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「YOU&ME 第2ステージの幕開け」
2019．11．23．

NPO法人YOU&MEファミリー代表理事 玉木 由美



１．「YOU&MEファミリーの集い」

の目的 ～第2ステージへ～

（１）これまでの歩み、この1年の活動を知らせる

（２）会員どうしの横のつながりを作り、深める

（３）会員以外にもYOU&MEの活動を広める

～誰もが楽しく、ご自身の良さを出し合い、お互いを認めあう活動へ。

この活動から皆さんの人生もご家族も豊かになるように～



２．YOU&ME

インターナショナルスクールの歩み
2007年 玉木由美とリナ夫人で学校設立（幼稚園、1年生、 計26人）

2008年 日本からの支援で校舎設立

2009年 スタディーツアー開始

2011年 バングラ政府に学校登録

2012年 現地病院サッポロデンタルホスピタル と連携開始

クラブ活動開始

2013年 キャプテンチーム発足

2015年 NPO法人YOU&MEファミリー設立

2016年 中期中等教育（9~10年生）開設

2018年 新校舎完成、オーケストラクラブ発足、図書館プロジェクト開始、

現在 幼稚園～10年生 399名



２．YOU&ME

インターナショナルスクールの歩み
（現在の生徒数）男子191名、女子208名、合計399名

学 年 男 子 女 子 合 計

就学前 年中 22 21 43

年長 19 25 44

初等 1年 31 27 58

2年 26 27 53

3年 21 26 47

4年 20 26 46

5年 19 12 31

前期中等6年 6 14 20

7年 10 16 26

8年 8 6 14

中期中等9年 7 7 14

10年 2 1 3



３．NPO法人
YOU&MEファミリー設立

・スタディーツアーメンバー中心に日本でも活動が広がる

・2015年NPO法人化 /   すべて手作りで互いの顔の見える活動を

（現在の活動）YOU&MEファミリーの集い（年１回）

活動報告会（年3回）

チャリティーコンサート（年１回）

フェスタ参加、グッズ販売など



４．2016年テロ後
バングラデシュの治安

・国の成長の影に広がる貧富の格差に、若者は不満。

就職難の社会構造を変える必要があると考える。

・自爆テロなどは減少傾向、治安は改善されつつある。

・ダッカ近郊とチッタゴンは、

今だに外務省危険レベル２の状態。

↓

現地行動は今だに制限、スタディーツアーは休止状態。

ツアー再開、通常の活動を願う。



５. 現地の活動
（１）「図書館事業活性化と安全対策プロジェクト」開始

◎ラッシュジャパン様・チャリティーバンク助成により

・500冊の本を購入

・現地教師チームによる新書整備

・図書委員会を5名から8名に増員

・読書感想文コンクール実施



５. 現地の活動
（１）「図書館事業活性化と安全対策プロジェクト」開始

◎ラッシュジャパン様・チャリティーバンク助成により

・安全対策用 階段手すりを設置

・小さな生徒も自由に2階へ

⇒



５. 現地の活動
（2）「トイレ建設プロジェクト」開始

彩の国さいたま国際協力基金より50％

2019年チャリティーコンサート収益50％

⇒



・日本 ぐんまジュニアオーケストラ様からバイオリン指導者を派遣

５. 現地の活動
（3）オーケストラクラブ 順調に進行

将来、バングラから日本に来てコンサート参加も？

2018.12 2019.5 2019.10



５. 現地の活動
（4）2019年度第7期キャプテンチーム（生徒会）選挙

・積極的な立候補とクリーンな選挙

・大歓声で開票、キャプテン決定



第1回ミーティング
11月YOU&MEファミリー集い ウェルカムカード作成

５. 現地の活動
（5）2019年度第7期キャプテンチーム（生徒会）選挙



５. 現地の活動
（6）特別生徒への制服ギフト

NPO法人YOU&MEファミリーからのプレゼント
教師チームが公平に生徒15名を選定
朝礼で発表、制服セットをプレゼント



５. 現地の活動
（7）埼玉県坂戸高校と交流

あなたの大切なものは、なんですか？

⇒



５. 現地の活動
（8）サッポロデンタルホスピタルとの連携再開

・ダッカ ウットラにある歯科大学病院

・2012年、YOU&MEファミリーと連携を開始

私は眠った 人生は喜びだという夢を見た

私は起きた 人生は単に仕えることだと知った

私は仕えた 仕えることこそ喜びだとわかった

タゴール



５. 現地の活動
（8）サッポロデンタルホスピタルとの連携再開

・2012年以来続いてきた歯科検診、2016年テロ以来中止

・2019.5月 3年ぶりに再開



５. 現地の活動
（9）ランチパーティー

・YOU&MEファミリーよりプレゼント

・おいしい栄養あるランチをいただきつつ、

人に仕えることを学び、

宗教の違いを認め、 互いに尊重しあう精神を学ぶ



５. 現地の活動
（10）卒業生インタビュー

・２０１７年度３名、２０１８年度４名の卒業生

・ヘラル君・・

2017年度卒業、現在KG1２（後期中等教育）

