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【東ティモール：基本情報】 

・面積： 約 14,900 ㎢ 

（東京・神奈川・埼玉・千葉の面積程度） 

・人口： 約 126.9 万人 

・言語： テトゥン語及びポルトガル語。 

実用語に、インドネシア語及び英語、 

その他多数の部族語が使用される。 

・宗教： キリスト教 99.1%（大半がカトリック） 

イスラム教 0.79% 

・主要産業：農業（国家財源としては、石油・天然ガスに依存） 

 

 

 

500 年にも及び外国に支配された歴史と、国として今、支援が必要な理由 

16 世紀のポルトガル植民地支配に始まり、第二次世界大戦中の 4

年間は日本の支配下にありました。終戦後再びポルトガル支配が

復活した後、1975 年から 24 年間はインドネシアの不法占領下に

おかれました。その間、独立闘争で亡くなった人は 20 万人に及び、

特に 1999 年の独立をめぐる騒乱では多くの人命が奪われただけ

ではなく、国全体の 70％以上ものインフラ及び学校、保健施設な

ど、国の公共サービスに甚大な被害を与えました。そして 2002 年、

人々は漸く独立を勝ち取りました。 ©KeiSATO 

©KeiSATO 

©KeiSATO 



 
 
 

 
 

「学習雑誌『ラファエック』を通じた農村地域の自立支援事業」活動報告 

～アジアで一番新しい国の農村部の人たちに生きるチカラを届ける～ 

 

・活動地域 ：東ティモール全 13 県 

・支援期間 ：2014 年 6 月～2019 年 6 月（5 年間）* 

*ニュージーランド政府資金を得て、2020 年から 2024 年にかけての 5 年間の事業延長が決定しました。 

 

課題／事業背景 

アジアで一番新しい国である東ティモールは、国民の約 4 割が 1 日 1.25 ドル以下で暮らすアジア最貧国の一つ。貧

困層の 85%は農村部に暮らし、昨今、農村部と都市部との経済・教育格差が顕著となっています。教育言語であるポ

ルトガル語の成人識字率は都市部で約 40%である一方、農村部では約 18%と圧倒的に低く、地域格差が生まれてい

ます。農村部では十分な識字能力や計算能力を身に付けることができないため、経済活動や家計の管理に支障をきた

し、親の識字能力の低さが子どもの栄養・健康状態、そして就学率にも悪影響となって現れています。 

 

事業目標 

農村部の子どもの発育・教育状況と世帯全体の生活生計能力の向上を図り、自立的な地域社会を目指します。 

 

今年度活動実績 

35 もの地域語が存在する東ティモールにおいて、90％近くの国民が理解するとされる「テトゥン語」で書かれた、子

ども向け、コミュニティ（成人）向け、教員向けの 3 種の学習雑誌「ラファエック」の制作と配布の活動を行いまし

た。 

 

地図の通り、13 県全県での配布

を行いましたが、道路などインフ

ラの未整備や、雨季の長期化等に

よる洪水や地滑りなどが、広範囲

における配布活動を阻みました。

引き続き、物流戦略が今後の大き

な課題となっています。 

 

  



 
 
 

 
 

１．学習雑誌「ラファエック」作成・配布 

 

１）成人向けラファエック「LAFAEK BA KOMUNIDADE」 

［配布総数］延べ 361,248 冊（世帯） 

 

成人向けのラファエックは、主に、介護者や低識字者、その他

弱い立場にいる成人を対象に、3 号発行されました。主に成

人の識字率と計算能力の向上に焦点を当てています。また、

農業の改善方法についてや健康問題、小口融資、気候変動

への適応、栄養に関する情報なども含まれています。CARE

が実施したインタビュー調査によると、最も人気が高かったテ

ーマは日曜大工（do-it-yourself）で、75%が「役に立った」と回

答しました。第 2 位は交渉と財政問題、第 3 位は農業関連の

内容でした。 

 

現段階では、小学校高学年児向けのラファエックはありませんが、一部の子どもたちは、成人用ラファエックを家庭で読んでいる

ことも分かりました。調査によると、68%が「（成人向けラファエックを）子どもたちも読んでいる」、また 73%が「配偶者も読んでいる」

と回答しました。 

 

２）教員向けラファエック「LAFAEK BA MANORIN」 

［配布総数］延べ 45,262 冊（延べ 6,058 校） 

 

