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あわせて読みたい

＜北京秒写＞ 猛暑の都⼼に噴⽔のオ

アシス ［宮崎紀秀］ アジアプレス・ネ

ットワーク 6⽉13⽇(⾦)18時16分

＜中国現地ルポ＞病死豚⾁が⾷卓

に!? 死豚⼤量投棄の真相に迫る 

前篇 ［宮崎紀秀］ アジアプレス・ネッ

トワーク 6⽉16⽇(⽉)12時26分

＜イラン＞中国を牽制か？ ロウハニ

政権、外国企業の公共事業参⼊を制

限 アジアプレス・ネットワーク 6⽉12⽇

(⽊)10時14分

拉致再調査「⾒返り⽀援」 政府は内

容明らかにすべき  ⽯丸次郎 アジア

プレス・ネットワーク 6⽉5⽇(⽊)19時14

分

注⽬の情報

たるみ…こんなの初めて！

上がる！以前は1g3000万円した成分

え、あのヒアルロン酸よりも？

太り⽅が、変わった？

カロリー制限や運動もしてるのに

サントリーの新成分がサポート

[PR]  ⼤阪北摂で常に売れている4つの理由、公開＜リバーガーデン千⾥中央＞

⼤気汚染マスクに美を? ⾹港

戦闘の続くシリア・アレッポ県か

ら、イラク北部アルビルへ逃れて

きたオマルくん（14）。ガラワナ

補習校の6年⽣に編⼊、週3回勉学

に励む（2014年6⽉・⻄村梨沙さ

ん撮影）

＜イラク＞⽇本のNGOがシリア避難⺠児童の補習校開校
アジアプレス・ネットワーク 6⽉20⽇(⾦)9時40分配信

◆課題に直⾯しながらも⽀援継続

内戦が続くシリアから隣国イラクへ逃れた避難⺠は20万⼈以

上におよぶ。だが、経済的理由などから、学校へ通えない児

童も少なくない。

【写真を⾒る】⽇本のNGO、IVYが⽤意する、ガラワナ補習

校への送迎バス

避難⺠の⼦どもたちに授業を受けさせたい、という願いか

ら、⽇本の⺠間団体が今年4⽉、イラク北部、クルディスタン

地域の主要都市アルビルで、シリア⼈⼩学⽣を対象にした補

習校を開校した。⽀援を続けてきたのは、IVY（アイビー、

事務局⻑：安達三千代）で、現在、⽇本⼈スタッフが現地で活動する。

ガラワナ補習校には、シリア北部地域などから避難してきた児童およそ200⼈が通い、週3

⽇、シリア⼈教師の下で、授業を受ける。北部のクルディスタン地域では⾔語も異なるため、

アラビア語で授業をする学校は限られていたが、IVYの活動を受け、地元教育当局が校舎や教

科書などを無償で提供することになった。

6年⽣のジョワン・ハサン・オマルくん（14）は半年前、戦闘の続くシリア・アレッポ県から

家族10⼈とともに逃れてきた。オマルくんは中学⽣だったが、避難先のアルビルでは、家族の

⽣活が困窮したため、⽇雇い労働者として働く⽗の⼿伝いをし、学校には⾏っていなかった。

補習校が開校されることを聞き、⼩学6年⽣のクラスへ編⼊した。

IVYイラク事務所の⻄村梨沙さんによると、オマルくんは「避難してから、ずっと働いて、つ

らかった。やっと勉強を再開できた。本当にうれしい」と笑顔で話したという。

現在、地元の⼩学校は夏休み期間に⼊っているが、補習校ではこれまで学校へ⾏けなかった児

童の遅れを少しでも取り戻すため、授業を継続している。

学校維持には問題も⽴ちはだかっている。補習校の校区は広範囲にわたっているため、児童は

⾃家⽤⾞やタクシーを使って登校する。しかし、避難⺠の家族の多くは経済的に困窮している

ため、交通費が払えないのが現状という。

IVYは、補習校への送迎バスを3台を⽤意し、各家庭が毎⽉⽀払う交通費の⼀部を負担も始めた

が、活動⽀援⾦の不⾜から、その負担ができなくなる可能性が出てきた。
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WEBで話題の関連記事

集団的⾃衛権:懸念される⾃衛隊の「ブラックボックス化」 - 毎⽇新聞

イラク情勢 シリアが「イスラム国」⽀配地域を空爆か （産経新聞...

