
 

  

はじめに 

 この夏、多くの方々、機関や団体にご協力いただき、

3年目になる日本ツアー2018を無事に終えることができ

ました。改めて、準備から当日、その後にいたるまで応

援、協力して下さった全ての皆さまに感謝申し上げます。

フライトを含めて 9 日間という短いツアーではありまし

たが、この度の日本ツアー2018 の活動の記録をこの報告

書にまとめました。ご協力頂いた方のみならず、この活

動を初めて目にされる方にとっても、このツアーについ

て、“ネパールに笑顔を届けよう”について、そしてネパ

ールについて、よりいっそう知って頂くきっかけになれ

ば幸いです。 

 

ネパールに笑顔を届けようプロジェクト 

 「ネパールに笑顔を届けよう」 は 2013 年に初めてネ

パールを訪れた京都の大学生３人からスタートした、ネ

パール支援のための活動です。現在は関西 3 県と愛知、

静岡、東京などの学生、社会人を含め、20 名以上のメン

バーが所属しています。下記の活動理念のもとネパール

に笑顔を届けるため活動しています。 

Vision 

・ネパールに笑顔を届けよう 

Mission 

・ネパールの教育現場に必要な支援を行い、現地の人と

共に問題解決を目指す。 

・ネパールの人々に内的変革を起こす。 

・より多くの人にネパールを知ってもらう。 

・ネパール人との交流を通し、お互いの文化や風習につ

いての理解を深め、国境を越えた家族の絆を築く。 

小中学校を対象に文房具、パソコンおよび周辺機器、

ソーラーパネルなどを支援。教育プログラムとして、ス

ピーチコンテスト、絵の交換プロジェクト、日本文化ク

ラス、交流プログラムとして、姉妹結縁、ホームステイ

プログラムなどを実施しています。2016 年、支援校で

ある C.L.A(Creative Lerners‘ Academy)から学校長と生

徒 2 名を招待し日本ツアー2016 を実施しました。今年

3 回目となる日本ツアーを開催し今回で学生 7 名、学校

長、学校関係者 1 名を日本に招待しました。 

 

ネパールについて 

ネパールは日本から飛行機で約 10 時間、約 5000 キ

ロの距離に位置し、インドと中国チベット自治区に国境

を接した南アジアの内陸国で、正式名称はネパール民主

連邦共和国といいます。世界最高峰のエベレストをはじ

めとした豊富な自然や、宗教性に富んだ独特の文化が魅

力的で、世界から多くの観光客が訪れる土地でもありま

す。 

国民一人当たり GDP は 693 ドルと非常に低い水準

で、アジア開発銀行によれば１日 2 ドル未満で暮らす

貧困層は推定 2200 万人と、国民の 70%を超えていると

いう現状です。（2011 年発表） 

2015 年 4 月 25 日には、M7.8 の大地震が発生し約

9,000 人が犠牲になり、90 万棟の建物が被害を受けま

した。都市部を中心に復旧が進み、ネパールを訪れる観

光客も年間 75.3 万人に上り、震災前と同等の観光客数

にまで回復しました。（Global Note2016 年） 
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日本ツアー  
日本ツアーの背景と目的 

