2017 年 4 月 21 日

ネパール Pitlek 村にて国際交流
国際教養学部 准教授 Victor Gorshkov
2017 年 3 月 7 日からおよそ 1 週間、ネパール西部の Pitlek 村へ赴き、村の小学校を訪問しました。
訪問に際しては、母国へ帰省中の本学留学生が訪問先などをすべてアレンジし、当日は、校長先生をは
じめとする現地の先生や児童たちから、花輪や花束、ティカ（歓迎の印として額につる赤い印）での歓迎を
受け、村での暮らしぶりや学校を取り巻く環境、教育方針などさまざまな話を聞くことができました。児童た
ちへ持参した鉛筆やノートをひとりひとりに手渡すと、早速覚えたての文字をノートに書くなどし、とても喜
んでくれた様子。今回交流した児童たちの中に、この体験を通して少しでも日本をはじめとする海外への
関心が芽吹くことを期待しています。
また、この国際交流をアレンジした留学生たちにとっても、ただ自国を案内するというだけではなく、この訪
問が、国際交流を通した社会貢献活動をする貴重な体験となり、今後さらに国際社会への関心が深まる
ことを期待しています。

ガンダギ県シンジャー郡ピットレック(Pitlek)村…村人口 58 名
ネパール西部、山岳地帯に位置する。村の生活は主に農業で成
り立ち、オーガニック野菜や蜂蜜、コーヒー豆などを生産。現在、
グルン族の修道院を建築中。
村ではホームステイも行っており、村の生活に関心のある外国人
の受け入れに限らず、国内からの滞在者も多く受け入れている。

学校名：Shree Kanya Primary School
Location: Aarupata 村
学校長：Sumitra Gurung 先生
児童数：35 名
設立：1984

歓迎の印としてのティカ(Tika)を額につけてもらう

持参した文房具を渡す本学の留学生たち
それを受け取る児童たち

右後方に見えるのがグルン族の修道院

ナーサリーの年長児童たちと先生

学校名： Shree Kalika primary school
Location: Padethok 村
学校長名：Girdhari Lamichhane 先生
生徒数：31
設立年：1991

サッカーボールをプレゼントする留学生

学校の様子

STUDENTS VOICE
“Visiting schools in the distant villages of Nepal together with my professor Victor Gorshkov was a
great experience. It was a good opportunity for me because I have not been to rural areas of Nepal for
more than 10 years. When visiting primary schools, we donated stationaries such as notebooks, pencils,
pencil sharpeners, and erasers. We also brought small souvenirs from Japan to be decorated in schools. I
saw so much happiness on the students’ faces when they received our small donations. Some of the
students come from families that cannot afford buying necessary stationaries and books for school.
After participating in this social community work, I felt that I have done something significant even
though we only provided minor help. Sometimes even small help can change the life of people. I hope
that in the future we can visit more schools and get involved in many different types of social
community work. I also aim to tell Japanese people more about my country and introduce our culture. I
am very grateful to my professor Victor Gorshkov who despite of his busy schedule could find time and
visit my country.”
(Suraj Gurung リベラルアーツ学部総合経営学科 2 年生)
“The moment I saw the students in the primary schools that we visited, I remembered my childhood
days. I used to go a public school similar to the ones we visited. It was my first-time experience of
participating in social community works. I am very grateful to my professor as he taught me the
importance of participating in social community works.”
(Basanta Budhatoki リベラルアーツ学部総合経営学科 2 年生）

