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　ドゥアン・プラティープ財団は、天台宗一隅を照らす運動総本部様の地球支援活動に支え
られて、30年余りに及んでおります。特に、南タイのチュンポーン県ラメー郡に開設してい
る『生き直しの学校』は、麻薬や貧困・家庭崩壊等の問題により行き場を失くした青少年た
ちが共同生活を通じて更生するタイ国内では貴重な施設で、奨学金支援だけでも延べ5,000
口にのぼります。
　現在、天台宗南総教区長福寺ご住職の硯山昌寛師がタイ国にご滞在され、当財団とともに
様々な活動に取り組まれ、日本の仏教青年会をはじめ高校生の方々が将来を担う人材となる
ために貴重な体験ができるようにご尽力されております。実行することは決して容易なこと
ではありませんが、実践を一途に目指され、青年会や高校生の皆さんが『生き直しの学校』
チュンポーン校の青少年たちとの交流から視野を広め、彼らの人生が変わっていくであろう
とうかがい、大変うれしく存じます。
　30年ほど前に貴総本部から山麓地帯にあるチュンポーン校に最初にご支援をいただきまし
た事業は、灌漑用水と年間を通じて食用できる魚を養殖するための貯水池の設置でした。さ
らに、有機栽培による数々の野菜やキノコ栽培、自立支援となるアブラヤシ農園、ゴム園、
ココナッツ園、ドリアンやマンゴスチン・ランブータン等の果樹園等々の植林を促進してい
ただき、収穫した作物を販売できるようになりました。因みに近年、南総教区様には３年計
画によるアブラヤシ農園植林活動を実施していただき、すでにアブラヤシの実を収穫し、販
売額を青少年たちの食費に役立てております。
　私ども財団は、2018年８月31日には設立40周年を迎えます。この節目にあたりまして、
天台宗一隅を照らす運動総本部様には当財団の40周年記念事業である「新たに500人の教育
里親になって支えてください！」にお力添えいただければ幸いに存じます。
　一人、「学ぶ喜び、生きる喜び」をかみしめた奨学生をご紹介させていただきます。この
春、サイヤム大学を卒業した女性、シティチャー・セーンマンミーさん、23歳です。ニッ
クネームはベルといい、2007年から2016年まで皆さまのご支援で９年間奨学金を支給しま
した。彼女が７歳の時に両親は離婚し、祖父母に育てられ、今も一緒に住んでいます。父親
は行方不明、彼女は精神を病んだ母親の面倒を見ながら勉学を続けてきました。放課後や休
日にはアルバイトをしながら学び、どんな苦境をも乗り越えて、大学卒業を実現させたので
す。すでに就職した彼女は、祖父母や年下の子らの生活費と学費を捻出しています。無事に
卒業式を終えた彼女は「奨学金を受けていなければ、私はここまで歩んで来ることができな
かったでしょう！」と涙声で語りました。
　彼女以外にも、貧困という状況を克服し、博士課程を修了した奨学生は大学の研究室へ、
あるいは大学で教鞭をとる先生へと幅広い分野で活躍している奨学生たちが大勢います。彼
らは学業の力には限界がなく、どんな状況からも人の人生を変えることができるということ
を証明してくれたのです。
　最後になりましたが、財団職員一同及び大勢の奨学生に代りまして、天台宗一隅を照らす
運動総本部様のご慈悲とご支援の賜物に深く感謝申し上げます。

合掌

一隅のともしびに照らされて

ドゥアン・プラティープ財団創設者

プラティープ・ウンソンタム・秦
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　平素よりＰＭＳパンニャ・メッタ・サンガが行なっております諸々の活動に天台宗一隅
を照らす運動総本部様より永年にわたりご支援、ご鞭撻を賜っていただいておりますこと
に衷心より御礼申し上げます。
　祖師伝教大師最澄様の御教えであります「人を育てることこそが、社会、国家の発展に
つながる」パンニャ・メッタ・サンガの活動はこの御教えを活動の根幹とし、特に青少
年の育成に努めております。パンニャ・メッタ子供の家（孤児院）は1991年に男子４人女
子３人で発足、両親が他界した子供、父親若しくは母親のどちらかしかいない子供、両親
共に健在でも貧困のために養育できない家庭の子供を預かっており、現在まで200人以上
が巣立ち、弁護士、エンジニア、医療検査技師になったり、自営業を営んだりとそれぞれ
が自立した人生を送っております。また私たちにとりまして最大の喜びは彼、彼女たちが
自分の幸せを考えるのではなく、それぞれの生活空間で、それぞれの立場で地域に対して
忘己利他の人生を送っていることであります。また試験時期等には子供の家に帰ってきて
現在の在園者に勉強を教えたり、弟妹の世話をするが如く甲斐甲斐しく世話をしてくれて
います。現在の在園者は6年生（マハラシュトラ州は4年生までを小学校と定めているため
に６年生は中学校２年生に相当。10年生までが中学校、11、12年生が日本の高校に相当し
ます）から工学部の修士課程を履行している青年が在籍しています。男子だけでなく女子
も希望を叶えるべく努力をして理工系の大学または大学の看護学科に通っています。彼、
彼女たちが精進していることは勿論のことですが一隅を照らす運動総本部様よりの支援が
なければ夢を叶えることができず、能力もあり努力もしていますがその将来に光を見出す
ことができません。在園者の一人一人が皆様に感謝の気持ちを表したい思いでいっぱいで
す。またパンニャ・メッタ学園には保育園から10年生（日本の中学校卒業相当）までの学
園があり600人弱の生徒が通学しており、四半世紀の歴史を刻んだ学園、中都市のナグプー
ルには国内難民等が職を求めてくることが稀ではなく、両親は終日日雇い労働者として働
く事を余儀無くされ子供達に目が届かず悪道に走る子供も少なくない。このような状況下
にある子供たちの将来を考慮し、男女共学校として開校しました。開校当時はバラック小
屋を借り十数名の保育園児を預かり始まった学校が発展、現在に至っています。この学校
は在学生の数が多いと言うだけでなく学習内容も充実しているために入学希望者が後をた
ちません。パンニャ・メッタ子供の家の在園者にしろ、パンニャ・メッタ学園の在学生に
しろ彼らが将来への希望を持ち、夢を叶えることができていますのもひとえに天台宗一隅
を照らす運動総本部様が継続して長期にわたり支援してくださるお陰です。
　インドは富裕層と最貧困の両極で成り立っている国だと言われます。当然のことながら
我々が携わっている子供達は経済的にも社会的にも最底辺の青少年です。皆様からの支援
がなければ教育を通して夢に向かって歩むどころか生きることすらも困難になります。パ
ンニャ ・メッタ・サンガの趣旨また子供達の現状をご理解いただき継続してのご支援ご鞭
撻をよろしくお願いいたします。

合掌

「教育里親支援に対する御礼とご報告」

ＰＭＳ　パンニャ・メッタ・サンガ代表

禅定林住職　サンガラトナ・法天・マナケ
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平成２７年度（第２０回）教育里親制度支援報告

平成２７年度教育里親制度 収入支出

収 入 金 ５，２６０，９９８ 円
支 出 金 ２，１６０，０００ 円

収入支出差引額 金 ３，１００，９９８ 円（次年度繰越金）

教育里親支援金収入内訳

【１】平成２７年度 教育里親制度収入内訳

年 度 支援内容 回 数 口 数 支援額(円)
平成23年度 (第16期) 継続支援 5回目 19 ５７０，０００
平成24年度 (第17期) 継続支援 4回目 27 ８１０，０００
平成25年度 (第18期) 継続支援 3回目 8 ２４０，０００
平成26年度 (第19期) 継続支援 2回目 7 ２１０，０００
平成27年度 (第20期) 継続支援 1回目 11 ３３０，０００
平成27年度 (第20期) 一時支援 １，５４０，９９８
一 括 支 援 預 り 金 １，５６０，０００

計 72 ５，２６０，９９８

＊継続支援・・・ １口 ３万円 × ５ヶ年

【２】平成２７年度 教育里親制度一括支援預り金

年 度 支援内容 預り分 口 数 預り額(円)
平成23年度 (第16期) 一括支援 1年分 2 ６０，０００
平成24年度 (第17期) 一括支援 2年分 13 ７８０，０００
平成25年度 (第18期) 一括支援 3年分 3 ２７０，０００
平成26年度 (第19期) 一括支援 4年分 3 ３６０，０００
平成27年度 (第20期) 一括支援 5年分 6 ９００，０００
継 続 支 援 繰 入 金 27 ▲８１０，０００

計 １，５６０，０００

＊一括支援・・・ １口 ３万円 × ５ヶ年 ＝１５万円を一括支援
各年度毎に継続支援へ繰り入れ

【３】平成２７年度 教育里親制度支出内訳

項 目 継 続 支 援
(支援先) 口 数 支 援 額 (円)

プラティープ財団 52 １，５６０，０００
パンニャ・メッタ 20 ６００，０００

合 計 72 ２，１６０，０００
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　　　氏　　　名　　　Phattarawadee Haranda
　　　学　　　年　　　大学　３年生　女子

　こんにちは。なによりもまず、私のために教育奨学金を援助してくださり、本当にどう
もありがとうございます。お陰様で今年は大学３年生になります。卒業が近づきとても嬉
しいです。卒業して働き、少しでも母の負担を減らすことが私の夢です。母は、私と２人
の妹、そして３日に１回透析が必要な腎臓病の父のために重労働をして、私たち家族を支
えてくれています。父は、あまり仕事をすることができません。休日は、家事や母の仕事、
５歳になる下の妹の面倒を見て過ごします。
　最後になりましたが、里親様のご健康とお幸せ、そして豊かな毎日であります様にお祈
りしています。

　　　氏　　　名　　　Ekkarin Munnkhon
　　　学　　　年　　　専門学校　３年生　男子

　こんにちは。今は暑季休暇期間中なので、僕はただ家でじっとしているだけではいけな
いと思い、パートタイムの仕事をすることにしました。年齢が16歳、17歳なため、雇っ
てくれない所もありますが、ちょうどアイスクリーム店で働くことができるようになり、
僕はとても嬉しいです。母親は病気がちですし、父親もあまり仕事がないので、家計を助
けることができます。里親様には、僕への教育奨学金をご支援いただき、本当にありがと
うございます。僕は一生懸命に勉強していくことを約束します。

　　　氏　　　名　　　Kemmika Chan-ngam
　　　学　　　年　　　中学　２年生　女子

　こんにちは。私は、前期から学校の音楽クラブでギターを演奏しています。ギターは音
楽クラブに入会してから練習を始めました。担当の教師から時には色々な曲を与えられ、
どうにか演奏できています。放課後、私は祖母に代わって家事を手伝ったり、祖母を近く
のスーパー（ロータス）に連れて行き、祖母は生活必需品を求めています。祖母からはい
つも丁寧に掃除するように言われているので、私はそのようにしています。
　それでは、里親様のご健康とお幸せを心よりお祈りいたします。

プラティープ財団奨学生

－ 4 － － 5 －



　　　氏　　　名　　　Busakron Fengpong
　　　学　　　年　　　小学　３年生　女子

　こんにちは。新学期から私は小学３年生に進級しました。私はこれまで以上に一生懸命
勉強していきたいと思います。学校では教師の手伝いを積極的にしています。放課後には、
家に帰り、祖父母に代わって家の掃除などいろいろとやるようにしています。土曜日と日
曜日には、祖母が屋台で麺類売りをしているので、手伝います。時間があれば、漫画本を
読んだり、友だちと一緒に遊びます。私は将来教師になりたいので、真面目に勉強してい
きます。また、私と私の家族は元気にしています。
　それでは、里親様のお幸せとご健康を心よりお祈りいたします。

　　　氏　　　名　　　Jakraphan Khotraprathum
　　　学　　　年　　　大学　２年生　男子

　こんにちは。現在私は大学１年に在学していて、試験を受けて２年に上がるところです。
勉強は自分自身でやるしかないため、大学にこもって耐えています。勉強以外にもやるべ
き活動がたくさんあります。しかし、私はそれらを上手に時間配分しています。大学での
勉強は、我々を大いに成長させてくれます。そのためには、さまざまなことを学ばなけれ
ばなりません。以前のように遊んではいられません。そして、何をするにしても、常に一
生懸命にしなければなりません。前学期の成績は、まぁまぁ良かったです。私は一生懸命
努力して最大限に知識を付けられるようにこれからも努力します。授業を終えて家に帰る
ともう夕方になります。なぜなら、大学は家からかなり遠いし、通学路が非常に渋滞する
からです。私は、こんな風に毎日を過ごしています。でも、楽しいです。里親様はいかが
お過ごしでしょうか。
　最後になりますが、あなた様に感謝申し上げます。そして、里親様のご健勝とご家族さ
まのご健康をお祈り致します。

　　　氏　　　名　　　Udom Prajuabsuk
　　　学　　　年　　　高校　１年生　男子

　こんにちは。僕はウドム・プラジュアッブスックです。里親様には、僕への教育奨学金
をご支援いただき、本当にありがとうございます。受けた奨学金は、学校で必要な教材を
求めるために大切に使わせていただきます。そして、僕は真面目に一生懸命勉強していき
たいと思います。大人になっても、里親様のご親切は決して忘れません。いつかお目にか
かれる機会があれば、是非とも直接お礼を言いたいと思います。
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　　　氏　　　名　　　Natthaphol Bun-um
　　　学　　　年　　　高校　３年生　男子

　こんにちは。また、一番暑い夏休みの季節そして里親様にお便りをさせて頂く季節が
やってきました。この夏休み、僕は家の前でお店を出している祖母の手伝いをしたり、時
間がある時は少しでも上達できればと運動をしたり、ギターを弾いたり、絵を描いたりし
て過ごしています。
　もうすぐタイ正月がやってきますが、水掛け遊びをどこでするのか、どこかへ遊びに行
くのかもまだわかりません。もしかするとどこへも行かず家にいるかもしれませんが、そ
れもそれで家族の皆と過ごせて良いことですし、それだけでも十分に幸せだと思います。
　最後になりましたが、タイ正月を祝して里親様のご健康とお幸せをお祈りしています。

