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[東ティモール基本情報] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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 113 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。 

アジアで最も新しい国であり、これから国民自らの手で国

づくりを進めていこうとする今、国の復興と発展を担う子

どもたちへの教育支援が必要とされています。 
©KeiSATO	

©KeiSATO

©KeiSATO
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「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(LAFAEK)」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～ 

 （報告活動期間：2018 年 7 月～2019 年 6 月） 
 
◆事業概要 
 
・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、2019 年 7 月から 2022 年 6 月の 3 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 70%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。 
 
 
◆はじめに ～事業総括～ 

 

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は、今年で 5 年目となり、最終年度を迎えました。ケア・インターナシ

ョナル 東ティモール事務所は、弊財団を通じて届けられる CARE 支援組織や多くの個人・法人支援者の皆様からのご寄付に

加え、ニュージーランド政府資金等を得て、東ティモール教育省とも緊密に連携しながら、本事業を行ってきました。 

 

そして、5 年間にわたる活動を通じて、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 4 種類の学習雑誌（未就学児から小学低学年児用雑誌

「Lafaek Ki’ik」、小学生 3～4 年生用「Lafaek Prima」、教員用雑誌

「Lafaek ba Manorin」、成人用雑誌「Lafaek ba Komunidade」）を出版し、

多くの未就学児や小学生、教員、農村に住む世帯に配布しました。 

 

最終年度において、「Lafaek Ki’ik」は、1,542 校 137,160 人の児童に、

「Lafaek ba Manorin」は 9,609 人の教員に、そして成人向けの「Lafaek 

ba Komunidade」は、101,907 世帯に配布されました。それぞれ、識字

率の向上や読み書き強化など、東ティモールの教育現場や家庭にお

いて非常に重要な役割を果たす媒体となっています。 

 

今後の展開については、2019 年 6 月、ニュージーランド政府が、本事業の向こう 3 年間の支援延長を決定しました。これにより、

「ラファエック」が引き続き発行されるとともに、国内の幼稚園、小学校、そして 10 万世帯を超える家庭へと配布され続けることと

なります。また、ケア・オーストラリアからは、小学校 3 年生から 6 年生を対象とする雑誌「拡大版 Lafaek Prima」の試験的な発行

を可能にする補助金が支給されることも決定されました。 

 

さらに、事業の持続可能性を高める施策として、2016 年度からは広告収入に獲得に向けた企業への営業や国連機関や国際

NGO 等との誌面共同制作等によるスポンサー収入などの獲得に力を入れるなど、政府資金や民間からの寄付などに極端に依

存しないための取り組みも加速しつつあります。 
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◆主な活動成果と課題 

 

下の地図は、報告期間中にラファエックが配布された小学校と幼稚園を示しています。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。 

 
より詳細な地図については下記リンクを参照: 

https://drive.google.com/open?id=1PfztAsMP3hJT4b6KNQZmOvKThQQ4sgvo&usp=sharing 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

１．学校および家庭でのラファエック「Lafaek Ki'ik」利活用の奨励 

 

本プロジェクトでは、ラファエックはできるだけ多くの学生に直接配布されてきました。CARE スタッフは、1,542 の幼稚園・小学校

に出向き、雑誌を配布しました。配布に先立ち、児童向けに雑誌の内容を簡単に紹介する機会を設け、ラファエックを通して伝

えたいメッセージや、CARE の活動、雑誌に掲載されているゲームについてなどについて、説明を行いました。 

 

また、支援開始前に実施したベースライン調査の結果から、各家庭において読書につながる機会がない児童は、全体として識

字率が低いことが分かったため、ラファエックは児童自身のものであることを強調し、自宅に持ち帰って読んだり、宿題に役立て

たりすることを奨励しました。しかし、大多数の児童は、ラファエックを学校に保管していることが報告されており、それが雑誌を

「保有」する子どもの力を弱め、読書習慣を育む環境を阻害しています。 

 

