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　2018年８月27日は、私たちクロントイに住む人々にとっては一生忘れられない日となり
ました。タイ王室よりウボンラット王女をお迎えして、国内外から駆けつけられた大勢のご
支援者、財団関係者、地域住民たちとともに財団設立40周年の式典が開催されたことです。
長年にわたって「教育里親」をお引き受けいただいているご支援者の皆さま方には自費でご
参加され、特に日本から記念式典のためにお越しいただいたご支援者の皆さまには心から盛
大な祝福をいただき、大変感銘を受けました。式典開始前の会場は激しい雨に見舞われ、参
列者は厳しい警備にもかかわらず、静粛にウボンラット王女のご到着をお待ちいたしまし
た。開始時刻になると、降り続いていた雨が止み、会場は王女のお迎えにふさわしく厳かな
雰囲気が漂い、王女よりご支援者の方々に「感謝状」が授与されました。
　天台宗一隅を照らす運動総本部の皆さまは、30年以上前からタイ社会における様々な問題
を理解され、麻薬の更生施設としてスタートした「生き直しの学校」チュンポーン校に対し
て支援の手を差し伸べてくださいました。1990年には農業貯水池、青少年たちの宿舎、ゴ
ム園・アブラヤシ園・コーヒー園・マンゴスチン園など自給自足事業を推進いただき、弛ま
ぬ激励を受けております。さらに、1997年から現在に至っては教育奨学金471人（2,115口）
支援を継続されており、財団設立40周年記念の2018年には「一時支援金」としてご協力い
ただき、101口の奨学金に当てることができました。こうして、奨学金を得るチャンスから
立派に大学を卒業したクリアンクライ・パラソンティさんを紹介いたします。彼は大学から
さらに修士課程を修了し、テクノロジー・ラーチャモンゴン・クルンテープ大学の准教授の
職に就き、当財団理事会の理事に就任し、タイ社会で活躍しています。学ぶことがいかに大
切かを実践してきた奨学生たちは、今大きく飛躍していますが、学びたい気持ちがあって
も、貧しい家庭の彼らを支える力（ご支援者）がなければ彼らの夢は決して実ることはない
でしょう。
　天台宗一隅を照らす運動総本部の皆さまは、多大な慈悲と助け合いの心を持っておられる
人間としての見本であると思っております。

合掌

財団設立４０周年記念にあたり
～里親様たちの弛まぬご支援に感謝をこめて～

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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　ＰＭＳ（パンニャ（智恵）メッタ（慈悲）サンガ（集まり））が中部インド・ナグプー
ル県及びバンダラ県を拠点にインド各地で行なっております教育支援、社会福祉、医療活
動等にご賛同いただき多大なるご支援をたまわっておりますこと、衷心より御礼申し上げ
ます。その中でもパンニャ・メッタ子供の家（孤児院）及びパンニャ・メッタ学園運営に
際しまして、長期にわたりひとかたならぬご協力いただいておりますことに重ねて御礼申
し上げます。1991年に開園しましたパンニャ・メッタ子供の家には、継続して男子20人女
子17人が在籍しておりますが、これまでに巣立った子どもたちの数は200人を超えておりま
す。パンニャ・メッタ・サンガは在園中に彼らに常に釈尊の教えである慈悲、平等また、
伝教大師様が説かれました「己を忘れて他を利する」、「一隅を照らす」人になるように
教育しています。高校、専門学校や大学を卒業、自立のめどがついた時点で彼らは子供の
家を巣立ち生活をするのですが、子供の家で受けた教えの甲斐あってでしょうか自分たち
の自立、幸福のみを追求するのではなく常に他の人の幸せを考え、一隅を照らす人間にな
ることを念頭に日々の生活を送っています。
　子供の家は1991年に開園。紆余曲折を幾つも乗り越えての27年ですが2018年４月にゴー
タムとテジュが結婚しました。ゴータムは第１期生として1991年に３歳で入園25年以上
子供の家に在園、ナグプール大学法学部の修士を卒業、現在は弁護士として働いていま
す。奥さんになったテジュも15年以上子供の家に在園、大学を卒業、現在は働きながら上
級公務員になるための受験勉強をしています。今までもこのようなケースが幾組かありま
したが今後はますます増えるのではないかと思われます。パンニャ・メッタ・サンガ関係
者一同が子どもたちを我が子同様に育てており、その子どもたちが結婚という形で縁を結
ぶと言う事は我々にとりましても無上の喜びです。現在在園する子どもたち、またこれか
ら入園する子どもたちも同様に自己自立と「己を忘れて他を利する」の気持ちで生涯を送
れるように、育てたいと考えています。幼児の時に培った感情は生涯を通して持ち続ける
と言われており、子供の家の子どもたちも卒園後もその思いを貫いてくれると確信してい
ます。同様に現在在園している子ども達も学業に励むことが自分たちの本分と心得ており
学校での学習だけでなく必要な子どもは学士塾に行き、家庭学習にも余念がありません。
賛否両論がありますが、世界規模で子どもたちが毎日学習に費やす時間の格差はかなり大
きく、パンニャ・メッタ子供の家の子どももこの現状に違う事はありません。また、パン
ニャ・メッタ学園には539人が在籍しており、その大半が貧困家庭の子ども達。以前、社
会福祉で運営している学校の責任は簡単な読み書き九九を教える程度とされていましたが
現在は学費等をどれだけ低くして高等教育を施す事が出来るかに変わっています。パン
ニャ・メッタ学園は保育園、幼稚園、小学校、中学校（マハラシュトラ州にあっては１年
生から４年生までが小学校、５年生から10年生まで中学校）を1994年より運営していま
す。中学校卒業時の彼らの成績を見てもパンニャ・メッタ学園在学時に恵まれた環境で高
等教育を受けていた事を知る事ができます。パンニャ・メッタ子供の家にしろパンニャ・
メッタ学園にしろ自分たちの置かれている現状を自覚し、将来自身の幸福のためにまた社
会の一員として自分が何をすべきかをよく理解しています。彼らの夢と希望を叶えるべ
く、私たち協会関係者一同も精進したいと思います。子どもたちの想い、パンニャ・メッ
タ・サンガの現状をご理解いただき継続してのご協力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２８年度（第２１回）教育里親制度支援報告

平成２８年度教育里親制度 収入支出

収 入 金 ４，９３６，５１４ 円
支 出 金 ２，１６０，０００ 円

収入支出差引額 金 ２，７７６，５１４ 円（次年度繰越金）

教育里親支援金収入内訳

【１】平成２８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24年度 (第17期) 継続支援 5回目 27 ８１０，０００
平成25年度 (第18期) 継続支援 4回目 8 ２４０，０００
平成26年度 (第19期) 継続支援 3回目 7 ２１０，０００
平成27年度 (第20期) 継続支援 2回目 11 ３３０，０００
平成28年度 (第21期) 継続支援 1回目 19 ５７０，０００
平成28年度 (第21期) 一時支援 １，６０６，５１４
一 括 支 援 預 り 金 １，１７０，０００

計 72 ４，９３６，５１４

＊継続支援・・・ １口 ３万円 × ５ヶ年

【２】平成２８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24年度 (第17期) 一括支援 1年分 13 ３９０，０００
平成25年度 (第18期) 一括支援 2年分 3 １８０，０００
平成26年度 (第19期) 一括支援 3年分 3 ２７０，０００
平成27年度 (第20期) 一括支援 4年分 6 ７２０，０００
平成28年度 (第21期) 一括支援 5年分 3 ４５０，０００
継 続 支 援 繰 入 金 28 ▲８４０，０００

計 １，１７０，０００

＊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２８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　　　Suwannaa Malai
　　　学　　　年　　　高等専門学校　５年生　女子
　こんにちは。私は高等専門学校で学んでいます。私は証券関係に興味を持っています。将来
的にビジネスをしていく上でとても必要な知識になります。以前は決して熱心に勉強する方で
はなかったのですが、今は違います。里親様には、私に対して教育奨学金を支援いただき、本
当にありがとうございます。これからはもっと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をお祈りいたします。

　　　氏　　　名　　　Jakraphan Khotraprathum
　　　学　　　年　　　大学　３年生　男子
　こんにちは。里親様は元気ですか。この新学期から僕は大学３年生に進級します。これまで
の間、僕は大学でたくさんのことを学んでくることが出来ました。今この手紙を書いている暑
季休暇期間中、僕はパートタイムの仕事をして、勉強以外のことを経験しています。また、タ
イの４月は特に暑いのですが、今年は特別に暑いです。ソンクラーン（タイの新年）は仕事が
あるため、皆と一緒に水かけ遊びはできません。里親様はお変わりないと思いますが、これか
らも健康に気をつけてお過ごしください。それでは、里親様とご家族の皆さんのお幸せ心より
お祈りしています。

　　　氏　　　名　　　Watcharothon Phungsombat
　　　学　　　年　　　大学　２年生　女子
　こんにちは。この手紙を書いている今は、大学も暑季休暇中です。家に帰り、一週間ゆっ
くりとして、早速パートタイムの仕事をしています。仕事はドリンク類を売るコーヒーショッ
プで１日に８時間働いて、360バーツを得ています。いろんなことを学ぶ機会にもなっていて、
人間関係についても知ることができます。仕事が休みのときには家にいて、家事を手伝ってい
ます。それでは里親様のお幸せとご健康をお祈りいたします。

　　　氏　　　名　　　Chalotorn Sonnoi
　　　学　　　年　　　大学　２年生　女子
　こんにちは。里親様はお元気ですか。私と家族は元気にしています。ただ私は大学生になっ
て株式市場の数字に関する勉強が段々と難しくなってきていますが、自分のために一生懸命勉
強しています。また、私は家計の負担を軽くするためにアルバイトもやっていて、月に6,000
バーツ（日に300バーツ）得て、勉強と仕事を両立するように頑張っています。まもなく新学
期が始まりますが、アルバイトも続けていき、勉強の方も一生懸命努力していきます。そして、
必ず大学４年で卒業することを約束します。それでは、里親様のご健康をお祈りいたします。

　　　氏　　　名　　　Jiratip Wongsamran
　　　学　　　年　　　専門学校　２年生　男子
　こんにちは。僕はジラティップ・ウォンサムラーンです。この新学期から職業専門学校２年
生に進級します。また、僕の学校では研修期間に入り、The Wind Holidayというホテルで研修
を受けています。ホテルでは清掃係を担当し、次の月にはフロントオフィスで研修になります。
研修のことを父親に話しました。休憩には父親に代わって洗濯や掃除などの家事を手伝います。
それでは、里親様のご健康をお祈りいたします。

ドゥアン・プラティープ財団奨学生
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　　　氏　　　名　　　Anatthachai Tertthai
　　　学　　　年　　　高校　３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。この手紙を書いている時期は
暑季休暇期間中で約３ヶ月あり、この後には新学期がスタートします。休み期間中、僕は母と
一緒に働いて得たお金を貯めて少しでもお小遣いにします。高校もあと１年で卒業し、大学に
進学します。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。
それでは、里親様にはお元気でお過ごしください。

　　　氏　　　名　　　Phimphon Suwanjaruen
　　　学　　　年　　　高等専門学校　１年生　女子
　こんにちは。私はピムポーン・スワンチャルーンです。この春、私は職業専門学校３年を卒
業し、新学期から高等専門学校１年に進学します。私は自分の将来のためにたくさん勉強して
いかないといけません。卒業後にはきっと適切な仕事を見つけることができるからです。ここ
で改めて里親様には私に対して教育奨学金を支援していただき、本当に感謝しております。こ
れからも里親様のご厚意にこたえるためにも私は一生懸命勉強していきます。それでは、里親
様、皆さんのご健康とお幸せを心よりお祈りいたします。

　　　氏　　　名　　　Anatdaa Phonmafuang
　　　学　　　年　　　中学　３年生　女子
 こんにちは。この新学期から私は中学３年生に進級します。中学２年の学期末試験の結果、私
の成績は総合評価「3.43」（最高は「４」）でした。中学３年にはもっと一生懸命勉強してい
きたいと思います。きっと里親様はもちろんのこと両親も喜んでくれるでしょう。この手紙を
書いている今は暑季休暇中なので、復習をしたり、掃除や炊事などの家事を手伝います。また、
午後３時には両親の物売りの準備をします。授業がスタートすれば私は勉学に励んでいきます。
それでは、里親様のご健康をお祈りいたします。

　　　氏　　　名　　　Thirasak Phuulek
　　　学　　　年　　　中学　２年生　男子
　こんにちは。里親様はお元気ですか。僕と家族は元気にしています。中学１年の時の成績は
あまり良くなかったので、新学期から中学２年生に進級するので、僕自身の将来のために一生
懸命勉強していきたいと思います。里親様はもちろん、両親の期待にこたえるためにも頑張り
ます。この手紙を書いている今は暑季休暇中なので、家事を手伝ったり、復習をしたり、田舎
にいる母を訪ねます。僕はとても幸せです。それでは、里親様のご健康をお祈りいたします。

　　　氏　　　名　　　Sittideht Letwiriya
　　　学　　　年　　　大学　２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。僕は大学では経営学部で学ん
でいます。この手紙を書いている今は暑季休暇中です。休暇中、僕は家にて祖母の手伝いをし
ます。祖母は家事を全部しているので、僕にできることで手伝うのですが、時には大学に行く
こともあり、なかなかアルバイトができません。新学期から僕は大学２年生に進級します。僕
は大学を卒業できるまで一生懸命勉強していきたいと思います。それでは、里親様のお幸せを
心よりお祈りいたします。
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　　　氏　　　名　　　Apisit YimFoungFeng
　　　学　　　年　　　専門学校　２年生　男子
　こんにちは。里親様には僕に対して教育奨学金を支援いただき、本当にありがとうござい
ます。奨学金は学校で必要な教材を求めるために大切に使います。僕はこれからも真面目に一
生懸命勉強していくことを約束します。この新学期から僕は職業専門学校２年生に進級します。
僕は家計を助けるためにすでに３ヶ月間働き、３ヶ月間勉強してきました。それでは、里親様、
ご家族の皆さんのご健康をお祈りいたします。

　　　氏　　　名　　　Waranda Thongsang
　　　学　　　年　　　中学　２年生　女子
　こんにちは。私はワーラッダー・トーンサンです。里親様には私に対して教育奨学金を支
援いただき、本当にありがとうございます。この手紙を書いている今は暑季休暇中なので、私
は健康になりお姉さんたちと一緒にアルバイトもできるようになりました。学期末試験の結
果、私の成績は総合評価で「3.61」（最高は「４」）でした。私はとても嬉しかったです。ま
た、プラティープ財団の活動には仕事があるためしばらく参加していません。土曜日と日曜日
には年下の子たちの面倒を見ています。まもなく授業がスタートするので、私はこれまで以上
に成績が良くなるように頑張ります。それでは、里親様のお幸せをお祈りいたします。

　　　氏　　　名　　　Panyathip Wiirathamkun
　　　学　　　年　　　高校　２年生　女子
　こんにちは。里親様には本当に感謝しています。また、今回は里親様にいろいろな話を伝
えたいです。家計を助けるためにアルバイトを始めました。水道・電気代に使ったり、自分で
物売りをしたお金は貯金して、日々のお小遣いに役立てるためです。家の前でバーベキューを
作って売ることにより、とてもよい経験となっています。慎重に考え、忍耐強くなります。こ
れからも私はいろいろな経験を積んでいくようにし、勉学にも励んでいきます。それでは、里
親様、ご家族の皆さんのお幸せとご健康をお祈りいたします

　　　氏　　　名　　　Jirayapa Khamnueng
　　　学　　　年　　　中学　１年生　女子
　こんにちは。私はジラヤーパー・カムヌンです。ニックネームはフィムといいます。里親
様にお手紙を書くことができ、とても嬉しいです。この春私は小学校を卒業し、新学期から中
学１年生に進学します。里親様のご厚意にこたえるためにも、私は一生懸命勉強していきます。
里親様には私に対して教育奨学金を支援いただき、本当にありがとうございます。それでは、
里親様、ご家族の皆さんのご健康をお祈りいたします。

　　　氏　　　名　　　Chisanupong Wongsa
　　　学　　　年　　　小学　５年生　男子
　こんにちは。里親様はお元気ですか。そちらの気候はいかがですか。僕は元気にしています
が、体調を崩すこともあります。タイの気候は暑かったり雨が降ったりなので、たいへん難し
いです。この手紙を書いている今は暑季休暇中で、４月ですが、この期間に音楽の練習をして
います。僕は音楽が大好きなので、授業が始まっても放課後に練習をします。僕の成績は中位
で、昨年の前期は「3.36」、後期は「3.30」（最高は「４」）でした。僕は全力を尽くして真
面目に一生懸命勉強していくことを約束します。

－ 6 － － 7 －



　　　氏　　　名　　　Pakonlam Chaimontri
　　　学　　　年　　　中学　１年生　男子
　こんにちは。僕はパコーンラム・チャイヤモントリーです。里親様にお手紙を書くことがで
きて、僕はとても嬉しいです。里親様には僕に対して教育奨学金を支援いただき、本当にあり
がとうございます。僕は一生懸命勉強していくことを約束します。この新学期から僕は中学１
年生に進学します。この手紙を書いている今は暑季休暇中なので、僕は家にいて祖父母の面倒
を見ます。母は働きに出ます。時間があれば、僕は地域のグラウンドに行き、友達と一緒に
サッカーの練習をします。それでは、里親様のご健康をお祈りいたします。

　　　氏　　　名　　　Phairot Malaiwong
　　　学　　　年　　　中学　２年生　男子
　こんにちは。里親様には僕への教育奨学金を支援していただき、本当にありがとうございま
す。この手紙を書いている今は暑季休暇中なので、僕は父親の仕事である10トントラックの
荷物を紐で結ぶ作業を手伝っています。とてもたいへんですが、出来ることをやるようにして
います。仕事が終わると身体を休め、疲れ気味の時には薬を飲んで休養します。余暇には家族
と一緒に家で過ごします。まもなく新学期がスタートし、中学１年から中学２年に進級します。
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　　　Phuriphat Phonsuk
　　　学　　　年　　　小学　６年生　男子
　こんにちは。僕はプーリパット・プーンスックです。この春僕は小学５年生を終え、新学期
から小学６年生に進級します。この手紙を書いている今は暑季休暇中で、僕は祖母と一緒に家
にいて家事を手伝います。授業がスタートすれば、祖母も僕のために稼がないといけませんが、
祖母も年老いてきて難しくなってきています。祖母からはしっかりと勉強しなさいといつも言
われています。里親様には僕に対して教育奨学金を支援いただき、本当にありがとうございま
す。

　　　氏　　　名　　　Wichai Boonnoi
　　　学　　　年　　　中学　１年生　男子
　こんにちは。里親様には僕に対して教育奨学金を支援いただき、本当にありがとうございま
す。新学期から僕はもう一度中学１年生として学びます。学期末試験にパスすることが出来な
かったのです。今年こそ僕は一生懸命勉強していきたいと思います。ここ１年間、僕は体力が
弱ってきた祖母の面倒を見ていたからです。服用する薬を病院に取りに行ったりもしたため、
授業を休むことが多くなって、クラスのみんなの授業に追いついていくことが出来ませんでし
た。それでは、里親様、ご家族の皆さんのお幸せをお祈りいたします。

　　　氏　　　名　　　Ratchata Sonklin
　　　学　　　年　　　小学　６年生　男子
　こんにちは。僕はラッチャタ・ソーングリンです。ニックネームはイットといいます。この
手紙を書いている今は暑季休暇中なので、僕は家にいて掃除や食器洗い、年下の子の面倒を見
るなどを手伝っています。僕の成績は良い方ですが、これまで以上に頑張っていくことを約束
します。里親様はお元気ですか。僕は元気にしています。それでは、里親様、ご家族の皆さん
のお幸せをお祈りいたします。

－ 6 － － 7 －



　　　氏　　　名　　　Naphitchaya Sattabut
　　　学　　　年　　　中学　１年生　女子
　こんにちは。私はナピチャナー・サタブットです。今、チュムチョン・ムーバン・パッタ
ナー学校の中学１年生です。私は、タイ舞踊の代表に選ばれました。勉強も今よりも成績が上
がるように頑張りたいと思います。私の両親は、離婚をしており、今私は祖父母と一緒に暮ら
しています。年度末の休み中、お菓子代を稼ぐために祖母と一緒にアルバイトに行きました。
私は、将来お菓子を作るパティシエになりたいと思っています。最後になりましたが、私のた
めに教育奨学金を支援いただきまして、どうもありがとうございます。私は、里親様をがっか
りさせないように一生懸命勉強します。里親様とご家族の皆様のご健康をお祈りいたします。

　　　氏　　　名　　　Nattharika Pa-Om-Thong
　　　学　　　年　　  小学　３年生　女子
　こんにちは。この手紙を書いている今は暑季休暇中なので、私は母と祖母の物売りや家事の
手伝いをしたり、年下の子たちの面倒を見ています。この新学期から私は小学３年生に進級し
ます。これからも一生懸命頑張っていきます。それでは、里親様のご健康をお祈りいたします。

　　　氏　　　名　　　Thanita Bunlaor
　　　学　　　年　　　小学　６年生　女子
　こんにちは。里親様には私に対して３年目の教育奨学金を支援いただき、本当にありがとう
ございます。里親様はお元気でいらっしゃいますか。私はおかげさまで元気にしています。暑
季休暇期間中には母親に代わって家事を手伝います。私は一生懸命勉強していくことを約束し
ます。時間があれば、いつも本を読みます。そして、機会がありましたなら、里親様に一度お
会いしたいと思います。それでは、里親様のご健康と多幸を心よりお祈りいたします。

