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世界の子ども2.4億人以上が、教育へのアクセスを阻まれています。

世界の子ども（6～18歳）2.4億人以上が学校に行くことができていないと

言われています。近年は新型コロナウイルス感染症の影響で学校が長期間閉

鎖したことにより、学習に遅れが生じ、途中退学するケースが増え、多くの子ども

は学校へ戻るのが困難になっています。さらに、低中所得国の10歳の子どもの

うち単純な文章を読み理解できるのが、2019年には43％だったのに対し、

2022年には30％に減少したと言われており、学習の遅れを取り戻すための質

の高い教育へのアクセスが必要になっています。

他にも紛争で避難生活を送る中、教育へのアクセスが妨げられる子どもや、貧

困のため通学費や学用品の費用が払えず、家計を支えるために働かざるを得

ない子どもたちもいます。また、障害があることで他の子どもとと一緒に教育を受

けられない子どもたちも少なくありません。

株式会社スタイリッシュ・エイチ・アンド・エイ 御中

セーブ・ザ・チルドレンは、あらゆる困難下にある子どもたちが、継

続して教育を受けられるようになるために、世界各地で活動を

行っています。モンゴルでは、障害の有無や言語の違い等に関わ

らず、子どもたちが質の高い教育を受けられるための支援を行いま

した。また、モザンビーク北部とイエメンでは長引く国内紛争下、厳

しい状況に置かれた子どもたちに対して、レバノンでは、避難生活

を送るシリア難民だけでなく、悪化する社会経済状況の影響を受

けているレバノン人の子どもたちに対し、継続して教育を受けられ

るよう支援を行いました。

私
た
ち
の
取
組
み

紛争、貧困、障害、コロナ禍においても、すべての子どもたちが教育を受けられるように。

2022年に教育分野へのあたたかいご支援をいただき、ありがとうございました。

皆さまのご寄付が、モンゴル、イエメン、モザンビーク、レバノンの子どもたちへの教育の

機会の提供、および教育の質の向上につながりました。心からの感謝をお伝えするとと

もに、2022年度の活動をご報告いたします。

2023年度も引き続きご支援をよろしくお願いいたします。

すべての子どもが
質の高い教育を
受けられるように。
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「誰一人取り残さない」教育を、小学校から中学校へ
【モンゴル】 義務教育期間を通したインクルーシブ教育推進事業

■目的 特別な支援を必要とする子どもたちが、義務教育期間を通

して、個々のニーズに応じた指導や教育支援を受けられるようになる

■活動内容

(1) 特別な支援が必要な小学校5年生*の中学校進学の支援
(2) 中学校におけるインクルーシブ教育システムの構築支援
(3) 保護者の子育て支援
(4) インクルーシブ教育推進のための政策提言