この背景には、政府による教育カリキュラムの改正の動きがあります。教育省は 2015 年後半、教育におけるカリキュラム改正を

行うことを表明、2016 年の初頭に施行されました。教員向けの指導要綱は施行直後に配布されたものの、生徒向けの教科書は

多くの学校で 2018 年後半まで配布されませんでした。一部の学校では、配布が 2019 年の初めまでずれ込みました。 

 

こうした教科書配布の遅延が、ラファエックを学校に置いておくよ

うに、との教員からの指示につながったことは否めません。教科書

の配布が遅れる中、ラファエックだけが、新カリキュラムに沿った

内容の学習雑誌だったからです。学校に教科書が配布されたの

ち、教員はラファエックを教科書の補助教材として利用することと

し、児童が自宅に持ち帰ることを認めるようになったことが、ケア・

インターナショナル 東ティモール事務所のモニタリングデータに

より明らかになりました。 

 

  



4 
 

最終年次に行った調査によると1、97.7％の児童が「Lafaek Ki’ik」を受け取り、97.4％が 1 年に 3 回受け取ったと答えています。

また、95.9%が自宅に持ち帰り、頻繁にもしくは毎日利用していると回答しました。97.5%の児童が、「Lafaek Ki’ik」により学校生

活が楽しくなったと報告されています。成人用雑誌「Lafaek ba Komunidade」の配布も、「Lafaek Ki’ik」と同様に、学校で行って

いますが、調査によると、94％の保護者が子どもたちから雑誌を受け取っており、内 93％は 1 年に 3 回受け取ったと回答してい

ます2。本プロジェクトでは、5 年生から 6 年生の高学年の学生向け雑誌は配布しませんでしたが、多くが「Lafaek ba 

Komunidade」を保護者と一緒に読んでいることが分かっています。新年度には、ケア・オーストラリアからの財政支援を受けて、

小学校 3 年生から 6 年生を対象とする雑誌「拡大版 Lafaek Prima」を発行するプロジェクトがスタートします。高学年を対象とす

ることで、さらなる学習意欲の向上を目指します。 

 

２．子どもと一緒に読んでいる保護者や兄弟への波及効果 

 

ベースライン調査によると、保護者が子どもとラファエックを

一緒に読むことは、両親の読解力や計算力の向上につなが

ることが分かっています。また、保護者の「自分で読める」と

いう自信につながり、ひいては子どもたちの識字率向上と学

習の発展に役立つことも示しています。「Lafaek Ki’ik」は、コ

ンテンツがシンプルかつ写真が多用されており、読解力の低

い大人にとっても、自分自身の読解の訓練にもなり、自信を

得ることに貢献します。また同調査では、自宅で読書をする

習慣のある児童や、保護者が読み聞かせをしている児童は、

読書や読み聞かせのない児童に比べて読解力が高いとの

結果を得ています。 

 

 

最終年次に行った調査によると3、90%の保護者がラファエックを利用して子どもたちと遊び、70%が子どもたちと共に、頻繁に、し

ばしば、またはときどき雑誌を読むとの回答を得ました。昨年度調査の 72%と 60%から大きく改善しています。ときどき、または全

く読まないと回答した保護者にその理由を尋ねたところ、最も多かった理由が多忙（仕事、食事の支度、水汲み、その他）で、そ

の他、読書をする場所がない、電気がない（又は電力不足）、識字力がない、と続きました。 

 

成人用の「Lafaek ba Komunidade」について調査した結果、保護者の 81%が雑誌を読み、77%が配偶者も読んだとの回答を得ま

した。前年比 61%、73%からそれぞれ増加しています。さらに回答者の 54%が子どもたちも読んでいるとのことでした。 

 

来年に向けて、ラファエックチームは、保護者が子どもたちと一緒に読む利点を訴えていきたいと考えています。そのため、

「Lafaek ba Komunidade」においては、コミュニティ集会でのさまざまな活動（クイズ、競技、グループセッション、ゲームなど）を、

そして未就学児から小学校低学年用ラファエック「Lafaek Ki’ik」においては、学校の活動との一体化を図るなど、読みやすいコ

ンテンツを雑誌に継続的に掲載することを実施する計画しています。 

 

３．学校関連の活動における保護者・大人による積極的な参加やサポートを奨励 

 