　　　氏　　　名　　　Faarong Klaiyruen
　　　学　　　年　　　小学　５年生　女子
　こんにちは。里親様はお元気でいらっしゃいますか。私はおかげさまで元気にしています。
今、私は小学５年生として学んでいます。この手紙を書いている今は暑季休暇中です。私は家
族に代わって家事を手伝います。時々祖母と兄弟の面倒をみることがあります。今、両親と祖
母と兄弟たちと一緒に暮らしています。とても嬉しいです私は一生懸命勉強しようと思います。
それでは、里親様のご健康と多幸を心よりお祈りいたします。

　　　氏　　　名　　　Kochakorn Petklanpanow
　　　学　　　年　　　小学　５年生　女子
　こんにちは。今、私は小学５年生として学んでいます。前期の成績は2.59（最高は「４」）
です。私はもっと一生懸命勉強して、良い成績をとりたいと思います。里親様のご親切にこた
えるためにも頑張って勉強していくことを約束します。里親様には私に対して教育奨学金を支
援いただき、本当にありがとうございます。私は学校の教材などを購入するために、この奨学
金を大切に使います。

　　　氏　　　名　　　Peerada Mungpongphak
　　　学　　　年　　　中学　１年生　女子
　こんにちは。今、私はノンシーウィタヤー学校の中学１年生として学んでいます。この学校
の授業料がかなりかかり、私の家族には厳しいですが、里親様から教育奨学金を支援いただき、
本当に感謝しています。私は学校の教材などを購入するために、この奨学金を大切に使います。
私は真面目に一生懸命勉強することを約束します。それでは、里親様とご家族の皆さんのご健
康とご多幸を心よりお祈りいたします。

－ 8 － － 9 －



　　　氏　　　名　　　Nittayaporn Chaopothisa
　　　学　　　年　　　小学　５年生　女子
　こんにちは。里親様には、私に対して教育奨学金を支援いただき、本当にありがとうござい
ます。この新学期から無事に小学５年生に進級できます。ただ私の成績はあまり良くありませ
んでした。今年度からもう少し頑張って勉強するようにします。家にいる時には、家事を手伝
い、復習をたくさんするように心がけています。ところで、里親様はいかがお過ごしですか。
タイに来られるご予定はありますか。お会いできれば、嬉しいです。それでは、里親様、ご家
族の皆さんのお幸せとご健康をお祈りいたします。

　　　氏　　　名　　　Sainam Sanglek
　　　学　　　年　　　小学　５年生　女子
　こんにちは。私はサーイナム・セーンレックです。１０歳で、この新学期から小学５年生に
進級します。学期末試験の結果、私の成績は総合評価で「3.24」（最高は「４」）でした。里
親様には教育奨学金を支援いただき、本当にありがとうございます。里親様のご厚意にこたえ
るためにも、私は真面目に一生懸命勉強しています。そして、今まで以上に良い成績になれる
よう頑張ります。それでは、里親様のご健康とお幸せをお祈りいたします。

　　　氏　　　名　　　Pooriwat Ungsrikram
　　　学　　　年　　　小学　４年生　男子
　こんにちは。僕はプーリワット・ウンシリークラームです。ニックネームはオームといいま
す。僕の成績は良かったので、熱心に勉強してきたことがとても嬉しいですし、両親も喜んで
くれました。里親様には僕に対して教育奨学金を支援いただき、本当にありがとうございます。
これからも一生懸命勉強していきます。それでは、里親様のお幸せとご健康をお祈りいたしま
す。

　　　氏　　　名　　　Busakron Fengpong
　　　学　　　年　　　小学　４年生　女子
　こんにちは。この春私は小学３年生を終え、新学期から小学４年生に進級します。学期末試
験の結果、私の総合評価で「3.71」（最高は「４」）でした。里親様には、私に対して教育奨
学金を支援いただき、本当にありがとうございます。私は一生懸命勉強して大学まで卒業し、
仕事に就いて祖父母の面倒を見ていきたいと思います。里親様も私のことを応援してください。
それでは、里親様のお幸せとご健康をお祈りいたします。

　　　氏　　　名　　　Or-Wedeepan Nuupayan
　　　学　　　年　　　小学　４年生　女子
　こんにちは。私が家にいる時には、掃除や家事を手伝うことが大好きです。また、友達と一
緒に遊び、宿題もやります。学校では皆と一緒に色塗りやスポーツをやります。私は大学まで
勉強していきたいと思っています。それでは、里親様、ご家族の皆さんのお幸せをお祈りいた
します。

－ 8 － － 9 －



　　　氏　　　名　　　Kemmika Chan-ngam
　　　学　　　年　　　中学　３年生　女子
　こんにちは。私は里親様にお手紙を書くことが出来て、とても嬉しいです。この手紙を書い
ている今は、学期末試験も終わって暑季休暇に入ります。休暇中、私は家にいて家事を手伝い
ます。また、プラティープ財団では英語学習のコースがあり、私は学ぶことにしました。タイ
の新年（ソンクラーン）ですが、私は母と一緒に家にいます。里親様には私に対して教育奨学
金を支援いただき、本当にありがとうございます。私は自分の将来のために一生懸命勉強して
いくことを約束します。

　　　氏　　　名　　　Apichat Chaisiri
　　　学　　　年　　　小学　４年生　男子
　こんにちは。この新学期から僕は小学４年生に進級します。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ます。奨学金を支援いただき、本当にありがとうございます。隔週
土曜日にはプラティープ財団の活動に参加しています。時には両親と一緒にお寺に寄進に行っ
たりもします。家では家事を手伝います。僕は祖父母のことを両親（父、母）と呼んでいます。
それでは、里親様、ご家族の皆さんのお幸せをお祈りいたします。

　　　氏　　　名　　　Suphakorn Siengma
　　　学　　　年　　　中学　３年生　男子
　こんにちは。僕はスパゴーン・チィヤンマーです。僕は転校し、この新学期から中学３年生
に進級します。後期の試験結果、僕の成績は総合評価「3.63」（最高は「４」）でした。家族
は皆喜んでくれています。この手紙を書いている今は暑季休暇中なので、僕は家にいて熱心に
復習しています。これからも自分の目標に向かって勉学に励んでいくよう努力します。それで
は、里親様のお幸せとご健康をお祈りいたします。

　　　氏　　　名　　　Malika Koncham
　　　学　　　年　　　小学　５年生　女子
 こんにちは。この新学期から私は小学５年生に進級します。勉強の方も徐々に難しくなってき
ているので、毎日復習をするようにしています。また、私はインターネットゲームのクラブに
入りました。とても気に入り、楽しいものです。教師からは上手になれば試験に行けると言わ
れました。ところで、里親様はお元気ですか。私は元気にしています。これからは里親様のご
厚意にこたえるためにも、一生懸命勉強していきたいと思います。それでは、里親様のお幸せ
とご健康をお祈りいたします。

　　　氏　　　名　　　Piyamin Srisin
　　　学　　　年　　　小学　３年生　男子
　こんにちは。里親様、ご家族の皆さんはお元気ですか。僕と家族は元気にしています。僕
は真面目に、一生懸命勉強していきます。学期末試験の結果、僕はよい成績でした。それでは、
里親様のご健康をお祈りいたします。

－ 10 － － 11 －



　　　氏　　　名　　　Wanchai Keawklang
　　　学　　　年　　　小学　３年生　男子
　こんにちは。僕はワンチャイ・ゲーウグラーンです。ニックネームはボートといいます。里
親様はいかがお過ごしですか。僕は元気にしています。この手紙を書いている今は暑季休暇
中です。学期末試験の結果、僕はクラスで７番目、総合評価「3.52」（最高は「４」）でした。
僕は小説を読むことが大好きで、好きなスポーツはサッカー。絵を描くことも好きです。将来
は軍人になって両親の面倒を見ていきたいと思っています。家では、掃除や食器洗いなどを手
伝います。放課後にはタイの伝統楽器の練習をしています。僕は一生懸命勉強していきます。

　　　氏　　　名　　　Jirapon Bunpuek
　　　学　　　年　　　小学　３年生　女子
　こんにちは。私はジラーポーン・プンプアックです。年齢は８歳５ヶ月です。この新学期か
ら私は小学３年生に進級します。学期末試験の結果、私はクラスで１番目、成績の総合評価は
「3.76」（最高は「４」）でした。ところで、里親様はお元気でしょうか。里親様には、私に
対して教育奨学金を支援いただき、本当にありがとうございます。おかげ様で私はたくさんの
ことを学ぶことができ、友達もいます。これからもいろいろな知識を身につけていきます。そ
れでは、里親様のお幸せとご健康をお祈りいたします。

　　　氏　　　名　　　Anucha Jeetes
　　　学　　　年　　　小学　２年生　女子
　こんにちは。里親様には私への教育奨学金を支援いただき、本当にありがとうございます。
奨学金は学校で必要な教材などを購入するために役立てています。私は絵画が大好きで、特に
動物や漫画などを描いています。

　　　氏　　　名　　　Arada Keawkeow
　　　学　　　年　　　小学　２年生　女子
　こんにちは。里親様には私に対して教育奨学金を支援いただき、私はとても嬉しいです。私
は一生懸命勉強していきます。この手紙を書いている今は暑季休暇中ですが、私はどこへ遊び
にいくこともなく、家で復習や予習をしています。それでは、里親様、ご家族の皆さんのお幸
せをお祈りいたします。

　　　氏　　　名　　　Tanaporn Tongbai
　　　学　　　年　　　中学　３年生　女子
　こんにちは。私はタナーポーン・トーンバイです。この春私は中学２年生を終え、新学期か
ら中学３年生に進級します。私は今年から教育奨学金を受けることができ、とても嬉しいです。
奨学金は学校で必要な教材を求めていきます。里親様のご厚意にこたえるためにも、また私自
身の将来のためにも私は一生懸命勉強していきたいと思います。この手紙を書いている今は暑
季休暇中なので、私は近所の子どもの子守りをするアルバイトをして家計を助けるようにしま
した。里親様、どうもありがとうございます。それでは里親様のお幸せをお祈りいたします。

　　　氏　　　名　　　Boonrat Kerddee
　　　学　　　年　　　小学　４年生　女子
　こんにちは。私は里親様から教育奨学金を支援いただき、とても嬉しいです。私は一生懸命
勉強していきます。新学期から私は小学５年生に進級します。私は絵画が大好きですが、他の
科目も好きです。どの科目も成績が良くパスしていくように頑張ります。私は祖母と一緒に住
んでいるので、将来は祖母の面倒を見ていくつもりです。里親様、本当にありがとうございま
す。それでは、里親様、ご家族の皆さんのお幸せとご健康をお祈りいたします。

－ 10 － － 11 －



　　　氏　　　名　　　Wasupol Manmungyon
　　　学　　　年　　　小学　５年生　男子
　こんにちは。僕は、ワスポン・マンムンヨン、ニックネームはタイトルです。バーン・トゥ
グサーラー学校の小学５年生です。僕のために教育奨学金を支援いただきましてどうもありが
とうございます。奨学金は勉強に関することに役立てます。僕の家族はとても貧乏で父は、身
体障害者である兄の世話をしなければならず、母は既に亡くなっています。最後になりました
が、里親様とご家族の皆様が神様に見守られてご多幸でありますようにお祈りしています。

　　　氏　　　名　　　Nontakan Mouangsai
　　　学　　　年　　　小学　５年生　男子
　こんにちは。僕は、ナムタカーン・ムワンサーイです。バーン・トゥグサーラー学校の小学
５年生です。僕のために教育奨学金をご支援いただきましてどうもありがとうございます。僕
は今、祖父母と父と一緒に暮らしています。祖父母は、タイラーメンやチャーハン等を売る小
さな食堂をしています。学校が休みの日には僕もお客さんにお水を出したり、お皿洗いをして
手伝っています。最後になりましたが、里親様とご家族の皆様が神様に見守られてご多幸であ
りますようにお祈りしています。

　　　氏　　　名　　　Anchalee Wongsalai
　　　学　　　年　　　小学　６年生　女子
　こんにちは。私は、アンチャリー・ウォンサーラーイ、ニックネームはスタンプです。バー
ン・トゥグサーラー学校の小学６年生です。私のために教育奨学金をご支援頂いてどうもあり
がとうございます。奨学金は私の勉強のために役立てます。私達家族は裕福ではありません。
両親は日雇いの仕事をしていますが、収入はとても不安定です。ですから奨学金は大きな助け
です。最後になりましたが、里親様とご家族の皆様が神様に見守られてお幸せでありますよう
にお祈りしています。

　　　氏　　　名　　　Natthawat Kunsak
　　　学　　　年　　　中学　２年生　男子
　こんにちは。僕は、ナタワット・クンサック、ニックネームはナーイです。ウィスットラン
シー学校の中学２年生です。僕のために教育奨学金を支援いただきましてどうもありがとうご
ざいます。僕は里親様の教育奨学生になれて大変嬉しいです。奨学金は無駄遣いせずに僕の勉
強のために役立てます。最後になりましたが、里親様とご家族の皆様が神様に見守られてご健
康でありますようにお祈りしています。最後にもう一度、どうもありがとうございます。

　　　氏　　　名　　　Phavinee Loobngam
　　　学　　　年　　　中学　１年生　女子

　こんにちは。私は、パーウィニー・ループガーム、ニックネームはビウです。私のために教
育奨学金をご支援いただきましてどうもありがとうございます。奨学金は私の勉強のために役
立てます。私の両親は離婚し祖父も亡くなりました。祖母は糖尿病、高血圧、不整脈の持病を
患っています。今は、祖母、母、養父、弟と私で暮らしています。母は仕事に出なければなら
ないので私は、毎日弟の面倒を見ています。最後になりましたが、里親様とご家族の皆様が神
様に見守られてお幸せでありますようにお祈りしています。

－ 12 － － 13 －



［新規奨学生］
氏　　　　名：チャーンチョン・ポートーン　学　　年：職業専門学校１年生　男子
ニックネーム：ミック　　　　　　　　　　　将来の夢：－

【家族構成】
　ソムジット・クロンラワ　　　　祖母　　61歳
　パヤオ・ドゥアンドアン　　　　母親　　42歳　　物売り 300バーツ／日
　チョンティチャー・ポートーン　姉　　　19歳　　デパート店員 9,400バーツ／月
　チャーンチョン・ポートーン　　本人　　15歳　　就学中
　プラメート・ドゥアンドアン　　従弟　　11歳　　就学中
　ティラデート・マリイェ　　　　従弟　　10歳　　就学中
　ターウィン・チュムポン　　　　従弟　　９歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ミックは、父ソムチャーイ・ポートーン、母パヤオ・ドゥアンドアンとの間に生まれた末っ
子である。ミックの両親は昨年に離婚。現在、ミックは祖母、母親、姉、３人の従弟と一緒に
住んでいる。祖母は高齢者補助金を月に600バーツ受けて仕事はしていない。母親はタイ風菓
子を作って売り、日に300バーツの収入である。ミックの姉はロータスというデパート店員と
して働き、月に9,400バーツの収入である。母親と姉の収入で家族は暮らしているが、４人の子
どもをかかえての生活はかなり厳しい状態である。家族は持ち家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1,800バーツ支払っている。

［新規奨学生］
氏　　　　名：アランガーン・パアーウ　　　学　　年：高校１年生　男子
ニックネーム：ポーター　　　　　　　　　　将来の夢：ミュージシャン、魔術師

【家族構成】
　ワンペン・スックディー　　母親　　50歳　　従業員 10,000バーツ／月
　アランガーン・パアーウ　　本人　　16歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ポーターは、父チラユット・パアーウ、母ワンペン・スックディーとの子である。ポーター
には２人の兄がいるが、それぞれ家庭を持って別な所に住んでいる。ポーターの両親は彼が小
学３年の時に離婚。父親は再婚して一切の仕送りをしてきていない。母親はチュラロンコン
大学医学部内にある実験用の動物の世話をする係として働き、月に10,000バーツの収入である。
ポーターが成長していくに従って経費もかかるようになり、母親一人の稼ぎではかなり厳しい
状態である。家族は第1-2-3地区にある持ち家に住み、水道・電気代を月に1,000バーツ支払っ
ている。

－ 12 － － 13 －



［新規奨学生］
氏　　　　名：パイラット・パオプナーク　　学　　年：高校１年生　男子
ニックネーム：ジャム　　　　　　　　　　　将来の夢：サッカー選手

【家族構成】
　ユパー・グロムウー　　　　　祖母　　65歳
　パイチット・パオプナーク　　母親　　37歳　　惣菜売り 500バーツ／日
　パイラット・パオプナーク　　本人　　16歳　　就学中
　パイリット・パオプナーク　　弟　　　５歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ジャムは、２人兄弟の兄である。ジャムの両親は彼が小学生の頃に離婚。現在、ジャムは祖
母、母親、弟と一緒に住んでいる。母親は惣菜（タイカレー）を作って売り、日に約500バー
ツの収入である。祖母は年齢的にも働くことができず、母親が面倒を見ている。祖母以外に２
人の子どもの養育もあり、母親は大変苦労している。家族はクロントイ区パイシントー地区に
ある祖母の家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1,200バーツ支払って
いる。

［新規奨学生］
氏　　　　名：ナッタポン・ノーイパーニット　学　　年：職業専門学校３年生　男子
ニックネーム：ミィウ　　　　　　　　　　　　将来の夢：安定した仕事がしたい

【家族構成】
　スワンナー・ポーレック　　　　　　祖母　　72歳
　ワンロップ・ポーレック　　　　　　叔父　　67歳　　荷役労働 300バーツ／日
　ナッタウット・ノーイパーニット　　兄　　　21歳　　従業員 10,000バーツ／月
　ナッタポン・ノーイパーニット　　　本人　　18歳　　就学中
　ナッタナン・ノーイパーニット　　　弟　　　14歳　　就学中
　ミィヤオ・ノーイパーニット　　　　義姉　　19歳

【奨学生の状況】
　ミィウは３人兄弟の２番目の子である。ミィウの両親は彼がまだ幼少の頃に離婚。父親は
生まれ故郷のラヨン県に戻ってから一切の連絡をしてきていない。母親も再婚している。現在、
ミィウは祖母、叔父、兄夫婦、弟と一緒に住んでいる。祖母が孫たちの面倒を見てきてはいる
が、家族は叔父の稼ぎで暮らしている。叔父はクロントイ港の荷役労働者として働き、日に
300バーツの収入である。ミィウの兄はＫＦＣの従業員として働いてはいるが、兄にも家族が
おり、妻が失業しているので、かなりたいへんである。ミィウの母親が時には仕送りをしてく
るが決して十分とはいえない。家族は祖母の家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1,200バーツ支払っている。

－ 14 － － 15 －



［新規奨学生］
氏　　　　名：ドリーム・サマーン　　　　　学　　年：中学２年生　女子
ニックネーム：ドリーム　　　　　　　　　　将来の夢：歌手

【家族構成】
　マリ・サマーン　　　　　　　　祖母　　　　66歳
　ソムブーン・ファーフィヤ　　　祖母の妹　　55歳　　日雇い労働 250バーツ／日
　ドリーム・サマーン　　　　　　本人　　　　14歳　　就学中
　パンティシット・アーツハーン　従弟　　　　６歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ドリームはプラチンブリー県で祖母、祖母の妹、従弟と一緒に住んでいる。ドリームの両親
は離婚し、父親が再婚した後は一切音沙汰がない。一方、ドリームの母親は生後２ヶ月頃に失
踪してしまい、祖母がドリームを養育してきた。都会で暮らすには厳しいため、祖母は自分の
田舎にドリームを連れて行き、働いてはいない。家族の生活費はバンコクで会社員として働く
ドリームの伯母が毎月5,000～6,000バーツを仕送りしてきている。同居している祖母の妹は日
雇い労働なので収入が安定していないため、家族が暮らしていくには不十分なのである。家族
は自分の持ち家に住み、水道・電気代を月に700バーツ支払っている。

［新規奨学生］
氏　　　　名：ナワポン・チャイヤチット　　学　　年：中学１年生　男子
ニックネーム：エーン　　　　　　　　　　　将来の夢：サッカー選手

【家族構成】
　マリ・ウォンタンヤガーン　　祖母　　55歳　　小物売り 300バーツ／日
　ナリス・チャイヤチット　　　父親　　34歳　　従業員 360バーツ／日
　ナワポン・チャイヤチット　　本人　　12歳　　就学中
　ナリサー・チャイヤチット　　妹　　　９歳　　就学中

【奨学生の状況】
　エーンは長男である。エーンの両親は３年前に離婚。以後、エーンは祖母、父親、妹と一緒
に住んでいる。母親は離婚後一切音沙汰がないため、父親が子どもの面倒を見ている。父親は
クロントイ港内にある会社の従業員として働き、日に360バーツの収入である。土曜と日曜日
が休みなため、家族は借金をしないように節約しながら暮らしている。家族は祖母の家に住ん
でいるので家賃はかからないが、水道・電気代を月に1,500バーツ支払っている。

－ 14 － － 15 －



［新規奨学生］
氏　　　　名：シリンティップ・モークウガームスリー　学　　年：小学４年生　女子
ニックネーム：ナムターン　　　　　　　　　　　　　　将来の夢：婦人自衛官

【家族構成】
　ニルス・トーンルアン　　　　　　　　　養父　54歳　荷役労働 500バーツ／日
　ノックノーイ・ナークパーン　　　　　　母親　50歳　ステッカー張り 400バーツ／日
　シリンティップ・モークウガームスリー　本人　９歳　就学中

