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１． 目的 

開発途上国の学校保健の諸問題を効果的に改善するモデルを構築する。この事業では、ＷＳを通じて現地側

に日本で蓄積したノウハウ、技術を現地語マニュアルで伝え、現地の教員、児童生徒、自らが学校保健問題改

善活動を自立して行えるようにする。不断の改善活動をＰＤＣＡサイクルにそって持続する。自立的、持続的活

動を教育システムに内包させる。今年度の活動目的はタイでは現地の寺院（大学）を通じて山地民へ、ミャンマ

ーでは 23の教育大学教員の養成から若手の指導者育成へと展開し、モデルの一般化を図る。20,000部のミャ

ンマー語マニュアルを教員となる全学生に配布。 

２．活動  

対象地域 タイでは；東北部では、モデル校の教員が学校保健問題が厳しいラオス、カンボジア国境沿いの学

校に対してＷＳとその後の改善運動を実施中。北部の山地民の学校に対しては、北部の仏教教育の中心であ

るＳ寺院（大学レベル）の僧侶と教員を対象としたＷＳを行い、ここから開発事業を展開するモデルを開始した。  

ミャンマーでは；全教育大学 23校の学長、教員を対象としたＷＳを開始し、今年度は 13大学で実施。各大学の

附属学校で実習とその後の改善運動を試験的に開始した。大学ではカリキュラム化を検討中。全学生にマニュ

アルを配布し、現地教員が指導を開始。この為に結成された本省の学校保健チームが現地大学を指導中であ

る。学校評価点検項目にこのマニュアルの骨子を組み入れることを決定し政府がその実施を検討中である。 

活動プログラム；主たるプログラム・改善活動は日本で開発された学校保健の品質管理技法(HQC)を中心

として「学校保健改善チームの組織化」、「保健室の設置と運営、諸測定・検査方法」「学校環境衛生検

査に伴う評価と改善」、「学校安全の確保と指導」、「生活習慣の改善」「発育栄養評価と栄養改善に結び

ついた動植物育成事業」である。学校が自発的に問題を発見し、ＰＤＣＡを実施する。 
マニュアル；ミャンマーでは現地語マニュアルを教育系大学学生に（8,000 部）配布し、なお今年度中に 1 万部

を増刷して全国の学校に配布する。マニュアルの骨子が全国で行われる学校点検評価項目に採択。 

「学校保健通信」の発行：年に 3 回（1 回が 10,000 部）、本事業を持続的に推進するための「学校保健通信」を

教育委員会各学校に配布し事業の継続を図っている。編集、配布には教育省が全面的に協力している。 

ミャンマー初の児童生徒発育栄養評価の標準チャート・ポスター

３．成果  

の作成とそれによる発育栄養評価及び指導を

全国的に展開する準備ができた。 これらの活動を本省の学校保健チームが主体となって推進する予定。 

 （１）期待する成果  ＨＱＣの知識とノウハウを教育大学で恒常的に指導する体制を作る。数人のＷＳ参加

者がやがて大きな組織活動へと成長してゆく。少額の資金で、教師たち自身が中心となって活動し、具体的な

成果をあげる。ミャンマーでは学校保健行政自体を修正するインパクトを与えている。 

 （２）成果物 ①「ミャンマー学校保健通信」 ②2008 年 3 月に文部科学省発行の日本語版「開発途上国のた

めの学校保健改善実践マニュアル」P.1-122 をもとに、英語版を作成した。その他、日本語版、ミャンマー語版、

タイ語版の増補版（P.1-35）を作成。③ミャンマー学校保健点検評価表を作成した。④ミャンマー、タイ児童生徒

発育栄養評価の標準チャート（ポスター）を作成した。⑤ミャンマーWS 記録映像 DVD 全 2 巻（ミャンマー語でテ

ロップ付け）を製作した。⑥現地における活動の様子を「学校保健改善活動グラフィック」として写真集として編

集中。⑦ネパール語学校保健改善マニュアル⑧「平成 21 年度活動報告書」を製作中。 
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目 的
国や地域と連携して、学校保健の普及並びに持続的発展の基礎を培う

