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2016年度～2017年度 スラムの学舎・寺子屋 活動計画書 【１】はじめに 

なぜ、モザンビークにNGO支援活動が必要なのか。 

① 2015年の人間開発報告書（国連開発計画UNDP）によると、モザンビークの人間開発指 
 （HDI)は188ヶ国中180位。前年度より２位下落しており、依然、最低レベルの水準。 

サブサハラにおける日本のODA
投入額、第４位のモザンビーク

はポルトガル語圏。 
５位以内の他の国はすべて 

英語圏で言語の壁が低いため、 
古くよりNGOの参入が多い。 

② モザンビーク北部の世界最大規模のガス田発見もあり、同国への日本のODA投入額は上昇。 
  しかし、同国はポルトガル語圏（しかも第一言語は各民族の言語）のためNGO参入が少な 
  く、草の根レベルでの貧困改善支援が立ち遅れている。 
   

★草の根レベルの貧困改善策の欠如。★ODA投資に見合う日本人・文化の理解不足。 



2016年度～2017年度 スラムの学舎・寺子屋 活動計画書 【2】活動実施サイト 

モザンビーク共和国 
カーボデルガド州・ペンバ 

モザンビークの中でも貧困率の高い北部カーボデルガド
州。乳幼児死亡率は１８％（5.5人に１人が5歳未満で死亡）。 
乳幼児の栄養失調率５６％。 

タンザニアの都・ 
ダルエスサラムまで 
飛行機で１時間 

モザンビークの首都 
マプートまで 
飛行機で２時間半 

カーボデルガド州最大の 
スラム地区・ナティティ地区 

ナティティ地区の中心に 
位置する当会事務局 

スラムの学舎・寺子屋 

事務局の 
近所の 
子供たち 

学ぶ機会に恵まれないスラムの老若男女たち。 

当会の活動拠点であるカーボデルガド州・ペンバのナティティ地区では親との死別や 

教育放棄により、無教育と貧困の連鎖が著しい。 

・学校に通わない、家庭教育が不十分。基本的な道徳観念が非常に低い。 

・成人の７割ほどが失業しており、求人数が少ないこともあるが、公用語であるポルトガル 

 語での文章作成能力がない、足し算ができない等、基本的が学力不足のため就職 

 できないケースが多々。貧富の差の拡大と同時に、学力の格差も拡大している。 

・刹那的、その場しのぎで暮らす大人の中、夢を知らない、持てない子供が大半を占める。 

・金銭的な問題から、専門学校や大学に行けない青年がほとんどである。 

・植民地時代と内戦の名残から、不信感、自立性・自発性のなさが目立つ。 



2016年度～2017年度 スラムの学舎・寺子屋 活動計画書 【3】活動の目的とこれまでの試み 

◆教育◆2012年から事務局で学習指導。2013年からスラムの学舎・寺子屋の建築。  

・2012年9月から今日まで継続して、日常的に、当会拠点の庭にて子供を主体に英語や 

 算数、工作、音楽、絵、機械や設備の修理、ケガの手当の方法などを指導。 

 同時にスラムでも比較的良環境な場に自費で開かれた学舎・寺子屋を建設、開所。 

◆教育◆2015年からはスラムの学舎・寺子屋にて、学びの教室を開始。 

・2015年１月から順次、寺子屋で「英語教室」「音楽教室」「パソコン教室」を開始スラム地区の 

 約80名ほどの子供の生活意識・学習意識の改善が見られる。 

◆国際◆スラムに住むマコンデ族アーティストの来日公演を実施 （2015年8月～10月） 

・『アフリカ・マコンデ族の音楽と文化交流ツアー』として、モザンビーク音楽祭で優勝経験 

 のあるスラム在住のミュージシャン２名を日本へ招聘。関東・関西・九州地区全国59箇所 

 でマコンデ族の音楽と文化（アイデンティティを継承する舞踏様式・マピコ）を紹介。 

◆環境◆ナティティ青年美化隊を結成し、クリーンアップ啓蒙＋美化活動実施。 

・住民の美化活動がこれまで行われたことのないペンバにて、ナティティ青年美化隊による 

 美化活動を実施。啓蒙の有効な音楽を用いて、教育活動と美化活動の実践を実施。 

モザンビーク人によるモザンビークのためのQOLの向上力の育成 目的 

《 道徳観を身につける指導をベースにする 》 
どの活動、教室、指導においても、「挨拶をする」「嘘をつかない」「モノを大切にする」 

「整理整頓する」ことをベースに据えたアクションを行う。  

《 好奇心に火をつけ、基礎学力を向上 》 
学びへの糸口となるひとつの関心や疑問が連鎖し、学びの幅と深さをもたせられるように、「算数」 

「読み書き」「語学」「パソコン」「音楽」をはじめ、柔軟なカリキュラムを組む。  

