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日本国際飢餓対策機構（Japan International Food for the Hungry：略して JIFH）は、イエス・キリストの精神に
基づいて活動する非営利の民間海外協力団体 (NGO) です。1981 年に誕生して以来、世界の貧困・飢餓問題の解決のた
めに、自立開発協力、教育支援、緊急援助、人財育成、海外スタッフ派遣、飢餓啓発などに活動を広げてきました。現在は、
国際飢餓対策機構連合（Food for the Hungry International Federation）の一員として、18 ヶ国 60 の協力団体
とともに、アジア、アフリカ、中南米の開発途上国で、現地パートナーと協力しあって、「こころとからだの飢餓」に応
える働きをしています。

▪ ニジェールで洪水被害広がる

▪ 世界里親会（表紙記事参照）

子どもたちにクリスマスカードを！
子どもたちは里親さんからのクリス
マスのお便りを楽しみにしています。
カードをお送りの際はー
①里子 ID 番号を必ずお書きください。
②里親様のお名前にはフリガナをお願
いします。
③カードは 11 月 15 日㈭までに世界里
親会（大阪）に届くようお送りください。
期日を過ぎますとクリスマスまでに子
どもたちに届かない場合があります。
④里子あてに現金や品物を送ることは
お控えください。
⑤事務所へのカードの到着確認はがき
が必要な方は、その旨をお書き添え下
さい。お問い合わせは、世界里親会（大
阪事務所）までご連絡ください。

今すぐ
各種支援の
お申し込み
ができます!!
●まず右の必要事項
に記入して、点線の
枠部分を切り取りハ
ガキに貼って、下記
の大阪事務所宛に郵
送、又はこの頁をコ
ピーして、ファクシ
ミリで申し込みくだ
さい。確認のための
必要書類等を送らせ
ていただきます。
お電話でも申し込み
できます。各事務所
までおかけ下さい。

東日本復興支援

キャンペーン中

▪募金方法

Webサイトアドレス
ｅメールアドレス
フェイスブック

たいので説明書（申込書）を送ってください。
□ 海外スタッフ・サポーターとして協力します。
毎月（

https://www.facebook.com/hungerzero

※各種方法で随時受付中、詳しくは電話やウエブサイトで

身近に
便利に
なりました

◦郵便振替 00170-9-68590 ／日本国際飢餓対策機構
◦他の金融機関からの自動振替◦クレジット、デジタルコンビニ

）口

（１口 1,000 円）

□ JIFH（日本国際飢餓対策機構）サポーターとし
て協力します。
毎月（

）口

（１口 500 円）

□ 郵便自動引落し申込書を送って下さい。
□ その他の銀行自動引落し申込書を送って下さい。
フリガナ

氏名：
フリガナ

男・女
〒

住所：

年

月

日▼

FAX・072-920-2155

当機構親善大使のソン ･ ソルナ
ム氏による「東日本大震災チャリ
ティーコンサート」が、10 月 26
日㈮午後 7 時から山本能楽堂（大
阪市中央区徳井町 1-3-6）において
開催されます。主催は MNJ 企画、
後援は関西ソウル会親善協会、日
本コリア協会・大阪など。
ソルナム氏は NHK で放映中の
韓国ドラマ「イ・サン」をはじめ、
「トンイ」「ホ・ジュン」の主題テー
マの作曲と演奏を手がけるなど韓
国のフルート第一人者。震災直後
に被災地に入り、東日本被災者支

http://www.jifh.org/
general@jifh.org

（１口 1,000 円）

□ チャイルド・サポーター（世界里親会）になり

▼申込日：

ソルナム親善大使

一般財団法人 日本国際飢餓対策機構
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援を続けてこ
ら れ ま し た。
今回は日本の
伝統芸能の能
舞台を会場に
ヘ グ ム、 カ ヤ
グムなどの韓
国伝統楽器と
の 共 演 が 行
われます。チケットのお問い合わ
せ Tel/Fax06-6949-3980、0805715-8073（安東）。
東日本大震災の被害者支援のた
め皆さまの応援をお願い致します。

