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2015年 1月 1日から 2015年 12月 31日まで 

 

 認定特定非営利活動法人 アジア教育友好協会 

 

 
１ 事業の概況 

2015年度は、前年度繰越金48,065千円を引き継ぎ、事業を開始しました。 

事業資金は期初予算を大幅に上回り、180,700千円(うち日本財団8,620千円)を確保できました。 

学校選定を慎重に進め、30校の建設事業を推進しました。年度内完成は20校、10校は建設中です。

2005年の事業開始以来11年間で累計221校となりました。ラオスでは、AEFAとして初めて高等学

校(2校)の建設も始まり、幼稚園・小学校・中学校・高等学校が揃ったメイン・スクールが完成

します。教育環境の総合的充実を図る「AEFAプロジェクト・モデル」となります。また新校舎の

新規建設に加え、校舎・井戸・トイレの修繕などフォロー事業も増えつつあります。 

交流事業は、日本の小学校37校とフレンドシップ交流を継続・展開しました。出前授業は115

回実施し、累計は492回となりました。東京都教育委員会推薦の出前授業（62回）も一層活発化

する一方、静岡・福井・京都・福島など地方での出前授業も増加しました。 

 

2015年度は、支援者の参加意識（計画及び成果の共有化）が一層深まりました。支援者が参加

意識を持ち、学校建設だけでなく教育の質的向上への支援、交流事業への参加など、新しい取組

に進化しています。支援者は自分達の善意が事業として結実した喜びを実感し、その結果が継続

的支援にも繋がっています。また、AEFA事業の独自性が評価されて、新規支援・継続支援をする

団体・企業・個人も増え、支援額は今年度もこれまでの記録を大幅に更新し、学校建設数も30校

と最大なりました。 

エルセラーン１％クラブ78,422千円、ダイリキ㈱6,880千円、金井昭雄6,000千円、など大口リ

ピーターに加え、新規にWANG基金グループ（藤原和博・大前研一・花まる学習会など）23,500千

円、フォーサイト10,000千円、など多くの個人や企業の支援を獲得出来ました。また、木村敬道、

内田安子、山崎登喜、近江兄弟社、長野市篠ノ井ライオンズクラブ他、多くの個人・企業・団体

が5年以上に亘り支援継続して頂いています。 

   なお、会員数は会費納入会員168名、法人会員7社、会費収入は1,170千円になりました。今後

とも、会員、ボランティア会員、教師会員など、AEFAサポーターの輪を広げる努力を続けます。 

 

日本の交流校でも交流が定着・深化し、支援も大幅に増加しました。日本の子供たちからの支

援（59校）は2,920千円となりました。11年間の累計では14,445千円となり、学校の理解が深ま

っている証となっています。学校からの寄付が集まるNPOは極めて例外的であり、AEFAとしては

今後とも教育現場との繋がりを維持・強化していきます。 
 
 
２ 事業の成果 

１） 学校建設事業について：事業費＝149,859千円＝30校（内10校は建設継続中） 

本年度は大口の支援者に支えられ、30校を建設。エルセラーンからの支援拡大を受け13校。更

に新たな支援者であるWANG基金で5校を建設しました。日本財団助成の建設事業終了にも拘らず、

AEFA独自の支援者開拓が実を結んだことは幸運でありました。今後とも支援者対策に万全を期す

と共に、事業の継続・発展に全力を尽くす決意です。 



国別では、ベトナムにおける建設は12校となりました。中部のカンナム省などで６校、北部の

ティエンカン省などで６校です。ラオスでは、南部のサラワン県８校とチャンパサック県９校、

合計17校の建設となりました。また今年度は新たにスリランカでの学校建設（1校）が実現しま

した。 

 

AEFAの活動理念を理解し、共感する支援者が増加しています。また、建設後のフォロー事業の

追加・発展に対する理解も拡大しています。その例として2015年度は、ラオスのタオイ郡におけ

る子供の権利保護プロジェクト支援、職業訓練所への奨学金、などが始まりました。 

 建設事業はAEFA事業開始以来、順調に進展し、結果として、累計ではベトナム140校、ラオス

68校、タイ9校、中国2校、ネパール1校、スリランカ1校の総合計221校となりました。   

＊2015年度建設校一覧・・別表（１） 

 

