
第９回YOU&MEファミリーの集い

現地活動報告

•

•

• 洋裁クラブ活性化プロジェクト パソコンクラブ活性化プロジェクト

•

NPO法人YOU&MEファミリー代表理事 玉木由美



１． SDGｓ（持続可能な開発目標）

・2015年国連本部で採択される
・2030年までに貧困を撲滅し、持続可能な世界の実現を
目指す

・スローガン「だれひとり、取り残さない」１７の目標

•

•

•



１． SDGｓ（持続可能な開発目標）

SDG4

「すべての人々に包括的かつ公平で質の高い教育を提供し、

生涯学習の機会を促進する」

↓
YOU&MEファミリーのスローガン

「教育こそが、未来をつくる」
貧しい生徒達に質の高い教育を！



２．なぜ、バングラデシュ？
・自身の病気と家族の死
・単独でバングラデシュに渡る
・貧しい子ども達の教育支援に取り組みたいと
願うバングラ人夫妻との出会い

・「教育こそが、未来をつくる」両者の思いが一致
↓

YOU&MEインターナショナルスクール設立

ワハブ夫妻と娘さん達 ２００７年8月11日 設立の日 ガジプールの風景



３.YOU&MEインターナショナルスクール
の設立

・2007年、学校設立
・学校が始まることを、4人の教師が村を歩き伝える
・26人の生徒が、裸足で集まる
ワハブ牧師の礼拝堂で最初の授業と保護者会

礼拝堂に大人用イスを並べて待つ 裸足で集まった子ども達 玉木による最初の授業2007．8.11



４.YOU&MEインターナショナルスクール
のはじまり

・日本でニュースレター発行
・校舎建設の必要額の寄付が集まる
・2008年 校舎設立

校舎の建設のようす 天井のない記念式典

・2011年 バングラデシュ政府に学校登録

・2017年 バングラデシュ政府に社会福祉法人登録
・2018年 校舎2階増設

現在の校舎



５.YOU&MEインターナショナルスクール
の歩み

YOU&MEの目指す教育とは・・・・

・玉木がバングラ各地（ダッカ、ガジプール、カルカマンダ）にて
学校視察、英語授業ボランティア

↓
・試験のための画一的な暗記中心教育、点数主義に違和感

↓
・Y&M現地教師チームと議論

⇒日本とバングラデシュの良さを融合した
独自スタイルの教育へ

「教育こそが、未来をつくる」



５.YOU&MEインターナショナルスクール
の歩み

YOU&MEの目指す教育とは・・・・

「知識」と「情操」

知識：全国試験に優秀な成績で合格(バングラ）
情操：課外活動の経験から豊かな心を育む(日本）

※13年の成果
SSC（中期中等教育）10人中9人合格（1人児童婚）
⇒優秀な成績

途中退学者1人（転居、転校除く）
⇒充実した学校生活で豊かな心が育まれる



５.YOU&MEインターナショナルスクール
の歩み

YOU&MEの独自の取り組み
・現地教師のチームワークと熱心な指導

コンサートチラシを持つ教師達 現地の熱心な授業 停電でも勉強する生徒達

・クラブ活動

オーケストラクラブ 合唱クラブ サッカークラブ



５.YOU&MEインターナショナルスクール
の歩み

YOU&MEの独自の取り組み
・委員会活動（生徒会、図書委員会）

生徒会 図書委員会

・保護者会

話をするリナさんと玉木 熱心に話を聞く保護者



５.YOU&MEインターナショナルスクール
の歩み

YOU&MEの独自の取り組み
・清掃活動

生徒会の主催で月に１度実施 一生懸命に取り組む生徒

・歯科検診

サッポロデンタルホスピタルの検診 順番を待つ生徒たち



６. YOU&MEファミリーのあゆみ

・日本でもスタディーツアー参加者を中心に

活動が広がる

・2015年NPO法人化

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）

グッズ販売

グローバルフェスタ参加 その他

・スタディーツアー参加者により国内で活動が広まる

・2015年NPO法人化

YOU&MEファミリーの集い

活動報告会（年3回）

チャリティーコンサート（年1回）

グローバルフェスタなどイベント参加日本でもスタ
ディーツア平成29年度埼玉グローバル賞受賞者を中心に

が広がる

・2015年NPO法人化

Y&Mファミリーの集い グローバルフェスタ参加 チャリティーコンサート開催



７. YOU&MEファミリー理事・社員担当一覧

・日本でもスタディーツアー参加者を中心に

活動が広がる

・2015年NPO法人化

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）

グッズ販売

グローバルフェスタ参加 その他

役職 代表理事 玉木 副代表理事 有泉
理事 堀江 監査 土佐