〒 581-0032 八尾市弓削町 3-74-1
ＴＥＬ (072)920-2225
ＦＡＸ (072)920-2155
〒 101-0062 千代田区神田駿河台２-１ OCC ビル 517 号室
ＴＥＬ (03)3 518 - 0781
ＦＡＸ (03)3518-0782
〒 466-0064 名古屋市昭和区鶴舞 3-8-10 愛知労働文化センター 2F
ＴＥＬ (052)7 31- 8111
ＦＡＸ (052)7 31- 8114
〒 73０-0０36 広島市中区袋町４- ８ CLC ブックス 2F
ＴＥＬ (082)546-9036
ＦＡＸ (082)546-9037
〒 901-0156 那覇市田原３-8-1 ユリ香ハウス 201号
ＴＥＬ (098)859-4585
ＦＡＸ (098)859-4540
〒 9８０-0０１２ 仙台市青葉区錦町１-１３- ６エマオ２階 E
ＴＥＬ (022)217- 4 611
ＦＡＸ (022)217-6651

毎月、飢餓対策ニュースを皆様にお届
けするために、ひばり障害者作業所
（八尾市）、生活愛、関西地区のボラ
ンティアの皆様が発送作業のご協力を
して下さっています。

いいね
大募集

毎月（

（電話）

コンサート

▪発 行 者 岩橋竜介
▪発 行 所

□ ハンガーゼロ・サポーターとして協力します。

２２９０口。ぜひあなたのお知り合いにもお知らせください。

規模洪水が発生し、300 万人が食料危
機状態に陥りました。当機構は、今年
の世界食料デーの募金をニジェールの
食料支援にも用いさせていただきます。
どうぞご協力ください。

ハンガーゼロ・サポーター大募集中！
ハンガーゼロ・サポーター

当機構がハンガーゼロ・アフリカ の
活動を続けている国の一つ、西アフリカ
のニジェールでは、ニジェール川が氾
濫し、流域や一部市街地に洪水被害が
出ています。洪水による衛生状態の悪
化と収穫期を迎えている主食穀物のミ
レット及び米に深刻な被害が予想され
ます。ニジェールでは、2010 年にも大

日本国際飢餓対策機構

飢餓対策
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2003年当時11歳（中央）のジョイスが立派に成長して20歳になりました。

ウガンダのキョガ村で一人の少女がものすごい勢
いで走ってきて、私たちと一緒にいた日本人女性に
抱きつきました。そして涙しながら自分に会いに来
てくれたことを何度も感謝しました。少女の名前は
ジョイス、京都の方が彼女の里親さんになってくださ
り、ずっと学校に行けるように支援をし続けてくださ
いました。ジョイスの母親は彼女が生まれたあとす
ぐに死亡、父親はその後、子どもを残して失踪。親戚
の人や親切な村人の家を転々としながら、学校に通
い続けました。
いつもウガンダワークキャンプ
に参加してくださる平林さん（表
紙 写 真 ）は 大 阪 の 私 立 高 校 の 教
師。今回で５回目の参加です。彼女のワークへの参加目的は
２つ。ひとつは卒業した自分の教え子たちにアフリカを知っ
てもらいたいこと。今回もたくさんのOGに呼びかけ、その
中から4名が参加をしてくれました。もうひとつは里子たち
に会うことです。自分の里子はもちろん、家族、同僚や生
徒、教会の仲間の里子までひとりひとり訪問し、前回訪問し
た時の写真をたくさん印刷して手渡し、里親さんから預かっ
てきた手紙を渡していきます。そのたびに大きくなった子ど
もたちの成長を喜び、学校で学ぶことを励ますのです。
しかし、ジョイスだけは訪問するたびに家が変わってい
て、200６年のワークキャンプのときは、平林さんはウガン