２）姉妹校（フレンドシップ校）提携推進事業について：事業費＝9,190千円 

（１）日本の学校とのフレンドシップ交流の深化 

   本年度は37校の学校が活発な交流を行いました。子供たちの交流だけでなく、今年度は、ベトナム

に、日本の学校の先生を派遣する熱血先生プロジェクトが立ち上がりました。 

① ３月に新しい試みとして、神奈川県・鎌倉学園のベトナム研修ツアー（生徒19名・教師2名）を支

援。現地における学校修理ボランティア活動及び子供達との交流をアレンジしました。生徒達の意

識改革に大変役立ったとの評価を得ました。今後の継続や他校への展開が期待できます。 
② 9月に熱血先生のベトナム視察ツアーを挙行しました。参加教師＝静岡県袋井市2名、福井県坂井市

1名、神奈川県鎌倉市2名、東京都6名により、南部チャビン省の学校を訪問し、文化交流・運動会

を実施しました。 

③ 花まる学習会の講師による、現地教師研修会への参加と指導法の紹介を実施しました。ソフト支援

の新しい展開へのきっかけが生まれました。 

 

 （２）国際理解教育への貢献事業 

① 12月26日：第10回・AEFAフォーラムを港区立笄（こうがい）小学校の会議室にて開催 

  9月にベトナム視察した11名の先生方を中心に、各学校での交流事業展開の発表が行われました。

又、東京学芸大学教職大学院 成田喜一郎教授のコメント及び講演の後、意見交換が行われまし

た。参加者は東京都内を中心に、教師・教師OB・AEFA支援者など52名でした。 

② 本年度も交流事業や出前授業は拡大しました。東京都教育委員会の推薦による出前授業が62回、

京都市/7回、福井県坂井市/13回、静岡県袋井市/5回など合計115回となり、累計では492回となり

ました。中でも交流に熱心な先生との出会いは、熱血先生プロジェクトして実を結び始めていま

す。今後は更にこれらの先生と共に国際理解教育の推進や交流事業の進化を図りたいと思ってい

ます。 

③ 講演会の実施：保護者に対する講演会（8回）及び、静岡県袋井市文化協会（1月24日）・全国教育

女性連盟（6月7日）向けの講演を行い、AEFA活動への理解を深めて頂きました。 

 

 （３）教師の養成及び質の向上支援事業 

  ① ラオスにおける教師養成奨学金と教師研修会： 

今年度の教師養成奨学金は23名を対象に支援。2015年6月に６名が卒業し、3名が出身地の僻村に

教師として赴任しました。（残り3名は待機中）現在20名の学生が教師養成短大で学んでいます。

又、毎年行っている教師のスキルアップ合宿研修会を11月に実施し、英語の教授法などを研修。

50名の教師が参加しました。 

  ②ベトナムにおける国際的取組み： 



    日本財団との共同事業として、カンボジアの師範学校卒業生（10名）と教授など関係者（6名）

が、ベトナムのチャビン省ティウカン郡の小学校で交流及び研修を行いました。 

 

３）広報活動について 

   今年度も広報活動を積極的に進め、AEFA会報は２回（20,21号）発行しました。 

また広報活動の一環として、社会イノベーター公志園に理事長が参加。国内の企業・マスコミ・学生・

有識者へのアピール・チャンスを得るとともに、結果として新たな支援者の獲得にも繋がりました。 

マスコミ対応では、新聞／（スリランカ１回、ベトナム２回）、テレビ／スリランカ及びベトナム

（各１回）、日本のラジオ／1回、AEFAの活動が紹介されました。 

 

  

３ 事業の実施に関する事項 

  当期収入額    180,700千円＝一般寄付他170,900＋日本財団8,620＋会員会費･他1,180 

  当期支出額    167,489千円＝建設事業費149,859＋交流事業費9,190＋管理費8,440 

  当期収支残     13,210千円 

 