《 スラムのヒーロー輩出、青年層の創造性強化 》 
子供たちの憧れ、目標となる青年の育成。当会の活動に持続的に参加してもらい、基礎能力 

とともにディレクション能力を身につけ、自ら考えた活動を実現できるようにバックアップ。 

これまでの試み 



2016年度～2017年度 スラムの学舎・寺子屋 活動計画書 【4】活動紹介 

教育 国際 

環境 

英語教室 パソコン教室 

青年音楽教室 子供なんでも教室 

子供音楽教室 

スラムの学舎・寺子屋の教室の様子。 

この他、事務局庭での

子供なんでも教室、 

仮設スタジオでの 

作曲・レコーディング 

教室も実施しています。 

マコンデ族の音楽と文化交流ツアーin JAPAN 

ナティティ青年美化隊による美化活動 

マコンデ族、初上陸。 

日本11都府県59箇所で3ヶ月に渡る

音楽・文化公演を実施（2015年） 

上／福岡市インターナショナル 

   スクール 

右／京都大学西部講堂 

上・右下／ナティティ地区の清掃活動 

      の様子 

右上／クリーンアップコンサート 



2016年度～2017年度 スラムの学舎・寺子屋 活動計画書 【5】２０１６年度の当会全体の活動方針 

【モザンビークのいのちをつなぐ会の歩みとこれから】  

 モザンビークのいのちをつなぐ会設立から４年目。 

これまで当会代表が現地に住み、現場主義であることに重点を置き、 

派手さはないものの地道な活動を展開してきた。 

 当会では町のスラム地区と農村地区での２拠点で活動を展開して 

いる。町のスラム地区は、カーボデルガド州最大のスラム地区であり 

NGOの手が届いていないペンバ市ナティティ地区での教育活動や 

美化活動である。農村地区の活動は、ペンパ市から約２５０キロ北上 

した村での水環境・公衆衛生活動、有機農業の実施である。 

 また2015年度からは、国際交流活動にも着手し、当会のビジョンの 

一つである“スラムからのヒーローの輩出”の実現と、子供たちの夢を 

育むための意識変革も進みつつある。 

 一方、モザンビークでは、経済成長率の低迷や紛争の拡大、さらに 

当該地ペンバ市の外資企業の撤退による失業率の増加により、治安 

がますます悪化しており、現地での当会の注目度が高まるのと比例し 

泥棒や強盗被害が発生しているため、安全性の確保を厳重に行い、 

当会スタッフ及び子供たちに被害が出ないよう対策する。 

 ファイナンスの面では弱小団体であることから助成金申請や資料の 

作成の時間が現地生活の３分の２を占め、かつ活動を展開しても 

常に人件費が無い状態で走っており、活動すればするほど当会の 

経済的体力が落ちていっている。 

 2016年度は、当会の活動を日本サイドでも認知してもらうよう、広報 

ツールの整備を行い、モザンビークサイドでは当会の組織の基盤を 

整えるための青年有志の育成を実施する時間と、スラム地区での 

教育活動に時間を割き、人件費の確保と同時に、長期的に実効性 

のある活動を持続できるよう努力する。 

 また現地モザンビークNGO法人を設立し、モザンビーク国内、欧米 

の助成金も探っていく。 

寺子屋 
ハード面 
整備 

●防犯設備整備 
●寺子屋の教育設備整備 
○中古車の購入 

寺子屋 
教育活動 

●音楽教室の機材拡充 
●日本語教室の開講 
●パソコンの活用 
○教材の整備 
○講師の持続的確保 

環境活動 ●ペンバ美化活動 

国際 
交流活動 

●マコンデ族来日公演 

食育活動 ●日本のポン菓子製造機の稼働 

広報ツール 
の整備 

◎リーフレット製作 
◎IT人材の育成 
◎寄付金の考え方の構築と 
 受付サイト構築 
◎事務作業の分散化 

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
内
で
の
活
動 

日
本
国
内
で
の
活
動 



 
①小机or中机の制作 
②ベランダの手すり設置 
 床用ペンキの塗布 
③天井板の設置（一部設置済） 

 扇風機、クーラーの設置 

 
■外壁上の針金or有刺鉄線 
■強力南京錠取り付け 
■窓ガラス未設置部の設置 
■扉柵をもう一枚取り付け 

2016年度～2017年度 スラムの学舎・寺子屋 活動計画書 【6】２０１６年度・２０１７年度の活動概要 

寺子屋・防犯面の強化 

ペンバの治安の悪化により、２０１６ 
年から泥棒の侵入が増加。スタッフ 
の強盗被害も出ている。 
事務局は防犯設備を整えていない 
   ので事務局の防犯も必要。 