 これまで私達は文房具やコンピューターなど

の物的支援を中心に行ってきましたが、ネパール

の慢性的な貧困や教育問題を改善するためには

物質的な支援だけでは十分ではありません。ネパ

ールに根付く問題を根本的に改善するためには、

ネパールの人々自らの心が変わり、内側から変化

が起きることが最も重要だからです。ネパールの

人々、特にネパールの将来を担う子ども達の心に

変革を起こすため、この日本ツアーを企画、開催

しました。日本に来ることは、ネパールが発展途

上国であるゆえの環境の乏しさの面でも、先進国

である日本に来ることは大きな刺激になること

は間違いなく、まして１０代という若い時期に、

実際に海外に行き、異なる文化や風習、人々とじ

かに触れ合うことは、既存の視野や価値観を越え

る大きな刺激となります。 

このツアーのゴールは参加者に「心の変革」を

起こすことです。「心の変革」とは、ツアーに参

加する全員が参加する前よりも大きな視野、明確

な夢を掴み、それを将来のネパール、ひいては世

界のために活かす、そのような思いを持ってもら

う事です。 

今年のツアーテーマは「日本の発展と国民性」

です。戦後、日本が急速に発展していった背景に

は日本人の国民性や伝統的な文化、風習が大きく

関わっていると考えました。世界から称賛される

日本人のモラルや日本の交通システム等を学ぶ

と同時に、日本人の国民性ゆえ、また外的な発展

ゆえに発生している様々な社会問題も学びなが

ら世界の中の日本という国を知り、そして発展途

上であるネパールと重ね合わせ、近い将来、類似

した状況になる自国を考えるツアーを組んでい

きました。 

ツアー概要 

 日本ツアーは、実際の来日期間に加え事前、事

後学習を加えた三段階で構成されています。 

事前学習では、まず日本につれてくる生徒を選抜

するため、C.L.A の 8～9 年生の生徒全員を対象

にスピーチコンテストを開催しました。「私の夢

と未来のネパール」という主題で生徒たちはスピ

ーチを作成し、2018 年 2 月にクラス予選、3 月

に決勝大会を行いました。このスピーチコンテス

トを通して、日本ツアー参加という明確な目標の

中でスピーチを作成し発表するという挑戦の機

会を生み出し、参加した生徒全員が自分自身の夢

と将来のネパールに対してもう一度真剣に考え

るきっかけをもたらしました。また地域の人々や

下級生も、その姿やスピーチから学びを得ること

ができたと考えています。第 1 回コンテスト決勝

の様子は地元の新聞にも取り上げられました。 

このコンテストで優勝した生徒 1 名、C.L.A の卒

業生 1 名および引率者として学校関係者 1 名を

招待し８月２0 日から 8 月 28 日までの 9 日間の

ツアーを行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

帰国後は、日本での経験をもとに参加者たち自身

がネパール国内でプロジェクトを行います。日本

で得た学びや夢を実際のアクションの中で育て

るとともに、その後の活動を通してツアーに参加

していない学校や地域にも新たな刺激や変化を

与えることができると考えています。 

左からスピーチ優勝者サルージャ、 

引率者ケシャヴ、C.L.A 卒業生クリット 

 



 

 

  

月日 時間 内容 

8/20 

(月) 

19：40 ネパール出国 

フライト 

8/21 

(火) 

5：25 仁川空港 トランジット 

9：35 韓国出国 

11：20 日本入国 関西国際空港 

16：00 京都到着 

16：30 京都タワー 

18：00 夕食・アイスブレイク 

20：00 オリエンテーション・日記記入 

22：00 就寝 

8/22 

(水) 

7：00 起床・朝食 

10：00 京都文化博物館 

11：45 錦市場 

12：30 ネパール料理屋で昼食 

14：30 建仁寺 

18：00 夕食 

19：30 浴衣・茶道体験 

21：00 日記記入 

22：00 就寝 

8/23 

(木) 

7：00 起床・朝食 

9：30 体験工房 和楽 

11：00 三十三間堂 

13：00 昼食 

14：00 伏見稲荷大社 

16：00 京都駅・西本願寺 

19：00 夕食 

20：20 日本の社会問題勉強 

21：30 日記記入 

22：30 就寝 

8/24 

(金) 

7：00 起床・朝食 

8：30 掃除・荷物整理 

11：12 京都駅より新幹線で東京へ移動 

1日目 8/21(火)  

・アイスブレイク、オリエン

テーション 

自己紹介とゲームを通し

て参加者とプロジェクト

メンバーの距離を縮め、

ツアーの目的、概要を共

有し、個人目標を設定。 

 

2日目 8/22(水) 

・京都文化博物館 

京都の歴史に興味津々。

展示物や建物を真剣に

見つめる 3人。 

・錦市場 

食材はもちろんのこと、

市場のシステムや衛生

管理、品質、おもてなしに

驚き。 

 

 

 

 

 

 

 

・建仁寺 

暑い京の街を歩き、着い

た建仁寺。石庭を眺め、

歴史と伝統を感じながら

一休み。 

 