東ティモール教育省との緊密な連携のもと、未就学児の教員から小学 6 年生を担当する教員向けのラファエックを、

計 3 号発行しました。これまで、学校における教育方法の改善や積極的なアプローチ法などの促進に寄与するとともに、

教育省と教員間のコミュニケーションツールとしても役立ってきましたが、政権交代により、教育現場での母国語（テ

トゥン語）優先からポルトガル語優先への方針転換が図られ、教育大臣により教員用ラファエック発行中止の指示が出

されました。これをうけ、2018 年 2 月をもって発行の廃止が決定されました。 

79%の教員が実例を挙げて「ラファエックはクラス運

営に役立ち、実用的な教員向け指南書である」と回

答 

 

95%の教員が「定期的に雑誌を利用している」、その

うち 86%が「週ベースで利用している」と回答 

 

95％の教員が、「授業中の生徒の参加の度合いが

増した」と回答 

 
（全自治体における 229 校で 239 名の教員に 
インタビューを実施） 



 
 
 

 
 

３）未就学児及び小学校低学児向けラファエック「LAFAEK KI’IK」 

［配布総数］延べ 418,008 冊（延べ 6,058 校） 

 

東ティモール教育省内の就学前教育部門、基礎教育部門、

カリキュラム改訂チームおよびカリキュラム部門などの

関連各省庁間との密接な協力のもと、4 号の未就学児・小

学校低学年児向けのラファエックが制作されました。掲載

された内容は、東ティモール教育省の新しい教育カリキュ

ラムと連携しています。読み書きの能力や計算能力はもと

より、基本的な保健衛生に関するメッセージ、また男女平

等についても焦点を当てているのが特徴です。 

 

教科書が行き届いていない東ティモールでは、幼稚園や小学校に

おいてラファエックが教材として頻繁に用いられています。加え

て、家庭に持ち帰って、保護者に読み聞かせをしてもらうケース

も多く報告されています。CARE が実施した調査によると、72%

の保護者が「ラファエックを用いて子どもたちと遊ぶ」と答え、

60%が「子どもたちと共に、頻繁に、または時々ラファエック

を読む」と回答しました。ラファエックを一緒に読むことは、保

護者の読解力や計算力の向上につながり、自分で読むことができ

るという自信につながることはもちろん、ひいては子どもたちの

識字率向上と学習の発展にも役立ちます。「時々、または全く読

まない」と回答した保護者に対して、その理由を尋ねたところ、最も多かった理由は「多忙（仕事、食事の支度、水

汲み、その他）」であり、他に「読書をする場所がない」、「電気がない（充分でない）」、「読めない」と続きま

した。 

 

 

２．ラファエックを活用した「住民参加ワークショップ」の実施 

学習雑誌の発行に加えて、より学習内容の理解促進と定着

を図ることを目的に、国内の遠隔地と農村部で、各県ごと

に 1 回ずつ、合計 13 回のワークショップが実施されまし

た。参加者は 491 名（うち女性は 171 名）にのぼりまし

た。 

 

集会では、ラファエックで取り上げた内容の実践方法につ

いて CARE から詳しく解説し、住民の理解を深めるととも

に、ラファエックが伝えるメッセージや内容を、自分たち

の日常生活にどう生かしていくのかについて、住民同士で

95%の生徒が「ラファエックを定期的に読むまたは利

用している」と回答、そのうち 78%が「しばしば」、22%

が「毎日」と回答 

 

96%が「ラファエックにより学校が楽しくなった」と回答

 

（未就学児童及び小学校 1-2 年生の児童（54%が女

児）527 名にインタビューを実施） 



 
 
 

 
 

話し合うなど、住民参加型で実施されました。さらに、学習雑誌の内容に即して、トマトソースやパパイヤマーマレ

ードなどの料理、また堆肥や有機農薬などの作り方について等、各種デモセッションも行われました。 

 

女性の参加が、男性に比べ少ないのが課題ですが、地域の指導者と引き続き協力しながら、女性の関与を増やすべく対

応を続けます。女性が社会的な活動へ参加することの重要性について広く住民啓発を継続していくとともに、今後は、

女性が集会に参加しやすくなるよう、ワークショップの開催時間や場所についても再考する予定です。 

 

 

３．支援活動の持続性確保に向けた試行 

 

今後 5 年以内に、ラファエック事業実施に必要な資金の約半分を賄うための持続的な収入源の確保を目指して、以下

の２つの施策を推進しました。 

 

１）誌面の共同制作における「スポンサーシップ契約」 

延べ 12 の他団体（国際機関、国際 NGO、現地 NGO など）と共同で、栄養、農業、環境、貯蓄、障がい者、福祉な

ど様々なテーマで、共同での誌面制作を行いました。これにより、ラファエック掲載内容の更なる多様化が図られた

と同時に、当該団体とは有料でのスポンサーシップ契約を結び、学習雑誌発行に必要な費用を賄うための収入源の１

つにもなりました。 

 