寺子屋・設備面の強化 

①学習机が足りない 
②ベランダと床の工事再開 
②屋内の猛暑対策 
→トタン屋根むき出しで、室内 
 温度が４０度を超えている。 

寺子屋ハード面整備 寺子屋・教育活動 

 
■日本語初級指導者及び日本語教 
 師の育成in 日本 
■日本語＆英語教室の開講 

日本語教室の開講 

★算数、語学（英語・日本語）、音楽 
 の本とノートの整備 
★講師の確保＝人件費の確保 
★中古自動車の購入 
★モザンビーク政府NGO登録（申請済） 

日本のNGOのミッションとして、日本の精神 
や文化を語学とともに発信。英語と日本語を 
覚えたいとの声が多くなっている。 

 
■Skype国際交流with日本 
 →自己紹介、暮らし紹介、Q&A 

パソコンの活用 

インターネットを使い、視野と世界を広げる 
交流で多文化理解促進。子供Ver.青年Ver.。 

 
■ピアニカ、ハーモニカなど小型 
 楽器の調達 

音楽教室の機材の拡充 

大人気の音楽教室には子供用の機材が 
ないため、安価な楽器を数種揃える。 

国際交流活動 

 
第２弾マコンデ来日公演
の実施。 
・2017年東北ReBorn 
Festival 出場想定 
・その他、全国ツアー 

マコンデ来日公演 

環境活動 

 
ナティティ青年美化
隊によるペンバでの
美化啓蒙＆実践美
化活動の継続 
 

ペンバ美化運動 

食育活動 

 
日本のポン菓子の設
置と稼働（2016年4月発送
済・到着未） 

・ポン菓子加工 
・ポン菓子販売 

ポン菓子製造 



2016年度～2017年度 スラムの学舎・寺子屋 活動計画書 【7】スラムの学舎・寺子屋ハード面の整備に関して 

寺子屋・防犯面の強化 

寺子屋・設備面の強化 

寺子屋ハード面整備 

■強力南京錠取り付け 
■扉柵をもう一枚取り付け 

■外壁上の針金or有刺鉄線 

■窓ガラス未設置部の設置 

■机・椅子の制作 

■ベランダの手すり設置 

■床用ペンキの塗布 

■天井板の設置（一部設置済） 

■扇風機、クーラーの設置 



2016年度～2017年度 スラムの学舎・寺子屋 活動計画書 【8】スラムの学舎・寺子屋 教育活動に関して 

寺子屋・教育活動 

日本語教室の開講 

★算数、語学（英語・日本語）、音楽の本とノートの整備 ★中古自動車購入 
★講師の確保＝人件費の確保 ★モザンビーク政府NGO登録（申請済） 

パソコンの活用 

音楽教室の機材の拡充 

《 概要 》 

新たなカリキュラムとして要望の声が高い「日本語教室」を導入すべく 

指導員の育成を実施し、寺子屋にて、日本語教室を開講。 

《 活動概要 》 

・日本人日本語教師（日本語教育能力検定試験受験） １名育成 

・モザンビーク人日本語教育指導員 １名育成 

２名来日し、現地モザンビーク・スラムの学舎で日本語指導できるスキルを磨く。 

・モザンビーク帰国後、スラムの学舎・寺子屋にて日本語教室を開講（週１回） 

《 日本語教室対象 》 

週１回＝20名×4ヶ月＝20名×４週×４ヶ月＝ミニマム累計 320名 

※なお、来日するモザンビーク人日本語教育指導員は2015年に“マコンデ族の音楽と文化 

交流ツアー”を日本全国59箇所で実施した経験があるアーティストでもあるため、来日時に 

月２回×３ヶ月、計６回の音楽公演を、大学、小学校、公民館で実施し、日・モザンビーク文化 

交流の役割も果たす。 

《 効果 》 