【奨学生の状況】
　ナムターンは、父ガムトーン・モークウガームスリー、母ノックノーイ・ナークパーンと
の間に生まれた子である。ナムターンの両親は彼女が３歳の時に離婚。父親は再婚して家族を
持ち、一切の仕送りをしてこない。その後、母親も再婚し、養父はクロントイ港で荷役労働者
として働き、日に500バーツの収入であるが、仕事がない日もあり収入は不安定である。一方、
母親はクロントイ港内にある酒類にステッカー（シール）を貼る仕事をし、日に400バーツの
収入であるが、仕事がないこともあり不安定である。家族は70ライ地区に借家住まいで、家賃
を月に1,500バーツ、水道・電気代を月に900バーツ支払っている。

［新規奨学生］
氏　　　　名：スガンヤー・ウェーンドンバン　学　　年：小学６年生　女子
ニックネーム：メェ　　　　　　　　　　　　　将来の夢：教師

【家族構成】
　スリー・ティップラパート　　　　母親　44歳　幼児の世話 4,000バーツ／月
　ティーラユット・パーンプレーン　義兄　25歳　メッセンジャー 10,000バーツ／月
　スガンヤー・ウェーンドンバン　　本人　12歳　就学中

【奨学生の状況】
　メェは、父セーガサン・ウェーンドンバン、母スリー・ティップラパートとの間の子である。
メェの両親は彼女が３歳の時に離婚。父親は地方にあるお寺の僧侶になって以来、一切の連絡
をしてきていない。現在、メェは母親、義兄と一緒に住んでいる。母親は幼児を預かって世話
をし、月に4,000バーツの収入である。義兄は会社のメッセンジャー（書類等を届ける仕事）
として働き、月に10,000バーツの収入である。但し、義兄も自分のために使わなければならな
いので、母親一人がメェの養育をしているが、かなり厳しい状態である。メェは勉強熱心で学
校の成績もとても良い。家族は70ライ地区にある持ち家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1,000バーツ支払っている。

－ 16 － － 17 －



［新規奨学生］
氏　　　　名：アリサラー・コンサップ　　　学　　年：幼稚園３年生　女子
ニックネーム：プレーウ　　　　　　　　　　将来の夢：教師

【家族構成】
　サムリー・ペーンペット　　　　曽祖母　　64歳
　ティワー・コンサップ　　　　　父親　　　30歳　　廃品回収 9,000バーツ／月
　チュターマート・ペーンペット　母親　　　22歳　　※二人合わせて上記の金額
　アリサラー・コンサップ　　　　本人　　　６歳　　就学中

【奨学生の状況】
　プレーウは、父ティワー・コンサップ、母チュターマート・ペーンペットとの間の子である。
プレーウは曽祖母、両親と一緒に住んでいる。プレーウの両親は使わなくなった物を集めて修
理し店に卸し、月に約9,000バーツの収入であるが、集めてきた物が必ずしも卸せるわけではな
いため収入は不安定である。両親は働くことができない曽祖母の面倒を見なければならないた
め、家族の生活はかなり厳しい状態である。家族は借家住まいで、家賃を月に1,800バーツ、水
道・電気代を月に700バーツ支払っている。

［新規奨学生］
氏　　　　名：パニター・ターラック　　　　学　　年：小学１年生　女子
ニックネーム：ニター　　　　　　　　　　　将来の夢：看護師

【家族構成】
　ピーチョン・ターラック　　　　父親　　48歳　　運転手 12,000バーツ／月
　ノワンラオーン・ターラック　　母親　　45歳
　シッティチャイ・ターラック　　兄　　　20歳　　就学中
　ワチャラゴーン・ターラック　　兄　　　14歳　　就学中
　パニター・ターラック　　　　　本人　　７歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ニターは、父ピーチョン・ターラック、母ノワンラオーン・ターラックとの間の子で、３人
の兄妹の末っ子。ニターは両親、２人の兄と一緒に住んでいる。ニター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。母親は失業して以来、まだ仕事がみつかってい
ないため、主婦をしているが、父親一人の収入での生活はかなり厳しい状態である。時には近
所の人からお金を借りて高い利息を支払わなければならなくなっている。家族はフラットに住
み、家賃を月に1,000バーツ、水道・電気代を月に980バーツ支払っている。

－ 16 － － 17 －



［新規奨学生］
氏　　　　名：スミット・プームタン　　　　学　　年：幼稚園３年生　男子
ニックネーム：タオ　　　　　　　　　　　　将来の夢：警察官

【家族構成】
　スナン・プームタン　　　　　父親　　34歳　　運転手 15,000バーツ／月
　スンタリー・マハーポー　　　母親　　33歳
　スパットラー・プームタン　　姉　　　８歳　　就学中
　スミット・プームタン　　　　本人　　６歳　　就学中

【奨学生の状況】
　タオは、父スナン・プームタン、母スンタリー・マハーポーとの間の子である。現在、タオ
は両親、姉と一緒に住んでいる。タオの父親はクロントイ地区にある石油会社の石油タンク車
の運転手として働き、月に15,000バーツの収入である。一方、母親は失業して以来、仕事が見
つからないため主婦をしているが、父親一人の稼ぎだけではかなり厳しい状態である。時には
父親が近所の人からお金を借りることもある。家族はロンムー地区にある持ち家に住んでいる
ので家賃はかからないが、水道・電気代を月に700バーツ支払っている。

［新規奨学生］
氏　　　　名：チャイナロン・チャンロアム　学　　年：小学４年生　男子
ニックネーム：ドリーム　　　　　　　　　　将来の夢：空軍で仕事すること

【家族構成】
　ガンウォン・ローグン　　　　　　祖父　　51歳　　荷役労働 300バーツ／日
　チャーンナロン・チャンロアム　　父親　　33歳　　雇用運転手 300バーツ／日
　ガンウィパー・チャンロアム　　　母親　　32歳　　会社従業員 9,800バーツ／月
　チャイナロン・チャンロアム　　　本人　　10歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ドリームは、祖父、両親と一緒に住んでいる。ドリームの父親は雇用運転手として働き、日
に300バーツの収入であるが、仕事がなければ収入がないため不安定である。母親は会社の従
業員として働き、月に9,800バーツの収入である。家族は定期的な収入がある母親の稼ぎで生計
を立てている状態である。一方、同居している祖父の面倒も母親が見ており、祖父と父親は仕
事がないことも多いため、家族は節約しながら暮らしている。家族には持ち家がないため借家
住まいで、家賃を月に2,500バーツ、水道・電気代を月に1,200バーツ支払っている。

－ 18 － － 19 －



［新規奨学生］
氏　　　　名：ガウィサラー・バンガァードポン　学　　年：幼稚園３年生  女子
ニックネーム：ビーム　　　　　　　　　　　　　将来の夢：教師

【家族構成】
　ソムスリー・サアート　　　　　　　祖母　　61歳
　ゲーサラー・サアート　　　　　　　母親　　41歳　　販売店員 5,000バーツ／月
　ガムポン・バンガァードポン　　　　父親　　33歳　　臨時職員 9,000バーツ／月
　ナッタパット・ペットサワーン　　　義兄　　21歳　　就学中
　ガウィサラー・バンガァードポン　　本人　　６歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ビームは、父ガムポン・バンガァードポン、母ゲーサラー・サアートとの間の子である。現
在、ビームは祖母、両親、義兄と一緒に住んでいる。父親はクロントイ区役所の臨時職員とし
て働き、月に9,000バーツの収入である。母親はクロントイ市場内にある店で働き、月に5,000
バーツの収入である。両親共に働いてはいるが、家族には病気がちな祖母の面倒を見ていかな
ければならないため、家族の生活はかなり厳しい状態である。家族は持ち家に住んでいるので
家賃はかからないが、水道・電気代を月に800バーツ支払っている。

［新規奨学生］
氏　　　　名：パンティター・デートポン　　学　　年：小学１年生　女子
ニックネーム：ビムビム　　　　　　　　　　将来の夢：学校の先生

【家族構成】
　キッティーマー・ドゥアンウガームチン　母親　31歳　ウエイトレス 6,000バーツ／月
　プラミン・デートポン　　　　　　　　　父親　30歳　荷役労働 300バーツ／日
　プーミン・デートポン　　　　　　　　　兄　　11歳　就学中
　プラメート・デートポン　　　　　　　　兄　　10歳　就学中
　パンティター・デートポン　　　　　　　本人　６歳　就学中

【奨学生の状況】
　ビムビムは、父プラミン・デートポン、母キッティーマー・ドゥアンウガームチンとの間に
生まれ、３人兄妹の３番目である。現在、ビムビムは両親、２人の兄と一緒に住んでいる。母
親はレストランのウエイトレスとして働き、月に6,000バーツの収入である。一方、父親はク
ロントイ港の荷役労働者として働き、日に300バーツの収入である。２人が共働きしてはいる
ものの、３人の成長期の子どもたちを養っていくにはかなり厳しく、時には借金をして補って
いる状態である。家族は第1-2-3地区にある老朽化した木造の家に住み、水道・電気代は月に
1,000バーツを支払っている。

－ 18 － － 19 －



［新規奨学生］
氏　　　　名：キッティサック・ゴントーン　学　　年：幼稚園３年生　男子
ニックネーム：オートー　　　　　　　　　　将来の夢：空軍で働くこと

【家族構成】
　ブンイヤム・ゴントーン　　　　祖父　49歳　荷役労働 300バーツ／日
　ブンマー・ゴントーン　　　　　祖母　50歳
　サックスリー・ゴントーン　　　父親　29歳　バイクタクシー運転手 400バーツ／日
　パッサラーポーン・ゴントーン　姉　　11歳　就学中
　キッティサック・ゴントーン　　本人　６歳　就学中

【奨学生の状況】
　オートーは父サックスリー・ゴントーン、母ウライワン・ワーラシットとの間に生まれ、２
番目の子である。オートーの母親は１年前に離婚したきり２人の子どもを残して出て行ったの
である。よって、父親が子どもの面倒を見ている。現在、オートーは祖父母、父親、姉と一
緒に住んでいる。父親はバイク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、
働きに出ないと収入がないためとても不安定である。家族はロンムー地区にあるフラットに住
み、家賃を月に2,500バーツ、水道・電気代を月に1,500バーツ支払っている。

［新規奨学生］
氏　　　　名：ルンナパー・マハーター　　　学　　年：幼稚園２年生　女子
ニックネーム：ヌーイ　　　　　　　　　　　将来の夢：－

【家族構成】
　チャルーン・マハーター　　　　祖父　　51歳
　ポーンチャイ・マハーター　　　父親　　36歳　メッセンジャー 10,000バーツ／月
　ヌーガーン・ソムサーン　　　　母親　　37歳　日雇労働 300バーツ／日
　チャンヤポーン・マハーター　　姉　　　９歳　就学中
　ティラパープ・マハーター　　　兄　　　６歳　就学中
　ルンナパー・マハーター　　　　本人　　５歳　就学中
　アカラデート・マハーター　　　弟　　　４歳　就学中
　
【奨学生の状況】
　ヌーイは、父ポーンチャイ・マハーター、母ヌーガーン・ソムサーンとの間に生まれた４
人兄妹の３番目である。現在、ヌーイは祖父、両親、３人の兄弟と一緒に住んでいる。父親は
書類等を届けるメッセンジャーとして働き、月に10,000バーツの収入である。一方、母親はゴ
ミの回収作業等の日雇労働に従事し、日に300バーツの収入であるが、週に３～４日しか仕事
がないため、収入は不安定である。両親が共働きしてはいるが、家族は４人の子どもを養育し、
さらに痛風等の病気で動けない祖父の面倒を見ていかなければならない、生活費が足りない時
には近所から借りて給料日に返済しているのである。家族は70ライ地区にある平屋の自分の家
に住み、水道・電気代を月に900バーツ支払っている。

－ 20 － － 21 －



［新規奨学生］
氏　　　　名：アリッサラー・サイノンシリー　学　　年：小学２年生　女子
ニックネーム：トールン　　　　　　　　　　　将来の夢：教師

【家族構成】
　トードサック・サイノンシリー　　父親　　46歳　　雇用運転手 400バーツ／日
　オラサー・ウボンセーンジャン　　母親　　41歳　　縫製作業員 300バーツ／日
　アニルット・サイノンシリー　　　兄　　　22歳
　アリッサラー・サイノンシリー　　本人　　８歳　　就学中
　アパッサラー・サイノンシリー　　妹　　　６歳　　就学中

【奨学生の状況】
　トールンは、父トードサック・サイノンシリー、母オラサー・ウボンセーンジャンとの間に
生まれた２番目の子である。現在、トールンは両親、兄、妹と一緒に住んでいる。父親はソン
テオ（ミニバス）の運転手として働き、日に400バーツの収入であるが、働かない日には収入
がないため不安定である。母親はしばらく仕事がなかったが、最近縫製作業員として働き、日
に300バーツの収入であるが、休めば収入がないため不安定である。長男は失業中である。家
族は自分の家はなく、第1-2-3地区にある祖父母の家に同居し、水道・電気代を月に1,700バー
ツ支払っている。以前に祖父母の家が老朽化してきたため、皆が安全に住めるように改修工事
をした時の借金を月に2,000バーツ支払っている。よって、家族はかなり厳しい暮らしをしてい
る。

［新規奨学生］
氏　　　　名：ダーウィガー・キッドサンティア　学　　年：幼稚園３年生　女子
ニックネーム：ビー　　　　　　　　　　　　　　将来の夢：教師

【家族構成】
　マーノップ・キッドサンティア　　　父親　　33歳　　荷役労働 300バーツ／日
　アンチャリー・パリーラム　　　　　母親　　32歳　　荷役労働 300バーツ／日
　アーニサー・パリーラム　　　　　　姉　　　６歳　　就学中
　ダーウィガー・キッドサンティア　　本人　　５歳　　就学中
　マーナス・パリーラム　　　　　　　弟　　　４歳　　就学中
　ナーナ・パリーラム　　　　　　　　弟　　　１歳

【奨学生の状況】
　ビーは、父マーノップ・キッドサンティア、母アンチャリー・パリーラムとの間の子で２番
目である。現在、ビーは両親、姉、２人の弟と一緒に住んでいる。ビーの両親はクロントイ港
で荷役労働者として働き、日に300バーツの収入であるが、仕事に行かない日には収入がない
ため不安定である。家族には４人の幼い子どもたちを育てていくにはかなり厳しい状態である。
家族は祖母の家に同居しているので家賃はかからないが、水道・電気代を月に1,500バーツ支
払っている。

－ 20 － － 21 －



［新規奨学生］
氏　　　　名：パーウィン・ドゥアンピブーン　学　　年：小学２年生　男子
ニックネーム：アーナス　　　　　　　　　　　将来の夢：軍人

【家族構成】
　ブンミー・クラームチュアイ　　　　曽祖母　　畑仕事 9,000バーツ／月
　ブンチャート・パースック　　　　　祖父
　ファールック・ムックプラディット　義父　　　警備員 420バーツ／日
　ワンタニー・ドゥアンピブーン　　　母親　　　育児係 400バーツ／日
　パーウィン・ドゥアンピブーン　　　本人　　　就学中
　パーサップ・ムックプラディット　　義弟　　　就学中

【奨学生の状況】
　アーナスは一人っ子である。但し、アーナスの両親は母親が彼を妊娠中に離婚したため、出
生後は母親が育ててきたのである。その後、母親は子持ちの男性と再婚し、家族は仲良く一緒
に住んでいる。義父は警備員として働き、日に420バーツの収入である。母親は育児係として
働き、日に400バーツの収入である。家族は２人の収入で暮らしているが、自分たちの家がな
く、曽祖母の家に同居しているのである。高齢の曽祖母は障害者である自分の息子の面倒を見
るために働かなければならない。家族は第4-5-6地区に住み、水道・電気代を月に1,600バーツ
支払っている。

［新規奨学生］
氏　　　　名：クワン・スワナチョート　　　学　　年：幼稚園３年生　男子
ニックネーム：フレーム　　　　　　　　　　将来の夢：警察官

【家族構成】
　サップ・チャムチャルーン　　曽祖母　　85歳
　クワン・スワナチョート　　　本人　　　５歳　　就学中

【奨学生の状況】
　フレームは、父アムナート・スワナチョート、母ラッスカン（姓は不明）との間に生まれた
一人っ子である。フレームの父親が服役しなければならなくなり、両親は離婚し、母親は再婚
して家を出て行ったのである。母親は忘れた頃にフレームを訪ねてくるだけでほとんど会いに
は来ない。よって、現在、フレームは曽祖母と一緒に住んでいる。曽祖母は果物売りをして、
日に100バーツの収入があればいい方である。高齢で健康上の問題からあまり働くことができ
ないのである。家族はかなり厳しい状態のため、日々の生活は近所にいる親切な人がおかずを
作って持って来てくれている。家族は第1-2-3地区の老朽化した平屋の家屋に住み、水道・電気
代を月に800バーツ支払っている。

－ 22 － － 23 －



［新規奨学生］
氏　　　　名：ナッタウット・タップモンコン　学　　年：幼稚園２年生  男子
ニックネーム：ヘーム　　　　　　　　　　　　将来の夢：－

【家族構成】
　プラゴープ・プームプーン　　　　　　祖母　70歳
　ティップウィモン・チャルーントーン　母親　34歳　酒類シール貼り 300バーツ／日
　ナロンルット・タップモンコン　　　　父親　27歳　警備員 10,000バーツ／月
　ティーラチョート・チャルーントーン　義兄　12歳　就学中
　ナッタウット・タップモンコン　　　　本人　４歳　就学中
　ナッタパット・タップモンコン　　　　弟　　２歳

【奨学生の状況】
　ヘームは、父ナロンルット・タップモンコン、母ティップウィモン・チャルーントーンと
の間では長男である。へームには、母親の連れ子の兄が１人いる。現在、へームは祖母、両親、
義兄、弟と一緒に住んでいる。母親は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、休めば収入がないのである。父親は警備員として働き、月に10,000バーツの収入であ
る。両親が共に働いてはいるが、祖母の面倒と３人の子どもの養育におわれて、家族はかなり
厳しい状態である。家族は祖母の家に同居しているので、家賃はかからないが、水道・電気代
を月に600バーツ支払っている。

［新規奨学生］
氏　　　　名：ワンチャナ・ゲーロン　　　　学　　年：小学４年生　男子
ニックネーム：チィヤー　　　　　　　　　　将来の夢：警察官

【家族構成】
　チャリィアウ・カムプーム　　祖母　　57歳
　ガンナーリー・ゲーロン　　　母親　　26歳　　ケーキ売り 300バーツ／日
　ペミガー・ゲーロン　　　　　従姉　　15歳　　就学中
　スチャーポン・ゲーロン　　　従兄　　12歳　　就学中
　ワンチャナ・ゲーロン　　　　本人　　10歳　　就学中
　パーヌゴーン・カムアーイ　　義弟　　３歳　　就学中

【奨学生の状況】
　チィヤーは一人っ子である。チィヤーの両親は父親に別な女性ができて彼が母親の胎内にい
る間に離婚。チィヤーが生まれて以来、母親が育ててきたのであるが、やがて母親が子持ちの
男性と再婚し、子どもができて再び離婚。現在、母親は家でケーキを売って、日に300バーツ
の収入で生計を立てているが、４人の子どもを養育していくにはかなり厳しい状態なのである。
また、祖母も同居し、母親は祖母の面倒も見なければならない。お米の配給がある場合には、
娘（チィヤーの母親）の負担にならないように、祖母がお米を受け取りに出かけている。家族
はロアムチャイパタナー地区の対面にある高速道路の下で暮らしている。

－ 22 － － 23 －



［新規奨学生］
氏　　　　名：ウドムサック・サアッドディー　学　　年：小学１年生　男子
ニックネーム：ナモー　　　　　　　　　　　　将来の夢：－

【家族構成】
　パイリン・タライサップ　　　　祖母　76歳
　セーウォン・タライサップ　　　祖父　72歳
　スミトラー・タライサップ　　　母親　46歳　掃除婦 8,000バーツ／月
　スポット・サアッドディー　　　父親　43歳　バイクタクシー運転手 300バーツ／日
　ウドムサック・サアッドディー　本人　６歳　就学中

【奨学生の状況】
　ナモーは、父スポット・サアッドディーと母スミトラー・タライサップの一人息子である。
ナモーは、祖父母、両親と一緒に住んでいる。父親は、バイクタクシーの運転手として働き、
日に300バーツの収入であるが、利用者次第なので収入は不安定である。母親は、掃除婦とし
て働き、月に8,000バーツの収入を得ている。両親共に働いてはいるが、高齢で働いていない祖
父母の面倒を見ていかなければならないため、かなり厳しい状態である。家族は木造、コンク
リート造りの持家に住み、月に水道代、電気代をあわせ1,400バーツを支払っている。

［新規奨学生］
氏　　　　名：タナーティップ・ゲーンプロームマー　学　　年：小学２年生　男子
ニックネーム：ピーポー　　　　　　　　　　　　　　将来の夢：サッカー選手

【家族構成】
　サーマート・ラワマーウィッグ　　　　祖父　　72歳
　アナンヤー・コンサグン　　　　　　　祖母　　52歳　　焼き鳥売り 400バーツ／日
　タナーティップ・ゲーンプロームマー　本人　　８歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ピーポーは父ワンナ・ゲーンプロームマー、母プラパット・ルッティパとの間に生まれた３
番目の子である。母親がピーポーを妊娠して３ヶ月の時、父親に別に女性ができたために両親
は離婚。母親はピーポーの姉と兄を連れてプラパデーン地区に行き、ピーポーを出産後にピー
ポーを祖父母に預けてからは一切の連絡もしてきていない。ウワサでは母親が再婚したらしい。
よって、現在、ピーポーは祖父母と一緒にバンコク郊外にありるワチャラポン地区に住んでい
る。祖母は焼き鳥を売って、日に400バーツの収入であるが、仕事を休めば収入がないため不
安定である。祖母は以前に大病（腎臓１つを摘出する手術をしている）をしたためとても疲れ
やすい。祖父は喘息を患っているため働いていないが、高齢者補助金を月に700バーツ得てい
る。

