
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAFCAは、車いすや奨学金で 

障がいのある子どもたちが学校で勉強 

し、社会の中で自立することを目指して、2017年に 『障が

い児教育支援基金』 を立ち上げました。これまでのタイ、イン

ドネシアに加え、2019年度から新たに中国雲南省が基金の

支援対象地域になりました。2020年度の活動の様子や子

どもたちの成長をご報告します。 

 

認定ＮＰＯ法人 

アジア車いす交流センター（WAFCA） 

 

） 

Education Support Project for Children with Disabilities (ESPCD)  

 

はじめに 

   障がいの有無に関わらず、年齢や学力に応じて

質の良い教育を受け、生活や社会の中で自立を目

指す権利はすべての子どもたちに平等にあります。 

   しかし、WAFCA が車いす支援活動を行っている

タイ、インドネシア、中国雲南省の農村部や貧困地域

では、経済的・社会的理由で未だに就学や通学が困

難な障がい児が多くいます。 

   例えば、タイでは障がい児の初等教育の就学率

は上がっていますが、高校や大学進学を支援する公

的機関がなく、一気に進学率が下がってしまいます。 

インドネシアでは政府の予算不足から、保護者が

立ち上げた私設の特別支援学校も多く、授業料や制

服代が大きな負担となっています。 

中国雲南省は人口の約 6割が貧しい山岳地

域に暮らす少数民族です。協働している雲南特殊教

育職業学院でも、少数民族出身で障がいのある多く

の学生たちが寮で生活しながら学んでいますが、食費

や生活費の仕送りが少なく困っています。 

   これらの課題解決に取り組むため、2020年度

は 49名（組）の支援者の皆様より合わせて

5,218,390円の寄付金をいただき、タイで 49名、

インドネシアで 40名、中国で 50名の計 139名の

障がいのある子どもたちの就学・通学をサポートするこ

とができました。 

支援により、タイでは 11名の子どもたちが高校、

専門学校、中学校、小学校を卒業（課程を修了）

し、9名が進学を予定しています。その他、進級予定

は 37名、留年は 1名でした。 

また、在宅オンライン授業が続いているインドネシ

アでは、授業料や自宅での学習に必要な費用を支援

できたことで、ほぼ全員が通学を継続することができま

した。一方で、ボゴール県のエカ・アマンダ・フェブリアンさ

ん（享年 14歳）が新型コロナウイルスに感染し亡く

なるという悲しいニュースもありました。 

 中国では、雲南省特殊教育職業

学院の障がいのある学生 50名に対し、

一律 500元（約 8,300円）の奨学

生を提供しました。 3月 31日に学院で

奨学金授与式が行われました。 



 2020年度 タイの支援実績  

支援内容 人数（重複あり） 合計金額（円） 

車いす・補助具 7 148,750 

通学交通費 30 393,400 

学習タブレット 1 24,500 

文具・プリンター 4 25,200 

制服 2 15,050 

寮費 2 189,000 

給食費 2 14,000 

成人用おむつ 1 14,000 

インターン受入れ 1 47,250 

学校バリアフリートイレ 2 490,000 

進路相談 12 0 

キャンプ 28 1,155,500 

合計（円） 2,516,650 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 タイ東北部チャヤプーム県の奨学生が通う小学校と中学校に

バリアフリートイレ、舗装通路を設置しました。トイレには 2 メート

ル四方の余裕のあるスペース、スライドドア、手すりを完備し、車

いすでも使いやすい設計です。学校、教育委員会、保護者、

村人有志が協力し、奨学生（障がい者）だけでなく、みんなが

使いやすいトイレを目指して話し合い、トイレを完成させました。 
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クッドナムサイ・ピッタヤコム中学校 

奨学生：フィルム君 (中 1) 

建設費用：210,000 円 

 

バーン・ワーンアイジー小学校

奨学生：ユイさん (小 5) 

建設費用：280,000円 

 



 

  

 愛称（年齢 2020/6 時点） 

名前 
写真 県／学校（2020年度の学年） 支援内容 

1 

ドリームさん（21歳） 
ワニサー・ジッパンヤー 

 ウボンラチャタニー県／ウボンラチャタニー

ラチャパット大学(2年生) 