★学びへの関心を広げ、深める。 
 英語教室と同時に要望の高い日本語教室を開講。新カリキュラムを増やし、 
 「学ぶことが楽しい」と思える環境を整備。知的好奇心の幅を広げ深化させる。 
★日本への関心が高まる。 
 中国が勢力・圧力を高めるアフリカにて、日本への理解を促進することは、 
 アフリカに参入する企業の円滑な事業の後押しになる。日本のグローバル 
 ビジネス戦線の基礎固めを考慮した施策を行うことは日系ＮＧＯとして重要な 
 働きとなる。また、日本は企業とＮＧＯの連携が他の先進国に比べてなされて 
 おらず、企業－ＮＧＯ間のネットワークづくりの基礎ともなりうる。 
 ★スラムの青年リーダーが育つ。 
 スラムに生まれスラムに育ったにも関わらず海外経験を積めることは一生の 
 宝となる経験である。スラムからのヒーロー輩出は当会のビジョンでもあり、 
 特に現地の子供に対して、情熱と、誠実さを貫けば、自分の人生を切り開く 
 ことができるというモデルになる。生まれ育った悪環境に飲み込まれない、 
 高い意識をもった人を増やすことがモザンビークの真の発展につながる。 
 

 

《 概要 》 

大人気の寺子屋・音楽教室であるが、ピアニカやハーモニカ等子供用の 

楽器が皆無のため、楽器を調達し、音楽教室に活用する。 

《 子供音楽教室対象 》 

週2回＝15名/回☓１ヶ月＝120名／月・累計含 

《 子供音楽教室でのイベント活動》 

Step-1● ドレミを覚えて、ドレミの歌を歌えるようにする 

Step-2● 鍵盤楽器、吹奏楽器でドレミを奏でる 

Step-3● モザンビークの伝統童謡を奏でる 

Step-4● 算数の九九を歌と踊りで覚える（算数教室と連動） 

Step-5● 日本の童謡を歌う（日本語教室と連動） 

《 背景 》 

これまで寺子屋の電気契約は済んでいたもの未通電だったため、不定期で 

パソコン教室を実施していたが、2016年6月より寺子屋が通電するため、 

基本的なパソコンの使い方指導の他に、ネットを活用した活動を加えていく。 

《 概要 》 

Skype（音声＋ライブ映像）を用いた日本との国際交流を実施。 

子供チーム、青年チームに分かれ、あいさつ・お国紹介・地域紹介・暮らし 

紹介を行う。 

《 パソコン教室でのスカイプイベント対象 》 

月2回＝５名～10名/回☓２～3ヶ月＝10名～20名／月☓2～3ヶ月 

※現地は停電やネット不通が頻繁にあるためフレキシブルに対応。 

●日本サイド： 福岡市／キッズパソコン教室・スペシャルすまいる 

          福岡市／ジェイビー・フリースペース 

          北九州市／小倉南区センター     他 



2016年度～2017年度 スラムの学舎・寺子屋 活動計画書 【9】国際交流活動・環境活動・食育活動に関して 

国際交流活動 

第２回・マコンデ来日音楽＆文化公演 

環境活動 

《 概要 》 

2015年に実施したマコンデ族アーティスト日本初 

上陸イベントは１１都道府県59箇所と大規模に開催 

したが、第２回はコスト削減し、中規模で実施。 

東北・関東・関西・九州２０箇所で、マコンデ族の 

音楽と文化公演を実施する。 

《 活動概要 》 

・マコンデ族アーティスト２名来日 

・著名ミュージシャンや伝統音楽家とのコラボ 

・日本語教育も受講 

《 主な開催地 》 

●Reborn-Art Festival 2017 in 東北 

 