　　　氏　　　名　　　Ploipailin Rartjaipid
　　　学　　　年　　　高校　３年生　女子

　こんにちは。私はプローイパイリン・ラードチャイピットです。この春、私は高校２年
を終えました。暑季休暇に入ったので、家事を手伝ったり、妹たちの面倒を見たり、アル
バイトもしています。４月には家族と一緒に田舎（パヤオ県）に住む祖母の世話をし、叔
父がやっている楽団（歌など）の手伝いもしました。雨も降りましたが、空気がとてもい
いところでした。今はバンコクに戻り、新学期から高校３年生に進級する準備をしていま
す。私は真面目に一生懸命勉強していくことを約束します。
　それでは、里親様のお幸せとご健康を心よりお祈りいたします。

　　　氏　　　名　　　Meerakarn Kunsaang
　　　学　　　年　　　小学　４年生　女子

　こんにちは。この新学期から私は小学４年生に進級します。今は暑季休暇期間中なので、
私は祖母の惣菜作りや掃除など家事の手伝いをしています。余暇には復習をしています。
私は算数が大好きです。将来は数学の教師になりたいと思っています。私はどんなことで
も知識を得たいです。私は幼少時に熱湯が私の足に注がれて大怪我をしたので、足はよく
ありませんが、勉強には支障はないので、たくさん学んでいきたいと思っています。それ
では、里親様のご健康を心よりお祈りいたします。
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　　　氏　　　名　　　Nittayaporn Chaopothisa
　　　学　　　年　　　小学　４年生　女子

　こんにちは。この新学期から私は小学４年生に進級します。そして、成績がもっと良く
なるように一生懸命勉強します。余暇も有効に使うようにし、毎日の掃除など祖母の手伝
いを積極的にしています。何よりも祖母が教えてくれていることをきちんと守り、真面目
な行動をするようにします。
　それでは、里親様のお幸せとご健康を心よりお祈りいたします。

　　　氏　　　名　　　Kotchakorn Petklanpanow
　　　学　　　年　　　小学　４年生　女子

　こんにちは。私は里親様へお手紙を書くことができて、とても嬉しいです。この新学期
から私は小学４年生に進級します。これまで私も一生懸命勉強していますし、家では家事
を手伝うようにしています。また、プラティープ財団での活動に参加し、とても貴重なこ
とをたくさん学ぶ機会となり、余暇を有効に利用するようになりました。里親様には、私
へ教育奨学金をご支援いただき、本当にありがとうございます。私は真面目に勉学に励ん
でいくことを約束します。

　　　氏　　　名　　　Wasupol Manmungyon
　　　学　　　年　　　小学　４年生　男子

　こんにちは。僕はワスポン・マンムンヨンです。里親様には、僕への教育奨学金をご支
援いただき、本当にありがとうございます。僕や家族はとても嬉しく思っています。里親
様のご厚意にこたえるためにも、僕は一生懸命勉強していきます。父親は事故に遭った兄
の世話におわれ、母親は仏の額縁を作る仕事をしていますが、わずかな収入です。僕は奨
学金を受けられ、とても感謝しています。
　それでは、里親様のご安全を心よりお祈りいたします。
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　　　氏　　　名　　　Pasika Binzaman
　　　学　　　年　　　中学　２年生　女子

　こんにちは。私はパシガー・ビンサーマンです。ニックネームはナームといいます。こ
の新学期から中学２年生に進みました。学校ではいろいろな活動に参加しています。また、
仏教に関する朗読の大会に出て、金賞を取得しました。家にいる時には、祖母の裁縫の手
伝いをしています。今年の私の目標は成績が総合評価で「４」（最高点）になることです。
私は絶対にできると思っています。里親様には、私に対して教育奨学金をご支援いただき、
本当にありがとうございます。里親様からいつも激励されていますので、私は一生懸命勉
強していくことを約束します。今後もどんな障害をも乗り越えて頑張っていきます。

　　　氏　　　名　　　Nontakan Mouangsai
　　　学　　　年　　　小学　４年生　男子

　こんにちは。僕はノンタガーン・モアンサーイです。この新学期からバーントゥンサー
ラー校の小学４年生に進級しました。里親様には、僕への教育奨学金をご支援いただき、
本当にありがとうございます。僕の祖父母は一皿盛りのおかずを作って売り始めたので、
学校から戻ると、僕は食器洗いを手伝うようにしています。また、土曜日と日曜日には１
日中、祖父母の屋台を手伝っています。
　それでは、里親様のご健康が守られますよう、お祈りしています。

　　　氏　　　名　　　Sittideht Lertwiriya
　　　学　　　年　　　大学　１年生　男子

　こんにちは。お陰様で僕は、１８歳になり内申書のみでラチャマンカラ工科大学、チャ
クラポンプーワナードキャンパスに入学できることになりました。
　家では、朝起きるとあまり健康ではない祖母の家事を手伝い、朝ご飯の買い出しをして
います。時間がある時は以前通っていた母校で身体を動かし、友だちと約束してサッカー
場で皆が家へ帰るまで一緒にサッカーをすることもあります。
　最後になりましたが、僕のために教育奨学金を援助してくださりどうもありがとうござ
います。里親様のご健康とお幸せをお祈りしています。

－ 8 － － 9 －



　　　氏　　　名　　　Phonnapha Minkrathok
　　　学　　　年　　　中学　２年生　女子

　こんにちは。私のために教育奨学金を援助してくださりどうもありがとうございます。
父と一緒にお送りいただいた奨学金を学費として納めさせていただきました。
　私は、毎朝起床後に寝具を片付け、掃き掃除、拭き掃除、洗濯、たまに朝食の買い物に
行くこともあります。月曜日から金曜日までは叔母の収入が少しでも増えるように叔母の
仕事を手伝っています。私は、これからも父の言いつけを守り、一生懸命勉強します。

　　　氏　　　名　　　Supakit Seechana
　　　学　　　年　　　小学　４年生　男子

　こんにちは。里親様はお元気ですか。僕は元気にしています。里親様には、僕への教育
奨学金をご支援いただき、本当にありがとうございます。僕の成績はあまり良くありませ
んが、一生懸命勉強していくことを約束します。それでは、里親様のご健康を心よりお祈
りいたします。

　　　氏　　　名　　　Pooriwat Ungsrikram
　　　学　　　年　　　小学　３年生　男子

　こんにちは。僕はプリワット・ウンシリークラームです。この新学期から僕は小学３年
生に進級しました。里親様には、僕への教育奨学金をご支援いただき、本当にありがとう
ございます。僕は英語も勉強したいですし、これまで以上に一生懸命勉強していきたいで
す。家では僕ができる家事を手伝うようにしています。僕は真面目に両親の言うことをき
ちんと聞いています。
　それでは、里親様のご健康を心よりお祈りいたします。

－ 8 － － 9 －



　　　氏　　　名　　　Pawinaa Sea-yee
　　　学　　　年　　　専門学校　２年生　女子

　こんにちは。私は里親様から教育奨学金をご支援いただくことができ、とても嬉しいで
す。本当にありがとうございます。私は、真面目に一生懸命勉強し、大学まで学んでいく
ことを約束します。そして、両親が私を育ててくれたように私も両親の面倒を見ていきた
いと思います。やはり、両親の期待を裏切らないように頑張ります。
　里親様のお幸せを心よりお祈りいたします。

　　　氏　　　名　　　Jierawan Siripooban
　　　学　　　年　　　専門学校　２年生　女子

　こんにちは。私はジラワン・シリプーバーンです。私は転校し、新たな友だちも出来ま
した。新学期から私は職業専門学校マーケティング科の２年生に進級します。暑季休暇期
間中、私はアルバイトをして家計を助けるようにしました。まもなく授業が始まるのです
が、今までのようにプラティープ財団の活動になかなか参加できなくなりました。タイで
は毎年４月、タイの新年にあたり、高齢者を敬う行事になります。それでは、里親様のお
幸せとご健康を心よりお祈りいたします。

　　　氏　　　名　　　Pakon Koetniyom
　　　学　　　年　　　専門学校　３年生　男子

　こんにちは。僕は、パコーン・クードニヨムです。職業専門学校の２年生です。里親様
からこの様に勉強の機会をいただき、大変有難く感じています。ご支援していただいてい
る教育奨学金は、文具や教材等、勉学に関することに有効に使わせていただきます。そし
てこれからも里親様や両親をがっかりさせない様に一生懸命に勉強を続け進学し、社会に
役立つ人になることをお約束します。僕のためにご支援をいただきまして本当にありがと
うございます。

－ 10 － － 11 －



　　　氏　　　名　　　Watcharaphol Phanyajan
　　　学　　　年　　　大学　２年生　男子

　こんにちは。僕は小学１年生の時に初めて教育奨学金を受けて現在に至っています。お
陰様で、僕は大学まで進学でき、この新学期から大学２年生に進みました。里親様にはと
ても感謝しています。受けた奨学金を大切に使っていきたいと思います。小学校からこれ
までの期間、僕は家庭の問題などいろいろと乗り越えてきたものの、時には勉強面で落ち
込んだりもしましたが、こうして苦しかった過去のことを語れるようになりました。これ
からも負けずに、一生懸命勉学に励んでいきたいと思います。

　　　氏　　　名　　　Watcharothon Phungsombat
　　　学　　　年　　　大学　１年生　女子

　こんにちは。今は夏休み中で、新学期は６月から始まります。今年は、大学へ進学、今
まで会ったことのない新しい友だちといつもとは違う新学期を迎えるので例年よりも緊張
しています。
　新学期が始まるまでは月曜日から金曜日まで時には土曜日もアルバイトをして過ごして
います。アルバイト代は父と母に渡し、水道代と電気代などの家計に充てています。もし、
余った場合は、少しでも両親に負担を掛けないよう自分の貯金として貯めています。これ
からも一生懸命に勉強して誠実でありたいと思っています。

　　　氏　　　名　　　Phadoemphong Faisat-ja
　　　学　　　年　　　高校　３年生　男子

　こんにちは。僕はパドゥームポン・ファーイサッチャです。里親様には、僕への教育奨
学金をご支援いただき、本当にありがとうございます。この新学期から僕は高校３年生に
進級し、ペェー県に移転してきて、サッカーの厳しい練習に入りました。これからたくさ
んのサッカーの試合が待っています。僕は勉強とサッカーの練習に励んでいくことを約束
します。
　それでは、里親様のご健康を心よりお祈りいたします。

－ 10 － － 11 －



　　　氏　　　名　　　Panyathip Wiirathamkun
　　　学　　　年　　　高校　１年生　女子

　こんにちは。私のために教育奨学金を援助してくださりどうもありがとうございます。
おかげさまで日々、色々な新しい経験を積んでいます。
　私は、少し前に中学３年生の課程を修了しました。高校課程に進級することができてと
ても嬉しいです。これからは、今まで以上に責任を持った行動をして家族の助けもできる
ようにならなければと思っています。これまでより一層、しっかりと勉強に励むことをお
約束します。
　最後になりましたが、里親様とご家族の皆様がこれからもずっとご健康でお幸せであり
ますようにお祈りしています。

　　　氏　　　名　　　Chisanupong Wongsa
　　　学　　　年　　　小学　４年生　男子

　こんにちは。里親様には、僕に奨学金をご支援いただき、本当にありがとうございます。
この春、僕は小学３年を終え、新学期から小学４年生に進級します。僕の成績は、総合評
価「３．２９」（最高は「４」）でした。授業も徐々に難しくなっていきますが、今年は
もっと一生懸命に勉強するよう努力します。暑季休暇期間中、僕は友だちと一緒に水泳の
練習に行きました。コーチも親切で無料で教えてくれ、水泳が大好きになりました。水泳
以外にも、僕は掃除や飲料水をボトルに入れるなどの家事を手伝いました。
　それでは、里親様、ご家族の皆様のお幸せとご健康を心よりお祈りいたします。

－ 12 － － 13 －



［新規奨学生］
　　　氏　　　名　　　デチャーパット・プーミーサット（６歳）
　　　学　　　年　　　小学　１年生　男子

【奨学生について】
１．当該奨学生のニックネーム：サターン
２．性格：とても頭が良く、言葉づかいが良く、誰とでも仲良くなれる
３．容姿：長身で痩せている
４．健康状態：良好
５．好きな科目：美術
６．好きなスポーツ、動物、色など：サッカー、うさぎ、茶色
７．将来の夢、なりたい職業：警察官
８．家での過ごし方：学校で英語の特別クラスに参加後洗濯物を干す手伝い、宿題、復習

【家族構成】
　ラマイ・プーミーサット　　　　　　母親　　　36歳　　家政婦 11,000バーツ／月
　アノン・トーンアート　　　　　　　異父兄　　16歳　　就学中
　ナパソン・トーンアート　　　　　　異父姉　　15歳　　就学中
　ポンサワン・トーンアート　　　　　異父姉　　15歳　　就学中
　デチャーパット・プーミーサット　　本人　　　６歳　　就学中

【奨学生の状況】
　サターンは、父親ウドム・プンノーイと母親ラマイ・プーミーサットの一人息子である。
両親は、サターンが３歳時に父親の浮気と再婚のために離婚した。サターンには異父兄姉
が３人いる。サターンは、両親が離婚するまで父親のことが大好きでいつもいっしょで父
親に懐いていた。そのため離婚後、母親は、父親はいつ家に帰ってくるのかと泣きつかれ
ていた。母親はそのことをとても不憫に感じ、今後サターンが父親のことを諦められる様
に父親は、車にはねられて死亡したと言い聞かせている。父親も離婚後は、一度もサター
ンに会いに来ていない。
　母親は、東北地方のブリラム県の出身で干ばつのためバンコクへ出稼ぎにやって来て現
在は、バンコクのサートーン通りに住む医者の一家の家政婦として住み込みで働き、月
に11,000バーツの収入を得ている。サターンと異父姉のナパソンもいっしょに住んでいる。
異父兄アノンと異父姉ポンサワンは、母親からの月3,000バーツの支援によりブリラム県
に祖父母と共に住んでいる。４人の就学中の子どもたちまた老いた両親の生活は母親１人
の収入に懸かっている。一家の生活は非常に苦しい状況である。