将来は大学院まで通い、公務員になりたい

Y&Mで校庭でボールなどスポーツをした楽しい思い出

・アスマさん・・・

2018年度卒業、SSC試験合格

現在KG11．将来は教師になりたい

Y&Mでは文化発表会が一番の思い出

家庭、特に母親のサポートが大きい



５. 現地の活動
（11）児童婚の問題

・18歳未満の男子または女子の結婚

バングラデシュは世界で第4位の児童婚率

・Sさん・・・

2018年度卒業。

卒業試験を待たずに親の強制により結婚 2019.8月

試験は不合格。

⇒ 女子も経済力を持ち自分の人生を自分で決定させたい

Sさんも来年試験に合格し手に職を。



５. 現地の活動
（12）「洋裁クラブ活性化プロジェクト

by Tomoko & friends」
・器具不足による洋裁クラブ停滞

・貧困層女子が手に職をつけて経済的自立

↓

Kさん＆友人皆様による温かな協力でプロジェクト開始

（購入品）電動ミシン2台 / ハサミ / 定規大・小 /                                                                                                                 

測量テープ/ チョーク箱 / ボビン / ボビンカバー /                                                                                                     

紙 / 織布 / 定規 / 糸 / 



５. 現地の活動
（12）「洋裁クラブ活性化プロジェクト

by Tomoko & friends」

・朝礼で部員募集、7年生9名女子が立候補

・仕事も結婚も、自分の人生を自分で選択できる経済力を

・現在はY&M教師2名が担当。近くに専門指導者を。

⇒今後このプロジェクトの発展を目指す



５. 現地の活動
（13）現地スタッフ スクールプロジェクトチーム

・ラッシュジャパン

・ソーイングプロジェクト

・制服プロジェクト

・ランチパーティー

・トイレ建設

・将来の展望 ⇒

女子トレーニングスクール（美容、マッサージ）設置を目指す



５. 現地の活動
（14）工房 iimonとの連携開始

共にバングラデシュ女性の経済自立のために、国の経済成長のために



５. 現地の活動
（15）将来の展望

①短期的展望 ・トイレ建設

・洋裁クラブ活性化

・図書館プロジェクト

・コンピュータークラブ活性化（男女）

②中期的展望 ・美容＆マッサージトレーニングスクール

③長期的展望 ・KG11～12（カレッジ：後期中等教育）開設

・診療所開設



６. 日本国内の活動

7月7日 チャリティーコンサート 180人動員

9月28，29日 グローバルフェスタ

10月13日 川口フェスタ

11月23日 第8回YOU&MEファミリーの集い

活動報告会（年3回）

埼玉NGOネット活動

組織の担当制導入

現地対応/対外関係/会計/交通費/事務作業/名簿管理

書記/ラベル/集い葉書/礼状発送/ニュースレター/映像/掲示物/

ホームページ/各行事/グッズ作成/企業対応/ファンドレイジング他



６. 日本国内の活動

NPOの経営のあり方

①毎月維持費、行事費 ⇒

バングラ現地資金とNPO会費から

②事業活性化、建設費 ⇒

助成金、チャリティーイベントから



６. 日本国内の活動

・YOU&ME案 NPOの望ましい成長

ステージ１：個人の強い思いで途上国支援開始
２：賛同者からの寄付、会費で活動を継続

Y&M現時点⇒ ３：助成金を獲得、事業を拡大
４：思いを継いだ次世代が活躍
５：自己資金（寄付、会費)拡大 ＋ 助成金獲得

２つをうまく組み合わせて組織を拡大

～誰もが楽しく、ご自身の良さを出し合い、お互いを認めあう活動へ。
この活動から皆さんの人生もご家族も豊かになるように～

↓



７．これからの日本YOU&ME

（１）広報 YOU&MEの活動を広める

（２）様々な形の関わり 寄付、ギフト、現地視察、etc

（３）会員の拡大 会員143名 法人１団体 学生 １名

新規入会 2017年 11名 2018年 11名 2019年 6名

（４）会員の積極的参加 イベント参加、スタッフ募集など

～誰もが楽しく、ご自身の良さを出し合い、お互いを認めあう活動へ。

この活動から皆さんの人生もご家族も豊かになるように～



８.YOU&MEから世界へ

◎YOU&MEの目指すもの

国、言語、宗教、文化、性差の違いを超えて、温かな人間関係

他者を認め、愛する 本当の意味での平和

↓

「教育こそが、未来をつくる」



９.YOU&MEファミリー
会員募集あなたのアクションで、

貧しい子ども達が良質の教育を受け、

豊かな将来を切り開くことができます。

それは、1人の未来だけでなく、

国の未来、地球の未来につながります。

YOU&MEファミリー 一般会員 1年間 15,000円

学生会員 1年間 5,000円

法人会員 1年間 100,000円

皆さまのご参加をお待ちしています。