寮（アパート）家賃 105,000円 

家庭用プリンター8,750円 

キャンプ参加 

2 

メオ君（19歳） 
ラタタマヌーン・カサムラム 

 ブリラム県／ブリラムラチャパット大学 

(1年生) 

交通費 14,000円 

家庭用プリンター8,750円 

キャンプ参加 

3 

エー君（22歳） 
スティポーン・パコットム  

 マハサラカム県／マハサラカムラチャパット

大学(1年生) 

電動車いす（日本から贈った中古） 

交通費 14,000円 

キャンプ参加 

4 

トゥムタム君（23歳） 
アナン・パンバーン 

 コンケーン県／シーサンワン・コンケーン特

別支援学校(高校 3年生) 

キャンプ参加 

進学相談・サポート 

5 

プラーさん（16歳） 
ナンタカー・フームフック 

 スリン県／ヴィラワット・ヨーティン学校(高

校 2年生) 

キャンプ参加 

6 

ジョータン君（15歳） 
ティナポップ・ソマウォン 

 ブリラム県／バーン・チョーパカー学校(中

学 3年生) 

交通費 14,000円 

キャンプ参加 

7 

ジョー君（16歳） 
クリッサナポーン・アートシラー 

 ルーイ県／バーン・ドンノイ学校(中学 2

年生) 

交通費 8,400円 

キャンプ参加 

8 

マイファーさん（16歳） 
モンティチャー・マクムレック 

 ブリラム県／サトゥー産業地域教育カレッ

ジ(専門学校 1年生) 

交通費 22,400円 

キャンプ参加 

9 

マン君（9歳） 
ラーメーン・チュンチャート 

 ブリラム県／バーン・コクマイデーン・フアク

ラサン小学校(小学 4年生) 

学校で使うお小遣い 7,000円 

キャンプ参加 

10 

シット君（13歳） 
ピシックン・チュンチャート 

 ブリラム県／バーン・コクマイデーン・フアク

ラサン学校(中学 1年生) 

学校で使うお小遣い 7,000円 

キャンプ参加 

11 

フィルム君（14歳） 
チャイピパット・チャムナムクン 

 チャヤプーム県／クッドナムサイ・ピッタヤコ

ム学校(中学 1年生) 

交通費 11,200円 

カスタムメイドの車いす 42,000円 

学校バリアフリートイレ建設費 210,000円 

12 

ケン君（15歳） 
サモーン・ラントンラーン 

 ブリラム県／バーン・トゥンジャンハン学校

(中学 3年生) 

キャンプ参加 

進学相談・サポート 

13 

ファースト（17歳） 
ジンタパパー・サイヤー 

 シーサケット県／カンタラロム区ノンフォー

マル教育学校(高校 2年生) 

テキスト代 7,000円 

14 

パイさん（16歳） 
ポーンウィパー・プアンパイワン 

 ルーイ県／ジラワノン・ウィーティット第 4

学校(中学 3年生) 

交通費 8,400円 

15 

ユイさん（11歳） 
ラチャニチャイ・スアントー 

 チャヤプーム県／バーン・ワーンアイジー

学校(小学 5年生) 

キャンプ参加 

学校バリアフリートイレ建設費 280,000円 

タイの奨学生一覧 
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16 

ネイさん（18歳） 
オラパン・ポントーン 

 ウボンラチャタニー県／プッターメーター・ウ

ィッタヤー学校(中学 1年生:留年) 

進学相談・サポート 

17 

マイさん（20歳） 
オラワン・ポントーン 

 ウボンラチャタニー県／プッターメーター・ウ

ィッタヤー学校(中学 1年生:留年) 

進学相談・サポート 

18 

トーさん（16歳） 
ナロンリット・トンター 

 スリン県／ラット・パッタナー学校(中学 3

年生:留年) 

支援なし 

※中学を卒業し、次年度は進学せず 

  一旦支援は中止 

19 

プーカオ君（13歳） 
ジラサック・シーダーハオ 

 ルーイ県／バーン・コックポーセンイアム学

校(小学 6年生:卒業) 