－ 12 － － 13 －



［新規奨学生］
　　　氏　　　名　　　マリカー・コーンチャム（９歳）
　　　学　　　年　　　小学　４年生　女子

【奨学生について】
１．当該奨学生のニックネーム：ナームワーン
２．性格：一生懸命に勉強して成績が良い
３．容姿：ショートカットで色白の愛らしい顔立ち
４．好きな科目：保健、体育
５．好きなスポーツ、動物、色など：バトミントン、犬、ピンク
６．将来の夢、なりたい職業：教師
７．放課後の家での過ごし方：掃除や皿洗いをして母親を手伝う

【家族構成】
　マノップ・コーンチャム　　　　　　父親　　　30歳　　警備員 9,000バーツ／月
　ルディー・マンタチット　　　　　　母親　　　36歳　　皿洗い 8,000バーツ／月
　マリカー・コーンチャム　　　　　　本人　　　９歳　　就学中
　マナスティゥサー・コーンチャム　　妹　　　　６歳　　就学中
　ティーラデット・コーンチャム　　　弟　　　　５歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ナームワーンは、父親マノップ・コーンチャムと母親ルディー・マンタチットの３人の
子どもの長女である。
　父親は、会社の警備員として働き月に、9,000バーツの収入がある。母親も父親の片腕
となり家からあまり遠くない食堂の皿洗いといて働き、月に8,000バーツの収入がある。
父親も母親もとても真面目な性格で３人の子どもたち全員に少しでも高等教育を受けさせ
安定した将来になる様に強く願っており、日々の生活は節約を重ね、借金をしない様にと
懸命に働いている。
　一家には持ち家がなく月々3,000バーツの家賃を払い家を借りているがその家もとても
古く壊れかかっている状態である。家賃の他に毎月、水道代と電気代あわせて1,250バー
ツの支払いもあり、家計は苦しい状況にある。ナームワーンの両親は、何とか毎日の生活
が送れるようにと懸命に働いている。

－ 14 － － 15 －



［新規奨学生］
　　　氏　　　名　　　ピヤミン・シリーシン（７歳）
　　　学　　　年　　　小学　２年生　男子

【奨学生について】
１．当該奨学生のニックネーム：ミン
２．性格：明るく朗らか、よく笑う
３．容姿：長身で痩せている、黒い肌
４．健康状態：良好で健康的
５．好きな科目：タイ語
６．好きなスポーツ、動物、色など：バスケットボール、犬、赤
７．将来の夢、なりたい職業：プロのサッカー選手
８．放課後の家での過ごし方：家で皿洗いの手伝い、宿題、友達とサッカー

【家族構成】
　スピン・セーリー　　　　　　祖母　　65歳
　チラデット・シリーシン　　　伯父　　32歳　　運搬業 300バーツ／日
　チャルワーン・シリーシン　　母親　　28歳
　パチャリン・シリーシン　　　叔母　　20歳　　マッサージ師 12,000バーツ／月
　ピヤミン・シリーシン　　　　本人　　７歳　　就学中
　チラワット・シリーシン　　　異父弟　４歳　　就学中
　チラダー・シリーシン　　　　異父妹　１ヶ月　就学中

【奨学生の状況】
　ミンは、父親アノン・チャンセムと母親チャルワーン・シリーシンの一人息子である。
両親は、ミンが２歳時に父親の覚醒剤中毒、賭博、借金のために離婚した。父親は、無責
任で家族の面倒をみることはなかった。ミンには異父弟と異父妹がいる。家族は、祖母の
家に住んでいるが、母親は、末の生後１ヶ月の娘の世話で仕事に就くことができない。家
族の生活は、ミンの伯父と叔母に支援されているものの伯父、叔母にも自分たちの生活が
あるためにその支援は十分とは言えない。３人の子どもたちの他に高血圧症、脂質異常症、
脳神経の衰えなどの持病を抱えるミンの祖母の世話もしなくてはならない。祖母は毎月定
期健診と薬を受けている。日によっては托鉢された供え物の食糧を寺から分けて貰わなけ
ればならないほど困窮している。また、生後１ヶ月の異父妹のミルクでさえ買うことがで
きず見るに見かねた近所の人が用立ててくれることもあるほどである。この様に母親が職
に就けないために一家の生活は非常に苦しい状況にある。

－ 14 － － 15 －



［新規奨学生］
　　　氏　　　名　　　ワンチャイ・ゲーウグラーン（７歳）
　　　学　　　年　　　小学　２年生　男子

【奨学生について】
１．当該奨学生のニックネーム：ボート
２．性格：明るい性格で冷静的で、思いやりがあり、勉強熱心である
３．健康状態：良好である
４．好きな科目：体育、絵画
５．好きなスポーツ、動物、色など：サッカー、タイボクシング、ワニ、白、青
６．将来の夢、なりたい職業：軍人
７．放課後の家での過ごし方：友達と一緒にサッカーの練習をしたり、復習をしている

【家族構成】
　プラパイ・ゲーウグラーン　　　　曾祖母　83歳
　クワンチャイ・ゲーウグラーン　　父親　　30歳　　飲料水配達員 300バーツ／日
　ワンチャイ・ゲーウグラーン　　　本人　　７歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ボートは一人っ子である。ボートの両親は、ボートが４歳の時に離婚。母親は再婚して
以来、ボートに会いに来ていない。現在、ボートは父親、曾祖母と一緒に住んでいる。父
親は飲料水の配達員として働き、日に300バーツの収入である。父親は、高齢で持病があ
り、歩行が困難な83歳の曾祖母の面倒を見ている。曾祖母は杖が必要で、定期的に通院
している。曾祖母は高齢者手当を月に800バーツ得ているので、家族の生活費に使ってい
る。父親の収入だけではかなり厳しいのである。家族は老朽化した家屋に住み、水道・電
気代を月に850バーツ支払っている。

－ 16 － － 17 －



［新規奨学生］
　　　氏　　　名　　　チラポーン・ブンプアック（７歳）
　　　学　　　年　　　小学　２年生　女子

【奨学生について】
１．当該奨学生のニックネーム：リフ
２．性格：明朗で人前に出て発表することが好きで、タイダンスや曲にあわせて踊るなど

様々な行事でその才能を舞台の上で発表している
３．好きな科目：美術
４．好きなスポーツ、動物、色など：水泳、ネコ、赤
５．将来の夢、なりたい職業：教師
６．放課後の家での過ごし方：学校の宿題、家の掃除やお皿洗いの手伝いをする

【家族構成】
　チラパット・ブンプアック　　父親　　49歳　　荷担ぎ夫 300バーツ／日
　ソムシィリ・ソンポン　　　　母親　　52歳　　おかず販売 150バーツ／日
　チラポーン・ブンプアック　　本人　　７歳　　就学中

【奨学生の状況】
　リフは、父親チラパット・ブンプアックと母親ソムシィリ・ソンポンの一人娘であるが、
リフには父親違いの兄と姉が３人おり皆、家庭を持ち独立し別々の場所に住んでいる。
　父親は、クロントイ港で荷担ぎ夫として働き日給300バーツを得ている。母親は、タイ
風サラダの店で働き日給150バーツを得ている。両親共にボランティア精神が旺盛で行事
やお祭りの手伝いをはじめ共同体での火災の際も消火に協力するなどいつも様々な社会貢
献をしている。しかし、最近の両親の健康状態は良好でなく、父親は冠状動脈性心臓病、
母親は肝臓病と低血小板症の持病を持ち、毎月の定期健診と薬の服用が欠かせない。
　一家にはリフ１人しか子どもはいないものの、両親の日給は安定しておらず、不況の影
響もあり家族の生活は苦しい状況にある。一家には持家がなく親戚のコンクリートの床、
ベニヤ板の壁、トタン屋根という造りの親戚の２階建て家屋の１階に住まわせてもらい、
その代わりに月々、水道代1,500バーツと電気代1,000バーツを負担している。

－ 16 － － 17 －



［新規奨学生］
　　　氏　　　名　　　プラカーイゲーウ・キィアウカーウ（７歳）
　　　学　　　年　　　小学　１年生　女子

【奨学生について】
１．当該奨学生のニックネーム：プーイ
２．性格：明るく朗らか、冷静、両親や教師の言うことをよく聞く、たまに自分本位
３．容姿：長身で痩せている、黒い肌
４．健康状態：良好で健康的
５．好きな科目：タイ語
６．好きな動物、色など：猫、紫
７．将来の夢、なりたい職業：医者
８．放課後の家での過ごし方：学校での補習、宿題、復習

【家族構成】
　スラサック・キィアウカーウ　　　　祖父　　60歳　　日雇 10,000バーツ／月
　パヨム・キィアウカーウ　　　　　　祖母　　50歳　　縫制作業員 300バーツ／日
　ピヤ・キィアウカーウ　　　　　　　継父　　32歳　　宝くじ販売 500バーツ／日
　シリラック・キィアウカーウ　　　　母親　　27歳　　宝くじ販売 ※２人合わせて
 上記の金額
　プラカーイゲーウ・キィアウカーウ　本人　　７歳　　就学中
　チットポン・コンタイ　　　　　　　異父弟　９ヶ月

【奨学生の状況】
　プーイは、父親アヌポン・セーウワンと母親シリラック・キィアウカーウの一人娘であ
る。両親は、プーイがまだ小さい時に離婚して以来、母親１人で面倒を見ている。父親か
らの援助は何もない。現在、母親は再婚しプーイには９ヶ月になる異父弟が１人おり、家
族は母方の祖父母の家に住んでいる。両親は、宝くじを売って生計を立てており、１日平
均500バーツの収入があるが宝くじの売れ次第でその収入は不安定である。異父弟は、ま
だ９ヶ月で母親の仕事時の子守代として、月に4,000バーツを支払わなければならない。
他にも乳幼児の養育費は何かとかさみ、祖父母からの援助も多少はあるものの祖父母自
身にも家を修理した際の借金があり、月々2,000バーツの返済をしている。家族が住む家
は、祖父母の持家でコミュニティー第４-５-６地区にあり、水道代と電気代をあわせて月
に1,500バーツを支払っている。

－ 18 － － 19 －



［新規奨学生］
　　　氏　　　名　　　ナッターリカー・パオムトーン（７歳）
　　　学　　　年　　　小学　２年生　女子

【奨学生について】
１．当該奨学生のニックネーム：カウタン
２．性格：明るい性格で、思いやりがあり、勉強熱心である
３．健康状態：良好である
４．好きな科目：絵画
５．好きな色、動物、スポーツなど：白、猫、バスケットボール
６．将来の夢、なりたい職業：医者
７．家での過ごし方：放課後や休日には宿題や復習をし、祖母の惣菜売りの手伝いをして

いる

【家族構成】
　ソムピット・プーンポーン　　　　祖母　　78歳　惣菜売り 200バーツ／日
　ポーン・ミットウォンサー　　　　叔父　　28歳　サングラス売り 500バーツ／日
　キッティヤー・ミットウォンサー　叔母　　28歳　サングラス売り ※２人合わせて
 上記の金額
　ナッタポン・パオムトーン　　　　父親　　28歳　雇用運転手　　　12,000バーツ／月
　アピンヤー・ミットウォンサー　　母親　　25歳
　ナッターリカー・パオムトーン　　本人　　７歳　就学中
　ナッタパット・パオムトーン　　　弟　　　５歳　就学中

【奨学生の状況】
　カウタンは長女である。カウタンは両親、弟、祖母、叔母夫婦と一緒に住んでいる。カ
ウタンの父親は会社の運転手として働き、月に12,000バーツの収入である。母親は専業主
婦として子どもの世話をしているが、育ち盛りの子どもをかかえ、父親の収入だけではか
なり厳しい状態である。叔母夫婦共に働いてはいるが、生活費としてではなく、水道・電
気代を月に1,500バーツ支払ってくれている。家族はリムクロンサーマッキー地区の祖母
の家に住んでいるので家賃はかからないが、家屋はかなり老朽化している。

－ 18 － － 19 －



［新規奨学生］
　　　氏　　　名　　　アヌチャー・チィーテート（７歳）
　　　学　　　年　　　小学　１年生　男子

【奨学生について】
１．当該奨学生のニックネーム：ユーシン
２．性格：明るく冷静で一生懸命に勉強する
３．信仰宗教：イスラム教
４．健康状態：良好
５．好きな科目：美術
６．好きなスポーツ、動物、色など：サッカー、猫、緑
７．将来の夢、なりたい職業：軍人
８．放課後の家での過ごし方：学校での補習後に家で復習や予習をする

【家族構成】
　ラノン・チャオペッリウ　　　　　祖母　　65歳
　チャイヤン・チィーテート　　　　父親　　46歳　　花輪売り 18,000バーツ／月
　ワーンシィリ・チャオペッリウ　　母親　　33歳　　花輪売り ※２人合わせて
 上記の金額
　ウィサヌ・チィーテート　　　　　兄　　　14歳　　就学中
　アヌチャー・チィーテート　　　　本人　　７歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ユーシンは、二人兄弟の次男である。両親と兄と共に一家の持家に住んでいる。両親は、
共に花輪を売る仕事をし、収入は２人あわせて月に18,000バーツである。この収入は、生
活費をはじめ２人の子どもの教育費として費やされるが、この他にも仕事をすることがで
きない高齢の祖母の面倒もみなければならず、一家は懸命に節約しながら生活しているも
のの花輪売りの収入は十分とは言えず、赤字になる月もある。月々、水道代・電気代とあ
わせて1,500バーツを支払っている。

－ 20 － － 21 －



［新規奨学生］
　　　氏　　　名　　　クワンジラー・アッカラポン（９歳）
　　　学　　　年　　　小学　４年生　女子

【奨学生について】
１．当該奨学生のニックネーム：モー
２．性格：明るい性格で、勉強熱心である
３．健康状態：良好である
４．好きな科目：算数
５．好きなスポーツ、色：バトミントン、紫
６．将来の夢、なりたい職業：獣医
７．家での過ごし方：放課後や休日には宿題や復習をしている