ダ人スタッフにバイクに乗せてもらい、遠く離れた村ま
で彼女を訪ねていったのです。里子を訪問するたびに
思うのは、日本の里親さんからの手紙をどれほど楽し
みにしているかということです。ウガンダのみならず、
フィリピンでもボリビアでもカンボジアでも里親さん
の名前を聞くとちゃんと答えるし、手紙やカードを本当
に大切に保管しています。
ジョイスはどんなに家から遠くなっても学校だけは
きちんと通い続け、今は教師になる専門学校に行き、
ウガンダ人スタッフによるとあと１学期で彼女が目指
している教 師になることが でき
るそうです。支援の実がもうすぐ
実るのです。里親さんの支援と祈
り、村人たちの応援、現地スタッフの忍耐強いサポート、そ
して本人の努力が、両親がいないという絶望的な状況でも
夢を持って生きることができ、そしてその夢をかなえること
ができるのです。
アフリカで は 学 校 に行 きたくても 行 け な い 子どもが
4,500万人以上います。ジョイスは日本の里親さんがい
たからこそ学校に行くことができました。みなさんも一人
の子どもを育ててください。彼らには地域や国を変えてい
く力があります。ぜひあなたも里親として子どものサポー
ターになってください。
日本国際飢餓対策機構 常務理事 清家弘久

ジョイスの 喜 び

1 分間に 17 人（うち 12 人が子ども）・1 日に 2 万 5 千人・1 年間では約 1,000 万人が、飢えのために生命を失っています。

ハンガーゼロの世界を目指して…迫り来る食料危機

世界食料デー

世界里親会

地域ボランティアの導入により生活改善

2011年 募金使途報告

昨年(2011年)の世界食料デーのために皆様から
お寄せいただいた募金16,537,364円は、以下の
活動のために用いさせていただきました。主な
ものを掲載いたします。ご協力を心から感謝い
たします。