 

 

 

 

 

・浴衣、茶道体験 

お茶は思ったより苦くな

かった様子。浴衣を気に

入り、写真を沢山撮影！ 

3日目 8/23(木) 

・体験工房 和楽 

折り鶴ピアス、古銭ストラ

ッ プ の 手 作 り 体 験 。

Saluja は小さな折り鶴

を誰よりも器用に折った 

 

 

 

 

 

 

・三十三間堂 

「ネパールと神様の名前

は一緒だけど顔が違

う！」日本とネパールの

宗教の共通点と特異性

を感じた。 

・伏見稲荷大社 

無限に続く朱色の鳥居

に感動。一つ建てようか

と話していたが、奉納額

を見て挫折…。 

 

 

 

 

 

 

 

・京都駅、西本願寺 

台風が関西に迫ってお

り、西本願寺は閉まり、交

通機関も大混乱。日本

の自然災害を体験する

貴重な機会となった。 

・日本の社会問題勉強 

発展とともに発生してき

た社会問題について学

び、日本の新たな側面を

知る時間となった。 

1日目 8/21(火) 

約 12 時間のフライトを経

て日本到着。 

・京都タワー 

展望台から平安京特有の

碁盤の目の街並みを見下

ろし、カトマンズとの共通点

を見つけたよう。 

スケジュール 京都  



 

  

月日 時間 内容 

8/24 

(金) 

13：00 東京駅到着・駅観光 

１５：00 国会議事堂見学ツアー 

18：30 
日本・ネパール国際交流会 

兄弟姉妹結縁式 

21：00 宿泊先へ 

22：30 日記記入・就寝 

8/25 

(土) 

K
e
s
h
a

v
 

10：00 幼稚園訪問 

12：00 給食 

13：30 大学・周辺見学 

18：00 兄弟宅にホームステイ 

S
a

lu
ja

 

10：00 総合病院訪問 

12：00 ネパール料理屋で昼食 

13：00 姉妹宅にホームステイ 

K
rit 

10：30 IT会社訪問 

13：00 昼食 

14：00 Team Lab イベント 

18：00 兄弟宅にホームステイ 

8/26 

(日) 

7：00 起床・朝食 

10：30 横浜 山下公園 

11：30 大桟橋・昼食 

14：00 コスモワールド 

16：30 ショッピング 

18：00 フードコートで夕食 

19：30 ランドマークタワー展望台 

20：30 宿泊先へ 

23：00 日記記入・就寝 

8/27 

(月) 

７：00 起床・朝食 

10：30 渋谷清掃 

12：00 交流・昼食 

14：00 渋谷清掃場見学 

16：00 パッキング・仮眠 

18：30 夕食会・リフレクション 

24：00 羽田空港・お別れ 

8/28 

(火) 

2：00 日本出国 

4：35 
韓国到着 仁川空港 

トランジット 

14：25 韓国出国 

17：50 ネパール帰国 カトマンズ空港 

・お別れ 

１週間共に過ごした大切な家

族と羽田空港で最後の時間。

次はネパールで会おう！ 

翌日無事にネパールに到着 

6日目 8/26(日) 

・山下公園 

ツアーも６日目、仲良くなった

仲間達と公園の芝生で休憩。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・大桟橋 

内陸国ネパールにはない初

めての海！船！横浜で沢山の

交通機関を体験した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ランドマークタワー展望台 

ポートシティならではの夜景

に１日の疲れも吹っ飛んだ。 

 

7日目 8/27(月) 

・渋谷清掃 

第１回目のツアーから毎年参

加している渋谷の清掃活動は

生徒達の地域社会や生活態

度に対する価値観を変える。 

 

 

 

 

 

 

 

・渋谷清掃場 

自分たちが拾ったごみがいか

に処理されていくのか。日本

のごみ処理システムに驚愕。 

・夕食会、リフレクション 

ツアーを振り返り共有する。学

んだことをどう活かすかが重

要。 

 

4日目 8/24(金) 