【家族構成】
　スップシー・パラガウォンナアユタヤー　　祖母　　58歳　　― 100バーツ／日
　クワンジラー・アッカラポン　　　　　　　本人　　９歳　　就学中

【奨学生の状況】
　モーは、親戚の家に祖母と２人で世話になっている。モーの母親は中東の国（オーマ
ン）で去年から服役中である。モーの祖母は小学４年卒で多少の読み書きができるだけな
ため、水道や電気代の支払を代行するアルバイトをし、日に100バーツの収入がある。仕
事があれば収入があるが、仕事がなければ全く収入はないのである。祖母は得た収入を貯
めて、モーのために使っている。家族は毎食を寺に寄進された物を食べ、とても厳しい状
態である。祖母はモーの将来をとても心配している。

－ 20 － － 21 －



［新規奨学生］
　　　氏　　　名　　　アラダー・ゲーウキィアウ（７歳）
　　　学　　　年　　　小学　１年生　女子

【奨学生について】
１．当該奨学生のニックネーム：ミン
２．性格：明るい性格で、ハキハキとしている
３．健康状態：良好である
４．好きな科目：算数
５．好きなスポーツ、動物、色など：徒競走、ウサギ、ピンク
６．将来の夢、なりたい職業：医者
７．放課後の家での過ごし方：宿題、家の手伝いをした後、近所の友だちと一緒に遊んで

いる

【家族構成】
　スチャート・ゲーウキィアウ　　　　祖父　　68歳
　チューシリー・ゲーウキィアウ　　　祖母　　66歳
　タウィーサック・ゲーウキィアウ　　叔父　　48歳　　雇用運転手 400バーツ／日
　ピチット・ゲーウキィアウ　　　　　父親　　37歳　　雇用運転手 400バーツ／日
　ティワーポーン・ゲーウキィアウ　　従姉　　16歳　　就学中
　メー・ゲーウキィアウ　　　　　　　姉　　　 8歳　　就学中
　アラダー・ゲーウキィアウ　　　　　本人　　 7歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ミンは２番目の子である。ミンの両親は離婚し、ミンは父親、祖父母、叔父、従姉、姉
と一緒に住んでいる。父親は雇用運転手として働き、日に400バーツの収入であるが、仕
事があれば収入があるといった具合で、安定していない。ミンの祖母は糖尿病を患い、祖
父はアルツハイマーで何も自分では出来ない状態である。一方、同居している叔父には娘
がいて、彼女の養育費におわれている。家族はかなり厳しい時には、近所にいる叔父に助
けてもらうこともある。家族は第４-５-６地区に住み、水道・電気代を月に1,500バーツ
支払っている。

－ 22 － － 23 －



［新規奨学生］
　　　氏　　　名　　　アンチャリー・ウォンサーラーイ（９歳）
　　　学　　　年　　　小学　５年生　女子

【奨学生について】
１．当該奨学生のニックネーム：サテム（「スタンプ」の意味です）
２．性格：明るい性格で、勉強熱心である
３．健康状態：良好である
４．好きな科目：タイ語
５．好きなスポーツ、動物、色など： 徒競走、猫、ピンク
６．将来の夢、なりたい職業：学校の先生
７．家での過ごし方：放課後や休日には宿題と復習をした後、自転車に乗ったり、走った

りしている

【家族構成】
　ソムヌック・ウォンサーラーイ　　　父親　53歳　会社の運転手 10,000バーツ／月
　マーニット・ウォンニーヨム　　　　母親　39歳　伝統マッサージ師 300バーツ／日
　マニーワン・ウォンサーラーイ　　　姉　　19歳　就学中
　アンチャリー・ウォンサーラーイ　　本人　９歳　就学中

【奨学生の状況】
　サテムは、２番目の子である。サテムは、両親、姉と一緒にカンチャナブリ県に住んで
いる。父親はある会社の運転手として働き、月に10,000バーツの収入である。一方、母親
は伝統マッサージ師として働き、日に300バーツの収入であるが、週に３～４日のみのた
めに収入は不安定なのである。両親が共に働いていても、２人の子どもたちの養育費の他
に、老朽化した家の建て直しをするために借金をしたので、その返済におわれている。家
族は水道・電気代を月に550バーツ支払っている。

－ 22 － － 23 －



［新規奨学生］
　　　氏　　　名　　　パーウィニー・ルーブウガーム（11歳）
　　　学　　　年　　　小学　６年生　女子

【奨学生について】
１．当該奨学生のニックネーム：ビィウ
２．性格：明るい性格で、勉強熱心である
３．健康状態：良好である
４．好きな科目：算数
５．好きな色：緑
６．将来の夢、なりたい職業：学校の先生
７．家での過ごし方：放課後や休日には保護者の手伝いとして、香辛料の収穫を一緒にし

ている

【家族構成】
　ダム・アーチャハーン　　　　　　祖母　　65歳　　農業作業員 200バーツ／日
　ティットパー・アーチャハーン　　母親　　27歳　　農業作業員 200バーツ／日
　ワリサラー・ウォンカムハーン　　従姉　　14歳　　就学中
　サヤーモン・アーチャハーン　　　従姉　　12歳　　就学中
　スターナン・アーチャハーン　　　従姉　　11歳　　就学中
　パーウィニー・ルーブウガーム　　本人　　11歳　　就学中
　ティーナワン・アーチャハーン　　従弟　　10歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ビィウは、母親、祖母と一緒にカンチャナブリ県に住んでいる。ビィウの両親が離婚し
た後、父親は一度も仕送りすらしてきていないのである。よって、母親と祖母の２人が季
節に応じた香辛料用の作物や野菜の栽培をする作業員として働き、日に200バーツの収入
を得ている。しかし、仕事がない日もあるため、収入は不安定である。祖母が４人の孫達
を養育しているため、暮らしはかなり厳しく、皆が節約しながら生活している。

－ 24 － － 25 －



［新規奨学生］
　　　氏　　　名　　　ナッタワット・クンサック（13歳）
　　　学　　　年　　　中学　１年生　男子

【奨学生について】
１．当該奨学生のニックネーム：ナーイ
２．性格：明るく、思いやりがある
３．健康状態：良好である
４．好きな科目：数学
５．好きなスポーツ、動物、色など：サッカー、猫、赤
６．将来の夢、なりたい職業：スポーツ選手
７．家での過ごし方：放課後や休日には家事を手伝ったり、宿題を復習をしている

【家族構成】
　サモー・クンサック　　　　　父親　　40歳　　農業作業員 300バーツ／日
　タンティヤー・クンサック　　母親　　39歳　　農業作業員 300バーツ／日
　ナッタワット・クンサック　　本人　　13歳　　就学中
　スターシニー・クンサック　　妹　　　７歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ナーイは、長男である。ナーイは両親、妹と一緒にカンチャナブリ県に住んでいる。両
親は、季節に応じて栽培する野菜作りの農業作業員として働き、日にそれぞれ300バーツ
の収入である。但し、仕事が毎日あるわけではないため、働かない日には全く収入はない
のである。両親共に一生懸命働いても、日々の生活費の負担も大きく、暮らしはかなり厳
しい状態である。両親は自分たちのようにならないようにと、我が子に対しては教育を受
けられることを願っている。家族は県内にある自分の家に住み、水道・電気代を月に750
バーツ支払っている。

－ 24 － － 25 －



［新規奨学生］
　　　氏　　　名　　　チャニター・セーンパーラー（22歳）
　　　学　　　年　　　大学　４年生　女子

【奨学生について】
１．当該奨学生のニックネーム：ジューン
２．性格：明るい性格で、真面目である
３．健康状態：良好で持病はない
４．好きな科目：コンピューター
５．好きなスポーツ、動物、色など：バトミントン、バスケットボール、犬、黄、青
６．将来の夢、なりたい職業：ハードウェアー関係の仕事
７．家での過ごし方：放課後や休日には読書やコンピューター関係を学んでいる

【家族構成】
　ソムチャーイ・セーンパーラー　父親　　48歳　建設現場作業員 10,000バーツ／月
　スンタラー・セーンパーラー　　母親　　42歳　惣菜売り 200～300バーツ／日
　プーワナイ・セーンパーラー　　兄　　　23歳　自動車修理工 300バーツ／日
　チャニター・セーンパーラー　　本人　　22歳　就学中
　チャニサー・セーンパーラー　　妹　　　22歳　就学中
　キッティクン・セーンパーラー　弟　　　20歳　就学中

【奨学生の状況】
　ジューンは２番目の子である。ジューンは両親、兄弟たちと６人で住んでいる。父親は
建設現場作業員として働き、月に10,000バーツの収入であるが、安定はしていない。母親
は地域内で惣菜を作って売り、日に200～300バーツの収入であるが、売らない日には収
入がないため安定はしていない。両親の収入はほとんど子どもたちの養育と教育費におわ
れている。ジェーンの兄が働いて少しは家計を助けてくれてはいるが、かなり厳しい状態
である。家族は自分の家に住んでいるが、水道・電気代を月に2,500バーツ支払っている。

－ 26 － － 27 －



［新規奨学生］
　　　氏　　　名　　　プラパーポーン・マーラチョン（20歳）
　　　学　　　年　　　高等専門学校　２年生　女子

【奨学生について】
１．当該奨学生のニックネーム：ヌーイ
２．性格：積極的で、歌や踊りが大好きである
３．健康状態：良好である
４．好きな科目：コンピューター
５．好きなスポーツ、動物、色など：バトミントン、犬、猫、青
６．将来の夢、なりたい職業：ベーカリー店経営
７．家での過ごし方：放課後や休日には、家計を助けるためにアルバイトをしている

【家族構成】
　ウンルアン・レーンサー　　　　祖母　　66歳
　ウィタヤー・シリートーン　　　義父　　40歳　　荷役労働 400バーツ／日
　スパーポーン・リヤントーン　　母親　　40歳　　ステーキ店店員 10,000バーツ／月
　プラパーポーン・マーラチョン　本人　　20歳　　就学中
　アーティー・シリートーン　　　義弟　　15歳　　就学中
　ナームティップ・シリートーン　義妹　　８歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ヌーイは一人っ子であるが、ヌーイの両親は彼女の生後１日目で離婚。母親１人で養
育しているうちに、２人の子どもがいる男性と再婚。義父はクロントイ港の荷役労働者
として働き、日に400バーツの収入があるが、月に10日間しか仕事がないため不安定であ
る。一方、家計を担っている母親は、デパート内にあるステーキ店の店員として働き、月
に10,000バーツの収入である。２人が働いていても、家族には病気の祖母の治療費（糖尿
病、肺病）におわれている。家族は第１-２-３地区に老朽化した家に住み、水道代を月に
250バーツ、電気代を月に1,200バーツ支払っている。

－ 26 － － 27 －



［新規奨学生］
　　　氏　　　名　　　チャロートーン・ソーンノーイ（18歳）
　　　学　　　年　　　大学　１年生　女子

【奨学生について】
１．当該奨学生のニックネーム：ピム
２．性格：明朗、冷静、一生懸命勉強する
３．健康状態：良好
４．好きな科目：家庭科（調理）
５．好きなスポーツ、動物、色など：水泳、バトミントン、犬、猫、黒
６．将来の夢、なりたい職業：教師
７．家での過ごし方：家事の手伝い、アルバイト

【家族構成】
　オラティー・ブンオーン　　　　　母親　　42歳　　会社員 15,000バーツ／月
　チャロートーン・ソーンノーイ　　本人　　18歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ピムは、一家の一人娘である。両親は、ピムが幼い頃に父親の浮気と再婚により離婚し
た。それ以来、父親は一切の養育費も負担せず母親１人でピムを育ててきた。
　母親は、会社員として働き月に15,000バーツの収入がある。今年度よりピムが大学生に
なり、教育費が更にかさむ上、物価の上昇で母親１人の収入のみでは苦しい状況である。
ピム自身も少しでも学費の足しになればとアルバイトをしているがまだ十分ではない。
　一家は、バンコク郊外のワチャラポーン共同体の持ち家に住み、月々水道代、電気代あ
わせて1,000バーツを支払っている。

－ 28 － － 29 －



［新規奨学生］
　　　氏　　　名　　　アーナッタチャイ・タートタイ（16歳）
　　　学　　　年　　　高校　２年生　男子

【奨学生について】
１．当該奨学生のニックネーム：ノン
２．性格：明るい性格である
３．健康状態：良好で持病はない
４．好きな科目：体育
５．好きなスポーツ、色：水泳、緑、青
６．将来の夢、なりたい職業：軍人
７．家での過ごし方：放課後には宿題を済ませた後、友だちと一緒にサッカーの練習をし

ている

【家族構成】
　ハーワー・タートタイ　　　　　母親　　43歳　　メッセンジャー 10,000バーツ／月
　アーナッタチャイ・タートタイ　本人　　16歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ノンの両親はノンが生後１ヶ月目にして離婚。父親は再婚し、母親とノンが残されたの
である。以後、一切戻ってくることもなく、母親が１人でノンを育てている。母親はメッ
センジャーとして書類を届ける仕事をして、月に10,000バーツの収入である。家族は節約
しながら暮らしてはいるが、足りないことが多いのである。家族は第４-５-６地区の自分
の家に住んでいるが、水道・電気代を月に1,000バーツ支払っている。

－ 28 － － 29 －



［新規奨学生］
　　　氏　　　名　　　ピムポーン・スワンジャルーン（18歳）
　　　学　　　年　　　職業専門学校　３年生　女子

【奨学生について】
１．当該奨学生のニックネーム：ゲッド
２．性格：明るい性格で、勉強熱心である
３．健康状態：良好である
４．好きな科目：タイピング
５．好きな動物、色：猫、青
６．将来の夢、なりたい職業：美容師
７．家での過ごし方：放課後は叔母の物売りの手伝いをしたり、実家を手伝っている