■事業期間 2021年3月30日～2024年3月29日

ワークショップに参加する子どもたち（ホブド県、2022年9月撮影） 研修で練習問題取り組む教職員たち（ウランバートル市、2022年8月）

■2022年度以前の事業の進捗

セーブ・ザ・チルドレンはモンゴルにおいて、障害、言語の違い、経済状況やその他の特徴に関わらず、全ての子ど

もが参加し、ともに学び、可能性を十分に伸ばすことができるよう、個々の学習のニーズへの対応を受けられる「イ

ンクルーシブ教育」を推進しています。2018年からは、事業対象地域の小学校と、学びに遅れが見られたり一度

退学してしまった子どもたちの受け皿となっている生涯学習センターの体制強化と教職員の能力強化、保護者や

社会の障害に対する理解促進のための啓発活動などを行ってきました。2021年からは、これらの活動を通した学

びや成果をもとに、義務教育期間を通したインクルーシブ教育の普及を目指し、対象を小・中学校に拡大しまし

た。また、関連する法や規程の改訂に向けた働きかけも継続して実施しています。

■2022年度の活動報告

事業対象を小・中学校に拡大し2年目となった2022年度は、1年目の8校に続き、新たな8校を対象に、子ど

もたちが個々に必要な支援を受けられるようにするための活動を開始しました。

活動１．特別な支援が必要な小学校5年生の中学校進学の支援

2021年度に作成した中学校進学準備のための教員向けの教材を、教員の声を取り入れて改訂し、新たな対

象校の教員に対する研修を実施しました。

活動２．中学校におけるインクルーシブ教育システムの構築支援

中学校の教職員向けの、特別なニーズのある子どもたち一人ひとりの学習指導計画の立て方、フォローアップの

仕方、保護者との連携方法等に関する教材を改訂し、教職員に対する研修を実施しました。また、対象校に、

スロープや手すりを作ったり、障害のある子どもも利用しやすいトイレへと改修したり、さらに障害のある子どもの学

習を支援するための教材、運動用具、玩具を提供するなどして、全ての子どもにやさしい学習環境を整えました。

活動３．保護者の子育て支援

教職員や保護者向けの、思春期の子どもたちの心身の特徴や、心理的支援、学習支援の方法、また保護者

と教職員との連携方法に関する教材を改訂し、教職員や保護者会メンバーに対して研修を実施しました。

活動4．インクルーシブ教育推進のための政策提言

インクルーシブ教育に関する政策や規程の改定に向けた働きかけを行いました。また、事業参加校の教職員が、

各校におけるインクルーシブ教育に関する取り組みを自己評価し、改善について話し合う機会を設けました。

対象地：ウランバートル市、
ウブルハンガイ県、ホブド県

*モンゴルでは1～5年生が小学校、6～9年生が中学校にあたります
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すべての子どもの「学習の継続」を目指して
【モザンビーク】国内避難民とホスト・コミュニティの青少年への復学及び学習継続支援事業

■目的 進学または学習継続が困難な国内避難民とホスト・コミュ

ニティの子ども・青少年が質の高い復学、学習継続支援を得ることが

できる。

■活動内容

(1) コミュニティにおける啓発活動、事業の周知
(2) 復学、学習継続支援実施施設の特定・整備

■事業期間 2022年11月1日～2023年10月31日

左：子どもや養育者を含む地域住民に向けて、今後実施する教育支援活動について周知する様子（2022年11月撮影）
右：コミュニティ・リーダーを含む地域住民に子どもの学習継続に関する啓発を行う様子（2022年11月撮影）

■ 2022年度事業の背景・概要

モザンビーク北部では2017年より武力紛争が本格化し、現在も頻繁に武力衝突が発生しています。国内避

難民の数は2022年で94万人以上にのぼり、そのうち半分は子どもであると言われています。本事業対象地域の

ナンプラ州は国内避難民の受け入れ以前より、教育分野における支援のニーズが高く、特に中等教育における退

学率の高さや進学率の低さは大きな課題でした。2022年11月に開始した本事業では、学校に通えていない、

または学校に在籍していても途中退学のリスクが高い青少年に向けてコミュニティ・ベースの教育機会を提供してき

ました。

■2022年度の活動報告

活動１．コミュニティにおける啓発活動、事業の周知

事業対象地域のコミュニティ・リーダーと協働で、地域住民に向けて子どもの教育と学習継続の大切さについて

訴え、その上で本事業で実施する活動について説明しました。具体的には、地域図書館の設置と、そこで実施す

る補習授業や、学校に長期間通えていない子どもに向けた基本的な読み書き・計算の授業を2023年に開始す

ること、さらに、中学校が近くにないため通学が困難なこと等が理由で教育へのアクセスが阻まれている子どもに対

して、遠隔で中等教育の実施を2023年に開始することを周知しました。地域集会やラジオ放送、パンフレットの

配布を通して、今後の教育支援活動に参加することもたちを特定します。

活動２．復学、学習継続支援実施施設の特定・整備

子どもたちが安心して学習できる安全で衛生的な地域に根差した施設を地域図書館として選定しました。これ

から配置する本や教材、文具、椅子や机などの調達を現在行っています。また、事業対象地には中学校が少なく、

距離が遠くて通学が困難な子どもが多いため、アクセスしやすい地域の小学校を選定しました。2023年にはこれ

らの選定した小学校で、中等教育の遠隔授業を提供します。

対象地：ナンプラ州
（エラティ、メンバ郡）
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障害のある子どもに対する保護者の支援能力を高めるために
【モンゴル】 障害のある子どもを持つ遊牧家庭の保護者・養育者のブレンド型学習モデルによ
る能力強化

■目的 ウブルハンガイ県およびホブド県において、障害のある子ど

もを持つ遊牧家庭の保護者・養育者の読み書き計算能力および

子どもを支援するためのスキル・態度の向上を目的とするブレンド型

学習プログラムのモデルが地方政府とLLEC（Life-long 

Education Center; 生涯学習センター）により確立される。

左：LLEC教員による自宅訪問学習で、動画を視聴する遊牧家庭の一家（ホブド県、2023年1月撮影）
右：事業への参加を通じて、子どもの宿題を手伝ったり、銀行口座を開設して貯蓄を始められたと語るシングルマザー（ホブド県、2023年1月撮影）

