
 

 

 

 

  

支援国 支援人数 目標総額 

タイ 49 名 1,348,900 円 

インドネシア 40 名 533,790 円 

認定ＮＰＯ法人アジア車いす交流センター（ワフカ） 

WHEELCHAIRS AND FRIENDSHIP CENTER OF ASIA 

Education Support Project for Children with Disabilities (ESPCD) 

 

WAFCA は「障がいのある子どもたち、一人ひとりに寄り添う」をテーマに、現地パートナ

ー団体である WAFCAT（タイ）、WAFCAI（インドネシア）を通じ、本人、保護者、学校の

先生、地域の人たち とともに障がい児教育支援事業を実施しています。授業料が家計の負

担になる（インドネシア）、学校のトイレが車いすで使えない（タイ）など、 様々な異なる

困難を抱えている子どもたちが安心して学校へ通い、友達と一緒に勉強できるよう、ご支援

をお願いします！ 



 

タイの奨学生の選考基準（優先順・例外あり） 

❶通常の学校、または、特別支援学校で 

質の高い教育を受けることができる。 

❷生活や通学などの日常で車いすや移動補助具を使っている。 

❸教育に対し本人や家族が前向きに取り組んでいる。 

❹経済的に困難な状況に置かれている。 

タイには中部、西部、北部、東北部、

南部で合わせて 77 の県があります。

しかし、タイの公立の特別支援学校は

48 校しかありません。 

（知的障がい 19 校、聴覚障がい 21

校、身体障がい 6 校、視覚障がい 2 校） 

 

通常の学校の場合、自宅から学校まで

の道のり、移動手段、校内のバリアフ

リーの面などで課題が多く残されて

います。 

 

タイ教育省の「ノンフォーマル教育」

という中学・高校課程を自宅で学習す

る制度を利用している奨学生もいま

すが、自宅では教材に制限があり、友

達にも毎日会えないなどの課題はあ

ります。 

 

課題は様々ですが、WAFCA のタイ障

がい児教育支援事業で共通の目標と

して掲げているのは、「障がいインク

ルーシブ教育のモデル作り」です。

WAFCA の奨学生がモデルとなって、

他の車いすの子どもたちが当たり前

のように安心して学校へ通い、高校、

専門学校、大学進学、その先の就職を

目指せる社会の実現を目指し、2020

年度は 49 名の奨学生を選考しまし

た。選考された奨学生は学業を修了す

るまで継続して支援していきます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

イサーン地方とも呼ばれ、5 つの地域の中で最も広大な地域です。平均標高約 200 メート

ルの緩い起伏が続くコラート高原がほぼ全域に広がっており、ナコーンラチャシマ―やウ

ボンラチャタニーなどの「南イサーン」と、メコン川を挟んで隣国のラオスと国境を接する

ウドーンタニーやナコンパノムなどの別名「北イサーン」という 2 つのエリアからなりま

す。古代の農耕文明や、その後のクメール王朝時代の遺跡が各地で発見されるなど奥深い

歴史性と、ラオスやカンボジアからの影響を受けつけつつ育まれてきた独自の伝統文化が

魅力的です。また人々のあたたかなホスピタリティもよく知られています。 

 

©タイ国政府観光庁日本事務所 

 

フルネーム 学年 

子どもたちのストーリー 

生年月日： 

学校： 

支援内容：        （支援金額） 写
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ワニサー・ジッパンヤー 大学 2 年生 

ドリームさんは東北部ナコンパノム県出身で、両親、お兄さん、妹の 5 人家族です。生まれつ

き障がいがあります。昨年大学に進学し、優秀な成績で今年 2 年生に進級しました。とくに語

学の勉強に力を入れていて、来年から英語に続く第 2 外国語として日本語を履修したいと考

えています。大学では 4 年生の後期にインターンシップが義務付けられていて、多くの外国人

と接することができる空港でのインターンを希望しています。大学近くに借りているアパートの

家賃と、課題レポートを印刷するためにパソコンショップに行けず毎回友人に頼んでいて不便

なため、家庭用プリンター（本体のみ）を支援します。 

生年月日：1999/3/23 

学校：ウボンラチャタニー県ラチャパット大学 

支援内容：寮（アパート）家賃／プリンター／キャンプ参加予定(\113,750) 

メオ君（ニックネーム（オー）から改名）は生まれつき右足に障がいがあり、切断

手術をして義足を付けています。昨年、高等専門学校を卒業しましたが、手続き

のミスで大学に入学できず、1 年遅れて今年入学しました。大学では教育学部で

幼児教育を専攻しています。保育園の先生になることを目指して勉強していま

す。平日は大学の寮で生活し、週末は約 40キロ離れた実家に自分でバイクを運

転して帰ります。バイクのガソリン代と、課題レポートを印刷するための家庭用プ

リンター（本体のみ）を支援します。 

生年月日：2000/11/12 

学校：ブリラム県ラチャパット大学 

支援内容：交通費／プリンター／キャンプ参加予定(\22,750) 