■ ケニア

シープケア学校の給食支援

■ インド

地域変革プロジェクト

らに「地域ボラン

ター(世界里親会)は、通学が困難

ティア」を選んで

な状況にある子どもたちが学校に

もらいました。地

行けるように支援しています。そ

域ボランティアに

のうちカンボジアでは、2012年

は、誠実な人柄、

9月現在８つの村に住む370名の

教える能力、人の

子どもたちを、日本のチャイルド

ために時間を割く

【1,592,600円】

首都ナイロビにあるソウェトスラムの地域では、

現地団体ナビカスと協力、25の村を選び、教育

･サポーター(里親さん)が里子と

ことが求められま

ほとんどの家庭が１日１回の食事がやっとという生

支援、収入向上、リーダー育成プログラムを実施し

して支援をしています。この８つ

す。1人の地域ボ

活。こうした地

て地域の変革ができるよう支援をしています。

の村には合計およそ4,200人が暮

ランティアが、通

らしていて、学齢期の子どもは

常4～5家庭を受け

1,200人いますので、支援を受け

持って、主に農業

ているのはそのうちの３分の１足

と健康維持の面を

らずの子どもであることがわかり

指導していきます。

■ ニジェール

のために設立さ

緊急援助
【2,187,000円】

れたのがシープ

２

当機構のチャイルド・サポー

【2,384,900円】

域の子どもたち
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カンボジアレポート

家庭で起こる実際の問題を再現し、どうすれば問題を解決で
きるかを考えるためにロールプレーをするボランティア

ケア学校です。

干ばつによって国内の半数の村落が食料難に陥っ

空腹を抱えた子

たニジェールで、現地団体バルナバス・ファンドと

どもたちが勉強

協力して穀物、粉ミルク、ビタミン剤、蚊帳などの

私たちは村の子どもたち全員を

を続けるためには、学校での給食が不可欠、地域

支援のために用いさせて頂きました。（2012年8

里子にすることはできません。そ

まず、世界里親会スタッフが地

ア世界里親会は、これから数年か

の人たちがとうもろこしや豆などを持ち寄って何と

月には食料不足に加え、ニジェール川氾濫による洪

れは人々の依存心を生むことにな

域開発委員と地域ボランティアに

けて村の人々の中からリーダーと

か給食を続けてきましたが、食料価格の高騰のため

水が起こり更に支援が必要となっています。）

るからです。では村の子どもたち

対して、村の開発に必要な訓練を

なる人財を育成し、それまで村に

全員が通学できるようになるには

行います。栄養を改善するための

は存在しなかったボランティアと

どうすれば良いでしょうか？それ

菜園の作り方や水を沸かして飲む

いう仕組みの意味や働きを定着さ

は保護者自身の意識が変わるこ

ことの大切さなど、ボランティア

せていきたいと願っています。こ

当機構は震災直

と、また経済的にも改善できるよ

は教わったことを自ら実践し、そ

のことを通して人々が自立への歩

後に東北入りして

うに私たちがお手伝いをすること

の成果を実感した上で担当してい

みをさらに進めることができるよ

支援活動を開始。

です。

る各家庭にその内容を伝えます。