民間企業とのスポンサーシップ契約の獲得が、今後の課題です。企業の関心事としては、一定の市場規模と、主に都

市部での活動になりますが、この点において、東ティモールへの支援（特に農村部への支援は殊更）への関心は、高

いとは言えない状況です。 

 

２）オンラインでの「広告収入」 

ラファエックのオンライン化に向けた施策の一

環として、2017 年 7 月 4 日、ラファエックのフ

ェイスブック公式ページを公開しました。若年層

を中心に、ユーザー数が 80,700 人を突破。教育、

男女平等、性と生殖に関する保健衛生、ジェンダ

ーに基づく暴力の予防、雇用訓練や雇用に関する

情報促進など、特に若い世代が抱える主要な問題

に関するコンテンツを通じ、信頼できる情報源と

しての役割を果たしています。また、新たなスポ

ンサー提携の機会（広告収入）も生み出していま

す。 

 

今後は、ウェブサイト上で電子書籍としてラファ

エックを提供できることを目指しています。フェイスブックとウェブサイトの２つのプラットフォームが、紙媒体を含

む事業全体の継続性をサポートする収入源の柱となるべく、開発を進めていきます。 



 
 
 

 
 

 

 
ベロニカさんのストーリー 

 

Veronica da Cost さんは、

Mau-Soi 村落内の Tibar, 

Bazartete 地区に住んでいま

す。3年生と 1年生の子ども

がいます。この地区は、ラフ

ァエック配布の強化地区です。

Veronica さん家族をはじめ、

すべての住民に「コミュニテ

ィラファエック」が配布され

ます。 

 

ラファエックの配布がスタートする以前は、生活に役立

つ情報が届くことはありませんでした。主な情報源は、

テレビとラジオだけ。これら放送網からの情報だけでは、

聞き逃すことがあったり、また学ぶという点でも、難し

いものがありました。 

 

しかし、ラファエックが届けられるようになってからは、

家族みんなが、学びにつながるトピックに触れることが

できます。例えば、栄養について、妊娠中の健康管理、

農業や少額融資制度、料理のレシピなどについてです。 

 

「ラファエックのおかげで、たくさんの情報に触れるこ
とができます。パーティーや特別の集まりでは、よくケ
ーキを焼きます。ラファエックに掲載されていたレシピ
を読んで、バナナなど、果物を使ったケーキを焼くこと
を教わりました。皆さんに好評なんですよ」 
 
Veronica さんは将来、ラファエックで紹介されているレ

シピをすべて試して、ケーキ販売のビジネスを始めよう

かと考えています。 

 

また、子どもたちには、ラファエックを使って、勉強を

教えています。 

 

「読み書きや、数え方などを教えています。短い物語を読んで
聞かせると、とても喜びます。ラファエックは、この地域で
手に入る唯一の情報誌。これからも配布が続くことを願っ
ています」と、話してくれました。 

 

 

マリア先生のストーリー 

 

Maria Imaculada さんは、Oecusse の Tulaica Anmat にあ

るEBC123 小学校で、3 年生の児童を担当する教員です。

長年教師として働き、仕事に誇りを持っています。そん

な Maria さんが受け取っているのは、成人向けと教員向

けの 2種のラファエックです。共に、勤務先の学校で、

配布されます。 

 

ラファエックを手にする以前

は、教員用のマニュアルに沿

って、教えていました。教授

方法論には馴染みがなく、ど

のようにすればクラスの子ど

もたちに、もっと積極的に関

わってもらうことができるの

か、模索していました。 

 

今では、教員用ラファエック

を利用するようになり、教え方をはじめ、彼女の人生に

大きな変化があったと話します。 

 

「子どもたちが上手に読めなかったら、厳しく叱っていました
が、今は違います。教員用ラファエックから、子どもたちへの
接し方を学びました。楽しく教えることに努め、たとえできな
くても、励ますようにしています。子どもたちも楽しく、そし
て、私も楽しくなったのです」 
 

雑誌を自分のものとして保管できるため、いつでも手に

取り、読み返すことができます。それが本当に助かると、

Maria さんは話します。ラジオやテレビ番組と違い、必

要な時に、必要な情報にアクセスできるのです。 

 

「ラファエックは、私たちみんなを変えてくれました」 
 

Maria さんは、東ティモールの生徒たち、教員たち、そ

してすべてのコミュニティで、生活の質の向上を目指し、

ラファエックが配布されることを願っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