進学相談・サポート 

20 

オイさん（18歳） 
ウィチュダー・ピラー 

 ノンカーイ県／レデンプトリスト高等専門

学校(専門学校 1年生) 

自走タイプ車いす 17,500円 

交通費 14,000円 

キャンプ参加 

21 

チャート君（17歳） 
アピチャート・ソンクラム 

 ウボンラチャタニー県／ノンフォーマル教育

学校(高校 1年生) 

進学相談・サポート 

22 

パーティー君（8歳） 
クンピパット・クーハナー 

 アムナーチャルーン県／ソムサアートヌクン

学校(小学 2年生) 

キャンプ参加 

進学相談・サポート 

23 

サック君（17歳） 
ジャトゥロン・カムヤイ 

 ノンカーイ県／レデンプトリスト高等専門

学校(専門学校 1年生:留年) 

交通費 7,000円 

キャンプ参加 

24 

オンさん（18歳） 
パニター・セーントーン 

 ノンカーイ県／レデンプトリスト高等専門

学校(専門学校 2年生) 

交通費 14,000円 

制服代 2,800円、文房具代 700円 

キャンプ参加 

25 

ピーチ君（13歳） 
パタナチャイ・シーカムウィエン 

 コンケーン県／シーサンワン・コンケーン特

別支援学校(小学 5年生) 

交通費 14,000円 

キャンプ参加 

26 

プロイさん（18歳） 
プロイパリン・ロッケウ 

 コンケーン県／シーサンワン・コンケーン特

別支援学校(中学 3年生) 

交通費 14,000円 

キャンプ参加 

27 

メイさん（15歳） 
ウマポーン・コラプン 

 コンケーン県／シーサンワン・コンケーン特

別支援学校(小学３年生) 

交通費 14,000円 

キャンプ参加 

28 

ボール君（15歳） 
ナロンデック・カラトーン 

 ノンタブリー県／シーサンワン・ノンタブリー

特別支援学校(小学 6年生) 

交通費 19,600円 

キャンプ参加 

29 

オームくん（21歳） 
アナンタチャイ・シーサアート 

 バンコク都／ノース・バンコク大学(大学

3年生) 

寮（アパート）家賃 84,000円 

キャンプ参加 

30 ユーンさん（20歳） 
ブンユーン・ナムポンクラン 

 アユタヤ―県／ワーンノイ区ノンフォーマ

ル教育学校(中学 2年生) 

交通費 14,000円 

キャンプ参加 

31 

ゴットさん（11歳） 
クリッサナポーン・トーンサムリー 

 チョンブリー県／特別支援学校（チャリ

ヤオ・パワン記念学校）(小学 5年生) 

交通費 14,000円 

32 オイルさん（21歳） 
ウィラダー・パティターン 

 チョンブリー県／パタヤ・レデンプトリスト高

等専門学校(コンピュータ短期修了コー

ス) 

進学相談・サポート 
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33 

ノイさん（18歳） 
バンティター・ウォンフーン 

 チョンブリー県／パタヤ・レデンプトリスト高

等専門学校(専門学校 3年生) 

交通費 14,000円 

キャンプ参加 

34 

ナムワンさん（18歳） 
サランジット・コフアデーン 

 チョンブリー県／パタヤ・レデンプトリスト高

等専門学校(専門学校 1年生) 

交通費 14,000円 

おむつ代 14,000円 

キャンプ参加 

35 

バス君（16歳） 
シラシット・ムアンジャン 

 チョンブリー県／パタヤ・レデンプトリスト高

等専門学校(専門学校 2年生) 

交通費 14,000円 

キャンプ参加 

36 

ジーハンさん（9歳） 
インティラ・ブッナムペット  

 チョンブリー県／特別支援学校（チャリ

ヤオ・パワン記念学校）(小学 3年生) 

交通費 14,000円 

37 

ウさん（20歳） 
ウィナダー・チャルーンシリ 

 チョンブリー県／パタヤ・レデンプトリスト高

等専門学校 

交通費 4,000円 

WAFCAT事務局でインターンシップ 47,250円 

キャンプ参加 

38 

ガーフィールド君（13

歳） 
タナティップ・ティエントーン 

 チョンブリー県／特別支援学校（チャリ

ヤオ・パワン記念学校）(小学 6年生) 