【家族構成】
　ティー・スワンジャルーン　　　　　祖父　　　82歳
　マンター・スワンジャルーン　　　　祖母　　　67歳
　アピサック・イェームゲーソン　　　義叔父　　65歳
　ポーンサワン・イェームゲーソン　　叔母　　　60歳　　雑貨品売り 500バーツ／日
　ピムポーン・スワンジャルーン　　　本人　　　18歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ゲッドは一人っ子である。ゲッドの両親は共に死亡。以後、ゲッドは叔父叔母に養育さ
れてきて、現在も一緒に住んでいる。叔母は自宅前で雑貨品を売り、日に500バーツの収
入であるが、仕入れてきた物を売っているため、必ずしも安定はしていない。家族には病
気の祖父（口と左腕が麻痺している）の通院と祖母の世話をしていかなければならない。
さらにゲッドの養育費もかかるため、家族はかなり厳しい状態である。家族はホアコーン
地区に住み、水道代を月に500バーツ、電気代を月に2,000バーツ支払っている。

－ 30 － － 31 －



［新規奨学生］
　　　氏　　　名　　　アナッタダー・ポンマフアン（13歳）
　　　学　　　年　　　中学　２年生　女子

【奨学生について】
１．当該奨学生のニックネーム：ナット
２．性格：明朗、両親の言うことをよく聞き、一生懸命勉強し成績も良い
３．健康状態：良好
４．好きな科目：美術
５．好きなスポーツ、動物、色など：バトミントン、犬、猫、空
６．将来の夢、なりたい職業：婦人警官
７．家での過ごし方：宿題、復習、予習、両親の店の手伝い

【家族構成】
　マノート・ポンマフアン　　　　父親　　38歳　　文具雑貨店 500バーツ／日
　スパーポーン・ポンマフアン　　母親　　34歳　　文具雑貨店 ※２人あわせて
 上記の金額
　アナッタダー・ポンマフアン　　本人　　13歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ナットは、父親マノート・ポンマフアンと母親スパーポーン・ポンマフアンの一人娘で
ある。両親は、２人で文房具、髪留め、財布などの文具雑貨を扱う店を開いており、日に
500バーツの収入であるが、あまり売れない日もあり、その日の収入は不安定である。就
学中の子どもの教育費などを考えると家計は苦しい状況である。
　一家は、タイ住宅公社提供の公団アパートに住んでおり、その月賦として毎月2,000
バーツを支払わなければならず、月々の水道料、電気代として1,000バーツの支払いもあ
る。

－ 30 － － 31 －



［新規奨学生］
　　　氏　　　名　　　ティーラサック・プーレック（13歳）
　　　学　　　年　　　中学　１年生　男子

【奨学生について】
１．当該奨学生のニックネーム：ティー
２．性格：冷静的で真面目である
３．健康状態：良好である
４．好きな科目：数学
５．好きなスポーツ、動物、色など：サッカー、犬、赤
６．将来の夢、なりたい職業：警察官
７．家での過ごし方：放課後や休日には宿題や復習をした後、家事を手伝っている

【家族構成】
　サムアーン・プーレック　　　　父親　　48歳　　タクシー運転手 400バーツ／日
　ティーラサック・プーレック　　本人　　13歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ティーには実姉がいるが、一緒には住んでいない。母親は３年前に院内感染で死亡。現
在、ティーは父親と一緒に住んでいる。実姉は地方にいる祖母と暮らしている。父親はタ
クシーの運転手として働き、日に400バーツの収入であるが、安定してはいない。家族は
父親の収入で生活してはいるが、借家住まいなため、月に1,500バーツの家賃を支払って
いる。さらに、水道・電気代が月に800バーツかかり、父親は節約に努めてはいるものの、
諸物価も高騰してきているのでかなり厳しい状態である。

－ 32 － － 33 －



［新規奨学生］
　　　氏　　　名　　　アピシット・イムフォンフェン（16歳）
　　　学　　　年　　　職業専門学校　１年生　男子

【奨学生について】
１．当該奨学生のニックネーム：タイ
２．性格：明るい性格で、話し好きである
３．健康状態：喘息がある
４．好きなスポーツ、動物、色など：サッカー、犬、赤
５．将来の夢、なりたい職業：警察官
６．家での過ごし方：放課後には家事を手伝い、休日にはアルバイトをしている

【家族構成】
　アモーン・イムフォンフェン　　　　父親　　　44歳　　清掃員 310バーツ／日
　ローサニー・イムフォンフェン　　　母親　　　42歳　　清掃員 300バーツ／日
　アディサック・イムフォンフェン　　双子兄　　16歳　　就学中
　アピシット・イムフォンフェン　　　本人　　　16歳　　就学中
　サローチャー・イムフォンフェン　　妹　　　　12歳　　就学中

【奨学生の状況】
　タイは双子兄弟の弟である。タイは両親、双子の兄、妹と一緒に住んでいる。父親は清
掃員として働き、日に310バーツの収入である。母親はデパートの食事コーナーの食器を
片付ける仕事をし、日に300バーツの収入である。両親共に働いても、就学中の３人の子
どもの経費におわれ、家族はかなり厳しい状態である。家族はロムガオ地区にある自分の
家に住んでいるが、水道・電気代を月に1,200バーツ支払っている。

－ 32 － － 33 －



［新規奨学生］
　　　氏　　　名　　　ワーランダー・トーンサン（15歳）
　　　学　　　年　　　中学　１年生　女子

【奨学生について】
１．当該奨学生のニックネーム：マミィヤオ
２．性格：明るい性格で、穏やかである
３．健康状態：喘息持ちではあるが、少しずつ良くなってきている
４．好きな科目：絵画
５．好きなスポーツ、動物、色など：バレーボール、猿、ピンク
６．将来の夢、なりたい職業：看護師
７．家での過ごし方：放課後には洗濯や掃除など家事を手伝い、従弟たちの面倒を見ている

【家族構成】
　ウィナイ・トーンサン　　　　　叔父　　53歳　　病気療養中
　スパーポーン・トーンサン　　　母親　　49歳　　病気療養中
　ワーランダー・トーンサン　　　本人　　15歳　　就学中
　スパゴーン・カンサンティヤ　　従弟　　８歳　　就学中
　シッティチョーク・スワンナ　　従弟　　７歳　　就学中
　ワーナー・スワンナ　　　　　　従妹　　３歳　　就学中

【奨学生の状況】
　マミィヤオは２番目の子である。彼女の両親は離婚後、父親は一切仕送りをしてくれて
いない。よって、現在、彼女は母親と一緒に住んでいる。母親は調理の仕事をしていた時
には日に200バーツの収入であったが、現在は喘息が悪化し、呼吸困難から心臓の治療を
し、右腕が麻痺した状態になったため、働くことができない。今まで家計を支えてきただ
けに、家族には従弟たちも一緒に暮らしているので、毎日いろいろな経費がかかってきて
いる。水道・電気代は月に800バーツ支払っている。また、叔父も体調を崩して以前のよ
うにクロントイ港の荷役労働ができない身体になってしまったのである。家族は社会人に
なった子どもたちからの仕送りで生活しているため、とても厳しい状態である。

－ 34 － － 35 －



［新規奨学生］
　　　氏　　　名　　　ジラヤーパー・カムヌン（11歳）
　　　学　　　年　　　小学　６年生　女子

【奨学生について】
１．当該奨学生のニックネーム：フィム
２．性格：明るい性格で、冷静的で、勉強熱心である
３．健康状態：良好である
４．好きな科目：算数
５．好きな動物、色：猫、緑
６．将来の夢、なりたい職業：看護師
７．家での過ごし方：放課後には復習をしたり、家事を手伝っている

【家族構成】
　ラン・エムオード　　　　　曽祖母　　82歳
　サーイルン・カムヌン　　　祖父　　　56歳　　運転手 300バーツ／日
　シッターン・カムヌン　　　叔父　　　15歳
　ジラヤーパー・カムヌン　　本人　　　11歳　　就学中

【奨学生の状況】
　フィムの両親はフィムが１歳の時に離婚し、母親は再婚して家を出て行って以来、音信
不通となっている。一方、父親も再婚して子どもがいるので、仕送りは一切してきていな
い。よって、フィムは祖父、曽祖母と叔父（父親の弟）と一緒に住んでいる。家族はロー
ンムー地区に自分の家ではあるが、水道・電気代を月に1,200バーツ支払っている。曽祖
母は高齢なため、働いてはいない。叔父は中学を卒業したばかりで、仕事を探している最
中である。祖父は運転手として働き、仕事があれば日に300バーツの収入であるが、安定
はしていない。よって、家族の暮らしはかなり厳しいのである。

－ 34 － － 35 －



［新規奨学生］
　　　氏　　　名　　　パコンラム・チャイモントリー（12歳）
　　　学　　　年　　　小学　６年生　男子

【奨学生について】
１．当該奨学生のニックネーム：キム
２．性格：明るい性格で冷静的、思いやりがある
３．健康状態：良好である
４．好きな科目：算数
５．好きなスポーツ、動物、色など：マラソン、鳥、赤
６．将来の夢、なりたい職業：サッカー選手
７．家での過ごし方：放課後には家事の手伝いをしたり、宿題をし、友だちと一緒にサッ

カーの練習をしている

【家族構成】
　トーンヨーイ・ポーティガラット　　祖父　70歳　雇用運転手 300バーツ／日
　トーンピィヤン・ポーティガラッド　祖母　64歳
　マユリー・ポーティガラッド　　　　母親　42歳　ＮＧＯ団体職員 8,900バーツ／月
　ピーラユット・チャイモントリー　　兄　　15歳　就学中
　パコンラム・チャイモントリー　　　本人　12歳　就学中

【奨学生の状況】
　キムは２番目の子である。キムの両親は12年前に離婚。父親は氏名を変えて再婚し、
仕送りはしてきていない。母親はスラム内にあるＮＧＯ団体で庶務職員として働き、月に
8,900バーツの収入である。母親は甲状腺を患い、毎月通院して薬を服用している。キム
の祖父はソンテオ（ミニバス）の運転手として働き、日に300バーツの収入であるが安定
はしていない。祖母は家事専門で留守番をしている。キムの兄も就学中であるため、家
族の暮らしはかなり厳しい状態である。家族は70ライ地区にある祖父母の家に住み、水
道・電気代を月に1,300バーツ支払っている。

－ 36 － － 37 －



［新規奨学生］
　　　氏　　　名　　　パイロート・マーライウォン（13歳）
　　　学　　　年　　　中学　１年生　男子

【奨学生について】
１．当該奨学生のニックネーム：フルック
２．性格：明朗、冷静
３．健康状態：心臓と腎臓の形成に異常があり、３ヶ月に１回の定期健診が必要で、以前

は、ドゥアン・プラティープ財団の隔週土曜日の行事に元気に参加してい
たが、現在は過激な運動をすると息切れなどの症状がでる

４．好きな科目：美術
５．好きなスポーツ、動物、色など：サッカー、ハムスター、猫、空
６．将来の夢、なりたい職業：警察官
７．放課後の家での過ごし方：宿題、復習、予習

【家族構成】
　パイブーン・マーライウォン　　父親　　43歳　トレイラー運転手 300バーツ／日
　チャルニー・ブンクア　　　　　母親　　35歳　飲み物販売 9,000バーツ／月
　パイロート・マーライウォン　　本人　　13歳　就学中
　プレーパーン・マーライウォン　妹　　　９歳　就学中

【奨学生の状況】
　フルックは、三人兄弟の真ん中で父親、母親そして妹といっしょに暮らしている。姉は
地方にいる母方の祖父母と暮らしている。父親は、トレイラーの運転手として働き日給
300バーツの収入であるが、仕事がない日もあるため安定した収入にはならない。母親は、
テスコ・ロータススーパー ラマⅣ世通り支店で飲み物の販売をして月に9,000バーツの収
入があるが、両親は、バンコクの家族の他に祖父母と地方に住む姉の仕送り、またフルッ
クの心臓病の治療費もあるために家計はかなり厳しい状況にある。
　持ち家のない一家は、借家をしており月々の家賃2,500バーツも、度々支払いが滞って
しまうほどである。家賃の他に月々の水道代、電気代の支払い1,000バーツもあり、両親
の収入ではとても足りない状況である。

－ 36 － － 37 －



［新規奨学生］
　　　氏　　　名　　　プーリパット・プーンスック（11歳）
　　　学　　　年　　　小学　６年生　男子

【奨学生について】
１．当該奨学生のニックネーム：プー
２．性格：明朗
３．容姿：色黒で背が高くやせている
４．健康状態：良好
５．好きな科目：体育
６．好きなスポーツ、動物、色など：ボクシング、猫、黒
７．将来の夢、なりたい職業：警察官
８．放課後の家での過ごし方：復習、予習をし、ボクシングの練習

【家族構成】
　プラウィット・パオトーン　　　祖父　　65歳　　食料雑貨販売 200～300バーツ／日
　プラサーン・チョンプーヌット　祖母　　60歳　　食料雑貨販売 ※２人合わせて
 上記の金額
　パイブーン・プーンスック　　　父親　　32歳　　お守り販売 400バーツ／日
　ポーンティップ・パオトーン　　母親　　31歳　　お守り販売 ※２人合わせて
 上記の金額
　チャックリット・パオトーン　　兄　　　16歳　　就学中
　プーリパット・プーンスック　　本人　　11歳　　就学中

【奨学生の状況】
　プーは末っ子である。現在、プーは祖父母、両親、兄と一緒に住んでいる。プーの両
親は、スラム地区の夜店でお守りを販売し、日に400バーツの収入であるが、不安定であ
る。一方、祖父母は自宅で食料雑貨を販売し、日に200～300バーツの収入で不安定であ
る。仕入をしてきた物を売っているため、不足すれば買ってくることになる。プーと兄が
就学中で交通費もかかっている。家族は不安定な収入のため、暮らしはかなり厳しい状態
の時もある。家族はクロントイ地区から立ち退きになり、バンコク郊外の用地ワチャラポ
ン地区に住み、水道代を月に400バーツ、電気代を月に1,500バーツ支払っている。