－ 24 － － 25 －



［新規奨学生］
氏　　　　名：グローントーン・ブッディーウォン　学　　年：小学２年生　女子
ニックネーム：サターン　　　　　　　　　　　　　将来の夢：サッカー選手

【家族構成】
　シン・ブッディーウォン　　　　　　父親　　73歳　　廃品回収 6,000バーツ／月
　パッタマー・ジィヤムチャルーン　　母親　　49歳　　※二人合わせて上記の金額
　グローントーン・ブッディーウォン　本人　　８歳　　就学中

【奨学生の状況】
　サターンは父シン・ブッディーウォン、母パッタマー・ジィヤムチャルーンとの間に生ま
れた一人っ子である。サターンの両親はペットボトル、ダンボール箱など売ることができる物
を集めて生計を立てている。リヤカーに乗っていろいろな場所に廃品を回収し歩いて、月に約
6,000バーツの収入であるが、集められる数によっても収入は異なり、非常に不安定である。両
親共に働いていてもかなり厳しく、家族は節約しながら暮らしている。家族はワチャラポン地
区にある持ち家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1,000バーツ支払っ
ている。

［新規奨学生］
氏　　　　名：ジャンヤーポーン・マハーター　学　　年：小学２年生　女子
ニックネーム：ペーン　　　　　　　　　　　　将来の夢：医者

【家族構成】
　チャルーン・マハーター　　　　祖父　51歳
　ポーンチャイ・マハーター　　　父親　36歳　　メッセンジャー 10,000バーツ／月
　ヌーガーン・ソムサオ　　　　　母親　37歳　　日雇労働 300バーツ／日
　ジャンヤーポーン・マハーター　本人　８歳　　就学中
　ティラパープ・マハーター　　　弟　　６歳　　就学中
　ルンナパー・マハーター　　　　妹　　５歳　　就学中
　アカラデート・マハーター　　　弟　　４歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ペーンは父ポーンチャイ・マハーター、母ヌーガーン・ソムサオとの間に生まれた４人姉妹
の長女である。現在、ペーンは祖父、両親、２人の弟、妹と一緒に住んでいる。父親は書類等
を届けるメッセンジャーとして働き、月に10,000バーツの収入である。一方、母親は日雇い労
働者として下水道やゴミ集めなどとして働き、日に300バーツの収入であるが、週に３～４日
しか仕事がないため収入は不安定である。家族には病気がちで働いていない祖父の面倒を見な
ければならず、さらに４人の子どもの養育などで生活はかなり厳しい状態である。両親は近所
の人からお金を借りて、給料が入った時に返済している。家族は70ライ地区の持ち家に住んで
いるので家賃はかからないが、水道・電気代を月に900バーツ支払っている。

－ 24 － － 25 －



［新規奨学生］
氏　　　　名：ノンタパット・ミーソムキット　学　　年：小学３年生　男子
ニックネーム：ナーイ　　　　　　　　　　　　将来の夢：タイのサッカー代表選手

【家族構成】
　タンナン・スッティパン　　　　　祖母　　46歳　　洗濯請負い 400バーツ／日
　ウィッサヌ・チーンマルーン　　　叔父　　20歳　　就学中
　ノンタパット・ミーソムキット　　本人　　９歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ナーイは、父ワンチャイ・ミーソムキット、母ウィモンシィリ・チーンマルーンとの間に生
まれた一人息子である。父親が麻薬容疑で刑務所に入所したため両親は、ナーイが６歳の時に
離婚。母親は、2016年に再婚し現在妊娠中でナーイを自分の母親の元へ置いたまま新しい夫
の家に引越したのである。以来、母親は時折ナーイに会いに来るのみである。祖母は、日雇い
で洗濯の仕事をし日に400バーツの収入があるものの持ち家はなく、借家住まいで家賃を月に
2,000バーツ、水道・電気代を月に1,500バーツ支払っている。祖母には、大学就学中の息子も
おり祖母の収入だけで家計を支えていくことは困難である。

［新規奨学生］
氏　　　　名：ティースダー・チムプリガーノン　学　　年：小学３年生　女子
ニックネーム：イン　　　　　　　　　　　　　　将来の夢：医者

【家族構成】
　スピンヤー・プラセット　　　　　母親　　30歳　　会社員 10,000バーツ／月
　タムロン・チムプリガーノン　　　父親　　29歳　　配達員 9,000バーツ／月
　ティースダー・チムプリガーノン　本人　　９歳　　就学中

【奨学生の状況】
　インは父タムロン・チムプリガーノン、母スピンヤー・プラセットとの間に生まれ、一人っ
子である。現在、インは両親と一緒に住んでいる。インの母親は会社の事務員として働き、月
に10,000バーツの収入である。父親はKFCの配達員として働き、月に9,000バーツの収入である。
両親共に一生懸命に働いているところ、昨年６月に地域の火災によりインの家が全焼したので
ある。家屋を失ったため借金をして再び同じ場所に家を建てたので、毎月返済していかなけれ
ばならない。

－ 26 － － 27 －



［新規奨学生］
氏　　　　名：キッティセット・ポーワット　学　　年：小学２年生　男子
ニックネーム：ピー　　　　　　　　　　　　将来の夢：医者

【家族構成】
　プラキット・ルーチャー　　　　養父　51歳　　雇用運転手 10,000バーツ／月
　マーリー・ブンミー　　　　　　養母　46歳　　幼稚園教職員 8,000バーツ／月
　サックダー・ルーチャー　　　　義兄　14歳　　就学中
　キッティセット・ポーワット　　本人　８歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ピーが１歳４ヶ月の時に両親は離婚。母親に別な男性が出来て家を出た後、ピーの父親は
ピーを祖母に預けてホアコーン地区の高速道路の下で暮らすようになる。ピーの祖母はクロン
トイ市場内にあるトイレの前でトイレ使用料を請求する仕事をしていた。毎日仕事に出るため、
１歳５ヶ月のピーをマーリーさんに養育費を支払って面倒を見てもらうことにしたが、マー
リーさんはピーが可哀相になり無料でピーを養うことにしたのである。一緒に住んでいるうち
に家族の一員にような気がして、今では自分たちの子として育てている。養父はある会社の運
転手として働き、月に10,000バーツの収入である。養母のマーリーさんは第1-2-3地区幼稚園
の教職員として働き、月に8,000バーツの収入である。家族は借家住まいで、家賃を月に2,000
バーツ、水道・電気代を月に1,300バーツ支払っている。家族には自分たちの息子も就学中であ
り、床がソイの道よりも低いため、大雨の時には洪水になるなど、かなり厳しい状態である。

［新規奨学生］
氏　　　　名：ソンクラーン・トンスーンヌーン　学　　年：小学２年生　男子
ニックネーム：サターン　　　　　　　　　　　　将来の夢：教師

【家族構成】
　ペッド・ポーワット　　　　　　　父親　43歳　公衆トイレ管理人 200バーツ／日
　ソムブーン・トンスーンヌーン　　母親　39歳　清掃員 200バーツ／日
　タンティップ・カムトーン　　　　叔父　43歳　タイ楽器奏者 400バーツ／日
　ソンクラーン・トンスーンヌーン　本人　７歳　就学中

【奨学生の状況】
　サターンは、父ペッド・ポーワットと母ソムブーン・トンスーンヌーンの一人息子である。
サターンは両親と叔父と共に暮らしている。父親はクロントイ市場の公衆トイレのトイレ使用
料金を徴収する仕事をし、母親は同じクロントイ市場の清掃の仕事をし共に日給200バーツで
ある。昨今の物価の上昇を考えるとサターンの両親の収入はとても低額で日雇いのため仕事が
ない日は収入ゼロというとても不安定な家計状況である。日々の食費、生活費、教育費と収入
が足りない日も多々ある。同居する叔父もタイ楽器の奏者として日雇いの仕事をしているが演
奏の依頼は本当に時々である。一家は、持ち家に住み月々1,000バーツの電気水道代を負担して
いる。

－ 26 － － 27 －



［新規奨学生］
氏　　　　名：スガンヤー・ディッサティヤン　学　　年：小学３年生　女子
ニックネーム：プローイ　　　　　　　　　　　将来の夢：医者

【家族構成】
　ラモーム・ミーウドム　　　　　曽祖母　　102歳
　マーリー・ミーウドム　　　　　祖母の姉　74歳
　トーンスック・ミーウドム　　　祖母　　　64歳
　ブアカム・ミーウドム　　　　　叔母　　　35歳　アクセサリー作り請負 50バーツ／日
　ジョー・テーントーン　　　　　叔父　　　33歳
　スガンヤー・ディッサティヤン　本人　　　９歳
　スターダー・ディッサティヤン　妹　　　　４歳

【奨学生の状況】
　プローイは父タノン・スチャン、母スパットラー・ディッサティヤンとの間に生まれ、２人
姉妹の姉である。プローイの両親は離婚後、それぞれ再婚し、２人の子どもを祖母に預けたの
である。祖母には曽祖母や自分の姉などと一緒に住んでいるため、働いてはいない。月々の生
活費は結婚して家庭を持った娘の仕送りでやりくりしている。102歳の曽祖母の世話や身体障
害のある叔父の面倒など、全て祖母がやっている。紙おむつを買ったりや食費などにかなりの
経費がかかっている。家族は曽祖母の家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1,500バーツ支払っている。

［新規奨学生］
氏　　　　名：ジラーユ・チョーブタム　　　学　　年：幼稚園２年生　男子
ニックネーム：オーポー　　　　　　　　　　将来の夢：警察官

【家族構成】
　シリポーン・プッタゲット　　　母親　　39歳
　モントリー・チョーブタム　　　父親　　33歳　　従業員 12,000バーツ／月
　キティサック・チョーブタム　　義兄　　12歳　　就学中
　ジラーユ・チョーブタム　　　　本人　　５歳　　就学中
　ジラパット・チョーブタム　　　弟　　　２歳

【奨学生の状況】
　オーポーは父モントリー・チョーブタム、母シリポーン・プッタゲットとの間に生まれ、２
人姉弟の姉である。オーポーは両親、義兄、弟と一緒に住んでいる。父親は会社の従業員とし
て働き、月に12,000バーツの収入である。母親はまだ幼い弟がいるため働いていない。よって、
父親一人の収入で就学中の子ども２人おり、家族が生活していくにはかなり厳しい状態である。
家族は70ライ地区にある持ち家に住んでいるので家賃はかからないが、水道・電気代を1,000
バーツ支払っている。

－ 28 － － 29 －



［新規奨学生］
氏　　　　名：スピッチャー・プラセート　　学　　年：小学３年生　女子
ニックネーム：リットル　　　　　　　　　　将来の夢：教師

【家族構成】
　スチョート・プラセート　　　父親　　51歳　　自動車修理工員 12,000バーツ／月
　オーンピン・マーライ　　　　母親　　46歳
　スピッチャー・プラセート　　本人　　９歳　　就学中

【奨学生の状況】
　リットルは２番目の子である。リットルの姉はすでに家庭を持ち、同じ家に住んでいる。
リットルの父親は小さな自動車修理場で工員として働き、月に12,000バーツの収入である。母
親は失業して以来、まだ仕事を見つけられていない。去る６月28日の深夜にリットル家族が住
んでいる地域が火災に見舞われ、全焼してしまったのである。家財すべてを失った家族はテン
ト暮らしをし、親類の家に寝泊りし、後に寄付金と借金をしたお金で家を建て始めたのである
が、資金不足のため家は未だ完成していない。家族はこうした苦境をなんとか乗り越えようと
頑張ってはいるが、かなり厳しい状態である。

［新規奨学生］
氏　　　　名：モンタガーン・ブンヤン　　　学　　年：小学４年生　女子
ニックネーム：スーガス　　　　　　　　　　将来の夢：教師

【家族構成】
　チャルーン・イムガールン　　祖父　　55歳
　ナロン・ブンヤン　　　　　　父親　　32歳　　フリーの歌手 500バーツ／日
　アーラヤー・イムガールン　　母親　　29歳　　ウエイトレス 9,000バーツ／月
　モンタガーン・ブンヤン　　　本人　　10歳　　就学中

【奨学生の状況】
　スーガスは、父ナロン・ブンヤン、母アーラヤー・イムガールンとの間に生まれた２番目
の子である。スーガスの兄は生後３日目にして田舎の祖父母が引き取って育てているので、一
緒に住んではいない。スーガスの父親は歌が得意で、呼ばれた場所の歌手として働き、日に
500バーツの収入であるが、月に12日位しか仕事がない。一方、母親はウエイトレスとして働
き、月に9,000バーツの収入である。スーガスの両親は息子を預かっている田舎の祖父母に毎月
2,000バーツ送っている。また、病気を患っている祖父の治療費も負担しなければならず、家族
はかなり厳しい状態である。家族は第1-2-3地区にある祖父の家に住み、水道・電気代を1,300
バーツ支払っている。

－ 28 － － 29 －



［新規奨学生］
氏　　　　名：パンパポーン・デーンアーサー　学　　年：小学２年生　女子
ニックネーム：ナームワーン　　　　　　　　　将来の夢：教師

【家族構成】
　ゲーウター・ブンマンミー　　　祖母　　52歳　　家政婦 8,000バーツ／月
　オークポン・デーンアーサー　　父親　　34歳　　荷役労働 300バーツ／日
　サシトーン・ブンマンミー　　　叔母　　29歳　　レストラン従業員 300バーツ／日
　パンパポーン・デーンアーサー　本人　　８歳　　就学中
　ノワポン・デーンアーサー　　　弟　　　７歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ナームワーンは父オークポン・デーンアーサーと母ナームモン・ブンセンとの間に生まれ、
2人姉弟の姉である。ナームワーンの両親は彼女が１歳を過ぎた頃に離婚し、母親は地方へ移
転して以来いっさい連絡をしてきていない。現在、ナームワーンは祖母、父親、叔母、弟と一
緒に住んでいる。祖母はフラット11-18の信用組合で家政婦として働き、月に8,000バーツの収
入である。父親はクロントイ港の荷役労働者として働き、日に300バーツの収入であるが、不
安定である。仕事がない日には収入がないからである。一方、叔母はレストランの従業員と
して働き、日に300バーツの収入である。家族は祖母の家に一緒に住み、水道・電気代を月に
1,100バーツ支払っている。

［新規奨学生］
氏　　　　名：テーチョー・スリシィリ　　　学　　年：小学４年生　男子
ニックネーム：テーチョー　　　　　　　　　将来の夢：軍人

【家族構成】
　ソンマーイ・トーンキヤン　　　　祖父　　49歳　時計屋勤務 9,000バーツ／月
　ワライラック・ドゥアンウィライ　祖母　　45歳
　テーチョー・スリシィリ　　　　　本人　　９歳　就学中

【奨学生の状況】
　テーチョーは、一家の一人っ子である。両親は、父親が麻薬容疑で刑務所におり、その後
テーチョーが５歳の時に母親は、新しい夫を持ちテーチョーの祖父母の元にテーチョーを置き
去りにして以来面倒を見る事はない。そのため現在は、祖父が働き一家を支えテーチョーの面
倒を見ている。祖母は失業中であるため祖父一人が頼りであるが、時計店に勤務する祖父の月
給は9,000バーツととても少なく収入よりも支出が上回っている。テーチョーの教育費、お菓子
代、通学のための交通費、普段の生活費と重なり家計はとても苦しい状況である。その中でバ
ンコクのワチャラポーン地区のコミュニティ内に自分の持家があることは救いであるが、水道
代と電気代を月に800バーツ支払わなければならない。

－ 30 － － 31 －



［新規奨学生］
氏　　　　名：ガンニガー・ラハーン　　　　学　　年：小学４年生　女子
ニックネーム：バイトーン　　　　　　　　　将来の夢：教師

【家族構成】
　パーラット・プルームキャティチャイ　曽祖母　　69歳
　ワラーポーン・ラクサースワーン　　　曽祖母　　68歳　※半身不随
　チャンチラー・ラハーン　　　　　　　祖母　　　44歳　子守 6,000バーツ／月
　クリッタヤー・ラハーン　　　　　　　姉　　　　11歳　就学中
　ガンニガー・ラハーン　　　　　　　　本人　　　９歳　就学中

【奨学生の状況】
　バイトーンは、父アーノン・ラハーンと母パイリン・マークチットの２人の子どもの第二子
である。両親は、バイトーンが四歳の時に離婚した。母親は麻薬（覚醒剤＝アンフェタミン）
に溺れ子どもを捨て、父親は新しい所帯を持ちそれ以来バイトーン姉妹の面倒を見ることはな
かった。２人は幼くして孤児となり祖母のもとに置き去りにされた。祖母は、家で子守の仕事
をして月に6,000バーツの収入がある。祖母は、バイトーン姉妹の他に無職で高齢の曾祖母２人
の面倒を見なくてはならない。一人の曾祖母は、車に轢かれ半身不随である。

［新規奨学生］
氏　　　　名：ティーラチョート・プーペーン　学　　年：小学２年生　男子
ニックネーム：フィス　　　　　　　　　　　　将来の夢：サッカー選手

【家族構成】
　ブンイェン・カムディー　　　　祖父　52歳　トラック運転手 300バーツ／日
　ラムヤイ・カムディー　　　　　祖母　46歳
　ウィライポーン・カムディー　　母親　26歳
　ナリン・プラゴープディー　　　養父　25歳　トラック運転手 300バーツ／日
　ティーラチョート・プーペーン　本人　８歳　就学中

【奨学生の状況】
　フィスは父ピヤナイ・プーペーン、母ウィライポーン・カムディーとの間に生まれた一人っ
子である。フィスの両親は父親に別な女性ができたため彼が３歳の時に離婚。以後、一切の連
絡もないままで、母親も再婚。現在、フィスは祖父母、母親、養父と一緒に住んでいる。祖父
と養父はトラックの運転手として働き、日に300バーツの収入であるが、週に３～４日しか仕
事がないため、収入は不安定である。母親は失業して以来まだ仕事が見つかっていない。家族
は祖父と養父の稼ぎで生活しているが足りない時には親戚からお金を借りて、収入があった時
に返済している。家族はワットクロントイナイ地区にある駐車場裏の借家住まいで、家賃を月
に1,000バーツ、水道・電気代を月に1,000バーツ支払っている。

－ 30 － － 31 －



［新規奨学生］
氏　　　　名：ブンヤリット・トーンガァート　学　　年：小学４年生　男子
ニックネーム：オーフ　　　　　　　　　　　　将来の夢：サッカー選手

【家族構成】
　タンヤラック・トーンガァート　　母親　　29歳　　清掃員 9,000バーツ／月
　ブンヤリット・トーンガァート　　本人　　10歳　　就学中
　タンヤポーン・トーンガァート　　妹　　　５歳　　就学中

【奨学生の状況】
　オーフは父イッティポン・ポンテープ、母タンヤラック・トーンガァートとの間に生まれた
２兄妹の兄である。オーフの両親は彼が２歳の時に父親に別な女性が出来たために離婚。以後、
母親が養育してきている。母親は会社の清掃員として働き、月に9,000バーツの収入である。と
ころが、昨年６月28日に地域で火災が発生し、火のまわりが早く、オーフの家まで近づいてき
たので、母親は子どもを連れて避難したのである。２階部分が全焼したため、母親は何とか改
装したいと思っても金銭的に無理な状態であり、結局火災支援金と近所の人からお金を借りた
分を合せて居住できる場所を確保することができたのである。

［新規奨学生］
氏　　　　名：ラッタナティカン・ディーイン　学　　年：小学２年生　女子
ニックネーム：ヌゥーイ　　　　　　　　　　　将来の夢：医者

【家族構成】
　ブンスーム・ディーイン　　　　　父親　　45歳　　警備員 450バーツ／日
　アンカナー・ドックトゥーイ　　　母親　　43歳　　警備員 450バーツ／日
　ラッタナティカン・ディーイン　　本人　　７歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ヌゥーイは、父ブンスーム・ディーインと母アンカナー・ドックトゥーイの娘である。
ヌゥーイは両親と共に住んでいる。両親は、２人とも港湾局の警備員として父親は夜間、母親
は日中のシフトで働いている。それぞれの日給は450バーツであるが低賃金の上、仕事を休め
ば収入がないのでとても不安定な収入と言える。両親の日給は家計、ヌゥーイの教育費に充て
られるが、この他にヌゥーイの母方の祖母への仕送りが月に3,000バーツ必要であるため一家
の暮らしは苦しい状況にあり今後進学していくヌゥーイの教育費も高くなっていく一方なため
教育奨学金の援助を切望している。一家はバンコク都、クロントイ区のワットクロントイナイ
第二地区で二階建てコンクリート木造の借家に住んでおり月に家賃2,000バーツ、水道電気代
1,000バーツ支払わなければならない。

－ 32 － － 33 －



［新規奨学生］
氏　　　　名：パチャモン・セーンアルン　　学　　年：小学５年生　女子
ニックネーム：エム　　　　　　　　　　　　将来の夢：教師

【家族構成】
　プラソン・セーンアルン　　　　祖父　　56歳　荷担ぎ夫 400バーツ／日
　チュティマー・セーンアルン　　母親　　32歳　レストラン店員 9,000バーツ／月
　アーノン・セーンアルン　　　　叔父　　32歳　公務員 9,000バーツ／月
　アモンラット・コンカッブカン　義叔母　22歳
　チョンモン・セーンアルン　　　姉　　　15歳　就学中
　ピナーモン・セーンアルン　　　姉　　　13歳　就学中
　パチャモン・セーンアルン　　　本人　　11歳　就学中
　ナチャポン・セーンアルン　　　弟　　　５歳　就学中