交通費 14,000円 

タブレット 24,500円 

39 

マートさん（13歳） 
ポーンシリ・パイジット  

 チョンブリー県／タンタララック学校(中学

3年生) 

進学相談・サポート 

40 

ポムパムさん（8歳） 
ペッラダー・カンブーン 

 チョンブリー県特別支援学校（チャリヤ

オ・パワン記念学校）(小学 1年生) 

交通費 14,000円 

制服代 12,250円 

41 

ファーサイさん（8歳） 
ナティダー・パンウォン 

 チョンブリー県特別支援学校（チャリヤ

オ・パワン記念学校）(小学 4年生:確

認中) 

交通費 14,000円 

42 

トンクラー君（15歳） 
タナコーン・ロープコープ 

 チョンブリー県タンタララック学校(中学 2

年生) 

進学相談・サポート 

43 

フォンさん（18歳） 
カノックワン・スンタラノン 

 チャンタブリー県ノンフォーマル教育学校

(高校 2年生) 

 

電動車いすの修理代 16,800円 

キャンプ参加 

44 

ピムさん（16歳） 
ピンパー・チュアウォンカム 

 ランパーン県トンティップ・ウィッタヤー学校

(中学 1年生) 

交通費 11,200円 

45 

プン君（13歳） 
ワチャラウィー・クンティー 

 ランパーン県セームクワーウィッタヤー学校

(中学 1年生) 

交通費 11,200円 

46 

ベル君（10歳） 
サラウット・マックムーン 

 ランパーン県バーン・タークイエン学校(小

学 5年生) 

交通費 8,400円 

47 

ミントさん（16歳） 
シリポーン・ムーヘン 

 ピサヌローク県ワットヤーン（ミーマナ・ウィ

ッタヤー）学校(中学 1年生) 

交通費 11,200円 

自走タイプ車いす 17,500円 

キャンプ参加 

48 

フィルム君（14歳） 
ポッジャニン・パンセーン 

 チェンライ県ウィエンカーロン・ウィッタヤー

学校(中学 2年生) 

交通費 11,200円 

49 

ニムさん（10歳） 
シリコーン・バンルアン 

 ナコーンサワン県ワットナークラン学校(小

学 5年生) 

交通費 11,200円 

自走タイプ車いす 17,500円 

４ 



 

2020年度 インドネシアの支援実績 

支援内容 人数（重複あり） 合計金額（円） 

学費（登録費・月謝） 26名 243,900 

制服代 29名 102,200 

教科書代 15名 15,600 

定期試験受験料 10名 52,200 

特別活動費 4名 5,900 

通学交通費 10名 20,000 

在宅学習費、学習机、文具、セラピー 31名 128,500 

その他（おむつ、携帯・ネット代） 30名 144,500 

合計（円） 712,800 

 

インドネシアの奨学生一覧 

 愛称（年齢 2020/5時点） 

名前 
写真 県／学校（2020年度の学年） 支援内容 

1 

アリオ君（13歳） 
M.アリオ・プリハンディト 

 北ジャカルタ市公立ルマジャ小学校

(小学 6年生) 

学校登録料・授業料・試験受験料、教科書・制服・自

宅学習用の学用品購入費として 15,840円 

2 

アジス君（13歳） 
アブドゥル・アジス・シャバニ 

 西ジャカルタ市公立第 61西ジャカル

タ中学校(中学１年生) 

交通費、制服・教科書・靴・通学カバン・自宅学習用の

学用品、インターネットパケット代、携帯電話、オムツ、ミ

ルクの購入費として 17,600円 

3 

アランさん（21歳） 
アラン・サギタ・アラムシャ― 

 東ジャカルタ市マハディカ 第 4 ジャカ

ルタ専門高等学校(高校 3年生) 

授業・試験受験料、交通費、インターネットパケット代、

文房具・オムツの購入費として 22,000円 

4 

ディエリ君（15歳） 
M.アブディエリ・ヌラジブ 

 南ジャカルタ市ウラカ・プンチャ・レバッ

ク・ブルス特別支援学校(中学 2年

生) 