－ 38 － － 39 －



［新規奨学生］
　　　氏　　　名　　　ウィチャイ・ブンノーイ（13歳）
　　　学　　　年　　　中学　１年生　男子

【奨学生について】
１．当該奨学生のニックネーム：ペット
２．性格：冷静的で、勉強熱心である
３．健康状態：良好である
４．好きな科目：タイ語
５．好きなスポーツ、動物、色など：サッカー、犬、青
６．将来の夢、なりたい職業：警察官
７．家での過ごし方：放課後や休日には宿題や復習をした後、家事を手伝っている

【家族構成】
　ウィチィヤン・ブンノーイ　　　父親　　50歳　　失業中
　スガンヤー・ニングラトーク　　母親　　50歳　　酒類シール貼り 300バーツ／日
　タワッチャイ・シンコーン　　　義兄　　25歳　　日雇労働者 400バーツ／日
　プローイ・ブンノーイ　　　　　姉　　　20歳　　デパート従業員 9,000バーツ／月
　ウィチャイ・ブンノーイ　　　　本人　　13歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ペットは２番目の子である。ペットは両親、姉、義兄と一緒に住んでいる。ペットの父
親は今まで働いていた会社が倒産したため、失業中である。母親はクロントイ港にある酒
類シール貼りの仕事をして、日に300バーツの収入であるが、仕事がない日もあるため収
入は不安定である。ペットの姉はデパート内にあるスーパーのキャッシャーとして働き、
月に9,000バーツの収入である。義兄は日雇労働者として働き、日に400バーツの収入であ
る。現在、母親の収入だけでは家族の生活はとても厳しい状態なのである。家族は70ラ
イ地区の借家住まいで、家賃を月に2,500バーツ、水道・電気代を月に1,800バーツ支払っ
ている。

－ 38 － － 39 －



［新規奨学生］
　　　氏　　　名　　　ラチャタ・ソーンクリン（10歳）
　　　学　　　年　　　小学　５年生　男子

【奨学生について】
１．当該奨学生のニックネーム：イート
２．性格：明朗、冷静、親や先生の言うことをよく聞く
３．健康状態：良好
４．好きな科目：体育
５．好きなスポーツ、動物、色など：自転車、犬、黒
６．将来の夢、なりたい職業：警察官
７．家での過ごし方：宿題、友達といっしょに遊ぶ

【家族構成】
　ラチャニー・レンラックガーム　　曾祖母　　72歳
　スニサー・キヤンケェーオ　　　　母親　　　36歳　　会社員 12,000バーツ／月
　ラチャタ・ソーンクリン　　　　　本人　　　10歳　　就学中
　ラチャポン・ソーンクリン　　　　弟　　　　５歳　　就学中

【奨学生の状況】
　イートは、父親チャイナロン・ソーンクリンと母親スニサー・キヤンケェーオの長男で
ある。父親は、拳銃不法所持の罪で刑務所に服役中である。そのため母の細腕一つで一家
を支えている。母親は、会社員として月給12,000バーツの収入があるものの子ども達は２
人とも就学中で学費、本代、文房具等の費用がかさみ今後も中高等教育を受けるにあたり
今以上の収入が必要である。
　一家に持ち家はないため現在は、親戚の家に住まわせてもらっておりイートの母親が
月々の水道代と電気代の1,500バーツを負担している。

－ 40 － － 41 －



［新規奨学生］
　　　氏　　　名　　　ナピッチャヤー・サッタブット（12歳）
　　　学　　　年　　　小学　６年生　女子

【奨学生について】
１．当該奨学生のニックネーム：ケーク
２．性格：冷静的で、勉強熱心である
３．健康状態：良好である
４．好きな科目：英語
５．好きなスポーツ、色など：サッカー、ピンク
６．将来の夢、なりたい職業：シェフ
７．家での過ごし方：放課後や休日には、宿題や復習をした後、家事を手伝っている

【家族構成】
　ポー・パーンサウガー　　　　　曾祖父　79歳
　シン・パーンサウガー　　　　　曾祖母　77歳
　ブンルー・グラッドウガン　　　祖父　　52歳　　雇用運転手 1,000バーツ／日
　ウライ・パーンサウガー　　　　祖母　　50歳　　酒類シール貼り 400バーツ／日
　ナピッチャヤー・サッタブット　本人　　12歳　　就学中
　アピチャヤー・サッタブット　　妹　　　９歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ケークは長女である。ケークの両親は、彼女が４歳の時に離婚。それぞれ再婚し、一切
仕送りはしてきていない。現在、ケークは曾祖父母、祖父母、妹と一緒に住んでいる。祖
母は酒類シール貼りをする仕事をして、日に400バーツの収入である。祖父は雇用運転手
として働き、日に1,000バーツの収入であるが、依頼により運転するので週に２～３日あ
ればいい方なため、収入は安定していない。曾祖父母は高齢のため、働くことはできず、
我が子である祖父母に頼っている。家族は２人の孫娘の養育もあり、暮らしはかなり厳
しい状態である。家族は祖父母の家に住み、水道代を月に350バーツ、電気代を月に1,200
バーツ支払っている。

－ 40 － － 41 －



［新規奨学生］
　　　氏　　　名　　　パナッダー・デッパリット（11歳）
　　　学　　　年　　　小学　６年生　女子

【奨学生について】
１．当該奨学生のニックネーム：ヌゥーイ
２．性格：明朗で一生懸命勉強する
３．健康状態：喘息の持病持ち
４．好きな科目：算数
５．好きなスポーツ、動物、色など：バトミントン、ハムスター、空
６．将来の夢、なりたい職業：教師
７．家での過ごし方：従妹の面倒、掃除や皿洗い等の家事

【家族構成】
　プラサーン・チョンプーヌット　　祖父　　65歳　　大工 10,000バーツ／月
　ソーイ・チャリットラム　　　　　祖母　　65歳
　サモーン・チョンプーヌット　　　伯母　　38歳　　会社員 12,000バーツ／月
　ペミカー・チェムクルア　　　　　従姉　　16歳　　就学中
　パナッダー・デッパリット　　　　本人　　11歳　　就学中
　ナッティター・ディートーン　　　従妹　　６歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ヌゥーイは、父親デチャー・デッパリットと母親ダーオ・チョンプーヌットの娘である。
両親は、離婚しており父親はそれ以来全く連絡がなく一度もヌゥーイに会いに来たことが
ない。一方、母親は、チョンブリ県で働き月に500～1,000バーツをヌゥーイの生活費とし
て送金している。
　ヌゥーイは、現在母方の祖母と伯母と暮らしている。祖母は、仕事がなく孫達の面倒を
見ており、祖父は、工事現場で働き月に10,000バーツの収入を得て一家の家計を支えてい
る。祖父は、現場にいることが多く帰宅するのは時々である。伯母も働いているが、伯母
自身にも就学中の２人の子どもがいるためヌゥーイの支援までは難しい。
　一家はコンクリート造りの持ち家に住み、月に水道代、電気代あわせて1,500バーツを
支払っている。

－ 42 － － 43 －



［新規奨学生］
　　　氏　　　名　　　タニター・ブンラオー（12歳）
　　　学　　　年　　　小学　６年生　女子

【奨学生について】
１．当該奨学生のニックネーム：ルークワー
２．性格：明るい性格、冷静的で、勉強熱心である
３．健康状態：喘息があり、定期的に通院し、薬を服用している
４．好きな科目：絵画
５．好きな動物、色など：犬、ウサギ、ピンク
６．将来の夢、なりたい職業：教師
７．家での過ごし方：放課後や休日には本を読んだり、復習をしている

【家族構成】
　チャルーム・ブンラオー　　父親　　48歳　　トラック運転手 9,000バーツ／月
　ワン・ブンラオー　　　　　母親　　48歳　　清掃員 7,400バーツ／月
　オラノン・ブンラオー　　　姉　　　26歳　　失業中
　タニター・ブンラオー　　　本人　　12歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ルークワーは２番目の子である。現在、ルークワーは両親、姉と一緒に住んでいる。父
親はトラックの運転手として働き、月に9,000バーツの収入である。母親は清掃員として
働き、月に7,400バーツの収入である。一方、姉は失業中で、職探しをしているところで
ある。家族は、父親とルークワーが喘息から頻繁に呼吸困難になり、常に病院通いをして
いるため出費が多く、給料日に返済するという条件で近所からお金を借りなければなら
ない。家族は第１-２-３地区に住み、水道代を月に250バーツ、電気代を月に800バーツ支
払っている。

－ 42 － － 43 －



［新規奨学生］
　　　氏　　　名　　　ナパット・チットプラセット（12歳）
　　　学　　　年　　　小学　５年生　男子

【奨学生について】
１．当該奨学生のニックネーム：アイス
２．性格：明るい性格で、皆と仲良くしている
３．健康状態：良好である
４．好きな科目：絵画
５．好きなスポーツ、動物、色など：サッカー、犬、猫、白
６．将来の夢、なりたい職業：教師
７．家での過ごし方：放課後や休日には、家事を手伝い、友だちと一緒にサッカーの練習

をしている

【家族構成】
　ガイ・チットプラセット　　　　　　　父親　　46歳　　雇用運転手 400バーツ／日
　シリポーン・ゴーイゲーウ　　　　　　母親　　48歳
　クリアンクライ・チットプラセット　　兄　　　18歳　　就学中
　ウッティゴーン・チットプラセット　　兄　　　14歳　　就学中
　ナパット・チットプラセット　　　　　本人　　12歳　　就学中

【奨学生の状況】
　アイスは４番目の子である。現在、アイスは両親、２人の兄と一緒に住んでいる。長女
は家庭を持って別な場所に住んでいる。アイスの母親はこれまで惣菜（タイ風お粥やタイ
風カレーなど）を作って売っていたが、昨今の不況で皆が節約するようになり、惣菜も売
れなくなったのでやめたのである。一方、父親は軽自動車の運転手として働き、日に400
バーツの収入である。
　家族は３人の子どもが就学中であり、父親１人の収入で家族が暮らしていくにはかなり
厳しい状態である。家族は老朽化した木造の家屋に住み、水道代を月に300バーツ、電気
代を月に1,000バーツ支払っている。

－ 44 － － 45 －



［新規奨学生］
　　　氏　　　名　　　タナグリット・ウーゲーウ（７歳）
　　　学　　　年　　　小学　１年生　男子

【奨学生について】
１．当該奨学生のニックネーム：プルーム
２．性格：明るい性格で、思いやりがある
３．健康状態：良好である
４．好きな科目：英語
５．好きなスポーツ、動物、色など：サッカー、猫、オレンジ
６．将来の夢、なりたい職業：学校の先生
７．家での過ごし方：放課後や休日には宿題をしたり、祖母の手伝いをし、友だちと一緒

にサッカーの練習をしている

【家族構成】
　パイトゥーン・ウーゲーウ　　祖父　47歳　会社の運転手 10,000バーツ／月
　イサリー・プロームマー　　　祖母　42歳
　チャロンゴーン・ウーゲーウ　父親　24歳　バイクタクシー運転手
 200～300バーツ／日
　オラワン・チンノーク　　　　母親　24歳　コーヒー売り 300バーツ／日
　タナグリット・ウーゲーウ　　本人　７歳　就学中

【奨学生の状況】
　プルームは一人っ子である。現在、プルームの家族は祖母の家に同居中である。よって、
毎月の家賃代として500バーツ、水道・電気代として600バーツ支払っている。プルーム
の父親はバイクタクシーの運転手として働き、日に200～300バーツの収入である。母親
は屋台でコーヒー等のドリンク類を売り歩いて、日に300バーツの収入であるが安定はし
ていない。現在、祖父母共に高血圧で体調を崩しているので両親が交代で面倒を見ている
ため、頻繁に仕事を休まなければならず、厳しい状態である。

－ 44 － － 45 －



［新規奨学生］
　　　氏　　　名　　　ファールン・クラーイルアン（９歳）
　　　学　　　年　　　小学　４年生　女子

【奨学生について】
１．当該奨学生のニックネーム：ヌン
２．性格：明るく、親切、勤勉、先生の言うことをよく聞く
３．健康状態：良好
４．好きな科目：美術
５．好きな動物、色など：猫、ピンク
６．将来の夢、なりたい職業：教師
７．家での過ごし方：宿題、復習

【家族構成】
　ラムヤイ・チャイチャルーン　　　　　　祖母　　72歳
　ポーンティップ・タッブトーンディー　　母親　　32歳　　清掃員 300バーツ／日
　ファールン・クラーイルアン　　　　　　本人　　９歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ヌンは、父ノーイ・クラーイルアンと母ポーンティップ・タッブトーンディーの一人娘
である。両親は、ヌンが１歳の時に父親の浮気により離婚し、それ以来、父親は、一切の
面倒を見ておらず、母親が日給300バーツの清掃員として働きながら１人でヌンを養育し
ている。母親は、ヌンの他に乳癌を患い毎月定期健診が必要な自身の高齢の母の世話もし
なくてはならない。家族に持ち家はなくスラム内のコミュニティ第１-２-３地区の家賃月
1,500バーツの木造建ての平屋を借りて暮らしている。月々の水道代と電気代は、あわせ
て1,000バーツである。

－ 46 － － 47 －



［新規奨学生］
　　　氏　　　名　　　ピーラダー・マンポンパック（12歳）
　　　学　　　年　　　小学　６年生　女子

【奨学生について】
１．当該奨学生のニックネーム：ボーナス
２．性格：明るい性格で、勉強熱心である
３．健康状態：良好である
４．好きな科目：タイ語
５．好きなスポーツ、動物、色など：マラソン、ウサギ、青
６．将来の夢、なりたい職業：看護師
７．家での過ごし方：放課後や休日には家事を手伝ったり、復習をしている