【奨学生の状況】
　エムは、父ソムポン・フムクラトークと母チュティマー・セーンアルンの４人の子どものう
ちの第三子である。両親は離婚しており父親は４人の子ども達に会いにくることすらなく母親
に養育を押し付けたままである。母親はレストランで給仕の仕事をし月給は9,000バーツであ
る。母親のほかにエムの祖父と叔父が家計のために働いている。祖父はクロントイ港の荷担ぎ
夫として日給400バーツを得ているが仕事はある時とない時があり不安定な収入である。叔父
はクロントイ区役所に勤務し月給9,000バーツを得ているものの家族に人数が多く就学中の子ど
も達を４人を抱え家計、教育費とも大変苦しい状況である。一家に持ち家はなくバンコク都ク
ロントイ区のワットクロントイナイ第二地区にある木造コンクリート建ての家を借りており月
に3,000バーツの家賃と1,200バーツの水道電気代を支払っている。

［新規奨学生］
氏　　　　名：ウィーララック・ジューラワット　学　　年：小学３年生　男子
ニックネーム：オーガス　　　　　　　　　　　　将来の夢：サッカー選手

【家族構成】
　ソムマーイ・ジューラワット　　　祖母　　53歳
　ウィーラ・ジューラワット　　　　父親　　37歳　　在庫管理 10,000バーツ／月
　ウェオダーオ・サオケェーオ　　　母親　　36歳　　キーパンチャー 350バーツ／日
　ウィーララック・ジューラワット　本人　　８歳　　就学中

【奨学生の状況】
　オーガスは、一家の３人の子どものうちの第三子である。オーガスは父方の祖母と両親と一
緒に暮らし、双子の兄達は田舎で母方の祖母と一緒に暮らしている。父親は工場の在庫管理の
仕事をし収入は月に10,000バーツで、母親はキーパンチャーとして働き日給350バーツである。
両親の収入は生活費の他に地方に住む双子の兄達へ月に5,000バーツの仕送り、また月々借金
4,000バーツを返済しなければならない。この他に水道電気代が月々1,500バーツかかるため一
家の生活はかなり苦しい状況にある。
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［新規奨学生］
氏　　　　名：ダイアナ・メンサー　　　　　学　　年：小学５年生　女子
ニックネーム：ダイ　　　　　　　　　　　　将来の夢：警察官

【家族構成】
　スリヤ・ブンプゥーク　　　　　叔父　　38歳　　会社員 15,000バーツ／月
　スントゥリー・ワーンパケ　　　叔母　　38歳　　保育士助手 12,000バーツ／月
　ダイアナ・メンサー　　　　　　本人　　10歳　　就学中
　ブア・オハネッシー　　　　　　妹　　　８歳　　就学中
　プリヤナンタナー・スワービー　妹　　　７歳　　就学中
　クララー・スワービー　　　　　妹　　　４歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ダイは、父ジョセフ・バレンタイン・メンサーと母ワーンウィサー・スワービーの４人の
子どものうちの第一子である。父親はガーナ国籍であるがダイアナが４歳の時に祖国に強制送
還されその後母親は再婚をした。両親共に子ども達と時々連絡は取るものの養育費の負担は全
くなくダイアナ姉妹の叔父と叔母に養育を任せきりである。叔父は運輸会社に勤務し月給は
15,000バーツである。叔母も家計の足しにと保育所の保育士助手として働き月給は12,000バー
ツである。叔父叔母共に働いてはいるものの昨今の物価の上昇や育ち盛りの就学中の子ども４
人を抱えての家計はかなり苦しい状況にあり、収入が足りない月もあるほどである。叔父叔母
の負担はかなり重いもので教育奨学金の援助を切望している。一家はバンコク都クロントイ区
のワットクロントイナイ第二地区の持ち家に住み月々3,500バーツの電気水道代を支払っている。

［新規奨学生］
氏　　　　名：ラウィーガーン・ジンダーウェート　学　　年：小学２年生
ニックネーム：ウン　　　　　　　　　　　　　　　将来の夢：警察官

【家族構成】
　チャックワット・マーイン　　　　　父親　　31歳　　工員 6,000バーツ／月
　ユワンダー・ジンダーウェート　　　母親　　31歳　　保育士助手 8,000バーツ／月
　ニチャー・ジンダーウェート　　　　姉　　　11歳　　就学中
　ラウィーガーン・ジンダーウェート　本人　　７歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ウンは、父チャックワット・マーインと母ユワンダー・ジンダーウェートの２人の子どもの
第二子である。ウンは両親、姉と一緒に暮らしている。父親は工場で働き月給は6,000バーツで
ある。母親は保育士の助手として働き月給は8,000バーツである。両親の収入は生活費と２人の
子ども達の教育費に充てられているが就学中の子ども２人を抱えているうえに月々500～1,000
バーツの借金を返済しなければならない。両親の収入をあわせても低額で月々の家計はかなり
苦しい状況である。一家はバンコク都、クロントイ区のパッタナーマイ地区にある二階建て木
造コンクリートの持ち家に住んでいる。月々の電気水道代は2,000バーツである。
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［新規奨学生］
氏　　　　名：アピンヤー・ゲーウニヨム　　学　　年：小学３年生　女子
ニックネーム：ファーム　　　　　　　　　　将来の夢：教師

【家族構成】
　ソムシィー・シンディー　　　　曽祖母　　66歳
　ソントゥリー・シンディー　　　祖父　　　43歳　　※身体障害者
　タンヤーヌット・ゲーウニヨム　従姉　　　16歳　　就学中
　タッポン・ゲーウニヨム　　　　兄　　　　９歳　　就学中
　アピンヤー・ゲーウニヨム　　　本人　　　７歳　　就学中
　チャトゥポン・ゲーウニヨム　　弟　　　　６歳　　就学中
　ティラパット・ゲーウニヨム　　弟　　　　３歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ファームは、父ポンサコーン・ゲーウニヨムと母ウサー・プーミチャルーンの４人の子ども
のうちの第二子である。現在、ファームと他の兄弟達は曾祖母に日々の面倒を見てもらってい
る。両親はサムットプラカーン県で働いておりバンコクへの交通費がかかるため時々子ども達
に会いにやってくるのみである。両親は、ファームに月に3,000バーツ、他の子ども達にも送金
しているが５人の就学中の子ども達を養うにはとても十分ではないうえにファームの曾祖母は
足と脳に障害を持つファームの祖父の面倒も見なければならない。一家は、バンコク都、クロ
ントイ区のワットクロントイナイ第一地区の二階建ての木造の持ち家に住んでおり月々の電気
水道代は1,100バーツである。

［新規奨学生］
氏　　　　名：オーラワン・ディッバンチョン　学　　年：小学３年生　女子
ニックネーム：エーン　　　　　　　　　　　　将来の夢：看護師

【家族構成】
　アディサック・プーンサップ　　義祖父　　　　　55歳　警備員 400バーツ／日
　プラニー・マーリテート　　　　祖母　　　　　　48歳　お手伝い 300バーツ／日
　サラウット・プーンサップ　　　義祖父の子ども　11歳　就学中
　オーラワン・ディッバンチョン　本人　　　　　　８歳　就学中

【奨学生の状況】
　エーンは、父ソムサック・カンサターンと母ブンシィー・ディッバンチョンの一人娘である。
エーンの両親は離婚してそれぞれ新しい家庭を持ち父親は世話をするどころか一度も娘に会い
に来たことがない。母親は本当に時々娘に会いに来るもの養育費の援助をしたこともなく祖母
の元に子ども達を置き去りにして世話を任せている。エーンの家族は祖母と義祖父そしてエー
ンが兄と呼ぶ義祖父の息子の４人である。義祖父は警備員として働き日給は400バーツである。
祖母は会社のお手伝いとして働き日給300バーツである。２人の収入はとても低額なうえに日
雇いのために仕事がない日は収入がないという不安定なものである。就学中の子ども達を２人
抱え、昨今の物価の上昇で収入は足りず家計はかなり苦しい状況である。一家はバンコク都の
プルーン地区ある二階建てコンクリートの持ち家に住んでいる。月々の電気水道代は1,000バー
ツである。
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［新規奨学生］
氏　　　　名：ケマナット・ウィライワーン　学　　年：小学２年生
ニックネーム：ミィウ　　　　　　　　　　　将来の夢：医者

【家族構成】
　カンチャナー・シムチャルーン　　　祖母　　55歳　日用雑貨店 500バーツ／日
　チョンティチャー・マンモー　　　　母親　　31歳　ホテルメイド 9,000バーツ／月
　ナチャニチャー・ウィライワーン　　姉　　　８歳　就学中
　ケマナット・ウィライワーン　　　　本人　　７歳　就学中

【奨学生の状況】
　ミィウは、父クワン・ウィライワーンと母チョンティチャー・マンモーの２人の子どもの第
二子である。現在、ミィウと姉は祖母と母から養育を受けている。父親は新しい家庭を持ちそ
れ以来２人の子どもの養育費の援助もなく家に帰ることもない。ミィウの母親は一家の大黒柱
でホテルメイドとして働き月給9,000バーツである。祖母も家計を助けるために日用雑貨店を
開き日に500バーツの収入があるものの仕入れ代金が常時必要で、その日の客足によりその収
入はかなり不安定である。生活費や２人の子ども達の教育費のほかに一家には借金があり月に
2,000バーツを返済している現状もあり母親と祖母はかなり苦しい状況にあるため教育奨学金の
援助を切望している。一家はバンコク都、クロントイ区、ワットクロントイナイ第二地区にあ
る二階建て木造コンクリートの持ち家に住んでいる。月々の電気水道代は2,000バーツである。

［新規奨学生］
氏　　　　名：ミーナー・ゲーンゲーウ　　　学　　年：小学３年生　女子
ニックネーム：ミン　　　　　　　　　　　　将来の夢：看護師

【家族構成】
　ウィンチャ・チャルサパー　　　祖父　60歳　食堂 500バーツ／日
　ケッセラー・チャルサパー　　　祖母　56歳　※二人合わせて、上記の金額
　シィリチャイ・ゲーンゲーウ　　父親　28歳　会社員 9,000バーツ／月
　コーンカノック・チャルサパー　母親　25歳　給食調理員 300バーツ／日
　ミーナー・ゲーンゲーウ　　　　本人　９歳　就学中
　トゥラー・ゲーンゲーウ　　　　弟　　３歳　就学中

【奨学生の状況】
　ミンは、父シィリチャイ・ゲーンゲーウと母コーンカノック・チャルサパーの２人の子ども
の第一子である。ミンは祖父母、両親、弟と一緒に暮らしている。父親は運送会社で働き月給
9,000バーツである。母親は、学校の給食調理員で日給300バーツであるが、日雇いのため仕事
がない日は収入がなく不安定である。両親の収入は家計と２人の子どもの教育費に充てられる。
両親の助けにとミンの祖父母も一皿料理の店を出し、日に500バーツの収入があるもののその
日の客入りにもより収入はとても不安定である。こうして大人が４人が働いているものの収入
は不安定で苦しい状況にある。一家はバンコク都、クロントイ区、ワットクロントイナイ第二
地区にある祖母名義の二階建て木造コンクリートの家に住んでいる。月々の電気水道代は1,200
バーツである。
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［新規奨学生］
氏　　　　名：ナパッツワン・キヤットジンダーラット　学　　年：小学２年生　女子
ニックネーム：ポンカーオ　　　　　　　　　　　　　　将来の夢：教師

【家族構成】
　パイブーン・キヤットジンダーラット　　　　祖父　76歳
　ティップモンター・キヤットジンダーラット　母親　38歳　会社員 14,000バーツ／月
　ナパッツワン・キヤットジンダーラット　　　本人　８歳　就学中

【奨学生の状況】
　ポンカーオは、現在祖父、母親と一緒に祖父の名義である住宅公団のアパートに住んでいる。
家賃は月に1,800バーツで他に水道代800バーツと電気代1,000バーツを支払っている。両親は、
父親の浮気のため離婚した。父親は、母親を保証人にして300,000バーツのピックアップトラッ
クを購入しており離婚した際に父親はそのピックアップ車を持って行ったがそれ以来月賦を送
金することもなく音沙汰なしである。そのため保証人である母親がその月賦を毎月4,100バーツ
を負担しなければならない。この月賦のほかに一家はもう一つ大きな問題を抱えている。祖父
は現在、骨髄と脾臓に癌を患い、合併症も患っており祖父の体調がすぐれない時は母親は仕事
を休んで面倒を見なければならない。また祖父を病院へ連れて行く時にはお礼を渡し誰かに手
伝ってもらわなければならず心身共にとても苦しい人生を送っており今後のポンカーオの教育
のために教育奨学金の支援を強く切望している。

［新規奨学生］
氏　　　　名：キッティポン・プランクラン　学　　年：小学５年生　男子
ニックネーム：ノット　　　　　　　　　　　将来の夢：自動車修理工

【家族構成】
　ランパーン・プランクラン　　　父親　　45歳　　警備員 10,000バーツ／月
　スカンヤー・マンコンディー　　母親　　43歳　　家政婦 9,000バーツ／月
　キッティポン・プランクラン　　本人　　11歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ノットは、父ランパーン・プランクランと母スカンヤー・マンコンディーの一人息子である。
ノットは両親と一緒に暮らしており、ノットには異父違いの姉が一人いる。姉は既に家庭を持
ち別の場所に暮らしている。父親は警備員として働き月給は10,000バーツである。父親は昨年、
交通事故に遭い治療のため長い間働くことができず一ヶ月前から再び働き始めた。母親は会社
の家政婦として働き月給は9,000バーツであるが、母親には胃食道逆流症と重症筋無力症の持病
がある。両親とも働いているものの教育費、生活費の他に両親共に持病の治療費が必要で常時
病院通いをしなくてはならない苦しい状況である。一家には持ち家はなく二階建て木造コンク
リート建ての家を借家している月々に借家代、電気水道代あわせて3,000バーツを負担している。
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［新規奨学生］
氏　　　　名：ジラパン・リットタイソン　学　　年：小学４年生　男子
ニックネーム：ジェジェ　　　　　　　　　将来の夢：軍人

【家族構成】
　シヤムユー・セーテー　　　　　祖母　　62歳　　家政婦 9,000バーツ／月
　アピワット・リットタイソン　　兄　　　18歳　　荷役労働 300バーツ／日
　ジラパン・リットタイソン　　　本人　　10歳　　就学中
　ナパッソン・セーティヤウ　　　従妹　　３歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ジェジェは２人兄弟の弟である。ジェジェの両親は子どもを祖母に預けて離婚。それぞれ再
婚して一切の仕送りもしてきていない。現在、ジェジェは祖母、兄、従妹と一緒に住んでいる。
祖母は家政婦として働き、月に9,000バーツの収入である。家族は祖母の稼ぎで生活しているが、
育ち盛りの子どもがいるのでかなり厳しい状態である。ジェジェの兄はクロントイ港で荷役労
働者として働いているが、仕事がないこともあり、収入は不安定である。大黒柱となっている
祖母には負担も大きい。家族は第4-5-6地区にある持ち家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1,000バーツ支払っている。

［新規奨学生］
氏　　　　名：クワンナパー・ルアンソム　　学　　年：小学２年生　女子
ニックネーム：プレェウ　　　　　　　　　　将来の夢：教師

【家族構成】
　ダーブウィセット・ルアンソム　　祖父　　67歳　　運転手 600バーツ／日
　アムラー・ルアンソム　　　　　　祖母　　62歳　　主婦
　コムサック・ルアンソム　　　　　叔父　　39歳　　運転手 500バーツ／日
　ティーラパット・コンソムヌック　異父兄　17歳　　就学中
　チラチャヤー・ルアンソム　　　　異父姉　13歳　　就学中
　ワチャラワディ・プリートン　　　異父兄　９歳　　就学中
　クワンナパー・ルアンソム　　　　本人　　７歳　　就学中

【奨学生の状況】
　プレェウは、母ブッサディー・ルアンソムラウィカーンの第四子である。父の氏名は不明で
ある。母親はそれぞれ父親が違う子どもを４人持つ。父親と母親はプレェウがまだ母親のお腹
に宿り３ヶ月で離婚し、それ以来父親は姿を現したことはない。一方、母親はプレェウを出産
し３ヶ月の時にパタヤへ働きに行ったまま何の養育もしていない。祖父は市場で商いをする人
達の運転手として働き日給は600バーツであるが仕事のない日もあり収入は不安定である。ま
た伯父も同じく運転手として働き日給は500バーツであるがやはり収入は不安定である。もし
２人供仕事がない日は収入はゼロになり家計も子ども達の教育費も大変苦しい状況にある。ク
ワンナパーは、現在祖父、祖母と他の家族と共にバンコク都クロントイ区のロンムー地区にあ
る二階建て木造コンクリートの家に住んでいる。月々の電気水道代は1,000バーツである。
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［新規奨学生］
氏　　　　名：ドゥアンカモン・アネークヌワン　学　　年：小学３年生　女子
ニックネーム：フォーカス　　　　　　　　　　　将来の夢：医者

【家族構成】
　アンポーン・アネークヌワン　　　祖父　53歳　タクシー運転手 400バーツ／日
　ノーイ・アネークヌワン　　　　　祖母　52歳
　プラサーオ・アネークヌワン　　　母親　34歳　清掃員 12,000バーツ／月
　パカラワン・ヒランヤーラック　　叔母　30歳　会社員 12,000バーツ／月
　カンヤーラック・アネークヌワン　叔母　24歳　会社員 12,000バーツ／月
　クワンジラー・アネークヌワン　　姉　　14歳　就学中
　ウォラチェート・アネークヌワン　兄　　11歳　就学中
　ドゥアンカモン・アネークヌワン　本人　８歳　就学中
　トンチャイ・セーンキィオ　　　　義父　34歳　バイクタクシー運転手 300バーツ／日

【奨学生の状況】
　フォーカスは、一家の３人の子どもの第三子である。両親は、フォーカスが小さい頃に離婚
し父親からはそれ以来養育費の援助はなく子ども達は母親に養育されてきた。現在母親が再婚
し母親と義父が子ども達を養育している。母親は清掃会社に所属し派遣清掃員として働き月給
は12,000バーツである。義父はバイクタクシー運転手として働き日給300バーツであるが客足
にもよりその収入は不安定である。一家の収入は主に母親に担われている。叔母達も働いては
いるものの自分達の生活もあり電気水道代等を少しずつ援助するくらいである。一家には借金
があり月々4,000バーツを返済しなくてはならない。また持ち家はなく借家に住み月々の家賃は
3,000バーツ、電気水道代は2,000バーツである。

［新規奨学生］
氏　　　　名：エカリン・パンスリー　　　　学　　年：小学６年生　男子
ニックネーム：サテム　　　　　　　　　　　将来の夢：警察官

【家族構成】
　エカチャイ・パンスリー　　　父親　35歳　メッセンジャー 9,500バーツ／月
　ニッタヤー・チャイナムケム　母親　39歳　シール貼り 300バーツ／日
　エカリン・パンスリー　　　　本人　12歳　就学中

【奨学生の状況】
　サテムは一人っ子で、両親と一緒に住んでいる。父親はメッセンジャー（書類等を届ける仕
事）として働き、月に9,500バーツの収入である。母親は酒類の瓶にシールを貼る仕事をして日
に300バーツの収入であるが、仕事がない日もあり、収入は不安定である。育ち盛りのサテム
の養育をし、家族には持ち家がないため借家住まいをしている。家賃を月に2,500バーツ支払い、
借金することなく家族は節約しながら暮らしている。
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［新規奨学生］
氏　　　　名：タナポーン・パンアーカート　学　　年：小学５年生　女子
ニックネーム：ガラメー　　　　　　　　　　将来の夢：教師

【家族構成】
　ターウォン・ポンチャルーン　　義父　53歳　バイクタクシー運転手 300～400バーツ／日
　マリワン・チューンクロム　　　母親　41歳
　カノックポン・パンアーカート　姉　　15歳　就学中
　タナポーン・パンアーカート　　本人　11歳　就学中
　キッティポン・ポンチャルーン　義弟　３歳

【奨学生の状況】
　ガラメーは、一家の４人の子どもの第四子である。両親は、約５年前に父親が麻薬に溺れ家
族の面倒もみず家族に対する責任感もないことから母親が離婚を申し出離婚した。その後母親
は再婚し新しい夫との子どもを一人授かった。ガラメーの義父は家族に対する責任感があり子
ども達の面倒をよく見てかわいがっている。バイクタクシーの運転手として働き日給は300～
400バーツであるが、その日の客足にもより収入は不安定であり、仕事を休めば収入はゼロに
なる。一方母親は、パニック障害を患っており動悸、息切れ、手の震え、突然やってくる不安
感などの症状があるため仕事に就くことができない。一家の家計は義父一人により支えられて
おり収入が十分でない時は借金をして生活費の足しにしなければならず３人の育ち盛りの子ど
も達を抱えかなり苦しい状況である。一家は、バンコク都、クロントイ区のホアコーン地区の
持ち家に住み月々1,100バーツの電気水道代を支払っている。

［新規奨学生］
氏　　　　名：チャヤーナン・ミーティヤム　学　　年：小学２年生　女子
ニックネーム：プラーイ　　　　　　　　　　将来の夢：医者

【家族構成】
　パヨーム・ナークモンコン　　祖母　　61歳
　パン・プアンカム　　　　　　養祖父　67歳　　警備員 400バーツ／日
　ニラン・ブンサラナ　　　　　母親　　44歳　　家政婦 11,000バーツ／月
　サンティクン・シリウェート　兄　　　13歳　　就学中
　チャヤーナン・ミーティヤム　本人　　８歳　　就学中

