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Free ♥Willっ て ？  
 

活動目的 … インドの児童労働問題を解決する。 
 

理念   … ① 型にはまらないボランティアの 

        かたちを模索し、活動していく。 

       ②インドの子どもたちの事を 

            常に考え行動していく。 
 

活動内容 … 現地訪問 写真展の開催 講演会   

   イベントへの参加 学園祭、地域イベントでの 

インド雑貨の販売 オリジナルタンブラーの販売 

フリーペーパーの作成 
 

メンバー … 11人 (大澤明希穂、波多野俊、柴田航、 

       遠藤美菜、大城章乃、秋山紀夏、斉藤七海、 

    飛田晴香、津島隆秀、岩上桃子、小池和樹） 
 

  Free♥Willは2008 年の秋に設立した学生団体

です。設立から2009 年度までは、日本での啓発活動を

中心に現地の児童労働問題に取り組むパートナー団体

を支援してきました。2010 年度はその現地の団体と

パートナー関係を打ち切り、私たちには何が出来るのか

を模索しながら、啓発活動を実施してきました。2011年

度、地域イベントへの参加や学校での啓発活動を通し

て、多くの子どもたちとふれあい、恵まれている日本の教

育環境を実感した1年となりました。では、私たちが今ま

で活動の対象としてきた子どもたちの教育事情はどう

いったものなのかを調査するために、2012年春、私たち

は「教育における格差から児童労働をみる」というテー

マのもと、インド訪問を行いました。 



About India 

Population : 12億人1019万人(2011) 

Common Language : Hindi / English 

Capital : New Delhi 

Money : Rupee 

Time Difference : -3.5 hour 

今回の旅路 

インドってナンだろう？ 
 

多様な民族、人口、宗教…。どのカテゴリーにおいてもその数が尋常ではない大国、インド。

カレーやターバン、聖なる牛など、インドを連想させるものはたくさんある。インドという巨大な          

                             宇宙についてを一口に語ることは出来ない。 

                             それでも、16日間で見てきたインドの現状を 

                                      少しでも多く紹介したい思う。                             

                              

 

 
 

2/16     ①Kolkata   コルカタ 

2/17 ～ 20   ②Gaya   ブッダガヤ 

2/21 ～ 22   ③Jaipur ジャイプル 

2/23 ～ 27   ④Delhi        デリー 

2/28 ～ 3/1   ⑤Mumbai ムンバイ 

 

 

２月１６日に成田からインド西部、４大都

市の一つコルカタに到着。同日深夜にコル

カタハウラー駅からブッダガヤに向かう。

ブッダガヤでは３日ほど宿泊し、列車でデ

リーを経由してジャイプルに。ジャイプル

では観光を。その後バスでデリーに戻り、

アグラへもタクシーで足を伸ばした。国内

線飛行機でムンバイへ移動し、3/1深夜にム

ンバイから日本へ帰国した。 

⑤ 
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イ ン ド の 多 様 な 宗 教  

 

イスラム教 
アッラーを唯一神とする一

神教。偶像崇拝は禁止。

神々を描くヒンドゥー教の

対極。 

 

キリスト教 
南インド中心に布教され

た。ヴァスコ・ダ・ガマなど

も布教に訪れた。 

 

シク教 
ヒンドゥー教と同じく、輪廻

転生を肯定するが、カース

トや偶像崇拝を禁ずる面も

ある。 

 

仏教 
ブッダが開祖であるインド

発祥の仏教は、国内では

衰退するも世界に広がっ

た。 

 

ジャイナ教 
アヒンサー (不殺生 )の徹

底。苦行・禁欲主義で知ら

れる。 

 

その他・無宗教 
先住民の間には、少数な

がら土着の信仰や独自の

宗教観念が今も残ってい

る。 

ヒンドゥー教 
バラモン教から発展し、４世紀に成立。８億人以上が信仰する

多神教。カースト制や聖典をもち、インドを象徴する宗教。 

① 

② 

③ 

④ 



 

 

場所： 

ビハール州ブッダガヤ 地図② 
 

地域の問題： 

インドで貧困者数が2番目に多い州 

（ビハール州の貧困者数は4,256万人。そ

のうちの9割弱が農村部）  
 

 

 

 

 

団体概要： 

ビハール州の子どもたちを支援。学校と

孤児院、無料診療所を周辺の村人や子ど

もたちに全て無償で提供している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
団体の対象：幼児～高校生 
 

コメント： 

子どもたちのサポートだけでなく、子どもた

ちが生活している社会の改善、向上のため

に活動し、さらに地域の支持を得ている団

体だ。代表の方の頭の中には、この国を良く

するために、取り組みたい活動がたくさん

詰まっていると思った。  

 

 

場所： 

ハリヤーナ州ニューデリー 地図④ 
 

地域の問題： 

首都であり、識字率においては平均よ

りも高い。しかし、政府が無償で教育を

提供しているもの、教育環境にバラつ

きがある。 
 

 