授業料・課外活動費・オムツ代、インターネットパケット代

として 17,600円 

5 

ニサさん（9歳） 
アニサトゥール・アジィアー 

 南ジャカルタ市(公立)スレンセン・サワ

ー第 14小学校(小学 3年生) 

制服・教科書・自宅学習用の学用品・オムツ・ミルクの購

入費、インターネットパケット代として 15,840円 

6 

マヒラさん（7歳） 
マヒラ・ファタラニ・アッザーラ 

 南ジャカルタ市バスマラ財団学校(小

学 1年生) 

学校登録料・授業料・教科書・自宅学習用の学用品・

オムツ・ミルクの購入費として 13,200円 

7 

トゥガール君（12歳） 
Ｍ トゥガール・ビモ・サントソ 

 東ジャカルタ市第 27東ジャカルタ中

学校(中学 1年生) 

制服代、パソコンのサービス料として 15,800円 

8 

レザ君（9歳） 
アフマッド・シャーレザ 

 東ジャカルタ市ヌルル・フダ宗教小学

校(小学 4年生) 

2020年度は健康上の理由で通学を継続することができ

なかったため、奨学金の支援は中止し、次年度の再就学

を支援予定。 

9 

アルダン君（8歳） 
アルダン・ドゥイ・サプトゥラ 

 北ジャカルタ市(公立)第 8 ジャカルタ

特別支援学校(小学 2年生) 

制服・教科書・自宅学習用の学用品・靴・通学カバン・

オムツ・ミルクの購費、インターネットパケット代として

13,200円 

10 

アッザーム君（8歳） 
アッザーム・リザルディ 

 北ジャカルタ市(公立)第 8 ジャカルタ

特別支援学校(小学 2年生) 

制服・自宅学習用の学用品・靴・通学カバン・オムツ・ミル

クの購入費、インターネットパケット代として 13,200円 

5 



11 

ワハユ君（14歳） 
ワハユ・クルニアワン 

 タンゲラン市アル・ムバロック宗教中学

校(中学 1年生) 

学校登録料・授業料・試験受験料・制服・学用品の購

入費として 17,600円 

12 

シーファさん（7歳） 
シーファ・トゥリ・ラハユ 

 タンゲラン市アル・ムバロック宗教小学

校(小学 1年生) 

授業料として 13,200円 

13 

ロシャーさん（17歳） 
ロシャー・ナビラ・ヌル・ファティア 

 デポック市ヤムペリ・デポック高等学校

(高校 3年生) 

授業料、オムツ代として 24,640円 

14 

ノヴィルダさん（11歳） 
ノヴィルダ・コイルニサ 

 デポック市(公立)第 1 ボジョンサリ小

学校(小学 3年生) 

制服・教科書・課外活動費・セラピー代・自宅学習用の

学用品・靴・ミルクの購入費、インターネットパケット代とし

て 13,200円 

15 

リンタンさん（9歳） 
リンタン・アンティカ 

 デポック市(公立)第 1 ボジョンサリ小

学校(小学 3年生) 

制服・教科書・課外活動費・セラピー代、自宅学習用の

学用品・オムツ・ミルクの購入費、インターネットパケット代

として 13,200円 

16 

ロフマン君（15歳） 
アブドゥル・ロフマン・アルファリシィ 

 デポック市(公立)第 18 デポック中学

校(中学 2年生) 

授業料・制服・教科書・交通費・自宅学習用の学用品・

オムツ・ミルクの購入費、インターネットパケット代として

17,600円 

17 

アンディカ君（22歳） 
アンディカ 

 デポック市グナダルマ大学(大学 4年

生) 

制服代・靴・通学カバン・学用品・インターネットパケット代

として 26,400円 

18 

アシィさん（18歳） 
アシィ 

 デポック市ミットゥファウル・ファラー・イス

ラム中学校(中学 1年生) 

学校登録料・授業料・教科書代・制服代・試験受験

料・自宅学習用の学用品・靴・通学カバンの購入費とし

て 17,600円 

19 

ナイラさん（9歳） 
ナイラ・アラザキア 

 ボゴール県(公立)パニネンガン・チビノ

ン小学校(小学 3年生) 