【奨学生の状況】
　プラーイは３人姉妹の２番目である。一番上の姉は家族を持って別な場所に住んでいる。現
在、プラーイは祖母、養祖父、母親、兄と一緒に住んでいる。母親は家政婦として働き、月に
11,000バーツの収入である。この収入で家族が暮らしているが、母親が高利貸しから借りた金
額も返済していかなければならない。家族が住んでいる祖母の家が狭いため、父親が近くにあ
る家に住んで行ったり来たりして、わずかではあるが祖母たち家族を助けている。養祖父は警
備員として働いてはいるが、収入は自分の関係で精一杯である。家族は第4-5-6地区にある祖母
の家に住み、水道・電気代を月に1,200バーツ支払っている。プラーイは勉強熱心で、学校の成
績も良い。
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［新規奨学生］
氏　　　　名：スパットラー・ミューンテープ　学　　年：小学１年生　女子
ニックネーム：ポーイ　　　　　　　　　　　　将来の夢：教師

【家族構成】
　ワンチャイ・ピーロップルン　　　　祖父　　63歳
　スワニット・チャンチャーイ　　　　祖母　　48歳
　スガンヤー・ピーロップルン　　　　母親　　27歳　　清掃員 300バーツ／日
　ナッタチャノン・ミューンテープ　　父親　　30歳　　警備員 300バーツ／日
　シリナン・ミューンテープ　　　　　姉　　　10歳　　就学中
　スパットラー・ミューンテープ　　　本人　　６歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ポーイは２人姉妹の妹である。ポーイは祖父母、両親、姉と一緒に住んでいる。父親は警備
員として働き、日に300バーツの収入である。母親は清掃員として働き、日に300バーツの収入
である。家族はポーイの両親の収入で生活し、さらに祖父母の面倒を見なければならない。祖
母は病気がちで働くことができないし、祖父も荷役仕事をしていたが体調を崩して働けなく
なってしまったのである。また、家族には借金があり、毎月2,000バーツを返金している。家族
は節約しながら暮らしていても、かなり厳しい状態である。家族が住んでいる平屋の家は老朽
化してきて、水道・電気代を月に700バーツ支払っている。

［新規奨学生］
氏　　　　名：タモンワン・ラーププラセェート　学　　年：小学４年生　女子
ニックネーム：マプラーン　　　　　　　　　　　将来の夢：看護師

【家族構成】
　ポンシリ・ラーププラセェート　　　　　父親　34歳　メッセンジャー 12,000バーツ／月
　ガンヤーラット・グラッドグロッ　　　　母親　34歳
　ティティナン・グラッドグロッ　　　　　義姉　15歳　就学中
　タモンワン・ラーププラセェート　　　　本人　９歳　就学中
　サックダートーン・ラーププラセェート　弟　　７歳　就学中
　ガンヤーナット・ラーププラセェート　　妹　　４ヶ月

【奨学生の状況】
　マプラーンは両親、義姉、弟、妹と一緒に住んでいる。父親はメッセンジャー（書類等を届
ける仕事）として働き、月に12,000バーツの収入である。母親は生後４ヶ月の子どもの世話を
しなければならないので、働くことができない。家族は父親の稼ぎだけで生活しているが、決
して十分とは言えず、休日には日雇い労働の仕事があれば働いて生計に役立てている。マプ
ラーンは勉強熱心であり、両親も彼女の勉学を応援している。家族はどんなに苦しくても借金
することなく、節約しながら暮らしている。家族には持ち家がなく、第4-5-6地区にある借家住
まいで、家賃（水道・電気代含む）を月に3,500バーツ支払っている。
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［新規奨学生］
氏　　　　名：スチャーナート・クロンゲーウ　学　　年：小学５年生　女子
ニックネーム：ウンセン　　　　　　　　　　　将来の夢：教師

【家族構成】
　レック・チャルーンポン　　　　父親　　45歳　　警備員 10,000バーツ／月
　スパーポン・クロンゲーウ　　　母親　　33歳　　家政婦 8,000バーツ／月
　オラーンノップ・クロンゲーウ　兄　　　15歳　　就学中
　スチャーナート・クロンゲーウ　本人　　11歳　　就学中
　ソムチャーイ・クロンゲーウ　　弟　　　９歳　　就学中
　スパシット・クロンゲーウ　　　弟　　　６歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ウンセンは、父レック・チャルーンポンと母スパーポン・クロンゲーウの４人の子どものう
ちの第二子である。ウンセンは両親、兄、弟２人と一緒にクロントイの70ライコミュニティで
暮らしている。父親は会社の警備員として働き月給10,000バーツ、一方母親は会社のお手伝い
として働き月給8,000バーツの収入がある。一家には持家がなくコンクリート一階建ての家を借
りており月々の家賃は1,400バーツである。昨今は物価も上昇しており日々の生活費と４人の子
ども達の教育費を賄うためには両親の収入は不十分な状況である。

［新規奨学生］
氏　　　　名：ハタイラット・イムチャルーン　学　　年：小学５年生　女子
ニックネーム：ヌゥーイ　　　　　　　　　　　将来の夢：医者

【家族構成】
　プヤオ・チャイヤ　　　　　　　　祖母　　51歳　販売員 300バーツ／日
　プラユーット・ティヤムチャート　大叔母　49歳　豚の串焼き売り 500バーツ／日
　マンタナー・ティヤムチャート　　叔母　　23歳　※二人合わせて、上記の金額
　ハタイラット・イムチャルーン　　本人　　10歳　就学中

【奨学生の状況】
　ヌゥーイは、一家の一人娘である。ヌゥーイがまだ母親のお腹にいる時に両親は離婚してそ
れ以来父親の消息は全くない。母親は一人でヌゥーイを育て大きくなってから祖母に預け自分
は地方へ働きに出た。母親は時々ヌゥーイに会いに来るが頻繁ではない。祖母は販売員として
働き日給300バーツを得ているものの仕事がある時とない時があり収入は非常に不安定である。
ヌゥーイは夕方になると大叔母の豚の串焼き売りの手伝いをして家計を助けようとしている。
また学校でのおやつ代はこの手伝いから得るお小遣いを当てている。一家の収入は一家の家計
には不足の状態である。一家はクロントイ区、ホアコーン地区にある木造一階建ての家に住ん
でおり月々の電気水道代は1,200バーツである。
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［新規奨学生］
氏　　　　名：チョンティチャー・キティウィタヤーコーン　学　　年：小学３年生　女子
ニックネーム：ムゥーイ　　　　　　　　　　　　　　　　　将来の夢：女優、タレント

【家族構成】
　セーンチャイ・キティウィタヤーコーン　　　父親　39歳　運転手 500バーツ／日
　タンヤラット・スリスラティシリ　　　　　　母親　30歳　清掃従業員 310バーツ／日
　チョンティチャー・キティウィタヤーコーン　本人　８歳　就学中

【奨学生の状況】
　ムゥーイは、父セーンチャイ・キティウィタヤーコーンと母タンヤラット・スリスラティシ
リの一人娘である。父親は、タクシー運転手をしており日給は500バーツであるが、その日の
客足に左右されその収入は不安定である。一方、母親は会社の掃除や雑用係をしており日給は
310バーツである。一家は、クロントイスラムの70ライ地区に木造一階建ての借家に住んでお
り月々の家賃は1,800バーツで電気水道代は800バーツである。昨今の物価の上昇により両親の
収入は子どもの教育費、日々の生活費を賄うには足りず苦しい状況である。

［新規奨学生］
氏　　　　名：ナパーライ・プルームチット　学　　年：小学６年生　女子
ニックネーム：ピム　　　　　　　　　　　　将来の夢：医者

【家族構成】
　ブンマー・プルームチット　　　父親　　61歳　　荷担ぎ夫 300バーツ／日
　ガンヤー・プルームチット　　　義母　　51歳　　清掃員 310バーツ／日
　ナパーライ・プルームチット　　本人　　12歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ピムは、父ブンマー・プルームチットと母チョンティチャー・フンイヤッドの一人娘である。
両親は、ピムが生まれて１ヶ月足らずで離婚しそれ以来母親は娘の養育に関知していない。現
在、ピムは、父親、父親の再婚相手である義母といっしょにクロントーイスラムの70ライ地区
で暮らしている。父親は、クロントイ港の荷担ぎ夫として日雇いの仕事をしているものの仕事
がない時は収入はゼロでありその収入はとても不安定なものである。一方、義母は会社の掃除
や雑用係として働き日給は310バーツである。一家は木造コンクリート二階建ての持ち家に住
み、月々500バーツの電気水道代を支払っている。両親の収入は低額であり教育費、日々の生
活費ともにとても苦しい状況である。
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［新規奨学生］
氏　　　　名：ルンアルン・ソーンパン　　　学　　年：小学校６年生　男子
ニックネーム：ルン　　　　　　　　　　　　将来の夢：警察官

【家族構成】
　ソムピット・サターポーン　　祖母　　67歳
　パイサーン・サターポーン　　祖父　　56歳　　トラック運転手 10,000バーツ／月
　パーヌデート・イムヨーイ　　従兄　　18歳　　荷役労働 300バーツ／日
　アムポン・ソーンパン　　　　兄　　　18歳
　オーンヌット・パフルワン　　従姉　　13歳　　就学中
　ルンアルン・ソーンパン　　　本人　　13歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ルンは父ソムポン・ソーンパン、母タワン・ウォンサーロートとの間に生まれた３番目の子
である。ルンの両親は母親が別な男性と出て行ったため彼が６歳の時に離婚。その後、父親が
結核を患い、ルンの母親は戻って来ない状況と自分の病気のことを考え過ぎて、ルンを祖父母
に預けて別な場所に部屋を借りたのである。祖母は高血圧と白内障を患って体調はあまり良く
ない。ルンの父親はクロントイ港で荷役労働者として働いているが、自分の生活におわれてい
る。よって、祖父が６トントラックの運転手として働き、月に10,000バーツの収入である。ま
た、従兄が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、仕事がな
いこともあり収入は不安定である。家族は祖父と従兄の収入で生活しているがかなり厳しい状
態である。家族は借家住まいで、家賃を月に2,000バーツ、水道・電気代を月に1,100バーツ支
払っている。

［新規奨学生］
氏　　　　名：ウティチャイ・サッププロム　学　　年：小学６年生　男子
ニックネーム：ボーン　　　　　　　　　　　将来の夢：警察官

【家族構成】
　チューンチャイ・サッププロム　　父親　　44歳　　運転手 600バーツ／日
　ブアトーン・ケェーオウン　　　　母親　　45歳　　清掃員 400バーツ／日
　ウティチャイ・サッププロム　　　本人　　12歳　　就学中
　モンティダー・サッププロム　　　妹　　　９歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ボーンは、父チューンチャイ・サッププロムと母ブアトーン・ケェーオウンの上の子である。
ボーンは、両親と妹といっしょに暮らしている。父親は、クロントイ港内で六輪駆動のトラッ
ク運転手をしており日給は600バーツである。一方、母親は清掃の仕事をしており日給は400
バーツである。一家は、クロントイスラムの70ライの木造コンクリート二階建ての借家に住ん
でおり月々の家賃は2,500バーツ、電気水道代として900バーツを支払っている。両親とも働い
ているものの日雇いのため仕事がある時とない時があり両親の収入は不安定である。昨今の物
価の上昇により両親の収入は子どもの教育費、日々の生活費を賄うには足りず苦しい状況であ
る。
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［新規奨学生］
氏　　　　名：ミントラー・チャティカワニット　学　　年：小学２年生　女子
ニックネーム：ミン　　　　　　　　　　　　　　将来の夢：教師

【家族構成】
　サーオ・サアードディー　　　　　　　祖母　　72歳
　ナンルーチャイ・サアードディー　　　叔父　　44歳　　廃品回収 50バーツ／日
　ナンティダー・チャティカワニット　　姉　　　８歳　　就学中
　ミントラー・チャティカワニット　　　本人　　７歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ミンは、一家の２人姉妹の妹である。両親はミンが小さい頃に離婚し、それ以来、姉妹は母
親の養育のみを受け、父親は子ども達を捨て全く養育に関知していない。母親は、現在再婚し
子ども達とは別の場所で間借りをして新しい夫と暮らし、祖母に子ども達を預けている。母親
は月々の生活費として祖母と子ども達に3,000から4,000バーツを仕送りしている。祖母は、72
歳と高齢のため職に就くことはできず一家の生活は母親と義父の仕送りのみで支えられおり苦
しい状況である。一家はクロントイスラムの第4-5-6地区の木造二階建ての借家に住んでいる。
一家は、月々に家賃2,000バーツと電気水道代600バーツを支払っている。

［新規奨学生］
氏　　　　名：ラッティガー・ブンプラゴッブ　学　　年：小学４年生　女子
ニックネーム：ピム　　　　　　　　　　　　　将来の夢：医者

【家族構成】
　スコーン・ブンプラゴッブ　　　　父親　　48歳　　エアコン修理工 350バーツ／日
　ギィヤン・ディーカマート　　　　母親　　46歳　　廃品回収 200バーツ／日
　ラッティガー・ブンプラゴッブ　　本人　　９歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ピムは、父スコーン・ブンプラゴッブ、母ギィヤン・ディーカマートとの子である。現在、
ピムは両親と一緒に住んでいる。父親はエアコンの修理工として働き、日に350バーツの収入
である。一方、母親はペットボトルや缶詰などの廃品を回収して売り、１回に200バーツを得
るが、かなりの廃品を集めてから売るため、収入は不安定なのである。両親共に働いてはいる
ものの、家族が生活していくにはかなり厳しい状態である。家族は借家住まいで、家賃を月に
1,200バーツ、水道・電気代を月に700バーツ支払っている。

－ 44 － － 45 －



［新規奨学生］
氏　　　　名：ワンニダー・ゴーンサワット　学　　年：小学６年生　女子
ニックネーム：ワーンイェン　　　　　　　　将来の夢：会計士

【家族構成】
　ワンチャイ・ゴーンサワット　祖父　54歳　豚肉を切る職人 400バーツ／日
　アヌチット・ゴーンサワット　父親　32歳　豚肉を切る職人 400バーツ／日
　スランカナー・ポーテーン　　義母　21歳　美容クリニック職員 12,000バーツ／月
　ワンニダー・ゴーンサワット　本人　12歳　就学中
　アヌサラー・ゴーンサワット　義妹　５歳　就学中

【奨学生の状況】
　ワーンイェンは、父アヌチット・ゴーンサワット、母スチンダー・ガァートテートとの子
である。ワーンイェンの母親は彼女が３歳の時に心筋梗塞で死亡。後に父親が再婚し、養母に
は娘がいて、彼女に義妹になる。ワーンイェンは祖父、父親、義母、義妹と一緒にリムコロン
ワットサパーン地区―ロンムーに住んでいる。祖父と父親はロンムー地区にある豚肉加工場で
豚肉を切る職人として働き、日にそれぞれ400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。一方、義母は美容クリニックの職員として働き、月に12,000バーツの
収入である。家族は豚肉加工場オーナーの家に同居し、水道・電気代を月に1,000バーツ支払っ
ている。

［新規奨学生］
氏　　　　名：アーティタヤー・ギットピンスリー　学　　年：小学６年生　女子
ニックネーム：ベン　　　　　　　　　　　　　　　将来の夢：バドミントン選手

【家族構成】
スラサック・ギットピンスリー　　　祖父　65歳　警備員 300バーツ／日
エカシット・ギットピンスリー　　　父親　34歳　バイクタクシー運転手 400バーツ／日
ウクリット・ギットピンスリー　　　兄　　12歳　就学中
アーティタヤー・ギットピンスリー　本人　11歳　就学中
カティヤー・ギットピンスリー　　　妹　　８歳　就学中

【奨学生の状況】
　ベンは、父エカシット・ギットピンスリー、母ユパーポーン・トゥーラタムとの間に生まれ、
３人兄妹の２番目である。ベンの両親は５～６年前に離婚し、母親は一切子どもたちに会いに
来ていない。現在、ベンは祖父、父親、兄、弟と一緒に住んでいる。祖父は警備員として働き、
日に300バーツの収入である。父親はバイク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。祖父も父親も仕事があれば収入はあるが、仕事がないこともあり、収入は不安定で
ある。家族は３人の子どもを養育しながら生活していくにはかなり厳しい状態である。家族は
プラカノン区のサワッディー４地区にある借家に住み、家賃を月に2,000バーツ、水道・電気代
を月に1,500バーツ支払っている。
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［新規奨学生］
氏　　　　名：サーイファー・ブンヤナン　学　　年：小学１年生　男子
ニックネーム：メーク　　　　　　　　　　将来の夢：警察官

【家族構成】
　ワンチャイ・ケートプラトゥム　　養父　　42歳　　花輪売り 300バーツ／日
　スパンサー・ブンヤナン　　　　　母親　　36歳　　葬儀屋 300バーツ／日
　サーイファー・ブンヤナン　　　　本人　　８歳　　就学中

【奨学生の状況】
　メークは、父サーイフォン・プロームピロム、母スパンサー・ブンヤナンとの間に生まれた
子である。メークの父親は母親がメークの妊娠５ヶ月にして交通事故に遭って死亡。母親は悲
しみを乗り越えてメークを出産し、育ててきた。母親はクロントイノーク寺の犬や猫の火葬を
担当する仕事をして、日に300バーツの収入である。仕事があれば収入があるといった状態で
不安定である。今年になって母親が再婚。養父は交差点で花輪売りをし、日に300バーツの収
入である。家族には持ち家がなく借家住まいで、２階建ての家屋の家賃を月に4,000バーツ支
払っているが、メークの家族は２階に住んで家賃は月に2,000バーツ､１階には親戚家族が借り
て住んでいる。

［新規奨学生］
氏　　　　名：タナポーン・ラーチィウォン　学　　年：小学３年生　女子
ニックネーム：ファースト　　　　　　　　　将来の夢：看護師

【家族構成】
　ラムポン・ラーチィウォン　　　　母親　　34歳　　家政婦 15,000バーツ／月
　トサポン・ガァートポン　　　　　義父　　30歳　　商品運搬 500バーツ／日
　プーミパット・ラーチィウォン　　義兄　　16歳　　警備員 450バーツ／日
　タナポーン・ラーチィウォン　　　本人　　９歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ファーストは、父ソムグリット・プレムスッィイサワッツ、母ラムポン・ラーチィウォンと
の子である。ファーストの両親は彼女の生後１ヶ月で離婚。父親は田舎に戻ったきりで一切連
絡をしてきていない。現在、ファーストは母親、義父、義兄と一緒に住んでいる。母親は会社
内の家政婦として働き、月に15,000バーツの収入である。義父はクロントイ港内で商品運搬の
仕事をして、日に500バーツの収入であるが、仕事がない日もあり、収入は不安定である。義
兄はクロントイ港内で臨時的な警備員として働き、日に450バーツの収入であるが、仕事がな
いこともあって収入は不安定。義兄は学校外教育課程中学部で学んでいて、彼自身の稼ぎはほ
とんど自分のことで精一杯である。家族は持ち家はなく借家住まいで、家賃を月に2,500バーツ、
水道・電気代を月に1,000バーツ支払っている。
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［新規奨学生］
氏　　　　名：ピーラポン・ガーラテーッド　学　　年：小学５年生　男子
ニックネーム：オートー　　　　　　　　　　将来の夢：警察官

【家族構成】
　ダムロンサック・ガーラテーッド　　祖父　　54歳　　惣菜売り 600バーツ／日
　ブンスリー・ガーラテーッド　　　　祖母　　50歳　　※二人合わせて、上記の金額
　ティーラワット・ガーラテーッド　　叔父　　20歳　　就学中
　ピーラポン・ガーラテーッド　　　　本人　　11歳　　就学中

【奨学生の状況】
　オートーは、父ティーラポン・ガーラテーッド、母ペンナパー・ペットガンチャとの間に生
まれ、一人っ子である。オートーの両親は離婚し、それぞれが再婚。よって、オートーを祖父
母に預けたのである。現在、オートーの祖父母は自分の住む地域で惣菜（タイ風カレー各種）
を作って売り、日に２人で約600バーツの収入であるが、休めば何の収入もないため不安定で
ある。また、祖父母には息子（オートーの叔父）がおり、彼は大学生として就学中。オートー
の母親が養育費として月に約2,000バーツを仕送りしてはくるが、育ち盛りなので足りなく、祖
父母も節約しながら暮らしている。家族は第4-5-6地区の持ち家に住み、水道・電気代を月に
1,300バーツ支払っている。

［新規奨学生］
氏　　　　名：カティヤー・グリットピンスリー　学　　年：小学３年生　女子
ニックネーム：フーン　　　　　　　　　　　　　将来の夢：女性サッカー選手

【家族構成】
　スラサック・グリットピンスリー　　　祖父　　66歳　　警備員 300バーツ／日
　エカシット・グリットピンスリー　　　父親　　35歳　　運転手 400バーツ／日
　ウグリット・グリットピンスリー　　　兄　　　13歳　　就学中
　アーティッヤー・グリットピンスリー　姉　　　12歳　　就学中
　カティヤー・グリットピンスリー　　　本人　　９歳　　就学中

【奨学生の状況】
　フーンは、父エカシット・グリットピンスリー、母ユパーポーン・トゥーラタムとの間に生
まれ、３人兄弟の３番目である。フーンの両親は５～６年前に離婚し、母親は３人の子どもを
残して家を出て行ったのである。現在、フーンは祖父、父親、兄、姉と一緒に住んでいる。祖
父は警備員として働き、日に300バーツの収入である。父親はバイク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。祖父と父親は仕事を休めば収入がないため、不安定であ
る。父親は家族が生活するために朝早くから夜８時まで働いている。それでも家族はかなり厳
しい状態である。家族はプラカノン区のサワディ４地区に借家住まいで、家賃を月に2,000バー
ツ、水道・電気代を月に1,500バーツ支払っている。
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［新規奨学生］
氏　　　　名：マナスナイ・クナチューン　　学　　年：小学２年生　男子
ニックネーム：セブン　　　　　　　　　　　将来の夢：タレント