・新幹線 

時速２３０㎞！新幹線の速さと

快適さに大満足。 

・国会見学ツアー 

参加者３名に８名のガイドが

付いて特別ツアー。政治シス

テムとなにより国会の巨大さ

に圧倒。 

 

 

 

 

 

 

 

・国際交流会/結縁式 

学生２人の夢スピーチに参席

者は感動。兄弟姉妹結縁式

で新たな家族に出会う。 

 

 

 

 

 

 

5日目 8/25（土）夢プラン 

・幼稚園訪問【Keshav】 

幼稚園設立に向けて大きな

学びとなった。 

 

 

 

 

 

・ 

・総合病院訪問【Saluja】 

日本の医療、病院システムを

丁寧に教えていただいた。 

 

 

 

 

 

・IT会社訪問【Krit】 

プログラミング言語を使って

実際にWeb制作体験！ 

 

 

 

 

 

 

【ホームステイ】 

新しい家族の家に１日お泊り 

スケジュール 東京  



 

 

 

振り返り  

 

 

 

 

 

国民性・歴史 

 ネパールとは違う文化、国民性をもつ日本で１週間過ごすことは異文化を体験するとても貴重な期間ですが、時

として本人には悪気がなくてもルールを破ってしまたり、大きなストレスを感じることがあります。ネパール出

発前の事前オリエンテーションにて日本で生活するうえでの注意点を学んでいたので３人とも日本の規則や作法

に対しプロジェクトメンバーの助言を守ってくれました。過去の日本ツアー参加者も含めてほとんどの参加者が

感想文や帰国後のインタビューで日本人の勤勉さや几帳面さに対して尊敬心を抱いてくれ、自分の生活や夢を実

現するために生かしていきたいという感想を述べてくれました。 

交流・兄弟姉妹結縁 

 １週間のツアーの中で幼児から青年、年配の方まで約６０名の方と交流し、参加者はこのツアーが多くの方によ

って支えられていることを感じ、また幅広い方々と関わる中で日本という国の様々な側面に触れました。そして兄

弟姉妹結縁では初めて会った日本の青年と兄弟、姉妹の契りを交わしホームステイをします。Keshav さんは同年代

で２人のお子さんがいる森川さんと兄弟になりました。別れの朝、駅まで森川さんと２人のお子さんが見送りに来

てくれました。Keshav さんにとって森川さんだけでなく、２人の子どもたちも大切な家族になったのです。「今度

は僕や息子がネパールに行きたい。」と森川さんは言ってくださいました。 

 

 

日本の社会問題 

 一見すると“夢の国、日本”とも思われがちな日本の様々な問題点について今回初めて学ぶ時間を持ちました。勤

勉さや真面目な国民性がために急速に発展した一方、その国民性故に発生している社会問題を学び、ディスカッシ

ョンを行いました。現在、発展途上中にあるネパールで既に日本と類似した社会的格差や家庭崩壊、子ども・青年

教育に関する問題が発生していることなど、日本だけでなく自国の現在と未来を考える貴重な時間となりました。

「科学や技術など、外的な発展だけを求めるのではなく、同時に幸福感や、ネパールであれば宗教的な神聖さを守

りながら国を発展させていくことを国全体で考えなくてはならない」という感想を参加者が述べていました。 

発展 

東京の高層ビル群や正確且つ、高速で走る新幹線を通しても日本の発展を感じることができますが、今回訪問し

た国会では明確で詳細に構成されている日本の政治や国会制度を、最終日に見学した渋谷清掃場ではネパールには

そもそも存在しないごみを分別し管理、処理するというシステムを、また病院や幼稚園においても明確に部署やシ

ステム、プログラムが存在し、いかなることに対してもルール、制度があり地域や県、国単位で管理されているこ

とや、発展とともに発生する環境問題等への対策がなされていることに対しても参加者は日本の発展を感じていま

した。 

   

 