 

＜対事業支出額内訳＞ 

事業名 事 業 内 容 実 施 

日 時 

実 施 

場 所 

従事者

人 数

受益対象者 

の範囲及び 

人  数 

支出額 

  （千円）

 

建設事業 

 

＜学校建設＞ 

ベトナム・ラオス・スリランカの山岳

地域の学校建設及びメンテナンス 

＜地域自立支援＞ 

学校建設地域の学校維持を主旨とした

生活力向上の為の支援 

＜教師育成事業＞ 

奨学金事業及び研修会など 

 

2015.1.1～
  12.31 

3カ国 
30校 
 

 7名 

地域の住民及び子供 
生徒数： 
1校平均100名程度 

＝合計 3000名
教師数：150名 
奨学金：短大生30名 
小中生50名 
研修会：教師50名 

149,859

交流事業 

①現地建設校と日本の学校との教育関

係者同志の交流、児童の作品交換な

どを通じての姉妹校提携推進 

2015.1.1～
12.31 

3カ国 
37校 

 
 
 8名 
 
 
  

現地1校当り 
約100名 

日本1校当り 
約100名 

 9,190 
②出前授業：福井県/静岡県/岡山県/福

島県など51回。東京都推薦校62回。 

合計115回(累計492回) 

 

③東京フォーラム 

2015.1.1～
12.31 

 
 
2015.12.26

 各地域 

 

 

 

笄小学校 

15名 
  
 
15名 

各回: 約100名 
合計：約10,300名 

 

 

教育関係者他：46名 

 

 

 

 

 

 



別表―１       2015年度 建設校一覧 

 
 

 

国名 地域 学校名 備考 

１ ベトナム クァンナム省 トゥルンディンナム小学校 エルセラーン 

２  ティエンヒエップ小学校 エルセラーン 

３  ティエンハー小学校 エルセラーン 

４  アンタイ幼稚園＊ 松下伸廣 

５ タンホア省 マックディンチ小学校＊ リーフラス 

６  ハーラム中学校 上西郁夫・他 

７ ﾃｨｴﾝｶﾝ省 アンロック小学校 エルセラーン 

８ タイグエン省 ランカン小学校 エルセラーン 

９  バンテン小学校＊ エルセラーン 

１０  バオリン小学校＊ エルセラーン 

１１ フートゥ省 タンイェン中学校 彦建設・ 

ｼｪｱｰﾄﾞｽﾏｲﾙ 

１２ クアンチー省 バータン小学校 エルセラーン 

１３ ラオス サラワン県 マークナオ小学校 WANG・大前研一

ぞうさんﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

１４  パチュドン高校 WANG・藤原和博

山口文洋・他 

１５  ブオンナム中学校 WANG  

１６  チャンヌア小学校増設 メコンの会 

１７  ハーコーナム中学校 WANG・藤原和博

川邊健太郎 

１８  カトゥア中学校 ダイリキ 

１９  ドンニャイ高校＊ フォーサイト・

山田 浩司 

２０  パスム小学校＊ WANG・花まる学

習会 

２１ ﾁｬﾝﾊﾟｻｯｸ県 
 

 

ノンテノイ小学校 エルセラーン 

２２ サムエック小学校 エルセラーン 

２３ フアイサフア小学校 エルセラーン 

２４ フアイナ小学校 金井 昭雄 

２５ スックマー幼稚園 あしながクラブ・

ISSC/SIVIO 

２６ ターサムパン小学校＊ エルセラーン 

２７ ターサムパン中学校＊ エルセラーン 

２８ ノンブア小学校＊ ISSC/I-RIS 

２９ ノンテノイ小学校増設＊ ISSC/インコネ 

３０ スリランカ ゴール地区 マウントカルバリー小学校 ｼｪｱｰﾄﾞｽﾏｲﾙ 

＊は現在建設中（10校＝ベトナム4校＋ラオス6校） 