【家族構成】
リヤン・ゲーウシー　　　　　　　祖母　　73歳
ニパン・クナチューン　　　　　　父親　　33歳
チュティガーンチャ・ゲーウシー　母親　　46歳　会社従業員 12,000バーツ／月
ペッチャポーン・ゲーウシー　　　異父姉　23歳　ダンスインストラクター 8,000バーツ／月
ティチャーゴーン・ゲーウシー　　従姉　　16歳　就学中
マナスナイ・クナチューン　　　　本人　　10歳　就学中

【奨学生の状況】
　セブンは、祖母、両親、異父姉、従姉と一緒にフラットに住んでいる。フラットに住む権利
は母親になっている。母親はシッピング会社の従業員として働き、月に12,000バーツの収入で
ある。父親は失業中で職探しをしているが、タイ舞踊専門のため他の仕事になかなか有りつけ
ない。家族は病気がちの祖母、歩行と会話が困難な従姉（但し、意志の疎通ができる）をかか
えている。フラットの家賃は月に1,000バーツ､水道・電気代を月に1,500バーツ、さらに祖母と
障害を持つ従姉の食事も合せて家族の分として日に500バーツを負担しているため、失業状態
の父親も日雇い労働者として働きに出て、少しでも家計をささえようとしている。

［新規奨学生］
氏　　　　名：ナッタワット・スリーサワット　学　　年：小学１年生　男子
ニックネーム：ナゲット　　　　　　　　　　　将来の夢：サッカー選手

【家族構成】
　パトムラット・ブンプロム　　　祖父　55歳
　マニシリ・ブンプロム　　　　　祖母　48歳　粉ミルク等の販売 500バーツ／日
　サワロート・ブンプロム　　　　叔父　17歳　就学中
　ナッタワット・スリーサワット　本人　７歳　就学中

【奨学生の状況】
　ナゲットは、父サムレット・スリーサワット、母ルチガーンチャ・ブンプロムとの子である。
ナゲットの両親は２年前に離婚。現在、ナゲットは祖父母、叔父と一緒に住んでいる。祖父は
家の守護神を奉った時に行事をする職人であるが、仕事は頻繁にあるわけではない。祖母は粉
ミルク等を販売して、日に約500バーツの収入であるが、お客次第なため、収入は不安定であ
る。祖父母には自分たちの息子がまだ就学中であり、彼に対する学費等もかかり、ナゲットの
養育もしていかなければならないので、かなり厳しい状態である。家族は第4-5-6地区の持ち家
に住み、水道・電気代を月に1,500バーツ支払っている。
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［新規奨学生］
氏　　　　名：モンチャルーム・サンウォン　学　　年：小学４年生　男子
ニックネーム：ピー　　　　　　　　　　　　将来の夢：サッカー選手

【家族構成】
　モンチャイ・サンウォン　　　　　父親　　44歳
　ワラーラック・ジャンタブーン　　母親　　38歳　　清掃員 300バーツ／日
　ノパドン・ジャンタブーン　　　　兄　　　15歳　　就学中
　モンチャルーム・サンウォン　　　本人　　10歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ピーは父モンチャイ・サンウォン、母ワラーラック・ジャンタブーンとの間に生まれた２番
目の子である。ピーの家族は高速道路下で運河沿いにある狭いところに板切れをつないだ建物
に住んでいるが、老朽化していて、雨が降れば運河の汚水があふれてきて浸水した状態になる。
家族みんなが急いで中の物を高い場所に上げなければならない。現在、ピーの父親は視力がほ
とんど見えないために働いていない。父親は両目が緑内障で失明しかけているため日常生活が
困難になってきている。以前はペンキ塗りなど内装工事の作業員として働いていた。母親は清
掃員として働き、日に300バーツの収入である。家族は母親一人の収入で生活しているが、決
して十分とは言えず、足りない時には建設現場で働く年老いた祖母に少し助けてもらっている。

［新規奨学生］
氏　　　　名：ナッチャー・セーントーン　　学　　年：小学４年生　女子
ニックネーム：ミィウ　　　　　　　　　　　将来の夢：教師

【家族構成】
　ブンミー・セーントーン　　　　　父親　　34歳　　日雇い労働 500バーツ／日
　ドロンパーライ・マニーチョン　　母親　　34歳
　ナッチャー・セーントーン　　　　本人　　９歳　　就学中
　ナッティチャー・セーントーン　　妹　　　７歳　　就学中
　ドンティチャー・セーントーン　　弟　　　２歳

【奨学生の状況】
　ミィウは父ブンミー・セーントーン、母ドロンパーライ・マニーチョンとの間に生まれた３
人姉妹の長女である。現在、ミィウは両親、妹、弟と一緒に住んでいる。父親はクロントイ港
の荷役労働者として働き、日に500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
状態で不安定である。母親は下の子の世話のために働いていない。よって、父親一人の稼ぎで
家族が生活していくにはかなり厳しい。家族は持ち家はなく、70ライ地区に借家住まいで家賃
を月に2,000バーツ､　水道・電気代を月に600バーツ支払っている。
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［新規奨学生］
氏　　　　名：プローイチョムプー・ブアゲーウ　学　　年：小学２年生　女子
ニックネーム：ファーサイ　　　　　　　　　　　将来の夢：警察官

【家族構成】
　サラーウット・インササーサット　　養父　　41歳　雑貨品売り 400バーツ／日
　ヌチャリン・サップチューウガーム　母親　　38歳　※二人合わせて、上記の金額
　ナンタポーン・ブアゲーウ　　　　　姉　　　19歳　就学中
　プローイチョムプー・ブアゲーウ　　本人　　８歳　就学中
　ティターパー・インササーサット　　義妹　　７ヶ月

【奨学生の状況】
　ファーサイは父ソーパン・ブアゲーウ、母ヌチャリン・サップチューウガームとの間に生ま
れた子である。ファーサイの両親は彼女が５歳の時に離婚。ファーサイの父親は一度も仕送り
をしてきていない。現在、母親は再婚し、ファーサイは母親、養父、姉、義妹と一緒に住んで
いる。母親と養父は家で雑貨品売りをして、日に約400バーツの収入であるが、お客次第なの
で決して安定はしていない。家族はロンムー地区にある持ち家に住んでいる。

［新規奨学生］
氏　　　　名：タンチャノック・ゲットウートーン　学　　年：小学３年生　女子
ニックネーム：チョムプー　　　　　　　　　　　　将来の夢：医者

【家族構成】
　ウィチャイ・ゲットウートーン　　　　叔父　57歳
　オラタイ・セーンワンディー　　　　　叔母　57歳　惣菜売り 300バーツ／日
　ハタイチャノック・ゲットウートーン　母親　30歳　ロータス従業員 11,000バーツ／月
　タンチャノック・ゲットウートーン　　本人　８歳　就学中
　ポーンチャノック・ゲットウートーン　妹　　５歳　就学中

【奨学生の状況】
　チョムプーは父タンワー・シッティゴート、母ハタイチャノック・ゲットウートーンとの間
に生まれた子である。チョムプーの両親は彼女が生まれた時に離婚。以後、父親は一切の仕送
りをしてきていない。母親がロータスというスーパー店の従業員として働き、月に11,000バー
ツの収入がある。一方、一緒に住んでいる叔母が惣菜を作って売り、日に約300バーツの収入
であるが、お客次第なため収入は不安定である。叔父は結核を患っているため働けない状態で
ある。よって、家族はかなり厳しい暮らしをしている。家族はロンムー地区にある持ち家に住
んでいるので家賃はかからないが、水道・電気代を月800バーツ支払っている。
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［新規奨学生］
氏　　　　名：ラーチャロット・ライラクサー　学　　年：幼稚園２年生　女子
ニックネーム：ウンイン　　　　　　　　　　　将来の夢：教師

【家族構成】
　サーロート・ソムヨット　　　　　祖父　　51歳　タクシー運転手 15,000バーツ／月
　ソムサマイ・チャルーンパック　　祖母　　47歳
　ルンティップ・ソムヨット　　　　叔母　　17歳
　アッチャラー・ブンチャン　　　　義姉　　13歳　就学中
　パッチャラー・ブンチャン　　　　義姉　　10歳　就学中
　イムブン・ブンチャン　　　　　　義姉　　８歳　就学中
　ラーチャロット・ライラクサー　　本人　　５歳　就学中
　ティダー・プームブン　　　　　　義妹　　３歳　就学中
　スパンサー・コンクラーイ　　　　従妹　　３歳　就学中
　パットラポーン・スダードゥアン　従妹　　８ヶ月

【奨学生の状況】
　ウンインは、父ボール・ライラクサー、母ルンアルン・ソムヨットとの間に生まれた子であ
る。ウンインには義姉が３人いる。ウンインの両親は麻薬依存症により養育をすることもなく、
母親は覚醒剤常習の罪で服役中。父親は４人の子どもを祖父母に預けて１ヶ月前に再婚。祖父
はタクシーの運転手として働き、月に15,000バーツの収入である。祖母は失業したままである
が、糖尿病などの持病があるため健康状態はあまり良くなく通院している。家族は祖父の稼ぎ
のみで生活してはいるが、かなり厳しく、節約しながら暮らしている。

［新規奨学生］
氏　　　　名：ボンゴット・トンテン　　　　学　　年：小学６年生　女子
ニックネーム：プローイ　　　　　　　　　　将来の夢：獣医

【家族構成】
　スニー・トンテン　　　　養母　　59歳　　清掃員 4,000バーツ／月
　ボンゴット・トンテン　　本人　　12歳　　就学中

【奨学生の状況】
　プローイは、ニーおばあちゃん（スニーのニックネームがニーという）と一緒に住んでい
る。彼女が通常「おばあちゃん」と呼んでいる『養母』は、プローイの祖父の妹である。プ
ローイの両親は生後４ヶ月の彼女を置き去りにして出て行ったきり戻っては来ていない。その
時、プローイの祖母が養育していたが、祖母が死亡。行き場のないプローイを心配し、ニーお
ばあちゃんが彼女を引き取ったのである。ニーおばあちゃんはフラット地区の清掃員として
働き、月に4,000バーツの収入である。フラットの家賃を月に300バーツ、水道・電気代を月に
800バーツ支払っている。さらに日々の食事代として日に100バーツ、プローイが学校へ行く時
に日に20バーツを持たせているなど、家族はかなり厳しい状態である。また、ニーおばあちゃ
んは高血圧等の持病があり、プローイの将来のことを大変心配している。
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［新規奨学生］
氏　　　　名：スガンヤー・グーイーマッド　学　　年：小学１年生　女子
ニックネーム：バハ　　　　　　　　　　　　将来の夢：医者

【家族構成】
　パリチャー・グーイーマッド　　父親　　45歳　　荷役労働 300バーツ／日
　サンスニー・ユーハンウゴッ　　母親　　39歳　　家政婦 9,000バーツ／月
　スウィモン・グーイーマッド　　姉　　　16歳　　
　スガンヤー・グーイーマッド　　本人　　７歳　　就学中

【奨学生の状況】
　バハは、父パリチャー・グーイーマッド、母サンスニー・ユーハンウゴッとの間に生まれ
た子である。バハの家族はイスラム教徒である。父親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。母親は家政婦として働き、月に9,000バーツの収入である。バハ
の両親共に常に一生懸命に働いている。家族は地域で行事がある度に近所の手伝いを熱心にし
ているが生活はかなり厳しいのである。家族は第1-2-3地区の持ち家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1,200バーツ支払っている。

［新規奨学生］
氏　　　　名：ポンパット・ポンセン　　　　学　　年：幼稚園年長　男子
ニックネーム：モス　　　　　　　　　　　　将来の夢：教師

【家族構成】
　サーリー・チャンホーム　　　　　　祖母　　61歳
　シィリクン・ブンヤナン　　　　　　母親　　39歳　　花輪売り 400バーツ／日
　キティパット・トゥーブサワット　　義父　　38歳　　荷担ぎ夫 300バーツ／日
　シィリワーン・ブンヤナン　　　　　異父姉　15歳　　就学中
　チョンティチャー・モンコンキット　異父姉　９歳　　就学中　※発育遅れ
　ポンパット・ポンセン　　　　　　　本人　　８歳　　就学中

【奨学生の状況】
　モスは、父ハッサディ・ポンセンと母シィリクン・ブンヤナンの一人息子である。父親はモ
スがまだ母親のお腹に宿り４ヶ月目で消息を絶ってしまい現在もどこにいるか不明である。母
親はポンパットが２歳の時に再婚しポンパットには異父姉が２人いる。母親は交差点近くで花
輪を売る仕事をしており一日に400バーツの収入がある。義父は、港で荷担ぎ夫として働き一
日300バーツの収入があったが、母親の運命はまたしても夫の問題に直面することになる。最
初のうちは一生懸命に働き責任を持って家族を養っていたが、のちに悪い友人に出会い薬物
（アンフェタミン）に溺れるようになり家族の面倒もみなくなってしまった。そして子ども達
の養育など家のこと全てを母親に頼っている状況である。母親が現在家族の大黒柱である。一
家には持家がなく二階建ての家を借家しており家賃は月に4,000バーツで二階に住む親戚一家と
折半して月に2,000バーツを支払い一階に住んでいる。
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［新規奨学生］
氏　　　　名：ラタナミン・マーライ　　　　学　　年：小学１年生　男子
ニックネーム：バード　　　　　　　　　　　将来の夢：軍人

【家族構成】
　ワーンニー・マーライ　　母親　　45歳
　ヌム・ティムキィオ　　　義父　　25歳　　荷下ろし夫 400バーツ／日
　ラタナミン・マーライ　　本人　　７歳　　就学中

【奨学生の状況】
　バードは、氏名不詳の父と母ワーンニー・マーライの一人息子である。両親は喧嘩が絶え
ず母親が妊娠２ヶ月の時に別れて以来父親は、消息不明で連絡が取れない状況である。母親は、
バードを出産してすぐに知り合いの家の掃除婦として働き日給150～200バーツを得ていたが、
現在は失業中である。そしてその後、再婚した。再婚相手であるバードの義父はクロントイ港
で荷下ろしの仕事をしており日給は400バーツである。一家の家は2017年６月28日に火事が起
こり火の回りが速くとにかく生き残るために何一つ持ち出すことなくバードを抱いて逃げるの
が精一杯であった。一家は手持ちお金と義援金で家を再建しようとしたが、それだけでは十分
でなく知り合いや友人から借金をせざるを得ない状況である。

［新規奨学生］
氏　　　　名：プーマリン・イェームスリサイ　学　　年：小学１年生　男子
ニックネーム：トゥーン　　　　　　　　　　　将来の夢：警察官

【家族構成】
　パーンティップ・キッティアラーム　母親　34歳
　アカラデット・イェームスリサイ　　父親　33歳　メッセンジャー 12,000バーツ／月
　プーマポップ・イェームスリサイ　　兄　　16歳　就学中
　プーマリン・イェームスリサイ　　　本人　７歳　就学中

【奨学生の状況】
　トゥーンは、父アカラデット・イェームスリサイ、母パーンティップ・キッティアラーム
との間に生まれた子である。トゥーンは２番目の子。トゥーンは両親、兄と一緒に住んでいる。
父親はメッセンジャー（書類等を届ける仕事）として働き、月に12,000バーツの収入である。
現在母親は失業しており、家計を助けるためにも急いで職探しをしようとしている。トゥーン
は昨年６月頃にテンカンの症状が出て通院し、薬を服用し、毎月血液検査をしている。トゥー
ンの両親は彼の健康状態を心配し、早く完治してほしいと願っている。トゥーンがテンカン症
状をおこすと、とてもかわいそうで見ていられないが、彼はクラスの皆と同じく熱心に勉強し、
教師や友だちから好かれている。
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［新規奨学生］
氏　　　　名：ナッタダナイ・ノップタウィーサッブ　学　　年：小学１年生　男子
ニックネーム：リーフ　　　　　　　　　　　　　　　将来の夢：軍人

【家族構成】
　スティン・ノップタウィーサッブ　　　　父親　40歳
　ダーリン・ノップタウィーサッブ　　　　母親　38歳　冷凍食品作業員 400バーツ／日
　ナーリーラット・ノップタウィーサッブ　姉　　21歳　就学中
　ナッタダナイ・ノップタウィーサッブ　　本人　７歳　就学中

【奨学生の状況】
　リーフは父スティン・ノップタウィーサッブ、母ダーリン・ノップタウィーサッブとの間
に生まれた２番目の子である。リーフは両親、姉と一緒に住んでいる。現在、父親は失業し
た状態である。母親は冷凍食品を扱う場所の作業員として働き、日に400バーツの収入である。
リーフの家族は密集した家屋の裏の狭い場所にある老朽化した家屋で暮らしている。雨が降れ
ば屋根から雨漏りするためバケツを置かなければならない。母親一人の稼ぎではかなり厳しい
ため、時には近所の人からお金を借りている。

［新規奨学生］
氏　　　　名：ナッタポン・チュージョイ　　学　　年：小学１年生　男子
ニックネーム：フィム　　　　　　　　　　　将来の夢：警察官

【家族構成】
　タリーラット・ゲトゥムニー　　母親　　29歳　　セブン従業員 9,000バーツ／月
　ワンチャイ・チュージョイ　　　父親　　25歳　　荷役労働 300バーツ／日
　ナッタポン・チュージョイ　　　本人　　７歳　　就学中
　フィート・チュージョイ　　　　弟　　　２歳　　就学中

【奨学生の状況】
　フィムは父ワンチャイ・チュージョイ、母タリーラット・ゲトゥムニーとの間に生まれた子
である。フィムには父親違いの兄が１人いるが一緒には住んでおらず、彼はワットクロントイ
ノーク（寺）の小僧となっている。現在、フィムは両親、弟と一緒に住んでいる。父親はクロ
ントイ港の荷役労働者として働き、日に300バーツの収入である。一方、母親はセブンイレブ
ンの従業員として働き、月に9,000バーツの収入である。両親共に働いていても、家族はかなり
厳しい状態である。家族には持ち家がなく借家住まいで、家賃を月に2,500バーツ支払っている。
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［新規奨学生］
氏　　　　名：チョンラティー・ポーンチャルーン　学　　年：小学２年生　男子
ニックネーム：モーデム　　　　　　　　　　　　　将来の夢：軍人

【家族構成】
　オーン・ヨードグラチャーン　　　　曽祖母　88歳
　プラニー・ニムノワン　　　　　　　祖母　　53歳　　運転手 400バーツ／日
　アルン・スリープラート　　　　　　父親　　25歳
　チョンラティー・ポーンチャルーン　本人　　８歳　　就学中

【奨学生の状況】
　モーデムは父アルン・スリプラート、母チョリンダー・ポーンチャルーンとの間に生まれた
子である。モーデムの両親は彼が小学１年生で７歳の時にお互いに理解し合えないという理由
で喧嘩になり離婚。母親はモーデムの妹（生後９ヶ月）を連れて田舎に帰ったのである。現在、
モーデムは曽祖母、祖母、父親と一緒に住んでいる。父親は失業した状態である。祖母がバイ
クタクシーの運転手として働き、日に400バーツの収入を得て年老いた曽祖母と家族を養って
いる。曽祖母には高齢者手当が毎月800バーツあり、家計を助けている。家族は第1-2-3地区に
ある持ち家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1,500バーツ支払ってい
る。

［新規奨学生］
氏　　　　名：ワンチャイ・プラトゥムトーン　学　　年：小学１年生　男子
ニックネーム：ナームヌア　　　　　　　　　　将来の夢：サッカー選手

【家族構成】
　ティダーラット・アパイノーク　　母親　28歳　デパート店員 12,000バーツ／月
　ワンチャイ・プラトゥムトーン　　本人　７歳　就学中

【奨学生の状況】
　ナームヌアは、父ポーンチャイ・プラトゥムトーン、母ティダーラット・アパイノークとの
間に生まれ、２番目の子である。ナームヌアの両親は彼が生後６ヶ月の時に離婚。その後、父
親は仕送りもしてこないため、母親一人でナームヌアを育ててきた。ナームヌアの姉は近所
にいる祖母と一緒に住んでいる。母親はビッグシーというデパートの店員として働き、月に
12,000バーツの収入である。母親の収入は近所にいる祖母とナームヌアの生活費として分けて
いるので、家族はかなり厳しい暮らしである。家族は第4-5-6地区の線路沿いにある小さな家屋
に住み、水道・電気代を月に1,000バーツ支払っている。
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［新規奨学生］
氏　　　　名：チャナガン・ミューンウィライ　学　　年：幼稚園３年生　男子
ニックネーム：ガン　　　　　　　　　　　　　将来の夢：医者

【家族構成】
サムルアイ・スリープリート　　　　　曽祖母　65歳　縫製作業 300バーツ／日
サワロット・スリープリート　　　　　祖母　　46歳
タナポン・ガァートプラディット　　　義父　　30歳　運転手 400バーツ／日
アーティッタヤー・ミューンウィライ　母親　　23歳　パン販売員 8,000バーツ／月
チャナガン・ミューンウィライ　　　　本人　　６歳　就学中