【家族構成】
　ソムチャイ・セーリム　　　　　　　祖母　　57歳　　市場清掃員 7,000バーツ／月
　パノム・マンポンパック　　　　　　従兄　　24歳　　就学中
　ポーンティップ・マンポンパック　　従姉　　15歳　　就学中
　ピーラダー・マンポンパック　　　　本人　　12歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ボーナスは一人っ子である。ボーナスの両親は彼女が３歳の時に離婚。両親はそれぞれ
再婚し、ボーナスを祖母に託して出て行ったのである。但し、母親はボーナスの養育費と
して毎月1,000バーツ仕送りしてきている。祖母はクロントイ市場のゴミを集める清掃員
として働き、月に7,000バーツの収入である。祖母はボーナスばかりではなく、他に２人
の孫の面倒を見ているため、毎年新学期が始まる時期になると、お金集めに忙しく、暮
らしぶりもかなり厳しいのである。家族は第１-２-３地区で老朽化した平屋の家屋に住み、
水道代を月に300バーツ、電気代を月に1,000バーツ支払っている。

－ 46 － － 47 －



［新規奨学生］
　　　氏　　　名　　　サーイナーム・セーンレック（10歳）
　　　学　　　年　　　小学　４年生　女子

【奨学生について】
１．当該奨学生のニックネーム：ウム
２．性格：冷静的で思いやりがあり、勉強熱心である
３．健康状態：良好である
４．好きな科目：タイ語
５．好きな動物、色など：犬、ピンク
６．将来の夢、なりたい職業：教師
７．家での過ごし方：放課後や休日には、宿題をしたり、友だちと一緒に遊んでいる

【家族構成】
　ポーンティップ・セーンレック　母親　　51歳　カップラーメン売り 300バーツ／日
　ポーンチャイ・セーンレック　　叔父　　41歳
　プラータナー・セーンレック　　姉　　　29歳
　プラガーシット・セーンレック　兄　　　28歳　失業中
　パッタマー・セーンレック　　　姉　　　19歳　就学中
　ターラー・セーンレック　　　　兄　　　16歳
　サーイナーム・セーンレック　　本人　　10歳　就学中
　アーティッヤー・セーンレック　従妹　　８歳　就学中
　タンワー・セーンレック　　　　従弟　　７歳　就学中
　シリゴーン・タッサナー　　　　従弟　　５歳　就学中

【奨学生の状況】
　ウムは一人っ子である。母親がウムを妊娠中に逮捕され、刑務所内の病院で出産したの
である。ウムが１歳の時に出所した時、両親は離婚。父親は再婚し、一切仕送りをしてき
ていない。母親１人が家族の中心となり、生計を立てている。ウムには父親違いの兄姉が
４人おり、母親が全員の面倒を見ている。母親はインスタントラーメンを作って売り、日
に300バーツの収入であるが、大勢の家族をかかえ、暮らしはかなり厳しい状態である。
食べる物がない時には、お寺の寄進物を分けてもらって食べている。家族は借家住まいで、
家賃を月に2,000バーツ、水道・電気代を1,400バーツ支払っている。

－ 48 － － 49 －



［新規奨学生］
　　　氏　　　名　　　アピチャート・チャイシリ（８歳）
　　　学　　　年　　　小学　３年生　男子

【奨学生について】
１．当該奨学生のニックネーム：エル
２．性格：話し好きで、勉強熱心である
３．健康状態：良好である
４．好きな科目：絵画
５．好きな動物、色、スポーツなど：犬、赤、サッカー
６．将来の夢、なりたい職業：軍人
７．家での過ごし方：放課後には宿題や復習をし、友だちと一緒に遊んでいる

【家族構成】
　ガモン・セミヤンチャイ　　　祖父　　61歳　　トラック運転手 9,500バーツ／月
　マーリー・シリーラマーイ　　祖母　　56歳
　フム・シリーラマーイ　　　　叔父　　37歳　　荷役労働 300バーツ／日
　アピチャート・チャイシリ　　本人　　８歳　　就学中

【奨学生の状況】
　エルは一人っ子である。エルの両親はエルが１歳半の時に離婚。エルの父親は凶暴な性
格で責任感に欠け、母親への暴力が原因で我慢出来ず、エルを祖父母に託して母親は家を
出て行ったまま、音信不通である。現在、エルは祖父母、叔父と一緒に住んでいる。父親
は近所の親類の家に住んではいるが、養育を放棄している。よって、祖父がトラックの運
転手として働き、月に9,500バーツの収入である。叔父はクロントイ港で荷役労働者とし
て働き、日に300バーツの収入であるが、自分の生活費におわれている。エルの祖父母は
彼の将来を心配し、一生懸命勉強することを願っている。

－ 48 － － 49 －



［新規奨学生］
　　　氏　　　名　　　スパコーン・シィアンマー（13歳）
　　　学　　　年　　　中学　２年生　男子

【奨学生について】
１．当該奨学生のニックネーム：ジィウ
２．性格：明るい性格で、冷静的で、勉強熱心、成績も良い
　　　　　総合評価は、「3.50」（最高は４）
３．健康状態：良好である
４．好きな科目：絵画
５．好きな動物、色、スポーツなど：鶏、魚、白、サッカー
６．将来の夢、なりたい職業：サッカー選手
７．家での過ごし方：放課後には宿題をし、家事を手伝った後、友だちと一緒にサッカー

の練習をしている

【家族構成】
　ソムバット・マニールン　　　　養祖父　　56歳　　荷役労働 300バーツ／日
　ワーサナー・ナークモンコン　　養祖母　　56歳　　シール貼り労働 300バーツ／日
　シリポーン・マニールン　　　　養叔母　　20歳　　就学中
　スパコーン・シィアンマー　　　本人　　　13歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ジィウは養育してくれている養祖父母と一緒に住んでいる。ジィウの両親は２人に頼ん
でジィウの面倒を見てもらっていたが、後には両親共に消息がわからなくなってしまった。
ジィウを置き去りにして行ったことがわかり、哀れに思った２人が自分たちの孫として
育てることにしたのである。養祖父はクロントイ港の荷役労働者として働き、日に300～
400バーツの収入であるが、不安定である。一方、養祖母はクロントイ港で酒類にシール
を貼る仕事に就いて、日に300バーツの収入であるが、同じく不安定である。養祖父母に
は娘がいて、就学中であるため、生活はかなり厳しい状態である。家族は第４-５-６地区
の自分の持ち家に住み、水道・電気代を月に1,000バーツ支払っている。

－ 50 － － 51 －



［新規奨学生］
　　　氏　　　名　　　タナーポーン・トーンバイ（14歳）
　　　学　　　年　　　中学　２年生　女子

【奨学生について】
１．当該奨学生のニックネーム：ベン
２．性格：冷静的で、勉強熱心である
３．健康状態：良好である
４．好きな科目：絵画、音楽
５．好きな動物、色、スポーツなど：ネズミ、緑、サッカー
６．将来の夢、なりたい職業：デパートの店員
７．家での過ごし方：放課後や休日には宿題や復習をしている

【家族構成】
　マーリー・プロムミン　　　　　祖母　　62歳
　ラッダー・トーンバイ　　　　　母親　　38歳　　会社員 9,000バーツ／月
　タナーポーン・トーンバイ　　　本人　　14歳　　就学中
　サックアーナン・トーンバイ　　弟　　　６歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ベンは長女である。ベンの両親は２年前に離婚。父親は田舎に帰って以来、音沙汰がな
いままである。ベンは祖母、母親、弟と一緒に住んでいる。母親は会社員として働き、月
に9,000バーツの収入である。祖母は高齢なため働きに出ず、家にいて孫たちの世話と家
事をしている。家族は母親１人の収入で暮らしているが、祖母と２人の子どもをかかえて
の生活は厳しい状態である。家族はロンムー地区にある平屋に住み、家賃はかからないが、
水道・電気代を月に1,200バーツ支払っている。
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［新規奨学生］
　　　氏　　　名　　　ブンラット・ガァードディー（10歳）
　　　学　　　年　　　小学　３年生　女子

【奨学生について】
１．当該奨学生のニックネーム：ヌーナー
２．性格：明るい性格で、思いやりがあり、勉強熱心である
３．健康状態：良好である
４．好きな科目：タイ語
５．好きな動物、色、スポーツなど：ウサギ、緑、バトミントン
６．将来の夢、なりたい職業：看護師
７．家での過ごし方：放課後や休日には、祖母の家事などを手伝っている

【家族構成】
　ピムパン・ガァードディー　　　祖母　　63歳　　日雇い労働 100バーツ／日
　ブンラット・ガァードディー　　本人　　10歳

【奨学生の状況】
　ヌーナーは一人っ子である。母親が妊娠中に父親は家を出て行ったのである。ヌーナー
を出産後、まもなくして母親も再婚して家を出て行ったのである。現在、ヌーナーは祖母
と一緒に住んでいる。祖母は雑草狩りなどの作業をして働き、日に100バーツの収入であ
る。仕事も週に３～４日しかなく、収入も少なく安定していない。また、祖母は血圧が高
く、通院して薬を服用している。片方の脚に障害があり、腫れの状態が続いている。ヌー
ナーがこれまで通学していた学校が閉校になり、少し遠い学校へと転校することになり、
交通費もかかってきているため、家族はかなり厳しい生活をしている。住んでいる家は自
分のものであるが、老朽化してきている。水道・電気代を月に500バーツ支払っている。

－ 52 － － 53 －



［新規奨学生］
　　　氏　　　名　　　スワンナー・マーライ（19歳）
　　　学　　　年　　　高等専門学校　１年生　女子

【奨学生について】
１．当該奨学生のニックネーム：ミン
２．性格：明るい性格、穏やかで礼儀正しい
３．健康状態：良好である
４．好きな科目：タイ語、コンピューター
５．好きな動物、色、スポーツなど：猫、青、バレーボール
６．将来の夢、なりたい職業：実業家
７．家での過ごし方：放課後には宿題や復習をし、家事を手伝っている
　　　　　　　　　　休日には祖母の仕事を手伝っている

【家族構成】
　プラヨン・マーライ　　　　　祖父　　70歳
　ニッタヤー・トゥムマーノン　祖母　　61歳　ＮＧＯ団体スタッフ 14,000バーツ／月
　スワンナー・マーライ　　　　本人　　19歳　就学中

【奨学生の状況】
　ミンは一人っ子である。ミンの両親はミンが生後３ヶ月目に離婚。父親がアルコール依
存で生活力がないため、母親は我慢できずにミンを祖父母に預けて家を出て行ったのであ
る。その後、双方共に再婚したらしく、ミンの元には音沙汰がないままである。現在、ミ
ンは祖父母と一緒に住んでいる。61歳の祖母がＮＧＯ団体で働き、月に14,000バーツの
収入である。祖父は以前にクロントイ港の荷役労働をしていたが、年齢的にも働けない
状態である。家族は第１-２-３地区の密集して建ち並ぶ平屋に住み、水道・電気代を月に
1,400バーツ支払っている。
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［新規奨学生］
　　　氏　　　名　　　ジラティップ・ウォンサムラーン（15歳）
　　　学　　　年　　　職業専門学校　１年生　男子

【奨学生について】
１．当該奨学生のニックネーム：ナーム
２．性格：明るい性格で、勉強熱心である
３．健康状態：良好である
４．好きな科目：数学、体育
５．好きな動物、色、スポーツなど：犬・猫、茶、バレーボール
６．将来の夢、なりたい職業：料理のシェフ
７．家での過ごし方：放課後や休日には、家の手伝いをしたり、家計を助けるためにアル

バイトをしている

【家族構成】
　チャードーン・ウォンサムラーン　　父親　　50歳　　会社員 12,000バーツ／月
　ジラウォン・ウォンサムラーン　　　兄　　　17歳
　ジラティップ・ウォンサムラーン　　本人　　15歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ナームは２番目の子である。ナームの両親は３年前に離婚。但し、母親は時々子どもた
ちに会いに来ている。現在、ナームは父親、兄と一緒に住んでいる。父親はシッピング会
社の社員として働き、月に12,000バーツの収入である。兄も以前は働いて家計を助けてい
たが、６ヶ月前に交通事故に遭って入院中なのである。父親は一人の収入ではかなり厳し
く、入院中の兄の経費等もかかり、ナームはバンナー地区にあるバイテックでアルバイト
をして家計を助けている。家族は低所得者用フラットに住んでいるので家賃はかからない
が、水道・電気代を月に500バーツ支払っている。

－ 54 － － 55 －



［新規奨学生］
　　　氏　　　名　　　スジ・ブンガァード（16歳）
　　　学　　　年　　　高校　１年生　女子

【奨学生について】
１．当該奨学生のニックネーム：ジージー
２．性格：明るい性格で、勉強熱心である
３．健康状態：喘息がある

【家族構成】
　タナワン・ブンガァード　　　　継母　42歳　地域内幼稚園の教師 15,000バーツ／月
　スジ・ブンガァード　　　　　　本人　16歳　就学中
　クリアンサック・プットゲット　継弟　12歳　就学中

【奨学生の状況】
　ジージーは一人っ子である。ジージーの両親は彼女が生後20日目にして離婚。以後、
一切連絡をしてきていないのである。当初は祖母の下で育てられていたが、後にタナワン
が継母としてジージーを養育するようになったのである。ジージーは喘息があり、甲状
腺を患って毎月通院している。継母は地域内にある幼稚園の教師として働き、月に15,000
バーツの収入である。継母はジージーの他にもう一人養育しているが、最近継母自身も健
康上の問題（糖尿病、高血圧等）が出てきて、通院し始めているので、養育している子ど
もたちを抱えての暮らしはかなり厳しい方である。家族は70ライ地区にある自分の家に
住み、水道・電気代を月に1,000バーツ支払っている。