 

 

 

 

 

 

●Sunset Live 2017 in 福岡 

 

 

 

 

 

 

 

※なお、第１回公演は超過密スケジュールのため、公演 

活動以外出来なかった為、第２回は余裕を持ち計画し 

北九州市立大学での日本語講座の参加等、現地に 

戻った後活用できるスキルも身に着けたい。 

第２回・ペンバ美化運動 ポン菓子製造 

食育活動 

文化人類学者・中沢 
新一氏企画選定、 
ワタリウム美術館・ 
和多利浩一、音楽家・ 
小林武史によるディレ 
クション。 
2017年7月8月開催 
※現在交渉中 

1993年から続く九州 
最大級の音楽フェス。 
2017年9月初旬開催。 
※2016年9月以降の 
交渉 
 

《 概要 》 

ナティティ地区初の住民による環境美化活動と 

なったナティティ青年美化隊によるペンバ美化 

活動の第２弾（第１回は2015年末に実施／ナティ 

ティを３地区に分け、その１／３を実施）。 

ナティティ青年美化隊を結成。住民参加型に 

よるペンバの美化活動を実施する。 

《 活動概要 》 

・約３ヶ月間 ・クリーンアップソングを用いた 

美化啓蒙活動と、公衆衛生教育、美化活動の 

実践を行う。 

・ゴミの海洋流出による汚染が拡大しているため 

海洋水質検査とビーチクリーンアップを実施。 

※ペンバは広大な保護地区であり、１１の島を含む 

クイリンバス国立公園の南に位置している。国立公園は 

外資NGOの活動が多数参入しているがペンバの海洋 

地区は保全・保護活動が実施されていない。 

※数カ所あるペンバビーチの中でも下水が流れこむ 

町に近いビーチの汚染が進んでおり、各ビーチの汚染 

状況を把握するために、水質調査を実施。 

                     （現在、ペンバの 

                     環境局に測定可否 

                     と所有機材を確認中） 

環境 

2016年１月に実施した 
ビーチ美化活動 

《 概要 》 

乳幼児栄養失調率５６％と栄養状況の悪い当該地 

における栄養改善活動。 

日本のポン菓子製造機を寺子屋に設置し、現地 

で入手容易な米、豆、トウモロコシをポン菓子化。 

くず化した原料も加工膨張お菓子にし、子供たちの 

お腹を満たす。 

《 活動概要 》 

・2015年、ガス式小型ポン菓子機購入及び運転研修

済み。 

・寺子屋に到着し次第（2016年7月～１２月到着 

予定）、ガスボンベを購入し、稼働させる。 

・家庭から原料を持ってきてもらい加工。 

・加工賃（10円～）は、ガス代とポン菓子運転スタッフ 

の給金に充てる。 

・スーパーへの卸の可能性も探り、軌道にのるよう 

であれば、台数を増やし、スラム地区での雇用創出 

を目指す。                     

2015年8月、東京のポ
ン菓子製造機販売会
社にて。 
ペンバは停電が多い
ため、ガス式ポン菓子
製造機を購入。 
運転研修を受けた。 



2016年度～2017年度 スラムの学舎・寺子屋 活動計画書 【補足】広報の考え方 ① 

これまで現地活動がメインで、日本での広報活動が不足していた、NGOモザンビークのいのちをつなぐ会 

●設立から４年弱、現地モザンビーク共和国カーボデルガド州内での活動に注力しており、農村地区に住むモザンビーク人 

 アソシエーションとの協働や、ペンバ市のスラムでの寺子屋の建設や現地青年有志の協力など、共に汗を流し、長い時間を 

 かけて現地の信頼基盤を構築が実現している。 

●現地活動も根付いてきているので、次のステップとして、日本での滞在期間を確保し、広報活動を展開。広報ツールも整備し、 

 アフリカ、モザンビークの現状や当会の活動概要、国際交流イベント等を実施していく。 

 （これまで当会代表が日本に滞在した期間は合計６ヶ月に満たない） 