保護者が子どもたちの学校関連の活動にどのようにかかわっているか、また参加しているかについて、488 名の保護者と、その

1,229 名の子どもたち（4 歳から 12 歳まで）を対象とした調査を行いました。 

 

98%の保護者が学校に通う重要性を認識しており、99%が子どもたちを学校に通わせています4。しかしながら、インタビュー当日

の実態では、852 人の子どものうち 777 人が実際に登校していて、保護者の回答から引き出された 99%を下回る 91%の実績とな

ります。保護者にその点を問いただすと、他の子どもは病欠、もしくは家の仕事の手伝いで登校をしていないとの回答でした。 

 

特筆すべきは、学校に送迎している保護者がほとんどいなかったことです。「Lafaek Ki’ik」がターゲットとしている児童（4 歳から

8 歳）のうち、その 3 分の 2 が、学校のある村落と同じ村落に居住していないことを踏まえると、保護者による子どもたちの教育

へのサポートが、より必要であることが見て取れます。 

  

                                                            
1
 MEL チーム(モニタリング・査定・学習担当)による未就学児及び小学 1-2 年生 605 名の調査(うち女子 53%)  
2 403 名の保護者を調査(うち女性 71%) 
3 403 名の保護者を調査(うち女性 71%) 
4 質問は「あなたの家庭に 4 歳から 12 歳までの学校に通う子供がいますか」 
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◆各ラファエックの配布状況 

 

１．未就学児および小学生低学年児用ラファエック「Lafaek Ki’ik」を、すべての対象児童に配布 

 

本報告期間中に、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、3 号の「Lafaek 

Ki’ik」が制作されました。雑誌に掲載された内容は、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、読み書きの能力や

計算能力、基本的な保健衛生に関するメッセージ、またジェンダ

ー平等についても焦点を当てています。 

 

ジェンダー平等に加え、多様な人々の参加を促すための取り組

みは、すべてのラファエックのコンテンツに適用されています。雑

誌の中で描かれる女性キャラクターと彼女が演じる役割は、性別

の偏見や差別に関する認識を高め、教室内や家庭での少女と

少年の役割に関する文化的な固定観念や価値観に変革をもた

らすことを目的としています。女子や女性が、リーダーシップをとることや、意思決定の役割を担うことなども表現され、同時に、少

年や男性の関与も促しています。 

 

表 : 2019 年度 未就学児から小学校低学年児用ラファエック「Lafaek Ki’ik」配布状況 

号数 2018 年第 2 号 2018 年第 3 号 2019 年第 1 号 2019 年第 2 号 

印刷部数 115,200 112,000 112,200 112,200 

学校向け配布数 1,527 1,539 1,542 1,581 

男子 50,019 49,632 51,157 51,389 

女子 45,266 45,122 46,590 46,735 

障がい者 
男子 20 23 28 8 

女子 24 11 32 20 

生徒向け配布数 95,285 94,754 97,747 98,124 

パートナー団体向け 

配布数 
4,466 4,431 3,533 3465 

学校向保管用配布数 7,617 7,695 7,692 7,812 

配布総数 107,368 106,880 108,972
109,401 

(6 月 28 日現在) 
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２．コミュニティラファエック「Lafaek ba Komunidade」を、要介護者・低識字者・その他弱い立場の成人を対象に配布 

 

コミュニティラファエック「Lafaek ba Komunidade」は、3 号発行

され、国内総世帯の 50％に相当する 100,000 世帯以上に配

布しました。 

 

内容は主に、家庭生活や農業方法の改善について、健康問

題、小口融資、栄養問題、識字能力や計算力の向上、コミュ

ニティー・ツーリズム(コミュティ全体が主体となる観光活動)、

気候変動への対処、災害リスクの軽減、家庭内暴力、ジェン

ダー平等（女性のコミュニティへの参加促進、コミュニティにお

ける女性の発言や役割の拡大、女性への暴力などを含む）等

となっています。 

 

 

 

 