－ 54 － － 55 －



名前 性別 誕生日 年齢 学年

　1, アシュビニ インカネ 女子 1999年６月７日 18歳 看護大学２回生
　2, ニキタ ジャンバンドゥ 女子 1998年11月26日 19歳 大学１回生
　3, アカンシャ ウケ 女子 1999年11月13日 18歳 12年生
　4, ネハ ドク 女子 2000年６月11日 17歳 12年生
　5, カジャル ワグマレ 女子 2000年２月16日 17歳 12年生
　6, スネハ メシュラム 女子 1999年２月23日 18歳 12年生
　7, マンジュシャ メシュラム 女子 2002年10月10日 15歳 ９年生
　8, ルクシャ バンソドゥ 女子 2003年３月13日 14歳 ９年生
　9, パヤル サドメク 女子 2004年６月21日 13歳 ８年生
10, ゴータム モドガレ 男子 2006年４月４日 11歳 ６年生
11, ロヒト メシュラム 男子 2003年６月３日 14歳 ８年生
12, プラシク メシュラム 男子 2000年６月25日 17歳 10年生
13, ヴィカス モトガレ 男子 2000年３月３日 17歳 12年生
14, プラヴィン メシュラム 男子 1996年４月７日 21歳 大学１回生
15, プラガティ ムーン 女子 1999年８月17日 18歳 理工学部３回生
16, プジャ ガヌヴィル 女子 1998年８月10日 19歳 大学１回生
17, パッラヴィ ムーン 女子 1998年３月23日 19歳 理工学部３回生
18, マヘシュ カネカル 男子 2000年６月20日 17歳 12年生
19, プラフル ワグマレ 男子 1997年７月３日 20歳 薬学課１回生
20, ロヒト ダンヴィジャイ 男子 1992年５月26日 25歳 理工学修士２回生
21, シュバム モトガレ 男子 2005年３月８日 12歳 ６年生
22, ニトゥ バドワイク 男子 2006年６月７日 11歳 ７年生
23, クンマント バドワイク 男子 2004年11月21日 13歳 ９年生
24, アンシュル メネラオ 男子 2008年７月12日 ９歳 ６年生
25, アシュヴィニ マネラオ 女子 2008年２月19日 ９歳 ８年生
26, クナル パチャレ 男子 2001年２月18日 16歳 11年生
27, アディティヤ ダヒワレ 男子 2001年８月21日 16歳 11年生
28, アミト パチャレ 男子 2002年10月31日 15歳 10年生
29, プリヤンカ シェンデ 女子 1999年２月６日 19歳 12年生
30, ピユシュ バンソド 男子 1999年５月24日 18歳 12年生
31, プラシク バンソド 男子 2000年９月11日 17歳 10年生
32, パラス チャチャネ 男子 2012年３月11日 ５歳 ２年生
33, スボド ダヒワレ 男子 1998年12月10日 19歳 12年生
34, ナンディニ パチャレ 女子 2008年４月10日 ９歳 ２年生
35, スワディプ パティル 男子 2008年６月22日 ９歳 ３年生
36, キルティ メシュラム 女子 1997年９月５日 20歳 12年生
37, アシュヴィニ パチャレ 女子 2003年５月20日 14歳 10年生

パンニャ・メッタ子供の家在園者名簿
（2018年２月14日現在）
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パンニャ・メッタ学園在籍者数一覧
２０１７年１１月現在、保育園(１学年)・幼稚園(２学年)及び１年生か

ら１０年生の許可を(１年～４年が小学校、５年～１０年が中学校)得て運営。

保育園 １年生(小学校) ５年生(中学校) ９年生(中学校)

男子 ７名 男子 ３６名 男子 ３９名 男子 ３０名

女子 ９名 女子 １２名 女子 １０名 女子 １３名

小計 １６名 小計 ４８名 小計 ４９名 小計 ４３名

幼稚園(年少) ２年生(小学校) ６年生(中学校) １０年生(中学校)

男子 １５名 男子 ３８名 男子 ３５名 男子 ３２名

女子 １０名 女子 １０名 女子 １２名 女子 １５名

小計 ２５名 小計 ４８名 小計 ４７名 小計 ４７名

幼稚園(年長) ３年生(小学校) ７年生(中学校)

男子 ３５名 男子 ３６名 男子 ３６名

女子 １１名 女子 １２名 女子 ３０名

小計 ４６名 小計 ４８名 小計 ６６名

４年生(小学校) ８年生(中学校)

男子 ３５名 男子 ４０名

女子 １０名 女子 １０名

小計 ４５名 小計 ５０名

【総 合 計】 男子 ４１４名 女子 １６４名 総計 ５７８名
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平成23年度支援登録者

○継続支援（５年間の支援）※平成23年度～平成27年度

【一　般】青木敏子、瀧裕善【延暦寺一山】延命院・獅子王圓泰

【京　都】覚圓院・奥村慶淳【兵　庫】普門寺・藤本恵祐【岡　山】新龍寺・一色教圓

【神奈川】妙圓寺・池田正顕【東　京】最勝寺・山田俊和、圓珠院・杉谷義恭

【南　総】延寿寺・白川良威【埼　玉】圓能寺・光栄純映

○一括支援（15万円一括の支援）

【栃　木】淨光寺・植木善見、植木豪見

○一時支援（継続、一括以外の支援）

【一　般】萱島宏美、原田孝【茨　城】西福寺一隅会【陸　奥】延壽院・山本峰聖

平成24年度支援登録者

○継続支援（５年間の支援）※平成24年度～平成28年度

【一　般】内藤巧、松下澄旺・慶純【滋　賀】金剛輪寺・濱中大樹

【京　都】妙法院門跡・菅原信海【兵　庫】兵庫教区寺庭婦人会

【九州東】金光明寺・廣瀬邦照【信　越】願王寺・萱垣寿満子

【神奈川】本覺寺・河村隆哲【東　京】本覺院・大照晃順、東福寺・清水都嗣

【群　馬】安養寺・船戸義澄、安養寺「にんげん」の会、常住寺・薗實丞

○一括支援（15万円一括の支援）

【一　般】石井英章、瀧良英

【東　京】圓通寺・瀧良英、永安寺・金子聡秀･教子、玉泉寺・浮岳貞昭、玉泉寺檀信徒会

【栃　木】淨光寺・植木善見、植木豪見【陸　奥】東雲寺・山田清隆

○一時支援（継続、一括以外の支援）

【一　般】石津嘉昭、岩沢秀子、佐藤光一、清水亨桐、原田孝

【京　都】寂光院・瀧澤智明【群　馬】正善寺・齋藤崇謙

【茨　城】西福寺・志鳥融光【陸　奥】延壽院・山本峰聖

平成27年度（第20回）教育里親制度ご支援者名簿（教区順・敬称略）

※寺院名は登録時のものを記載しています
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 平成25年度支援登録者

○継続支援（５年間の支援）※平成25年度～平成29年度

【一　般】谷口清、平賀敬敏、中農弘三【南　総】法興寺・中村守正、能満寺・髙橋隆叡

○一括支援（15万円一括の支援）

【一　般】笹生君枝、谷本千恵【群　馬】興禪寺・権頭俊澄

○一時支援（継続、一括以外の支援）

【一　般】清水亨桐、原田孝、野村幸恵、丹野大【京　都】寂光院・瀧澤智明

【茨　城】西福寺・志鳥融光【陸　奥】延壽院・山本峰聖

平成26年度支援登録者

○継続支援（５年間の支援）※平成26年度～平成30年度

【一　般】岡本佳治・容子、高田孝太、高田美恵子【北　総】佛法寺・杉山幸雄

○一括支援（15万円一括の支援）

【一　般】峯岸正幸、安井和三郎

○一時支援（継続、一括以外の支援）

【一　般】牛島文子、佐藤光一、松下滋男、原田孝、清水亨桐、津布久伊佐夫、安部利昭

【群　馬】正善寺・齋藤崇謙【茨　城】西福寺・志鳥融光【陸　奥】延壽院・山本峰聖

平成27年度支援登録者

○継続支援（５年間の支援）※平成27年度～平成31年度

【一　般】平野由美子【神奈川】妙樂寺・溝江光運【栃　木】観明寺・勝呂俊裕

【陸　奥】永泉寺・中臣亮啓【山　形】性相院・後藤隆田

○一括支援（15万円一括の支援）

【一　般】平野由美子【東　京】玉泉寺・浮岳貞昭、玉泉寺檀信徒会

【茨　城】長松寺・池田晃隆、來迎院・小川晃史

○一時支援（継続、一括以外の支援）

【一　般】大塚基司、佐藤光一、原田孝、曹洞宗・勢國寺【兵　庫】清水寺・清水谷善英

【信　越】長岳寺・入亮純【茨　城】西福寺一隅会【陸　奥】延壽院・山本峰聖
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平成28年度支援登録者

○継続支援（５年間の支援）※平成28年度～平成32年度

【一　般】青木敏子、ダイセーロジスティクス株式会社、株式会社重田実業

【延暦寺一山】延命院・獅子王圓泰【京　都】覺圓院・奥村慶淳

【兵　庫】普門寺・藤本恵祐【岡　山】新龍寺・一色教圓【神奈川】妙圓寺・池田正顕

【東　京】最勝寺・山田俊和、圓珠院・杉谷義恭

○一括支援（15万円一括の支援）

【一　般】日本橋室町若旦那会【兵　庫】鶴林寺・幹榮盛【埼　玉】實相院・髙栁妙眞

○一時支援（継続、一括以外の支援）

【一　般】藤原美紀、安部利昭、佐藤光一、清水亨桐、杷野光貴、和田泰

【一　般】重松裕子、矢島裕子【茨　城】西福寺一隅会【陸　奥】延壽院・山本峰聖

平成29年度支援登録者　※平成30年１月現在

○継続支援（５年間の支援）※平成29年度～平成33年度

【一　般】ジングラス広美、松下澄旺・慶純【京　都】前妙法院門跡・菅原信海

【兵　庫】兵庫教区寺庭婦人会【九州東】金光明寺・廣瀬邦照

【信　越】願王寺・萱垣寿満子【神奈川】本覺寺・河村隆哲【東　京】東福寺・清水都嗣

【群　馬】安養寺・船戸義澄、安養寺「にんげん」の会、常住寺・薗實丞

【陸　奥】永清寺・土井賢亮

○一括支援（15万円一括の支援）

【一　般】石井英章【東　京】永安寺・金子聡秀･教子【茨　城】安樂寺・渡辺俊晟

【栃　木】淨光寺・植木善見、植木豪見【陸　奥】東雲寺・山田清隆

○一時支援（継続、一括以外の支援）

【一　般】清水亨桐、佐藤光一、久田佐知子、向井浩、安部利昭

【三　岐】朝田寺・新田義哲【群　馬】安樂寺・大澤祐敬、恩行寺・竹村興肇

【茨　城】來迎院・深谷尚永、安樂寺・渡辺俊晟【陸　奥】延壽院・山本峰聖

平成28年度（第21回）教育里親制度ご支援者名簿（教区順・敬称略）
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　　　　　　　　　　　　皆さまには、平素『教育里親制度』へのご理解、ご協力くださ

　　　　　　　　　　　いますこと心より厚く御礼申し上げます。

　本年も平成27年度中にお預かりしました「里親育英金」より、タイの「プラティープ財

団」インドの「パンニャ・メッタ子供の家」へ総額2,160,000円をそれぞれ報告のとおり送

金させていただきました。第20回目となります継続支援が前年度同様にできましたことは、

75名の支援者の方々のおかげと重ねて感謝申し上げます。

　タイやインドの国内情勢は相変わらず混沌とした様相であり、都市部と農村部の経済格

差は益々広がる一方です。そのしわ寄せはやはり子どもたちにむけられ、家庭の経済的理

由によりまともな教育を受けられず、子どもたちが犯罪に手を染め、あるいは犯罪に巻き

込まれていくという悪循環がくりかえされています。

　そのような状況の中、タイの「プラティープ財団」では40年、インドの「パンニャ・

メッタ子供の家」では30年にわたりこの問題に取り組み、教育支援を通してたくさんの子

どもたちへ大人になり社会人としてどう生きるかとの大きな夢と希望を与え続けておられ

ます。巣立っていった子どもたちは国のあらゆる要職につき、社会を支えていく大事な人

材に育っているようです。

　教育支援を柱とした取り組みへのサポートは一隅を照らす運動の中心ともいうべき活動

であります。一隅を照らす運動では、これからも伝教大師のみ教えとご精神に基づき、こ

の『教育里親制度』を通じて、子どもたちが学ぶことの喜びを感じ、感謝の気持ちととも

に育ち、社会に貢献できる人となることを願い、皆さまと共に支援を続けてまいりたいと

存じます。この活動の輪がますます広がり、一人でも多くの子どもたちの夢が叶いますよ

う皆さまの末永いご支援とご協力をお願い申し上げます。

一隅を照らす運動総本部長　　森　定　慈　仁
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教育里親募集のお願い
　一隅を照らす運動総本部「地球救援事務局」では、国外の恵まれない子どもたちのために
『教育里親制度』の協力者を募集しています。世界には、貧しさや不幸な家庭環境のために
教育を受ける機会を失っている子どもたちが沢山います。子どもたちは、これからの地球の
未来を担う「宝物」です。あなたの真心のこもった支援金を子どもたちのために分けて下さい。
　登録は「個人」のほか、檀信徒会やご詠歌会などの「グループ」でも結構です。
　この支援は、年額３万円（１口）を５年間継続してご支援いただくことを原則としており
ますが、金額の多少にかかわらず、一時的な支援も受け付けております。

◎継続支援：年額３万円（１口）を５年間
◎一時支援：任意　合計支援額３千円以上から報告書送付
◎支 援 先：＊ドゥアン・プラティープ財団（タ　イ）
　　　　　　＊パンニャ・メッタ子供の家（インド）
◎申込方法：総本部へご連絡下さい。
　　　　　　申込書と関係資料をお送りいたします。
◎申 込 先：一隅を照らす運動総本部
　　　　　　〒520-0113  滋賀県大津市坂本4-6-2
　　　　　　TEL:077-579-0022  FAX:077-579-2516
◎振替口座：０１０５０－１－６９５０５
　　　　　　一隅を照らす運動総本部
　　　　　　地 球 救 援 事 務 局

●この教育里親制度は、皆様からの支援金
を総本部が取りまとめて、責任をもって
支援先に届ける制度です。
●里親として登録いただいた方には、年額
３万円（１口）を５年間継続してご支援
をお願いします。
●里親の方には、子どもたちからの手紙等
を掲載した支援報告書をお届けします。
●一時支援の方には、送金いただいた年度
の支援報告書をお届けします。
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