←今回の研修会は現地ミャンマーの新聞でも取り上げられました(9月10日発行ヴィーナスニュース)

活動地域

活動内容 学校保健改善活動の研修会と臨地実習,モデル授業を受講し

た教員らは,現場(学校)に戻り学生児童生徒らと改善活動を実践します．

ミャンマーにおける活動事例－大学教員らが
研修からモデル授業を受講するまで－

1.開発途上国で最も重要でわかり
やすい項目に限定している

2.集団で、組織的に、SWHQC
(School Wide Health Quality Control)

3.効果の出易いものから順番に
4.易しいものから難しいものへ
5.科学的な検査データに基づいて
6.PDCAサイクルをまわす
7.デフォルトモデルから

カスタマイズするモデル

研修するプログラムの７つの特徴

ミャンマー：ヤンゴン管区、モン州、マンダレー管区、エーヤワ
ディー管区、マグェー管区、シャン州の１０１の小中高等学校、全国
に広がる２０の教育カレッジと、２つの教育大学、民族教育大学です．

タイ：東北部ウボンラチャタニー県と北部チェンマイ県の８７小中高
等学校が活動対象校です．

ネパール：カトマンズ、ポカラ、ルンビニ地域の18小中高等学校です．

ノウハウを現地語により

マニュアル化．約１万部

を発行、配付しました

研修会
マニュアル

水質検査

臨地実習

活動現場となる学校

で、研修会の内容を

実際に行ないます

身体測定(座高)

身体測定(皮下脂肪厚)

講師をつとめるのは、日本側

メンバー、ミャンマー教育省

の本事業活動チームメンバー、

既に本事業の一連の研修を受

講し技術を身につけた現地大

学教員らです．

大学教員らは、すでに研修を受けてその内容を熟知した
教育大学教員らによるモデル授業を受講します。

成果物(ミャンマー活動における予定)

マニュアルを用いた研修会を実施します．少なくとも2日間を要します．

ミャンマー学校(保健)点検評価表･マニュアル、ミャン

マー研修会(3日間版プログラム)記録映像DVD(現地語解

説入り)、ミャンマー学校保健便り(紙媒体によりミャン

マー200の関連機関(活動参加学校を含む）に配付予定、

ミャンマー人児童生徒の発育栄養基準値及び評価チャー

トと利用マニュアル(ポスター版)、等。

ヤンゴン管区ヤンキン教育カレッジ学生185人を対象に･･･ダーウェー教育カレッジの教

員が授業をします。この授業を、ヤンゴン、エーヤワディー管区、モン州の教育カレッ

ジ教員らが受講します．

この日の授業科目は、学校
保健活動組織づくり、保健
室の運営、教室の照度、視
力検査、学校の安全です。

モデル授業で使用する教材も講師をつとめ

る現地大学教員らが研究しています。左は

視力検査記入表。右は照度計マニュアル。

近見視力検査。

学生らは照度計を初めて扱

います。

問題解決の方法である

フィッシュボーンダイアグ

ラムを描きながら授業は進

められます。

遠見視力検査。学生

同士でやってみます。

マニュアルは1人1冊ずつ。

学校内の危険箇所地図の作り方と

扱い方について講義します。

座学から学校現場へ
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学校保健分野における
国際協力モデルの構築と自立支援

大妻女子大学大妻 子大学

課題代表者 大澤清二（人間生活文化研究所所長）

「学校保健の世界（杏林書院）」 2010年刊より抜粋

。



大妻女子大学

2

【活動組織】
ミャンマー連邦：教育省計画訓練局第１・２・３教

育管区 ミャンマー工業会ほか育管区、ミャンマー工業会ほか

タイ王国：教育省チェンマイ県第１・２・３区教育
委員会、ウボンラチャタニー県第１・２・３区
教育委員会、社会開発人間安全保障省山
地民博物館、王室プロジェクト、国境警備隊、
スィーソーダー寺、ウィーウェークワナー
ラーム寺、ＩＭＰＥＣＴ、ニコニコボランティア
財団ほか山地民関連NGO