う、これからも皆様の応援をお願

ボランティアの活躍によって、村

いいたします。

継続が困難な状態に陥っていました。日本の皆さ
んの支援により給食を継続することができ、現在

■ 東日本震災復興支援
【3,570,000円】

400人の子どもたちが通学しています。
■ ルワンダ 青少年育成、平和構築プロジェクト
【2,397,600円】

ます。

自立を励ますために

家庭菜園による相乗効果

2007年から始まったカンボジ

ツチ族とフツ族の和解プログラムとして、現地団

５月には仙台に東

体REACHと協力しながら双方の青少年がスポーツ

北事務局を設置し

や文化活動を通して交流し、真の平和が構築できる

被災地支援の窓口

例えばこの地域では、食事が炭

を始め、その収穫を日々の食事に

よう運動施設建設やリーダー育成などの支援のため

として支援のコー

水化物に偏っているために子ども

取り入れることで栄養の偏りを改

世界里親会では、現在、ケニア

に募金が用いられています。

ディネートの役割

たちの栄養状態が悪く、また汚れ

善すると共に、余剰分を売って収

とボリビアで100人の子どもた

を担いました。そ

た水を飲むことで病気になりがち

益を上げられるようになりまし

ちをご支援くださるチャイルド・

して、地元の教会やNGO団体、全国から集まった

でした。また子どもを農閑期にし

た。

サポーターを待っています。子ど

ボランティアの方々と共に物資配布、現場作業、仮

か通学させない親も多く、授業に

また、学校を休みがちな子ども

もたちが学ぶことができ、将来へ

極貧の中に生きる人々が自ら計画し行動して収入

設住宅への支援、子どもキャンプ、放射能汚染問題

ついていけなくなった子どもが退

の家庭をボランティアが訪問し

の希望を持つことができるよう

向上を目指すためのプログラム。現地団体「ライ

への取り組みを行いました。また地元NGO と協力

学してしまうケースも多々ありま

て、両親や子どもたちに教育の大

に、応援をお願いします。支援の

フ・イン・アバンダンス」と協力して、小規模ロー

して長期的な支援活動の拠点作りをしています。募

した。

切さを話して励ました結果、多く

お申込みは、大阪事務所世界里親

ンや医療援助、食糧配給、子どもの教育支援のため

金はこれらの活動のために用いられました。

そこでカンボジア世界里親会

の子どもたちが学校に行くように

会まで。最終面の申込み欄から、

では、まず村にいる指導者たち

なって、子どもたちの成績も向上

ファクシミリで資料請求もして頂

を「地域開発委員」に定め、彼

しました。

けます。お問い合わせ下さい。

■ エチオピア ゆたかないのちの回復プログラム
【2,190,295円】

に募金が用いられています。

●２０１２年

世界食料デー募金へのご協力も宜しくお願いいたします。東日本大震災支援募金も継続しています。

子どもを退学させない

のおよそ75％の家庭が菜園作り

●チャイルド・サポーターのお申し込み、お問い合わせは、大阪事務所

里親を募集しています

世界里親会 Tel.072(920)2225（吉本：山田）
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アフリカで
紛争のある国