【奨学生の状況】
　ガンは父パティパーン・セーイン、母アーティッタヤー・ミューンウィライとの間に生まれ
た子である。ガンの両親はガンが生まれて病院から戻って１週間後に意見のくい違いにより喧
嘩になり離婚。ガンが１歳の時に母親は再婚し、義父がいる。義父はバイクタクシーの運転手
として働き、日に400バーツの収入である。母親はパン販売員として働き、月に8,000バーツの
収入である。母親と義父が共に働いていても、曽祖母は縫製作業をして家計を助けている。現
在、母親は義父との間に妊娠６ヶ月である。家族は曽祖母の家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1,500バーツ支払っている。

［新規奨学生］
氏　　　　名：アピソーン・ゲーウサイ　学　　年：小学４年生　男子
ニックネーム：ユーロー　　　　　　　　将来の夢：サッカー選手

【家族構成】
　ソムペーン・パルーパライ　　祖母　　65歳
　アムポーン・ゲーウサイ　　　母親　　42歳　　家政婦 10,000バーツ／月
　アピソーン・ゲーウサイ　　　本人　　10歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ユーローは父ダッサゴーン・ゲーウサイ、母アムポーン・ゲーウサイとの間に生まれた子で
ある。ユーローの父親は彼が６歳の時に死亡。現在、ユーローは祖母、母親と一緒に住んでい
る。母親は家政婦として働き、月に10,000バーツの収入であるが、母親は喘息があり定期的に
通院し薬を服用している。家族は母親一人の稼ぎで生活しており、高齢で働いていない祖母の
面倒を見ながらなため、かなり厳しい状態である。家族はロンムー地区にある持ち家に住んで
いるので家賃はかからないが、水道・電気代を月に1,200バーツ支払っている。

－ 56 － － 57 －



［新規奨学生］
氏　　　　名：シッティチョーク・ティンチャイロート　学　　年：小学２年生　男子
ニックネーム：アン　　　　　　　　　　　　　　　　　将来の夢：軍人

【家族構成】
　ワンウィモン・プラセットスック　　　　祖母　56歳　卵と野菜売り 300バーツ／日
　ムクダー・スリーワロム　　　　　　　　叔母　37歳　麺屋店員 300バーツ／日
　ソムサック・ティンチャイロート　　　　叔父　36歳　運転手 300バーツ／日
　ピムニパー・ティンチャイロート　　　　従姉　19歳　就学中
　シッティサック・ティンチャイロート　　兄　　16歳　就学中
　エーク・ティンチャイロート　　　　　　従兄　16歳　就学中
　ポンサトーン・ティンチャイロート　　　従兄　15歳　就学中
　スチットラー・ティンチャイロート　　　姉　　14歳　就学中
　シッティノン・ティンチャイロート　　　兄　　９歳　就学中
　モンティナー・ティンチャイロート　　　従姉　９歳　就学中
　シッティチョーク・ティンチャイロート　本人　８歳　就学中

【奨学生の状況】
　アンは、父ソムキィヤット・ティンチャイロート、母パーリチャット・ティンチャイロート
との間に生まれ、４番目の子である。アンの父親は麻薬による罪で３年間服役中である。母親
は４人の子どもたちを祖母に任せて家を出て行ったきり音信不通のままである。アンの祖母は
リヤカーに卵と野菜を積んで地域内を売って歩き、日に約300バーツの収入であるが、孫たち
を養っていくにはかなり厳しい状態である。同居している叔父と叔母にも子どもがいて経費が
かかっている。生活費が足りない時には祖母が近所からお金を借りて補っている。家族はロム
ガオ地区にある叔父の家に同居し、水道・電気代を月に1,200バーツ支払っている。

［新規奨学生］
氏　　　　名：パットラポーン・ルートラック　学　　年：幼稚園３年生　女子
ニックネーム：ウンセン　　　　　　　　　　　将来の夢：医者

【家族構成】
　ソムヨン・ラミィヤッディー　　　祖母　　53歳　　物売り 400バーツ／日
　パットラポーン・ルートラック　　本人　　６歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ウンセンは父アピシット・ルートラックの子である。ウンセンの両親は彼女が生後10ヶ月で
離婚し、ウンセンを祖母に預けてそれぞれ再婚した。以後一切連絡をしてきていない。祖母は
両親のいないウンセンを自分ができる範囲内で可愛がっている。現在、祖母は住んでいる家の
前でソムタムを作って売り、日に400バーツの収入である。家族は持ち家はなく、老朽化して
雨漏りする借家住まいで、家賃・水道・電気代をあわせて月に900バーツ支払っている。祖母
はウンセンが将来自分と同じように困窮な生活をしなくてもいいように勉強をさせたいと願っ
ている。
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［新規奨学生］
氏　　　　名：パイナパー・アガンヤー　　　学　　年：中学３年生　女子
ニックネーム：サーイ　　　　　　　　　　　将来の夢：看護師

【家族構成】
　チャイ・ヨワングラトーク　　　　祖母　　61歳
　トーンスック・アガンヤー　　　　父親　　52歳　　日雇い労働 300バーツ／日
　アーチープ・ヨワングラトーク　　母親　　49歳　　日雇い労働 250バーツ／日
　パイナパー・アガンヤー　　　　　本人　　15歳　　就学中

【奨学生の状況】
　サーイはナコンラチャシマ県で祖母、両親と一緒に住んでいる。サーイの両親は季節労働
者としてキャッサバ植えや収穫、農薬まきなどの仕事をして、日に300バーツの収入であるが、
月に10～15日しか仕事がないため収入は不安定である。母親も季節労働者として同様にキャッ
サバ畑の植えと収穫などの仕事をして、日に250バーツの収入であるが、月に10～15日しか仕
事がないので、家族の生活はかなり厳しく、常に節約しながら暮らしている。

［新規奨学生］
氏　　　　名：アーティット・ジャイスワン　学　　年：小学２年生　男子
ニックネーム：マイ　　　　　　　　　　　　将来の夢：スポーツ選手

【家族構成】
　バンジョン・シリナン　　　　　祖父　　63歳　　日雇い労働 300バーツ／日
　パラン・シリナン　　　　　　　祖母　　50歳
　プラーチン・シリナン　　　　　母親　　32歳　　日雇い労働 300バーツ／日
　アーティット・ジャイスワン　　本人　　８歳　　就学中
　タナワット・シリナン　　　　　義妹　　10日

【奨学生の状況】
　マイは、父サーティット・ジャイスワン、母プラーチン・シリナンとの間に生まれた子で
ある。マイの両親はマイが４歳の時に離婚。父親は田舎に戻ったきり音沙汰はないままである。
祖父は日雇い労働者としてクロントイ港湾局で酒類にシール貼りの仕事をし、日に300バーツ
の収入である。仕事があれば収入があるといった具合で収入は不安定である。祖母は外に働き
に行かず、孫たちの世話をしている。母親はクロントイ港にあるコンテナの扉を開ける仕事を
し、日に300バーツの収入であるが、仕事がなければ収入はないため不安定である。家族には
持ち家はなく借家住まいで、家賃を月に2,800バーツ、水道・電気代を月に1,900バーツ支払っ
ている。
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［新規奨学生］
氏　　　　名：スナッター・サオワパン　　　学　　年：中学３年生　女子
ニックネーム：オーイ　　　　　　　　　　　将来の夢：建築設計士

【家族構成】
　ワンナパー・サオワパン　　母親　　35歳　　日雇い労働 200～300バーツ／日
　スナッター・サオワパン　　本人　　14歳　　就学中

【奨学生の状況】
　オーイはナコンラチャシマ県で母親と一緒に住んでいる。オーイの両親は離婚。よって、母
親とオーイはナコンラチャシマ市内に出て来たのである。母親は夜店が出る場所で屋台の食べ
物を作って売っているが、一週間に３日しか売ることができず、日に200～300バーツの収入
である。母親一人ではたいへんなので、休みの日にはオーイも夜店で母親の手伝いをしている。
また、母親は家計のために縫製の仕事をして週に700～800バーツを得ているが、家族には持ち
家はなく借家住まいで家賃を月に3,000バーツ、水道・電気代を月に300～400バーツ支払って
いる。家族の生活はかなり厳しく、常に節約しながら暮らしている。

［新規奨学生］
氏　　　　名：タンヤシィリ・ターウォンクラーン　学　　年：小学４年生　女子
ニックネーム：ミン　　　　　　　　　　　　　　　将来の夢：教師

【家族構成】
　アカラチャート・ブンカーム　　　　　祖父　61歳　日雇い農業 250バーツ／日
　ブントム・プータラ　　　　　　　　　祖母　60歳　日雇い農業 250バーツ／日
　タンヤシィリ・ターウォンクラーン　　本人　10歳　就学中

【奨学生の状況】
　ミンは、タイ東北部のコンケーン県で祖父母と共に暮らしている。両親は離婚しており母親
は他県に出稼ぎに行っており月に2,000バーツの仕送りがあるが、それでは足りておらず祖父母
がさとうきび畑の草刈や収穫、田植えなどの農作業の日雇いをして家計の足しにしている。日
雇いの仕事は定期的に毎日あるわけではなく週に２日か３日で日給250バーツである。一家は
月々電気水道代として300～400バーツの他に生活費や学費も必要なので祖父母の収入を合わせ
てもとても十分な生活はできず貧しい境遇にある。ミンのより良い将来のために教育奨学金の
支援を切望している。
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［新規奨学生］
氏　　　　名：アイラダー・ウランチット　　学　　年：小学２年生　女子
ニックネーム：アイス　　　　　　　　　　　将来の夢：教師

【家族構成】
　スナン・ウランチット　　　　　祖父　　61歳　　日雇い農業 250バーツ／日
　トーンカム・ウランチット　　　祖母　　70歳　　日雇い農業 250バーツ／日
　アイラダー・ウランチット　　　本人　　８歳　　就学中
　ラピーパット・ウランチット　　弟　　　６歳　　就学中

【奨学生の状況】
　アイスは、タイ東北部のコンケーン県で祖父母と弟と共に暮らしている。祖父母は米農家で
あるが５ライ（0.8ヘクタール）ほどの田んぼで家族が食べる分のみで売りには出してはいない。
田んぼ作業がない時はさとうきび畑の草刈や収穫などの日雇いをしているが、日雇いの仕事は
定期的に毎日あるわけではなく週に２日か３日で日給250バーツである。一家は月々電気水道
代として400～500バーツの他に生活費や２人の子ども達の学費も必要なので家計はたいへん貧
しい境遇にある。アイスのより良い将来のために教育奨学金の支援を切望している。

［新規奨学生］
氏　　　　名：プリーヤチャット・ナワスリー　学　　年：小学６年生　女子
ニックネーム：ウイ　　　　　　　　　　　　　将来の夢：教師

【家族構成】
　ペット・クンティー　　　　　　祖父　　72歳　　農業
　スパットラー・クンティー　　　母親　　46歳　　日雇い農業 250バーツ／日
　プリーヤチャット・ナワスリー　本人　　11歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ウイは、タイ東北部のコンケーン県で祖父、母親と共に暮らしている。祖父と母親は米農家
であるが５ライ（0.8ヘクタール）ほどの田んぼで家族が食べる分のみで売りには出してはい
ない。田んぼ作業がない時は母親がさとうきび畑の草刈や収穫などの日雇いをしているが、日
雇いの仕事は定期的に毎日あるわけではなく週に２日か３日で日給250バーツである。一家は
月々電気水道代として300～400バーツの他に生活費や学費も必要なので一家はたいへん貧しい
境遇にある。ウイのより良い将来のために教育奨学金の支援を切望している。
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［新規奨学生］
氏　　　　名：キティヤーゴーン・スリゴンプリー　学　　年：小学６年生　女子
ニックネーム：ヨック　　　　　　　　　　　　　　将来の夢：医者

【家族構成】
　コンティップ・ムーンケェーオ　　　　　祖父　71歳
　トーンスック・ムーンケェーオ　　　　　祖母　69歳
　パイワット・スリゴンプリー　　　　　　父親　45歳　日雇い農業 250バーツ／日
　カムムンム・スリゴンプリー　　　　　　母親　43歳　日雇い農業 250バーツ／日
　キティヤーゴーン・スリゴンプリー　　　本人　11歳　就学中
　ニティコンタナワット・スリゴンプリー　弟　　８歳　就学中

【奨学生の状況】
　ヨックは、タイ東北部のコンケーン県で祖父母、両親、弟と暮らしている。両親は米農家で
あるが５ライ（0.8ヘクタール）ほどの田んぼで家族が食べる分のみで売りには出してはいない。
田んぼ作業がない時は両親がさとうきび畑の草刈や収穫などの日雇いをしているが、日雇いの
仕事は定期的に毎日あるわけではなく週に２日か３日で日給250バーツである。一家は月々電
気水道代として300～400バーツの他に祖父母の世話、生活費や学費も必要なので両親の負担は
とても重く、一家はたいへん貧しい境遇にある。一家は子ども達のより良い将来のために教育
奨学金の支援を切望している。

［新規奨学生］
氏　　　　名：ポーンチター・クルンスリ　学　　年：小学３年生　女子
ニックネーム：ペーン　　　　　　　　　　将来の夢：教師

【家族構成】
　プラーニー・クルンスリ　　　祖母　　54歳　　日雇い農業 250バーツ／日
　ポーンチター・クルンスリ　　本人　　９歳　　就学中
　パニダー・クルンスリ　　　　妹　　　９歳　　就学中
　
【奨学生の状況】
　ペーンは、タイ東北部のコンケーン県で祖母、双子の妹と暮らしている。両親は離婚して母
親は再婚しそれ以来、子ども達の世話もせず養育費の仕送りも全くない。一方、父親は再婚し
て他県に出稼ぎに行き月々2,000バーツの仕送りをしてくる。祖母の日雇いの仕事はサトウキビ
畑の草刈、収穫、田植え、稲刈りであるが定期的に毎日あるわけではなく週に２日か３日で日
給250バーツである。父親の仕送りとあわせても十分な収入ではなく一家は月々電気水道代と
して300～400バーツの他に生活費や２人の子ども達の学費も必要なのでたいへん貧しい境遇に
ある。一家は子ども達のより良い将来のために教育奨学金の支援を切望している。

－ 62 － － 63 －



［新規奨学生］
氏　　　　名：パーンパット・ジェッタナーディー　学　　年：小学３年生　女子
ニックネーム：ター　　　　　　　　　　　　　　　将来の夢：教師

【家族構成】
　ソーパン・チャイブッディー　　　　祖父　　61歳　　農業 15,000バーツ／年
　マリ・シリノンクー　　　　　　　　祖母　　58歳　　※二人合わせて、上記の金額
　パーンパット・ジェッタナーディー　本人　　９歳　　就学中
　キティワット・プンピマーイ　　　　異父弟　７歳　　就学中

【奨学生の状況】
　ターは、タイ東北部のコンケーン県で祖父母、異父弟と暮らしている。両親は離婚して父親
はそれ以来、養育費の仕送りもない。一方母親は再婚して他県に出稼ぎに行き月々仕送りをし
てくるものの十分とは言えない。祖父母は米農家で10ライ（1.6ヘクタール）ほどの田んぼを
持っているものの収穫高は気候にも左右されて年間の売り高は15,000バーツである。年によっ
ては赤字の場合もあり、田んぼ作業がない時は家計の足しにと祖父母がさとうきび畑の草刈や
収穫などの日雇いをしているが、日雇いの仕事は定期的に毎日あるわけではなく週に２日か３
日で日給250バーツである。一家は月々電気水道代として400～500バーツの他に生活費や２人
の子ども達の学費も必要なので祖父母の負担はとても重く、一家はたいへん貧しい境遇にある。
一家は子ども達のより良い将来のために教育奨学金の支援を切望している。
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名前 性別 生年月日 年齢 学年

　1, ナンディニ　パチャレ 女子 2008年４月10日 11歳 ３年生
　2, アシュヴィニ　マネラオ 女子 2007年２月19日 12歳 ７年生
　3, パヤル　サドゥメク 女子 2004年６月21日 14歳 ９年生
　4, ルクシャ　バンソドゥ 女子 2003年３月13日 15歳 10年生
　5, マンジュシャ　メシュラム 女子 2002年10月10日 16歳 10年生
　6, アシュヴィニ　パチャレ 女子 2003年５月20日 16歳 11年生
　7, カジャル　ワグマレ 女子 2000年２月16日 18歳 12年生
　8, ネハ　ドク 女子 2000年６月11日 18歳 大学１回生
　9, プリヤンカ　シェンデ 女子 1999年２月６日 20歳 大学１回生
10, アカンシャ　ウケ 女子 1999年11月13日 20歳 専門学校１年生
11, スネハ　メシュラム 女子 1999年２月23日 20歳 大学１回生
12, プラガティ　ムーン 女子 1999年８月17日 20歳 専門学校１回生
13, アシュビニ　インカネ 女子 1999年６月７日 20歳 大学３回生
14, ニキタ　ジャンバンドゥ 女子 1998年11月26日 20歳 大学２回生
15, パッラヴィ　ムーン 女子 1998年３月23日 20歳 理工学部４回生
16, プジャ　ガンヴィル 女子 1998年８月10日 20歳 大学２回生
17, キルティ　メシュラム 女子 1997年９月５日 21歳 大学３回生
18, パラス　チャチャレ 男子 2012年３月11日 ７歳 ３年生
19, スワディプ　パティル 男子 2008年６月22日 10歳 ４年生
20, アンシュル　マネラオ 男子 2008年７月12日 11歳 ６年生
21, ゴータム　モドガレ 男子 2006年４月４日 12歳 ７年生
22, ニトゥ　バドワイク 男子 2006年６月７日 12歳 ７年生
23, シュバム　モトガレ 男子 2005年３月８日 13歳 ７年生
24, ロヒト　メシュラム 男子 2003年７月30日 16歳 ９年生
25, クンマント　バドワイク 男子 2004年11月21日 15歳 ９年生
26, クナル　パチャレ 男子 2001年２月18日 18歳 11年生
27, アミト　パチャレ 男子 2002年10月31日 17歳 11年生
28, アディティヤ　ダヒワレ 男子 2001年８月21日 18歳 12年生
29, プラシク　バンソド 男子 2000年９月11日 18歳 12年生
30, マヘシュ　カネカル 男子 2000年６月20日 18歳 大学１回生
31, プラシク　メシュラム 男子 2000年６月25日 18歳 11年生
32, ヴィカス　モトガレ 男子 2000年３月３日 18歳 大学１回生
33, ピユシュ　バンソド 男子 1999年５月24日 19歳 大学２回生
34, スボド　ダヒワレ 男子 1998年12月10日 20歳 大学２回生
35, プラフル　ワグマレ 男子 1997年７月３日 21歳 薬学課１回生
36, プラヴィン　メシュラム 男子 1996年４月７日 23歳 大学３回生
37, ロヒト　ダンヴィジャイ 男子 1992年５月26日 26歳 大学４回生

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
２０１９年１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 １８名 男子 ２８名 男子 １７名 男子 ３１名

女子 １３名 女子 ２２名 女子 ２４名 女子 ２５名

小計 ３１名 小計 ５０名 小計 ４１名 小計 ５６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 ５名 男子 １５名 男子 ２３名 男子 ３５名

女子 ５名 女子 ２１名 女子 １５名 女子 ２３名

小計 １０名 小計 ３６名 小計 ３８名 小計 ５８名

幼稚園(年長) ３年生(小学校) ７年生(中学校)

男子 ７名 男子 ２４名 男子 ２０名

女子 ７名 女子 １９名 女子 １９名

小計 １４名 小計 ４３名 小計 ３９名

４年生(小学校) ８年生(中学校)

男子 ２９名 男子 ２７名

女子 ２３名 女子 ２２名

小計 ５２名 小計 ４９名

【総 合 計】 男子 ２７９名 女子 ２３８名 総計 ５１７名
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平成24年度支援登録者

○継続支援（５年間の支援）

【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25年度支援登録者

○継続支援（５年間の支援）

【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28年度（第21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26年度支援登録者

○継続支援（５年間の支援）

【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）

【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

平成28年度支援登録者

○継続支援（５年間の支援）

【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【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

－ 66 － － 67 －



平成29年度支援登録者　

○継続支援（５年間の支援）

【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30年度支援登録者　※31年１月現在

○継続支援（５年間の支援）

【一　般】小畠照夫、平賀敬敏、小林圭子、谷口清【九州東】観音寺・阿部昌宏

【群　馬】施無畏寺檀信徒会

○一括支援（15万円一括の支援）

【一　般】中農弘三【滋　賀】平等寺・筧慈照

○一時支援（継続、一括以外の支援）

【一　般】清水亨桐、加藤ケン子、佐藤光一、澁谷茂樹、長山範子

【兵　庫】兵庫教区檀信徒会【陸　奥】延壽院・山本峰聖

平成29年度（第22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28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21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、

79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こ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。

　そんな状況の中、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

思います。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。

◇育英支援
◎継続支援　●１口15万円（複数口でも可能）
　支援方法①：一括15万円
　支援方法②：分割３万円×５年間＝15万円
◎一時支援：任意の金額
　　　　　（三千円以上の支援協力者に報告書発送）
◇里親里子奨学金支援　※2019年度より制度新設
◎継続支援　●下記４つの入金額（複数口でも可能）
　支援方法①　幼稚園：１万２千円×３年間＝３万６千円
　支援方法②　小学生：１万２千円×６年間＝７万２千円
　支援方法③　中学生：２万５千円×３年間＝７万５千円
　支援方法④　高校生：３万円　　×３年間＝９万円
◇送金方法
◎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

●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、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。
●希望の支援先を選択いただきます。指
定がない場合は総本部で分配を決定し
ます。
●里親里子奨学金支援の支援対象者は、
タイ・プラティープ財団を通じた支援
のみとなります。また、支援対象であ
る子どもがその学制を終了するまで支
援継続することを前提にお願いします。
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