整備済みの 

広報ツール 

WEB 
媒体 

ホームページ Facebook 

gooddo 

Twitter 

NPO支援サイト 

紙 
媒体 

マンスリーニュースレター 

ファンファン福岡 
月刊コラム 

（西日本新聞社） 

ラ・シゴーニュ各号コラム 
（福岡の女性支援無料情報誌） 
他、企業の機関誌上コラム 

これまでの 

会費・寄付 
会員 

積極的に寄付金集めや会員集めを実施しておらず、助成金に頼る活動であった。 
◆現地の活動を通し、協力してくれる貧困層にお金を回すことを重視している。←モザンビーク貧困層の暮らし向上が再優先。 

◆そのため固定費を最低限に抑えるため、当会代表１名のみ日本人が現地で活動。←日本人を雇用すると固定費がかさむ。 

◆日本の人と直接コミュニケーションする機会がなかった。←誠意あるイメージではなく、実態を認識してほしい。 

３７名 会費 
定期的に会費回収をすることは 
一切せず、支援者の主体性に 
任せている。 

その 
他 

クラウドファンディングは２回実施 
したが、活動決定・開始しサブ的に 
使用。広報的意味が大きい。 

既存広報ツールを精力的に活用しているが、作業負荷が大きいので広報人員必要。
◆当会代表がすべての広報作業を行っているが、モザンビーク人のIT技術向上と作業サポートを含め、作業の分担が必要。 

◆また、当会の紹介リーフレットと、HP上の会員申込みページを作成し、当会に対する持続的な理解の深化と拡大を図る。 

当会の実態をダイレクトに知ってもらうことが必要 



2016年度～2017年度 スラムの学舎・寺子屋 活動計画書 【補足】広報の考え方 ② 

《 課題 》 《 ポリシー 》 《 目的 》 《 具体策 》 《 想定する成果 》 

当会の活動に対する日本国内での認知理解向上と広報力強化を図り、 
ひいては、モザンビークに対する理解促進および支援拡大につなげていく。 

＜理解促進＞ 
日本での認知拡大 

＜協力受入整備＞ 
会員受付サイトの 
考え方の整理と 
Webページ構築 

＜業務の分担＞ 
IT技術能力の取得 

■当会の認知が低い 
■ダイレクト・ 
 コミュニケーションの 
 機会が非常に少ない 
■モザンビークに 
 対する認識が低い 
 

◎講演＆報告会の実施 
 withマコンデ族の音楽公演 
 →東京２箇所・福岡３箇所 
 →会員制度についても訴求 
◎活動紹介リーフレット製作 
 （会員についても述べる） 
 
◎ITコンサルとページ運用 
 の打ち合わせ 
◎WEBページ（会員受付・ 
 拡大）構築 
 
 
◎モザンビーク人WEB広報 
 作業者育成 
 →with ITコンサル 
 →画像加工技術、 
  エクセル、 
  会員情報一元管理 

■会員拡大策を 
 採ってない。 
■会費・寄付金募集 
 に積極的でない。 

■固定費を抑える 
 ため事務作業の 
 負担が代表に集中 
■モザンビークスタッフ 
 のWEB技術習得 
 が必要 
■事務作業の分担を 
 モザンビークサイド 
 でも実施必要 

★個々に応じた、誠意 
 ある丁寧かつ気持ち 
 のこもった、コミュニ 
 ケーションを図る。 

 

★支援者一人ひとりの 
 主体性をレスペクト 
 する。 
★社会の仕組みを深く 
 理解している層にも 
 納得される仕組み 
 づくりを行う。 
★寄付金募集団体化 
 しない。（既存団体と 
 の差別化と、誠意） 
 
 
★モザンビーク人の 
 人材育成を優先する。 
★事業活動の人件費 
 を日本人ではなく、 
 なるべく現地に落とす。 
 
 

◎モザンビークと 

 当会の考え方や 

 活動内容対する 

 理解向上 

◎会員の増加 

◎会費・寄付に 

 よる活動費補填 

 

◎当会代表の作業 

 負荷の低減 

◎モザンビーク 

 スタッフの 

 能力向上 