チュニジア
モロッコ

モーリタニア

マリ

ニジェール

セネガル
ギニア

リビア

ジプチ

ナイジェリア

ガーナ

カメルーン

中央アフリカ

南スーダン
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ソマリア

コンゴ

４

おいて深刻な事態を招いています。

る日として国連が制定した日、それ

界食料デー大会」が開催されると共

このままでは世界大の食糧価格の高

が 10 月 16 日「世界食料デー」です。 に、家庭で、学校で、職場で、教会

騰、価格の変動が 07 年～ 08 年を

世界の一人ひとりが協力しあい、世

でさまざまな取り組みが行われよう

界に広がる栄養不良、飢餓、極度の

としています。

貧困を解決していくことを目的とし

現在の飢餓人口は約 10 億人。人

ケニア

ルワンダ

サハラ砂漠

▪ルワンダ
青少年育成、平和構築
▪ケニア
ソマリア難民支援
▪ニジェール
食料支援
地域リーダー育成支援

タンザニア

ブルンジ

ザンビア
ジンバブエ

サヘル地域
世界食料デー小冊子
「70億人の食卓」より

で、相変わらずの大量消費、飽食の

の土台に安定した平和

ライフスタイルを続けるか、それと

がなければならないの

も世界で起こっていることを真摯に

です。

共に生きるライフスタイルを選びと

きました。今年も全国 20 ヵ所で「世

ウガンダ

ガボン

見つめて分かち合うという、他者と

1981 年、世界の食糧問題を考え

エチオピア

▪南スーダン
ルンベック村学校支援

平和を作り出す者
今年の世界食料デーのテーマは

の連鎖が彼らによって確実に断ち切

また、食糧争奪戦の勃発は新たな 「平和と飢餓」です。この両者は決

られてゆくことを信じて、志を同じ

国家間、民族間の紛争の引き金と

して切り離すことのできない不可分

くするパートナー団体と共に働きを

上回り史上最悪の事態となるであろ

なって、対立は相互に憎しみを生じ

の関係です。私たちは、過去に内戦・ 進めています。

うとも言われ、安定的な食糧確保に

させ、さらに貧しく弱い立場の人々

紛争があった国々、ルワンダ、スー

そして多くの日本の同志もこの働

向けて多くの国々で熾烈な食糧争奪

を苦しめてゆきます。それは同時に、 ダン、ニジェール、ジンバブエ、カ

きに加わってくださり、さらに多く

るかの選択の時でもあります。

口 70 億人を突破したこの地球上で、 戦が展開されてゆくでしょう。そし

今までの地道に積み重ねてきた支援

ンボジアなどで子どもたちへの支援

の人々がこの世界食料デー大会を機

自分自身の生活を見直し、少しでも

約 7 人に 1 人が基本的な人間の必

て、その陰で最も影響を受けるのが

活動を根底から破壊するものでもあ

を継続しています。ルワンダでは

に「平和を作り出す者は、幸いなり」

世界の人々と共に生きる生き方を実

要である食糧を得ることができずに

貧困地域に生きる人々です。食糧価

ります。飢餓や貧困の解決には、時

ピースインターナショナルスクール

という信念をもって平和を作り上げ

践しようとする人が増やされてゆく

苦しみ、それが原因で 1 分間に 17

格の高騰は、貧困地域に生きる人々

間をかけた地道な取り組みが必要に

を通して、孤児、隣国コンゴなどか

てゆく働きに加わっていただきたい

ことが「世界食料デー」の願いです。 人もの人々が生命を落としていま

にとってはそのまま死活問題となる

なります。農業改革や生活の環境改

らの難民、また貧困地域の子どもた

のです。

当機構はこの趣旨に賛同し、同じ思

す。この現実は、私たち一人ひとり

深刻きわまりない事態で、さらに飢

善、子どもたちへの教育などは継続

ち自身が平和を作り出すピースメー

私から始めるささやかな取り組み

いを持つ全国の人々と共に行動して

が当事者意識を持って伝え地球規模

餓状態に陥る人々が増加する可能性

された活動の積み重ねですから、そ

カーとして成長できるよう教育と給

が、ひとり又ひとりとその輪が広

で取り組まなければならない重要課

が指摘されています。

食の支援をしています。読

がって、一つ一つが積み重なってゆ

み書き計算に留まらず、
「善

けば必ず大きなうねりとなって世界

き隣人となって、人々と共

は変わってゆくはずです。富と権力

それ故に一層の具体的な支援の実

に生きる」という分かち合

を持つものだけが基本的な必要が満

今夏アメリカ中西部において大干

行と共に、私たち自身の生き方の改

いの心を培い、自らが平和

たされるだけでなく、飢餓と貧困に

ばつが発生し、とうもろこし、大豆

善も迫られています。今こそ世界の

を作り出す当事者となって

苦しむ人々皆が、平和という土台の

の生産が大打撃を受けています。干

人々が「地球家族」としての意識を

ゆくためにも世界観・価値

上で希望と喜びを持って生きること

ばつはアメリカだけにとどまらず地

共有して真剣に取り組むべき時で

観の変革を目指した教育が

ができる世界の実現を目指して、共

球規模で発生しており、食糧生産に

す。私たち一人一人も日常生活の中

それぞれの国で行われるこ

に具体的な一歩を踏み出してゆきま

とを願っています。憎しみ

しょう。

地球規模で拡大している干ばつ

ています。この日をきっかけとして

題です。

貧困地域に追い打ち

平和と飢餓

●世界食料デー募金は、郵便振替 00170-9-68590 一般財団法人 日本国際飢餓対策機構 記入欄に ｢世界食料デー｣ と明記
●ウエブサイト http://www.jifh.org/ からクレジット、金融機関の振込で募金可能です。金額は 1,000 円以上からとなります。
大会日程はウエブサイトで確認できます