教科書代・制服代・靴・通学カバン・自宅学習用の学用

品の購入費、インターネットパケット代として 13,200円 

20 

リッファさん（7歳） 
リッファ・フィットラフル・スチ・マダニ 

 ボゴール県マスラウル・アンワール宗教

小学校(小学 1年生) 

授業料・制服代・靴・通学カバン・学用品の購入費として

13,200円 

21 

リンガさん（11歳） 
リンガ・アギル・アビナヤ 

 ボゴール県（公立）第 1 チリムカル

小学校(小学 5年生) 

交通費・セラピー代・学用品・通学カバン・オムツ・ミルクの

購入費、インターネットパケット代として 15,840円 

22 

エカさん（14歳） 
エカ・アマンダ・フェブリアン 

 ボゴール県マカルサリ・チビトゥン第 1

特別支援学校(中学 1年生) 

授業料・携帯電話の購入費として 22,000円／新型コ

ロナウイルス感染により亡くなりました 

23 

ラフマット（16歳） 
ラフマットゥロー 

 ボゴール市イスラム寄宿学校(高校 1

年生) 

2020年度は寄宿生活の問題により通学を継続すること

ができなかったため、奨学金の支援は中止し、次年度の

再就学を支援予定。 

24 

アズカ君（8歳） 
アズカ・アドゥフィアー 

 ボゴール市(公立)バトゥ・トゥリス 第 2

ボゴール小学校(小学 3年生) 

授業料・制服代・文具・靴・通学カバン・携帯電話の購

入費、インターネットパケット代として 15,840円 

25 

アディット君（23歳） 
アディッヤ・アクマッド・プリアンディニ 

 ブカシ市フィリアル・ブカシ特別支援学

校(高校 1年生) 

授業料・制服代として 18,480円 

26 

デナ君（11歳） 
デナ・ロヒャナ・チャハヤディ 

 ブカシ市フィリアル・ブカシ特別支援学

校(高校 1年生) 

学校登録料・授業料として 18,480円 

27 

マウディさん（18歳） 
アマウディ・アニサ 

 ブカシ市フィリアル・ブカシ特別支援学

校(高校 1年生) 

学校登録料・授業料として 18,480円 
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28 

アルファ君（10歳） 
M.アルファ・リズキ 

 ブカシ市アシファー・イスラム小学校

(公立)スパンジャン・ジャヤ第 8小学

校(小学 5年生) 

学校登録料・授業料、制服代・試験受験料・自宅の学

習机、携帯電話の購入費、インターネットパケット代として

22,000円 

29 

アルド君（18歳）  
M.アルドウリ 

 ブカシ市アッタクワ・コタブカシ高等学

校(高校 3年生) 

授業料・試験受験料として 22,000円 

30 

ライハン君（15歳） 
ライハン・エラサプトゥラ 

 ブカシ市（公立）コタブカシ 第 36

中学校(中学 2年生) 

制服代・文具・通学カバン・ミルクの購入費、インターネッ

トパケット代として 15,840円 

31 

アウリアさん（13歳） 
アウリア・アグスティン  

 ブカシ市(公立)第 8 ブカシ中学校

(中学 1年生) 

制服・靴・通学カバン・オムツ・ミルクの購入費、インターネ

ットパケット代として 17,600円 

32 

レナルディ君（14歳） 
レナルディ・クルニアワン 

 ブカシ県ミスファフル・ファッラー・ブカシ

中学校(中学 2年生) 

学校登録料・制服代・教科書代・試験受験料・文具・

靴・通学カバン・オムツ・ミルクの購入費として 22,000円 

33 

イッザ君（12歳） 
イッザ・アルファンディ 

 ブカシ県タルビヤー・ABK・サキナー特

別支援学校(小学 2年生) 

授業料・制服・靴の購入費として 19,360円 

34 

アデリアさん（16歳） 
アデリア 

 ブカシ市アル・フダ・ブカシ宗教中学校

(中学 1年生) 

学校登録料・授業料・教科書・制服代・文具・ミルクの

購入費、インターネットパケット代として 22,000円 

35 

チュットさん（15歳） 
チュット・レニルダ 

 ブカシ市ヤマッド中学校(中学 3年

生) 