夢プラン 

第 1 回目のツアーから続いている夢プランは、参加者一人ひとりの夢に合わせてスケジュールを組みます。Saluja

は薬剤開発、医療関係の仕事に就くことが夢ということで総合病院を訪問しました。日本の病院システムを教えて

いただいたあと、病院内の見学をしました。Krit の夢は IT エンジニア、Web デザイナーです。Web メディア、シ

ステムコンサルティング会社の株式会社 IeOSAMU を訪問し、会社見学や実際にプログラミング言語を使って、Web

制作体験しました。Keshav さんの夢は幼稚園を開園することです。認可外保育施設に訪問し教育方針、プログラム、

スケジュール、設備、遊具などの説明を受け、興味深そうにメモを取っていました。 



参加者の感想とその後  

 

  

Nepal 学生 Krit Shrestha（17） 

日本ツアーの中で学んだ勤勉さ、丁寧さ、忍耐強 

さという姿勢が私の夢と未来に大きく役立つと思

います。この経験は僕が将来就く仕事においてもより大きな成果

をあげ、親の願いに応えることのできる助けとなります。また、

今回の経験は僕個人のためだけではなく、僕のコミュニティや周

りの友人に対しても清掃の重要性、時間の重要性を教えることが

できます。また自国、ネパールは気候が良く、観光にはとてもい

い国ですが、環境が汚染されています。まずは日本がそうであっ

たように、町や環境を清掃することでネパールにより多くの観光

客が訪れて、国の発展につながります。 

一方で、日本には国外からは見えにくい問題がいくつかあると

僕は思います。日本で売っているほとんど物がとても高価で貧し

い人たちにとってはとても生活が難しいです。また、多くの人が

経済的に、環境、体力的にも仕事に苦労しています。今回、日本

の良い側面だけではなくてその様な問題点も学ぶことができま

した。そして多くの新しい兄弟、姉妹たちと出会うことができて

嬉しかったです。ありがとうございました。 

 

参加者のその後 

 今年 3 月ネパールへ渡航し過去 2 回の日本ツアー参加者に会い、自宅訪問とミーティング、ごみ拾いのプロジェクトを実

施いたしました。第 1 回目に参加したアニースとアヌージャはネパールで行われる全国統一テスト（SLC）では A+と A と

いう大変優秀な成績を修め高校に進学し、学業に追われながらも充実した 

生活を送っています。第 2 回目に参加した 3 名のうちスバンジャンと 

アリーシャは SLC 直前だったこともあり受験生らしい追い込まれている 

様子も見えましたが、校長先生曰く彼ら 2 人が学年で 1 位、2 位の成績を 

残すだろうと期待していました。もう一人の参加者イシャンはまだ受験生 

ではないのですが、ごみ拾いのプロジェクトでは誰よりも率先して行動し、 

下級生に対しても指導する姿が見えました。 

 自宅訪問の際、日本ツアーに参加して学んだことについて質問すると 

全員がタイムマネジメントについてあげていました。スケジュールはツアー 

がスムーズに進行するように交通機関等に合わせて分単位で組まれています。 

そこから生徒たちは時間を大切に使うことを学び、親からも彼らが早起きを 

するようになったという声を多く聞きました。また毎年、渋谷の J-HOPE と 

行っているごみ拾い体験から自分の家や教室、地域を美しく保つこと、ごみ 

を分別することを学び、近隣住民や友人にも清掃や分別の呼びかけを行って 

いるそうです。アニースは学校で分別を呼び掛けていると友人から「ここは 

日本じゃないぞ」と言われたそうです。しかし、「誰かが始めないと変わらない。 

だから僕は続ける」と言っており、人間としても強く成長している姿に感動しました。 

 彼らは私たちプロジェクトメンバーにとって弟、妹です。これからも彼らの成長を見守り続けます。 

 

プロジェクトメンバー 望月蘭心（22）  

このツアーを通して発展途上国を支援したい 

という昔からの夢に近づき、ネパールからの参加 

者を通して改めて世界の中の日本という国の魅力や問題点につい

てみんなと学ぶことができました。また参加者のために尽くし、喜

んでいる笑顔をみて幸せな気持ちになったり、いつかネパールの

ために活躍するリーダーになってほしいと願う親の気持ちになり

ました。何よりプロジェクトメンバーや協力者の方々に愛され、支

えられ、私にとって感謝でいっぱいのツアーになりました。 

また、プロジェクトの立ち上げメンバーがネパールの子どもた

ちのために何かしてあげたいと思い、実行したように、考えるだけ

でなく、その問題を解決するために自分が責任を持ち行動するこ

と、そしてやりきること、継続する事の大切さについて学びまし

た。今まで親や周りの人に尽くされてきたので、今度は誰かの為に

尽くす側に立つことはとても重要だし、その中で成長できるのだ

なと思いました。 

人、環境に感謝すること、責任感を持つことはこれからの自分の

人生においても必要なことだと思わされました。 

 