表:2019 年度 コミュニティラファエック「Lafaek ba Komunidade」配布状況 

号数 2018 年第 2 号 2018 年第 3 号 2019 年第 1 号 2019 年第 2 号 

印刷部数 98,046 98,000 105,600 105,600 

コミュニティ向け 

配布数 
9,4519 93,860 101,970 102,069 

パートナー団体向け 

配布数 
3,054 3,141 3,197 3,157 

配布総数 97,573 97,001 105,167
105,226 

(6 月 28 日現在) 

 

 

また、コミュニティとの密接な関係を築くために、コミュニティごと

に集会を開きます。集会では、雑誌の内容について話し合わ

れ、雑誌が伝えるメッセージなどを、自分たちの日常生活にどう

生かすかなど、意見交換が出されました。 

 

ある集会では、参加者からのリクエストに応じ、コミュニティラファ

エック「Lafaek ba Komunidade」に掲載のされているトマトソース

の作り方、未使用のタオルを利用した花瓶の製作、パパイヤマ

ーマレード、堆肥、有機農薬についてなどの、デモセッションが

行われました。このような活動は、雑誌の内容に関する具体的

な取り組みとして、住民から感謝されています 

 

2019 年度のコミュニティ集会は、13 のコミュニティにおいて、各

自治体につき 1 回ずつ開催。昨年比 20％以上となる計 624 名

（47％が女性）が参加しました。但し、女性の役割に関する古い

慣習から、集会への女性の参加はいまだ困難なものがあります。残念ながら、変化に対して柔軟なコミュニティと、そうでない

コミュニティとでは開きがあるのが現状であり、今後もさらなる努力を必要とします。地元の指導者と引き続き協力し、活動におけ

る女性の関与の重要性が認識されるよう、取り組んでいきます。 

 

さらに、集会の日時や場所についてもより一層配慮し、女性や障がい者が活動に継続的に参加が叶うよう、取り組んでいきます。

また、障がい者については、いまだ参加や関与が十分ではないのが現状であり、地域社会や村落のリーダーと協議して強化に

努めていきます。 
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３．教員用ラファエック「Lafaek ba Manorin」を、未就学児から小学 6 年生を担当する教員に対して広く配布 

 

東ティモール教育省との緊密な連携のもとに、教員用ラファエックを 3 号まで発行。教科に関することに加えて、教授法や生徒

への生活面での指導法などについても網羅しています。また東ティモール教育省と教員間のコミュニケーションツールとしても

役立っています 

 

表: 2019 年度 教員用ラファエック 「Lafaek ba Manorin」配布状況 

号数号 2018 年第 2 号 2018 年第 3 号 2019 年第 1 号 2019 年第 2 号 

印刷部数 12,670 12,000 12,369 12,800

学校 

配布数 
1,527 1,539 1,542 1,581

男性教員 4,690 4,678 4,634 4,616

女性教員 5,002 4,812 4,975 5,038

教員 

配布総数 
9,692 9,490 9,609 9,654

パートナー団体向け 

配布数 
442 69 437 389

学校保管用配布数 2,315 2,332 2.323 2,331

配布総数 12,449 11,891 12,369 12,374

 

 

◆事業の持続可能性を確保するために ～事業収入の多様化に向けた試み～ 

 

ラファエック誌面の共同制作等によるスポンサー収入は増加傾向にあり、本年度においては 125,800 ドルの収益を生み出しま

した。国連機関や国際 NGO など 8 組織と計 10 件の契約が実現しました。来年度には 225,000 ドルの収益を見越しています。 

 

一方で、民間企業との連携はいまだ発展途上にあります。オーストラリア・ニュージーランド銀行、Kmanek スーパーマーケット、

GAP 東ティモールなどと、スポンサーシップや広告について話し合いを持ちましたが、契約締結には至っていません。今後も企

業へのアプローチを続けていきますが、課題は次の通りです：1 点目は東ティモール国内の民間企業の規模が小さいこと、2 点

目はコミュニティラファエックが、農村部と辺境地の世帯に焦点を当てていることから、都市部在住者に関心を持つ民間企業と

相反することです。しかし 129,000 人もの若年層が Lafaek 公式 Facebook ページを閲覧しており、その価値を民間企業に理解

してもらえるよう、努力を重ねてゆきます。 

 

以上 

 