■2022年度の活動報告

2022年は、教材の作成、LLECに対する研修を完了し、保護者・養育者に対するブレンド型学習プログラムの

提供を開始しました。あわせて、地方政府との会合を実施しました。

活動１．教材の準備、提供

ブレンド型学習モデルおよび障害のある子どもを保護者が支援する方法に関し、LLECの教員向けの教材を作

成しました。また、遊牧家庭の保護者・養育者および障害のある子どもに対して学習教材を提供したほか、LLEC

の教員が指導の上で使用する機材（例：パソコン、プリンター、ポータブルDVDプレーヤー）を提供しました。

活動２．LLECに対する研修

ブレンド型学習プログラムの実施方法および障害のある子どもを保護者が支援する方法に関して、 LLECの教

員向けの研修を実施しました。

活動３．保護者・養育者に対するブレンド型学習プログラムの提供

LLECの教員が、保護者・養育者1人1人のニーズに即する形で対面型指導（集団、個別）、自宅学習を融

合させたブレンド型学習プログラムの実施を開始しました。

活動4．地方政府とのパートナーシップ醸成

事業の効果的な実施のため、また将来の持続性・発展的拡大を視野に各県で地方政府職員、LLEC職員か

ら成るワーキンググループを構成し、会議を実施しました。

対象地：ウブルハンガイ県、ホブド県

■活動内容

(1) 教材の準備、提供
(2) LLECに対する研修
(3) 保護者・養育者に対するブレンド型学習プログラムの提供
(4) 地方政府とのパートナーシップ醸成
(5) 遊牧民家庭の保護者の学習ニーズや生涯学習の機会提供の課題に関する啓発

■事業期間 2022年6月6日から2023年6月5日まで
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緊急下でもすべての子どもが
安全な環境で、質の高い教育が受けられるように
イエメンやシリア、モザンビークにおける人道危機への対応として、難民や国内避難民、人道危機の影響を受けた

地域の子どもに対する教育分野での支援を実施しました。イエメンでは、学校の水・衛生施設の修繕を通して学習

環境の改善に取り組んだほか、国内避難民キャンプの子どもたちに向けて学習継続の機会を提供しました。レバノン

ではシリア難民とレバノン人の子どもに基本的な読み書きと計算の授業や補習授業を提供し、モザンビークでは学校

に通えていない子どもが学習の遅れを取り戻し、復学できるよう支援しました。

【イエメン・ラヒジュ県】
COVID-19および学習継続支援事業・ノンフォーマル教育および子どもの保護支援事業

配布された生徒用学習キットを用いて学習する生徒の様子
(2022年10月撮影)

地域住民に向けた教育に関する啓発活動の様子
(2022年11月撮影)

補習授業でアクティビティを通して学習する子どもたちの様子
(2022年12月撮影)

教員の学習サークル会合の様子
(2022年11 月撮影)

ゲームを通して学習する子どもたちの様子
(2022年11月撮影)

【レバノン・北レバノン県】 【モザンビーク・カーボデルガド州】

基本的な読み書き・計算の授業を受ける子どもたちの様子
(2022年12月撮影)

補習授業でグループワークに取り組む子どもたちの様子
(2022年1月撮影)

授業について意見交換する教員と行政職員
(2022年3月撮影)
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学びをサポートする玩具を使って学ぶツェベルスレンさんと先生（ウブルハンガイ県、2022年5月撮影）

【モンゴル】
ともに学び、成長する環境を ～ツェベルスレンさん（仮名）のストーリー～

ウブルハンガイ県アルバイヘール村の中学校に通うツェベルスレンさん（８年生）は、学習に遅れが見られる

傾向があったため特別支援学級で学んでいましたが、この事業が始まって以降、特別支援学級から通常学級

に「移籍」した生徒の一人です。

「通常学級のクラスに足を踏み入れた時、初めての挑戦が始まりました。周りの同級生たちは皆、授業の理解

が早いし、異なる先生たちがそれぞれの担当教科を教えるのです。それは私にとって新しい経験で、不安も感じ

ました」と、ツェベルスレンさんは通常学級で学び始めた当初のことを振り返ります。しかし、担任教員のサポート

もあり、同級生はツェベルスレンさんを温かく迎え、彼女がクラスの一員としてともに学ぶ日々が始まりました。

担任のオドゲレル先生は、「彼女が初めてクラスにやってきた頃は、あまり彼女から話すこともなく、席から立ち

上がることもありませんでした。ですが今は、クラスでとても居心地よく感じながら過ごし、周りの生徒ともよく話して

いると思います」と言います。ツェベルスレンさんは、わからないことがある時には、積極的に先生や周りの友人たち

に聞くそうです。また、課外授業で編み物やフェルトの工作にチャレンジしたり、新しい友人を作ったり、自分自身

をより表現するようになった、といったような変化も見られたそうです。ツェベルスレンさんは、「子どもにやさしい教

室」で、学びをサポートする玩具を使って先生と一緒に学ぶことも楽しんでいます。

この学校では、2018年の事業開始以降、これまでに5人の生徒が、特別支援学級から通常学級に移籍し

ました。障害のある子どももない子どもも、ともに学び、ともに成長する環境が学校に根付いてきています。

私はこの事業の研修で、特別なニーズのある生徒の学習プロセスを支
援するためには、カリキュラムや教授法を柔軟に調整することが必要なのだ
ということを学びました。
まず最初に、自分が教えている特別なニーズのある子どものアセスメント