http://www.jifh.org/news/wfd2012日程.jpg

ソマリア難民支援

平和と飢餓

アフリカの角

スーダン

チャド

南アフリカ

ハンガーゼロの世界を目指して…

今年の募金は主に以下
のために用いられます

エジプト

ブルキノファソ

コートジボアール

日本の１食分は現地で家族の食事何日分にもなります

ルワンダ 青少年育成

アルジェリア

あなたの１食分の募金にご協力ください

ニジェール 地域リーダー育成支援

◀ニジェールの地方の村では干ばつにより深刻な食料不足が続いている

2012世界食料デー

南スーダン ルンベック村学校支援
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77 号

子どもニュース

子どもニュース
が っ こ う

が っ こ う

こ

学校に行けない子どもたち

い

学校に行けないロレッタちゃん

ニジェール

い

77 号

にっぽん

がっこう

い

せ か い

しょうがっこう

かよ

ねんれい

がっこう

い

こ

おくにんいじょう

がっこう

い

こ

こ と し

ても学校に行っていない子どもが、１億人以上います。どうして学校に行けない子
がいるのでしょう、そのわけは？

はたけ

か て い

いえ

まず

が く ひ

はら

がくようひん

か

かね

むら

①家庭では：家が貧しくて、学費を払ったり学用品を買ったりするお金がない。
せいかつ

はたら

おとうと

いもうと

生活のために働かなくてはならない。弟や妹のめんどうをみなければならない。
がっこう

がっこう

とお

せ つ び

せんせい

②学校では：学校がたいへん遠い。設備がととのっていない。先生がいない。
しゃかい

もの

①
し ご と

とお

さが

まち
い

仕事を探しに

す

遠くの町へ行くよ

か あ

なか

あつ

お腹空いた、

まき

た す

薪も集めなくちゃ

まいにち

はんとし

こんな毎日が
もう半年…

ロレッタ

⑤

こ

日本ではほとんどの子どもが学校に行きますが、世界には小学校に通う年令になっ

た

食べる物が お母さんを
もうないわ 助けてくれな

ニジェールのある村で

みず ぶ そ く

しゅうかく

かわ

の

水不足で今年も畑で

さくもつ

みず

く

のど渇いた、

みず

お水飲みたい

水を汲みに

いかなくちゃ

作物が収穫できなかった

え／みなみななみ

ち い き

ふんそう

お

さ ば く

みなみ

ひ と り

ちゅうがっこう

ほ ご し ゃ

きょういく

たいせつ

かん

③社会では：その地域で紛争が起きている。保護者が教育の大切さを感じていない
など。
くに

しょうがっこう

ねんかん

かよ

アフリカのサハラ砂 漠の南 にある国 、ニジェールでは、小 学校(５年 間)に通 ってい
おんな

こ

ふ た り

ねんかん

かよ

おんな

こ

にん

ひ と り

る女の子は２人に１人、中学校(４年間)に通う女の子は10人に１人もいません。さ
こうとうがっこう

い

にん

ひ と り

にゅうがく

うえ

らに高等学校に行けるのは50人にたった１人です。またせっかく入学できても、上
り ゆ う

とちゅう

かよ

のようなさまざまな理由によって途中で通えなくなることもあります。ニジェール
わかもの

も

じ

よ

ひと

わりあい

おとこ

おんな

の若 者で文 字が読 める人 の割 合は、男 52%女 23%です。(ユニセフ

飢餓対策
NEWS
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②

2012より)
「地図でユニセフ」より

た
もの

あいだ

学校に通っている
子どもの割合

さが

おとうと

日本
チャド

ニジェール

エチオピア

ブルキナファソ

③

ソマリア

リベリア

ずいぶんとお

ね

随分遠くまで来て

み

ソマリア

22％

チャド

36％

ニジェール

38％

リベリア

40％

エチオピア

45％

ブルキナファソ

47％

日本

100％

き

おおぜい

かろうじて根っこが

き ょ う

た

がっこう

けっせき

こ

今日は
これを食べよう

もの

ともだち

ぶん

い

お友達も
いなくなっちゃった

た

食べ物がないため、
ロレッタの学校では生徒の
４分の１が欠席しています。
アフリカではこのように学校
に行けない子が大勢います。

見つかった

⑦

がっこう

じ

よ

か

けいさん

おぼ

とも

あそ

せ い と

学校では、字の読み書きや計算のしかたを覚えるだけではなく、友だちと遊んだり
はな

あ

ぼう

も

いま

もんだい

かいけつ

しょうらい

き

がっこう

話し合ったりできます。今あるさまざまな問題を解決するためにも、また将来に希

⑧

④

い

きょういく

たいせつ

がっこう

かよ

望を持って生きるためにも、教育はとても大切です。だれもが学校に通えるようみ
し え ん
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小学校に通っている子どもの割合が60％以下の国

食べ物を探してくるわ

やす

その間、弟たちを

み

がっこう

もの

見ていてくれる？

はい

せんせい

た

学校はお休みしてね

おお

がっこう

はたら

か ぞ く

か

大きくなったら
学校の先生になって
働きたいな
家族に食べ物も
買ってあげられるし

やす

でもこのまま

がっこう

せんせい

学校を休んだら

先生にはなれないし

⑥

せ か い こ ど も はくしょ

世界子 供白 書

んなで支援しましょう！