団体概要： 

親やコミュニティと共に、子どもたちの環

境を良くするために活動。就学前準備や

放課後に学習塾を開くなどのフォローを

行う。また、学校をドロップアウトしてし

まった子どもたちへのアプローチも行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

団体の対象： 幼児～小学生 
 

コメント： 

Free♥Willが毎回訪れる団体であり、子ど

もたちとのふれあいが楽しい。親切なス

タッフが多く、児童労働についてのディ

スカッションにも快く参加して頂ける。 

今後も継続的に支援を行いたいと思う。 

 

Niranjana 
ニランジャナ 

ARROHAN 
アロハン 



 

 

場所： 
ラジャスターン州ジャイプル 地図③ 
 

地域の問題： 

観光や産業の発展の一方、ストリートチル

ドレンや働く子どもが増えている  
 

 
 

 
団体概要： 

Child line（チャイルドライン）などを通じてス

トリートチルドレンをシェルターに保護して

いる。職業訓練施設を設けている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

団体の対象： ストリートチルドレン 
 

コメント： 

職業訓練の場として設けられたladliの印象

が強い。将来に直接的に役に立つ訓練が

出来る。子どもたちは学校に行きつつ訓練

をする。教育を受けているということが前提

にあることが大切である。 

 

 

 

場所： 

マハラシュトラ州ムンバイ 地図⑤ 
 

地域の問題： 

インド最大の商業都市であり、高層ビルが立ち

並び、街では多くのビジネスマンが会社へ急

ぐ。物価がデリーなどの都市に比べても高いた

め、貧困層にとっては住みづらい街であり、イン

ドで一番スラムが多い。  
 

団体概要： 

独自の無料電話回線を開通し、その電話番号に

かけることによって24時間いつでも子どもが助

けを求めることができる。 

その問題を詳しく分析し、その子どもに最も適し

たNGO団体を紹介する斡旋団体である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体の対象： 子ども 
 

コメント： 
長年NGOのプロとして活動していても未だに「児童

労働とは何か」を定義しきれないと言っていたのが

印象に残った。時代が変わるにつれ形態や状況も

変化する児童労働問題には、常に現状を把握しな

がら一人一人に適した対応を考えていくことと、少

しずつしかし確実に直接手を差し伸べる根気強さ

の大切さをCHIDLINEより学んだ。  

 

 

 
 

 

 

I-india 
アイ・インディア 

ChildLine 
チャイルドライン 



 

インド観光ガイド 

風の宮殿 
ラジャスターン州ジャイプル 

 

インド観光の定番、美しきピンクシ

ティ『ジャイプル』の風の宮殿。 

ピンクで彩られた鮮やかな宮殿は、 

旅行者の心を安らげる。 

最近メトロの建設が活発に行われて 

おり、完成すればさらに観光客で 

賑わうだろう。 

 

タージマハル・ホテル 
マハーラシュトラ州ムンバイ 

 

ゾロアスター教徒であり、インド随一

の財閥家「ジャムシェドジー・タタ」

が当時のボンベイに建設した 

インド最高級のホテル。 

インド俳優、貴族らが多く宿泊するこ

のホテル、学生には敷居が高すぎる

が、いつかは宿泊してみたい…。 

憧れのあの場所を訪れる 

 

マハーボディ寺院 
ビハール州ブッダガヤ 

 
あの｢ブッダ」が瞑想し、悟りを開いた

土地とされるブッダ・ガヤ。寺院内では

様々な宗派のお坊さんが、熱心に礼拝を

行っている。インドの雑踏から抜け出し

たくなったら、やはりガヤーのような 

田舎に訪れるのが一番だろう。 



 

旅行経費 
 

2週間で使ったお金 

 

訪問のまとめ 
 

教育の大切さを実感する 
 

日本は中等教育までの義務教育が当たり前になっていますが、

インドを訪れ「教育」は当たり前に受けられるものではないこ

とを実感しました。 

今まで自分が当たり前に受けてきた教育に有難みを感じまし

た。だから、私たちは、教育の大切さをいま一度見つめ直して

ほしいと思います。 

 

○航空券 (日本～インド) 

          ¥ 80000 

○国内移動費 (アグラ往復、ム

ンバイ航空券含む 

        ¥ 18000 

○食費 

        ¥ 3750 

○宿泊費 

        ¥ 16000 

○その他         

  ¥ 3250 
 

コメント： 

インド旅行中の選択肢におい

て、すべて「安」で統一するの

を正しいとは思わない。確か

に、インドには貧乏旅行のイ

メージがあるし、実際に全て節

約して巡る旅行者も少なくな

い。「安宿」に泊まり、「オン

ボロ列車」で移動し、「汚い食

堂」で食事する…。それも一つ

の旅行のスタイルだろう。しか

し、窃盗・詐欺・病原菌で溢れ

る国において、何の知識も持た

ない旅行者はそれらの格好の的

である。それらに直面するリス

クを少しでも減らすには、なる

べく「中級」のものを選択する

べきだと思う。 