を行います。生徒の持っている強みや、逆に苦手なことを把握し、向上さ
せるべき知識やスキル、行動などを見極めるためです。そして、長期的・短
期的なゴールを決め、そのために必要な活動を考え、「個別支援計画」を
作成するのです。
それを実践する中で、私は、「個別指導計画」は、周りの教員たちと協

力して作成し、それに沿って一緒に指導することが重要だということに気づ
きました。異なる強化担当の教員が情報を交換し、協力し合うことで、包
括的にその生徒の学びをサポートすることができます。特に中学校では学
ぶ教科が増え、それぞれ異なる教員が教えるため、教員同士のチームによ
る「個別指導計画」の実施が重要なのです。

ホブド県ジャルガラント村の中学校教員、
ブルガンさん

教員同士が協力しあい、子どもたちに平等に学ぶ機会を提供するために
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【モンゴル】
保護者・養育者に対するブレンド型学習プログラム～デンブレルスレンさん一家のストーリー～

ウブルハンガイ県の対象村で遊牧を営むデンブレルスレンさん夫婦には、学習障害のあるプルブジャブさんを含

む3人の子どもがいます。ご夫婦は、障害のある子どもを持つ遊牧家庭の保護者・養育者のブレンド型学習モデ

ルによる能力強化事業に参加し、地域の生涯学習センターの教師から読み書き計算を中心に指導を受けてい

ます。プルブジャブさんは、地域の学校に通うことができずにいましたが、本事業を契機に生涯学習センターの指

導を受けるようになりました。今後、地域の学校への編入を目指して学習をしていきます。

夫のデンブレルスレンさん 「私たち夫婦は、以前は、村の中心部で買い物をしたり銀行や病院を利用するのに

文字が読めず多くの問題を抱えていました。学習障害のある息子を病院に連れていっても、適切なサービスを受

けられませんでした。計算もできないので、おつりが思ったように貰えなかったように感じてもそのまま帰るしかありま

せんでした。私は、（大人になってから）文字を読むことを学ぶのは遅すぎる、絶対に無理だと思っていました。

学びたい気持ちは大きかったですが、田舎で遊牧を営みながら誰に頼めば良いかわからず、恥ずかしさと心配で

この夢を諦めていました。

© Altangerel Delgermaa/Save the Children

幸い、同じような悩みを持つ人たちと一緒にこのプロジェ

クトに参加でき、先生が家に教えに来てくれたり、自分が

村の中心部に行って授業を受けたりします。今、私は文

字を読み、署名もでき、計算もしています。私は学べな

いだろうと思っていましたが、子どもの頃に学べなかったこ

とも、努力すれば大人になってから学べるし、成長できる

ものなんですね。」

妻のバヤルツェツェグさん 「私は学校に行けな

かったので、読み書きや計算ができるようになると

は思ってもみませんでした。でも、このプロジェクト

に参加してからは、夫と子どもとともに夜な夜な勉

強し、教えあっています。放課後に子どもの宿題

を確認し、私が知っていることを伝えられるなど、

良い面が沢山あります。以前は、子どものノートも

開かず、宿題をするよう促す方法もわからず、

放っておいて、私は学用品を準備するぐらいしか

できませんでした。今は、夜皆で座って勉強する

ようになり、家族の雰囲気がずいぶん変わりました。

一緒に話し、支えあい、間違いがあったら笑ったり

しています。今では、夫は『私が水を汲んでくるか

ら、あなたたちは勉強していなさい』などといいます。

家事を分担するものだと理解するようになったのも

進歩だと思います。私が学び、息子の治療に取り

組み、子どもに読み書きを教えられるなんて信じ

られません。私たちは、かつて不可能だと思ったこ

とが可能になることに希望を持っています。また村

の中心部に行って、授業に参加し、クラスメートに

会うのを楽しみにしています。」

デンブレルスレンさん一家（ウブルハンガイ県、2023年1月撮影）

家族で学習に取り組む様子（ウブルハンガイ県、2023年1月撮影）

村の中心部の生涯学習センターで学ぶ様子（ウブルハンガイ県、2022年11月撮影）
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