 

ごみ拾いのプロジェクト ツアー参加者、C.L.A の生徒と 

自宅訪問 アリーシャの家族と 



 

 

 

 

ネパール 

Shrestha  

Saluja 

Ghawa 

Shrestha Krit 

Shrestha 

Keshav 

ネパールに笑顔を届けよう 

田中 里佳 渡邊 蘭子 浅平 泰地 

岩崎 慈見 三浦 佳恵 秦 洋美 

宇佐美 沙織 篠崎 晃一 竹谷 公仁子 

山本 寛愛 樋水 秀樹 小笠原 寛恵 

富居 祥菜 鈴木 静恵 望月 蘭心 

 項目 収入 支出 

ツアー 

開催以前 

プロジェクトグランプリ 

グランプリ奨励金 

200,000 
 

  

募金 148,817   

Krit ツアー参加費 51,000   

日本ツアー 

2018 

航空券代   155,839 

交通費   60,990 

食費   30,103 

入場料等   13,690 

宿泊代   8,400 

その他・雑費   59,708 

準備費  6,077 

収支合計  399,817 334,807 

会計報告 参加者 

 多くの方のご支援、ご協力により日本ツアーも今年で 3 回目を迎えることができました。2014 年 10 月、私たちはプロジェクトコンテ

スで優秀し優勝賞金をいただきました。“日本ツアーを開催しネパールの子どもたちに夢を与えたい”それが私たちの夢でした。コンテス

ト当日、結果発表で名前を呼ばれたときは喜びと大きな責任を感じたことを今もよく覚えています。 

今回は京都、東京、横浜をめぐりました。京都では毎回、協力者のご自宅を宿泊先として使わせていただく他、着物や茶道の道具の提

供や体験の協力していただいています。東京では真夏日が続き体調を崩す参加者もいて対応に追われましたが、次回以降の日本ツアーを

開催する上で大きな経験となりました。夢プランでは毎年ながら多くの企業・団体様にご協力いただき参加者一人ひとりの夢にフォーカ

スすることができました。また今回初めて横浜へ行き内陸国、ネパールでは見ることのできない広い海と大きな旅客船を見ました。 

 第 2 回のツアーまでは 5 つの項目を定め、それに従って一つ一つスケジュールを考えました。今回はツアー自体に「日本の発展と国民

性」というテーマを定め、事前学習から帰国までのプランを組みました。世界の国の中で“日本”に来る意味を深め、ネパールと関係する

テーマを作りました。昨年まではなかった日本の問題を学ぶ時間を設け、“夢の国日本”ではなく様々な社会問題を抱えていることを知る

ことで参加者たちも自国を見つめなおし、ネパールの良さや発展する中でこれから立ち向かうであろう問題を学ぶことができました。 

 プロジェクトメンバーにおいては大半が大学生なのでバイトやテスト、卒論、就活をしながら日本ツアーの準備をしてくれました。資

料作成など仕事が重荷に感じたこともあるかと思いますが、学生時代に社会の方々と責任を持って何かを果たすということはとても貴重

な体験です。改めてこの日本ツアーがネパールのためだけではなく日本人の青年にとっても成長の期間になることを感じます。次回以

降、ネパールの学生にとっても日本の青年にとってもより成長できるツアーを作っていこうと思います。今後ともどうぞよろしくお願い

いたします。そして皆様のご協力に再度感謝申し上げます。ありがとうございました。            

  代表 三浦 佳恵 
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E-mail smilesfornepal2013@gmail.com  

Facebook ページ http://www.facebook.com/nepal.egao 

最後に  