※Buzzは⾃動抽出された記事です。

その内定先でいいのですか？|⼊社してからのやり直しは⼤変です今なら間に合う公務員転向 相談

先
www.globaleye.co.jp

アクティブラーニング・セミナー|⼤学におけるPBL型授業の事例紹介。7⽉9⽇博多バスターミナ

ル。参加費無料
www.apl.co.jp

エクセルで営業⽇報はもう限界！|ツールを活⽤して営業進捗や商談内容を簡単に管理できる環境

を構築しませんか？
www.linkknowledge.net

クレヴィア南森町 ザ・フロント|公式／新発表！ʻ南森町駅ʼ徒歩1分。3駅4路線利⽤可能の新築分

譲マンション
nanmori1.jp

関⻄学院初等部お受験！|少⼈数制！丁寧に！
www.kcc.zaq.ne.jp

Ads by Yahoo! JAPAN

Yahoo!検索で調べてみよう

シリア 内戦 ⼩学校 夏休み ⽇本 教育 イラク 内戦 シリア 現状

アジアプレス・ネットワーク の最新記事

＜イラン＞ 妻⼦の到着 新たなイラン⽣活の始まり ［⼤村⼀朗］   11時30分

⽇朝協議 北朝鮮国内の⾒⽅は? 商機に期待膨らむ ⽯丸次郎   1⽇(⽕)12時50分

＜⼩出裕章さんに聞く＞ ドイツの脱原発から⽇本は何を学べるか   6⽉27⽇(⾦)11時30分

＜北朝鮮・壊れる社会主義＞ 売買される国家住宅   6⽉24⽇(⽕)19時56分

＜⼩出裕章さんに聞く＞建設差⽌め訴訟に揺れる⼤間原発   6⽉24⽇(⽕)11時45分

記事⼀覧を⾒る
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国際アクセスランキング(記事)

「中国版イージス艦」環太平洋合

同演習に初参加 読売新聞 7⽉2⽇

(⽔)8時56分

上海で⾒た⽇本の幼児の⾏動に衝撃！「何か

で激しく削られた感じがした・・」―中国ネ

ット XINHUA.JP 7⽉2⽇(⽔)5時8分

⾹港の警官隊が座り込みデモを強制排除、

500⼈以上拘束 ロイター 7⽉2⽇(⽔)8時43

分

朴⼤統領「歴史は逆⾏できない」・・⽇本

は“重要な国”、「慰安婦問題は⼈類全体の⼈

権問題」―中国ＴＶインタビュー
XINHUA.JP 7⽉2⽇(⽔)12時37分

＜Ｗ杯＞レーザー照射問題でアルジェリアに

罰⾦・・韓国ネットでは「⽇本は何でもねつ

造するな」「⽇本に住んでいるが・・」
XINHUA.JP 7⽉1⽇(⽕)21時5分

もっと⾒る

国際アクセスランキング(雑誌)

破滅へ向かう中国経済 四⾯楚歌の習近平 政治

介⼊する軍 Wedge 6⽉30⽇(⽉)12時20分

台北の中国⼈観光客 あまりにうるさくて⽇本

⼈観光客が激減 NEWS ポストセブン 6⽉23⽇

(⽉)16時6分

⽇本の「韓流⾵俗」HP 韓国国内からは閲覧

禁⽌になっていた NEWS ポストセブン 6⽉27⽇

(⾦)16時6分

習近平⽒が親族に資産売却指⽰ ファミリーは

数千億円利益も NEWS ポストセブン 6⽉28⽇

(⼟)7時6分

＜海上⾃衛隊のシーレーン防衛の無駄＞⽕星⼈

やゴジラの襲来にそなえて軍備予算を毎年要求

するに等しい Japan In-Depth 6⽉29⽇(⽇)1時10

分

もっと⾒る

他のランキングを⾒る

最終更新:6⽉20⽇(⾦)19時26分

ガラワナ補習校は9⽉の新年度からは、地元教育当局管轄の公⽴⼩学校として運営される予定

だ。しかし避難⺠家庭が送迎バスの⽀援が受けられなくなると、通学をあきらめる児童が出て

くるのではないかと、⻄村さんは懸念する。

「避難⺠のなかには3年近くも学校に通えなかった⼦どももいる。教育はシリアの未来を左右

する。勉強が続けられるよう、⽇本の皆さんに⽀援をお願いできたら」と⻄村さんは呼びかけ

ている。 【アジアプレスネットワーク編集部】  

※NPO法⼈IVY http://ivyivy.org/act/

【関連記事】

【アーカイブ】 ＜イラク＞連載・ 世界でいちばん危険な町 モスル  ⽟本英⼦ （2010）

⼤阪の⼩学校で「シリア内戦」を伝える授業

⾒えない都市避難⺠〜内戦⻑期化で追い詰められ

トルコにシリア⼈避難⺠児童の学校開校〜厳格なイスラム教育への⼾惑いも

トルコで働く避難⺠の少年や⼦どもが増加
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