマ：「民族文化研修 2」 

-5)8 月 30 日、サンホセ村小学校 9校教師 47 名、サンホセ村 3地

域のリーダー3名、サンホセ村児童会 10名 

・テーマ：「ガイドライン作成研修 1」 

-6)9 月 6日～7日、サンホセ村小学校 9校教師 54 名 

（エ）保健環境の向上活動 

・テーマ：「東洋の薬研修」 

 -1)5 月 9 日～10 日、サンホセ村 3地域の住民 32 名 

・テーマ：「保健師の役割研修」 

 -2)6 月 19～20 日、サンホセ村 6地域の住民 31 名 

・テーマ：「ヘルスポスト研修 1」 

 -3)7 月 11 日、サンホセ村 4地域の住民 35 名 

・テーマ：「栄養改善研修」 

 -4)8 月 15 日、サンホセ村 4地域の住民 35 名 

・テーマ：「女性の健康と権利研修」 

 -5)9 月 2 日～3日、サンホセ村 4地域の住民 26 名 

（オ）生計環境の向上活動 

・テーマ：「アクセサリーづくり研修１」 

 -1)5 月 10 日～11 日、サンホセ村 3地域の住民 37 名 

・テーマ：「基礎組織化研修」 

 -2)5 月 29 日～30 日、サンホセ村 3地域の住民 40 名 

・テーマ：「基礎記帳研修」 

 -3)6 月 12 日～13 日、サンホセ村 3地域の住民 45 名  

・テーマ：「裁縫と刺繍研修 1」 

 -4)6 月 26 日～27 日、サンホセ村 3地域の住民 30 名 

・テーマ：「籠づくり研修 1」 

 -5)7 月 4 日～5日、サンホセ村 3地域の住民 42 名 

・テーマ：「裁縫と刺繍研修 2」 

 -6)8 月 6 日～7日、サンホセ村 3地域の住民 24 名 

・テーマ：「組織能力向上研修」 

 -7) 8 月 21 日～22 日、サンホセ村 3地域の住民 41 名 

・テーマ：「籠づくり研修 2」 

 -8)8 月 29 日～30 日、サンホセ村 3地域の住民 44 名 

（３）達成された効果 

   

 

期待される成果 1：予定通り、後期に達成見込みである。 

指標 1-1：現時点までに校舎は完成している。9月中旬に引渡式典が

行われ、その後 100 名以上の子どもたちの教育環境が整えられる見

込みである。 

指標 2-1：前期の研修は予定通り進んでおり、現時点までにハンド

ブックの中で重要な位置を占める「地域調査」が終了し、2014 年 3

月までに「先住民族の文化に適した児童会運営ハンドブック（試用
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版）」が校内で共有される見込みである。 

指標 3-1：前期の研修は予定通り進んでいる。現時点までにガイド

ラインに記載する内容もある程度固まりつつあり、2014 年 3 月まで

に、「先住民族の子ども向けの教育ガイドライン（試用版）」が校内

で共有される見込みである。 

【期待される成果 2】：予定通り、後期に達成見込みである。 

指標 4-1：前期の研修は予定通り進んでおり、現時点までにヘルス

ポストの意義が参加者間で共有されるとともに、問診や記録方法に

ついての練習が行われている。2014 年 3 月までに、「家タイプヘル

スポスト」が設立され、病気になった村人に活用される見込みであ

る。 

指標 5-1：前期の研修は予定通り進んでおり、現時点までに参加者

は、先住民の伝統的なデザインの衣服や財布等を作成できるように

なるとともに、原価計算や収支台帳の記録方法を習得している。2014

年 3 月までに、研修受講者対象調査で、品質向上や販売に対する知

識が研修前より増加している見込みである。 

（４）今後の見通し 【ハ―ドコンポーネント】 

 9 月 17 日（火）に引渡式典を開催し、その後は、使用状況のモニ

タリングを実施する。 

【ソフトコンポーネント】 

引き続きサンホセ村 9校の児童会及び教員の強化研修を実施する

ことで、予定期間内に試用版のハンドブック及びガイドラインを作

成する。また、後期予定されている保健環境の向上研修と生計環境

の向上研修を実施し、当初予定された効果を生み出す。 