学校登録料・授業料・教科書・制服代・試験受験料・

交通費・セラピー代・文具・靴・通学カバン・ミルクの購入

費、インターネットパケット代として 22,000円 

36 

フィアン君（15歳） 
アルフィン・トリ・ウィドド 

 ブカシ市ヤマッド中学校(中学 3年

生) 

学校登録料・授業料・制服代・試験受験料・文具・通

学カバンの購入費として 22,000円 

37 

アウレルさん（12歳） 
アウレル・アジィキア・プトゥリ・ルフィヤニ 

 ブカシ市（公立）第 3 カリバル小学

校(小学 6年生) 

学校登録料・制服代・文具の購入費として 15,840円 

38 

プトリさん（17歳） 
ムティアラ・オクタヴィア・プトゥリ 

 ブカシ市サガラ・ウィヤタ専門高等学

校(高校 1年生) 

学校登録料・授業料・教科書・制服代・交通費・セラピ

ー代・文具・靴・通学カバン・オムツ・ミルクの購入費、イン

ターネットパケット代として 22,000円 

39 

カリンさん（19歳） 
カレニア・イクサニ・リツキ 

 ブカシ県公立特別支援学校(小学 6

年生) 

教科書・制服代・試験受験料・交通費・自宅学習用の

学用品購入費として 15,840円 

40 

レフィ君（11歳） 
レフィ・グスティ・マリック 

 ブカシ市（公立）第 3 カリバル小学

校(小学 5年生) 

制服・靴・通学カバン・文具の購入費、インターネットパケ

ット代として 15,840円 

41 

エルヴィラさん（10歳） 
エルビラ・プトリ・フランシスカ 

 

ウラカ・プンチャ・レバック・バラス特別

支援学校(小学 2年生) 

授業料・交通費・セラピー代・文具・おむつ・ミルクの購入

費、インターネットパケット代として 17,600円 

42 

ベビー君（11歳） 
ベビー・ルヌサファ 

 

障がい児発達財団(YPAC)南ジャカ

ルタ特別支援学校(小学 3年生) 