事務局長 竹内
社員 宮森、白井瑛、白井みどり、髙橋、三田村、飯田、村

田、小松崎、崔、
秋永、三苫、大賀、大野、小田、竹内、古谷

現地関係 現地対応 玉木、竹内 現地送金 玉木、竹内
スタディーツ
アー

玉木、竹内

対外関係 助成金 玉木、竹内 埼玉NGOネット
ワーク

玉木、竹内

業務 会計 竹内、土佐 交通費 各行事担当者
事務作業 有泉 会員名簿管理 大賀
書記 有泉 宛名ラベル 堀江
Y&M集い葉書 堀江 寄付会費御礼葉

書
三苫

Y&M通信 竹内、大野、白
井み、
三田村、髙橋

写真パソコン関
係

堀江、白井瑛

掲示物 三田村 ホームページ チェ、星合
各行事 Y&Mファミリー

の集い
有泉、飯田 活動報告会 堀江

チャリティーイ
ベント

宮森、竹内、玉
木

グローバルフェ
スタ

堀江、竹内

グッズ グッズ作成 大野、白井み、
星合

ケーキ 秋永、大野

コーヒー 古谷、竹内
その他 ファンドレイジ

ング
村田、小松崎



８. YOU&MEファミリーの運営
・年会費 一般15,000円 学生5,000円 法人100,000円

136人 2人 1団体

・一般会員の例 毎月1,000円を現地学校維持費へ

年間3,000円を学校行事費・国内管理費へ

・現地学校運営・・・日本支援55％

現地資金45％（生徒月謝・現地ビジネス、現地寄付）

生徒月謝納入率 約30％

毎月支出⇒スタッフ給与、生徒軽食、光熱費、修繕費など

※将来は現地運営自立へ

⇒奨学金導入で月謝納入率アップを。

プロジェクト費は助成金から。

※会員拡大へ（200人目標）。寄付募集。



９．YOU&MEインターナショナルスクール生徒数
2020.

文化発表会の様子

学 年 合 計

就学前 年中 34

年長 32

初等 1年 41

2年 41

3年 43

4年 35

5年 38

前期中等6年 25

7年 10

8年 24

中期中等9年 10

10年 13

合計346名

中期中等試験（SSC）

2020年2月(2019年度）

3名優秀な成績で合格

◎ラッシュジャパン・
チャリティーバンク助成

・新たに100冊新



１０．バングラデシュ新型コロナウイルス状況

2020年11月現在 感染約42万人

死者約6000人

3月全国封鎖、6月より一部解除

日雇い者も多く、経済的打撃大

ロヒンギャ難民キャンプも感染拡大

全国学校 3月より休校措置

YOU&ME・・・ TV授業視聴

教師より電話と訪問

11月より分散登校



１１．YOU&ME現地の活動

バングラデシュ 児童婚の現実

Sさん・・・SSC（中期中等全国試験）前に、

親の強制により結婚。試験は不合格 教師と話すSさん

↓

女子であっても、仕事も結婚も

自分の選択を自分でできる人生に。

↓

話し合う女子生徒たち 現在のクラブ活動のうち、

洋裁クラブ＆パソコンクラブ活性化へ



１１．YOU&ME現地の活動

「女子生徒の経済的および社会的自立を目的とした

洋裁クラブ活性化プロジェクト」

（世界のひとびとのためのJICA基金）

・昨年開始、電動ミシン2台購入、準備

・さらに4台購入、10月本格スタート

・貧困女子対象、洋裁技術を取得し地域工場のリーダーへ

・担当タスリマ先生と専門教師で指導

①ハンカチ、スカーフなど

②ベッドカバー、枕カバーなど

③ブラウス、サロワカミュースなど→販売へ 開講式典 近所の店



１１．YOU&ME現地の活動

「バングラデシュ ガジプールの学校における

パソコン教育活性化事業」

アップル先生 （今井記念海外協力基金）

・パソコン5台購入準備、貧困層生徒5名募集

・アップル先生のオリジナルテキスト使用

・1クラス3か月（ワード6週、エクセル6週） 使用テキスト

・1年間で３セッション実施予定

・将来は大人クラスも実施へ

パソコンルーム



１２．今後の展望

◎第2のステージへ

～質の高い教育とジェンダーの平等を目指して～

〇2020年JICA NGO研修から見えてきたこと

・Y&Mの団体将来像を明確にする（ビジョン）
・一般の人々にわかりやすく説明できる

（リーフレット改訂）
・ロゴ変更？？

・バングラのモデル校として現地全国にY&Mメソッドを拡大

（地域学校・教育委員会と連携）



１２．今後の展望

◎第2のステージへ

～質の高い教育とジェンダーの平等を目指して～

（短期）洋裁クラブ＆パソコンクラブ活性化

（中期）卒業生女子トレーニングセンター設置
（美容・マッサージなど）

（長期）診療所開設、後期中等教育設置

◎活動が広範囲になっても変わらない、

「顔の見える、てづくり国際協力」

◎国・文化・宗教を超えて相手を尊重し、平和を願う心