【事業の目的】

1. 開発途上国の学校保健の諸問題を効果的に改善する地域
に即したモデルを実践を通じて構築するに即したモデルを実践を通じて構築する。

2. ＷＳを通じて日本で蓄積したノウハウ、技術を現地語マニュ
アルで伝え、現地の大学、教員、児童生徒、自らが学校保
健問題改善活動を自立して行えるようにする。

3. 改善活動をＰＤＣＡサイクルにそって持続する。
4. 自立的、持続的活動を教育システムに内包させる。

5. 今年度の活動目的はタイでは現地の寺院（大学）を通じて
山地民 ミ ン では23の教育大学教員の養成から若山地民へ、ミャンマーでは23の教育大学教員の養成から若
手の指導者育成へと展開する。

6. 21,000部のミャンマー語マニュアルを教員となる全学生、学
校に配布。
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【７つのプログラムから構成】

HQCHQC（Health Quality Control）

【どんな測定・検査技術を】

• 教室環境の検査（照度、つくえ、いす、
黒板など） 場合によって通風 湿度黒板など）、場合によって通風、湿度、
騒音、塵埃

• 飲料水（大腸菌群、COD 、 PH 、アン
モニア・・・）

• 危険箇所チェックと危険マップ

栄養 発育状態（身長 体重 座高 胸• 栄養・発育状態（身長、体重、座高、胸
囲、皮下脂肪）の測定

• 聴力と視力検査
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【A～F学校保健７つのプログラムの
期待効果の出現時期】

１ 3日 1週 1月 ３月 ６月 1年以上１～3日 1週 1月 ３月 ６月 1年以上

A 組織つ
くり

B 保健室
と活動

C 生活
習慣改善

D 学校
環境衛生

E 学校安
全

F 動植物
育成

【モデルの構築】
ミャンマー
（１）教育省→タウンシップ→小・中・高等学校へ
（２）教育省→教育大学（計23）→学生→学校へ

生徒 PTA→生徒・PTAへ
（3）学校点検評価制度による開発モデル

教育省

（１）型モデル（拠点展開型モデル）
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（１）型モデル：全国６８モデル学校で継続中

2008年

モン州ティンバウー学校における発育栄養評価と栄養改善に結びついた
動植物育成事業（バナナの栽培）

2009年

（１）型モデル：エーヤワディー管区ニャウントン学校における学校環境衛生検査
に伴う評価と改善（貯水タンクの清掃）



大妻女子大学

6

（１）型モデル：エーヤワディー管区ニャウントン学校における学校環境衛生検査
に伴う評価と改善（飲料水の検査）

（２）型モデル：
教育省→教育大学（計23）→学生→学校へ

教育省における研修会と臨地実習
（1回につき5日間のプログラム、今年度は9月、12月に実施）
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（２-a）型モデル：
教育省→教育大学（計23）→学生→学校へ

（２-ｂ）型モデル：
教育省→教育大学の学生へ

明日2月26日、教育省本省の学校保健チームの

メンバーらが、民族大学（ザガイン管区）において

全学生を対象としたＷＳを開催しています・・・
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（2-c）型モデル： 教育省→教育大学→附属
学校→大学生+生徒・PTA

9月～１２月にかけてティンガンジョン大学附属学校（ヤ
ンゴン管区）において学校保健改善プログラムを実施。
Before-After成果物を多数収集しました。

改善前 改善後

改善中
証拠を写真で

残します

【学校安全活動】危険個所を改善します
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【学校環境衛生】黒板を塗り替えました

帰宅後の生活習慣を見直すこと
が重要です

【生活習慣の改善、学校環境衛生】身体に適した机と椅子は重要です
3か月で、脊柱の湾曲が改善されました
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（３）学校点検評価制度による
開発モデル

視学官が行う“学校点検評価”に本事業マニュ
アルの学校保健点検項目をビルトイン。

約3万校が間接的にこのモデルの影響を受ける。

各学校の学校保健活動がこれによって触発さ
れ 必然的に本事業 学習と実れ、必然的に本事業のマニュアルの学習と実
践が要請される（このために、マニュアルを
13,000部増刷中）。