授業料・制服代・交通費・セラピー代・おむつ・ミルクの購

入費として 17,600円 
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中国の奨学生一覧 

  名前 専攻（学年） 性别 年龄 障がいの種類 

1 李方云 アートデザイン（高専 2年） 男 23 聴覚障害 

2 何沿涛 アートデザイン（高専 2年生） 男 23 聴覚障害 

3 蒋宗蓉 アートデザイン（高専 2年生） 女 21 言語聴覚障害 

4 王  锦 アートデザイン（高専 1年生） 男 21 聴覚発話障害 

5 彭绍斌 アートデザイン（高専 1年生） 男 20 聴覚障害 

6 刘春艳 アートデザイン（高専 1年生） 女 21 言語障害 

7 王剑 会計（高専 2年生） 女 21 肢体不自由 

8 李玉花 会計（高専 2年生） 女 22 肢体不自由 

9 泰银波 家事サービス管理（高専 2年生） 女 21 肢体不自由 

10 刘玉鸾 工芸美術品デザイン（高専 1年生） 女 21 重複障害 

11 王康 工芸美術品デザイン（高専 1年生） 男 21 言語聴覚障害 

12 姚世林 工芸美術品デザイン（高専 1年生） 男 21 重複障害 

13 邱麒文 工芸美術品デザイン（2年生） 男 18 聴覚障害 

14 赏情蕊 工芸美術品デザイン（2年生） 女 21 聴覚障害 

15 岩于 工芸美術品デザイン（1年生） 男 18 言語聴覚障害 

16 李粉 工芸美術品デザイン（1年生） 女 19 言語聴覚障害 

17 谭朝仁 コンピュータアプリケーション（1年生） 男 18 肢体不自由 

18 巴星明 コンピュータアプリケーション（1年生） 男 17 肢体不自由 

19 寸鎔丹 コンピュータアプリケーション（1年生） 女 17 肢体不自由 

20 李龙英 コンピュータアプリケーション（1年生） 女 18 肢体不自由 

21 欧兴艳 コンピュータアプリケーション（2年生） 女 20 肢体不自由 

22 田晶宇 コンピュータアプリケーション（2年生） 女 22 肢体不自由 

23 杜双妃 コンピュータアプリケーション（2年生） 女 19 肢体不自由 

24 杨元绯 コンピュータアプリケーション（2年生） 女 20 肢体不自由 

25 彭文昌 コンピュータアプリケーション（2年生） 男 21 肢体不自由 

26 李心辰 西洋料理（2年生） 男 19 知的障害 

27 曹志利 西洋料理（1年生） 女 17 知的障害 

28 李镱杨 地域リハビリテーション（高専 1年） 男 19 視覚障害 

29 张庭瀚 電子商取引（高専 1年） 女 22 肢体不自由 

30 杨锐 電子商取引（高専 2年） 男 26 肢体不自由 

31 张燕 電子商取引（1年生） 女 18 肢体不自由 

32 韩俊鑫 電子商取引（1年生） 男 17 肢体不自由 

33 马思涵 電子商取引（1年生） 男 16 肢体不自由 

34 张鑫 電子商取引（2年生） 男 23 肢体不自由 

35 任安箭 電子商取引（2年生） 男 18 肢体不自由 

36 谭凤玲 電子商取引（2年生） 女 21 肢体不自由 

37 胥芯蕊 電子商取引（2年生） 女 17 肢体不自由 

38 张礼琪 電子商取引（2年生） 男 19 肢体不自由 

39 杨垚 美術デザイン制作（2年生） 男 18 聴力障害 

40 谭秀芸 美術デザイン制作（2年生） 女 19 言語聴覚障害 

41 玉叫 美術デザイン制作（2年生） 女 21 重複障害 

42 王丽香 美術デザイン制作（1年生） 女 20 言語聴覚障害 

43 田克柔 美術デザイン制作（1年生） 女 21 言語聴覚障害 

44 依金放 民族工芸（2年生） 女 21 重複障害 

45 和晓莹 民族工芸（2年生） 女 16 聴覚障害 
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46 放德亮 民族工芸（2年生） 男 16 重複障害 

47 马涛 民族工芸（1年生） 男 18 聴覚障害 

48 陈文叶 民族工芸（1年生） 女 19 聴覚障害 

49 杨兴田 モバイルアプリ（高専 1年生） 男 20 肢体不自由 

50 张雄 特殊教育（高専 1年生） 男 21 視覚障害 

 

1) 収入 

項目 備考 金額（円） 

WAFCAの収入 寄付者 48名、1団体 1,689,000 

WAFCA タイランドの収入 

（円換算*3.5） 

一般寄付、チャリティー商品販売売上金 

あいおいバンコク保険 PCL寄付 

502,726 

500,000 

WAFCA インドネシアの収入 

（円換算*0.0088） 

トヨタ 10社会 寄付 396,000 

2019年度教育支援基金からの繰越金 1,623,452 

合計 4,711,178 

2) 支出 

項目 金額（円） 

タイ支出（円換算*3.5）奨学金 36名・バリアフリートイレ 2校建設費・キャンプ開催費 2,516,650 

インドネシア支出（円換算*0.0088）奨学金 40名 712,800 

中国支出（円換算*16.35）奨学金 500元/人×50名 408,750 

2021年度教育支援基金への繰越金 1,072,978 

合計 4,711,178 

 

寄付者一覧 

小倉 誠 岩井 綾子 松下 恭規 中出 昌宏 兵藤 修 元田 哲也 武藤 勝弘 田川 勝彦 面高 俊文 藤岡 克樹 

岩原 明彦 林 高広 小林 浩樹 清水 宏昭 岡田 利春 小田 秀一 石塚 裕一 黒川 智明 新井 博文 神谷 一敏 

安部 信幸 神谷 巧 坂本 京子 藤原 亮一 仙田 英一 渡辺 新八 竹島 潔 小枝 修 安藤 克之 原 一将 

石丸 典夫 岩崎 正 西野 真理 加来 孝弘 長友 泰朗 近藤 敏之 桐谷 満 松田 富夫 中島 義則 野村 肇 

大鋸 直人 田口 利次 菅原 直子 橋本 圭司 河村 克之 西野 昌宏 

安達 美智雄 デンソー班長会 久保田 好明 

 

収支報告 

 

（順不同・敬称略） 
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