タイ
（１）学校→周辺の学校へ（学校拡散モデル）
（２）NGO→学校→周辺の学校へ(NGOモデル）

【モデルの構築】

(
（３）山地民僧院学校→学校→山地民の村へ

（坊さんモデル）

（１）型モデル
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ミャンマー 国境地域：
国籍が無い子どもた
ちへの支援、山地民
NGOを通じて行う

（２）型モデル NGO 学校 周辺の学校 (NGOモデル）（２）型モデル：NGO→学校→周辺の学校へ(NGOモデル）

本事業活動6年目になる学校の

校長を中心にしてチームを構成

山地民NGO「IMPECT」の協力のもと、

山地民カレン族学校の教員らが、ダラーアン族の学校へ

（12月～2月）

（３）型モデル：山地民僧院学校→学校
→山地民の村へ（坊さんモデル）

スィーソーダー寺学校、ウィーウェークワナーラーム
寺学校の教員たち。
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（１）型モデル：学校→周辺の学校へ
（学校拡散モデルの事例）

～生活習慣の改善、シラミ駆除の活動～

ウボンラチャタニー県ブンタリック群ノンメック村学校の活動報告

ウボンラチャタニー県ブンタリック群ノンメック村学校の活動報告
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ウボンラチャタニー県ブンタリック群ノンメック村学校の活動報告

ウボンラチャタニー県ブンタリック群ノンメック村学校の活動報告
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シラミの問題についてのフィッシュボーンダイアグラムを作成した

ウボンラチャタニー県ブンタリック群ノンメック村学校の活動報告

フィッシュボーンダイアグラムからチェックリストを作成して８週間記録をつけた

ウボンラチャタニー県ブンタリック群ノンメック村学校の活動報告
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ウボンラチャタニー県ブンタリック群ノンメック村学校の活動報告

今年度の成果物

平成21年度事業報告書（電子版、現地活動報告を含む）
ネパ ル語 英語 学校保健改善マニ アルネパール語、英語、学校保健改善マニュアル
日本語、タイ語、ミャンマー語学校保健改善マニュアル（補遺）
 ミャンマー学校点検評価表・マニュアル

 タイ人児童生徒の発育栄養基準値および評価チャートと利用
マニュアル（ポスター版）

 ミャンマー人児童生徒の発育栄養基準値および評価チャートと
利用マニュアル（ポスター版）

 ミャンマーWS記録映像DVD（現地語解説入り）
 ミャンマー学校保健通信

少数民族、児童生徒の発育栄養基準値および評価チャートと
利用マニュアル

平成21年度実施報告ポスター（国内報告会用） など
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学校保健通信の発行と配布（1回1,000部）
原稿依頼～編集、発行業務は
ミャンマー教育省計画訓練局

コーナー名称コ ナ 名称
□トップニュース
□お知らせ
■アイディア満載！学校現場の活動
■はじめてのHQC実践活動
■いまさら聞けない!!基礎知識
■子どもたちの声
■先生の教科書
■PTAネットワーク提案箱
■学校保健の解説
■科学の目から
■わたしたちの保健室

2006.12～現在、ミャンマー教育省協力にて
発育・生育・生活習慣調査を実施

5～18歳、18,000人データより
ミャンマー人児童生徒の発育栄養基準値および

評価チャートと利用マニュアル（ポスター版、1,000部印刷）

１．標準値の読み方と解釈

この標準値はミャンマー（タイ）において
非常に多数のデータを収集し、その結果
を統計解析して求められたものです。こ
の子どもの発育評価のチャートによって、
科学的な発育栄養評価をして指導に役
立ててください。

２．身長と体重について（チャートＡ，Ｂ、
Ｃ，Ｄ）

この発育チャートは5歳から19歳までの
身長について評価します。

読み方：チャートには横軸の年齢に沿っ
て、3％、10％、25％、50％、75％、90％、
97％のカーブが描かれています。それぞ
れ0％～3％未満、3％～10％未満、10％
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DVD教材の開発

現地（ミャンマー）の新聞にも
取り上げられています

10月8日発行ミャンマータイムス

9月10日発行

ヴィーナスニュース
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「モデル」自体のPDCA
をつづけています
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