ラタタマヌーン・カサムラム 大学１年生 

タイの大学生は、授業の課題レポートを印刷して提出するとき、町中のコピ

ー屋などに行き、1 枚単価でプリントアウトします。何度も失敗したら、そ

の分お金がかかってしまいます。カラー印刷は単価が高いので白黒で提出し

たらあまり良い成績がもらえなかったという WAFCAT スタッフの悲しいエ

ピソードも・・・。今年 WAFCA の奨学金から大学に通う 2 人の奨学生に家

庭用プリンターを支援します。これでクラスメートに頼んでわざわざ大学の

外までプリントアウトしに行ってもらう負担がなくなります。小さなことで

も困っていることを 1 つずつ減らして、勉強に集中あるのみです！ 

プリンターの必要性 



 

  

スティポーン・パコットム 大学１年生 

生年月日：1998/9/28 

学校：マハサラカム県ラチャパット大学 

支援内容：電動車いす／交通費／キャンプ参加予定(\14,000) 

エー君は東北部ロイエット県の出身で、生まれつき障がいがあります。小学校を卒業

後はノンフォーマル教育（自宅学習）で 8 年かけて中学、高校を卒業しました。今年大

学に進学し、政治・行政学部で行政学（地域行政マネジメント）を専攻しています。車

が好きなので、将来は自動車関係の仕事に就きたいと思っています。現在の車いす

は身の回りで使うのに便利ですが、広い大学の構内を移動するための電動車いすが

必要です。また、大学の寮から実家に帰省するための交通費を支援します。 

ナンタカー・フームフック 高校 2 年生 

プラーさんは東北部スリン県の出身で、生まれつき右足がありません。両親は離婚

し、おばあさん、おばあさんの妹に育てられました。昨年地元の通常の高校に進学

し、優秀な成績で 2 年生に進級しました。入学した昨年は新しい車いすや学校にバリ

アフリー設備を支援しました。おかげで今年も問題なく通学できています。ゆっくりです

が、2、3 階の教室に階段をのぼって行けるようになりました。薬剤師になるという将来

の夢は変わっていません。今年は奨学金の提供は行わないものの、本人の希望でも

ある大学進学を目指して見守っていきます。 

生年月日：2003/10/25 

学校：スリン県ヴィラワット・ヨーティン学校 

支援内容：キャンプ参加予定 

アナン・パンバーン 高校３年生 

生年月日：1997/9/14 

学校：コンケーン県シーサンワン・コンケーン特別支援学校 

支援内容：キャンプ参加予定 

トゥムタム君は両親と弟の 4 人家族です。生まれつき骨が脆く、何度も骨折して手術

を繰り返しましたが、現在は車いすスポーツにも取り組むほど丈夫に成長しました。

昨年は車いすレースの学校代表に選ばれ、全国大会で優勝しました。今年はコロナ

の影響で例年より約 2か月遅れの 7月 1日に学校が再開されましたが、トゥムタム君

は新年度の学生登録をしに現れませんでした。高校 3 年生の後期から学校に戻れる

よう調整しています。何とか高校を卒業して次の進路を決めるまで支援を続けます。 



 

  

マイファーさんは両親と弟の 4 人家族です。幼い頃に交通事故で両足を切断し、

義足で生活しています。お父さんの健康状態が悪化し働けなくなり、作ったお米を

売って生活していますが、生活は苦しいです。そのため、マイファーさんは中学を

卒業後、高校ではなく公立の職業訓練校を選択しました。奨学金から通学のため

の交通費を支援します。 

生年月日：2004/6/5 

学校：ブリラム県サトゥー産業地域教育カレッジ 

支援内容：交通費／キャンプ参加予定(\22,400) 

モンティチャー・マクムレック 専門学校１年生 

ジョータン君はお母さんと義理のお父さんを暮らしています。再婚を機に新しいお父さんの実

家の裏に小屋を建てて引っ越しましたが、近所の学校から編入を断られたため、お母さんは

遠くても元の学校にバイクで送り迎えをして通学を続けています。学力が低いため特別支援

担当の先生が個別指導案を作って勉強をサポートしています。家族や先生の支えで休まず通

学できているので、今年クラスメートと一緒に中学を卒業する見込みです。卒業後はコンケー

ン県特別支援学校の高等部に進学を希望しています。奨学金から通学交通費としてお母さん

のバイクのガソリン代を支援します。 

生年月日：2005/8/9 

学校：ブリラム県バーン・チョーパカー学校 

支援内容：交通費／キャンプ参加予定(\14,000) 

ティナポップ・ソマウォン 中学 3 年生 

クリッサナポーン・アートシラー 中学 2 年生 

ジョー君は両親とお姉さんの 4 人家族で、お姉さんは結婚して新しい家族と暮らしています。

生まれつき左脚に障がいがあり松葉杖を使っていますが、費用を工面出来たら義足を使いた

いと思っています。家族は貧しく土地も家もなかったので、数年前、王室の支援で家を建て、

WAFCAの追加支援でバリアフリートイレを設置しました。ジョー君は絵を描く才能があり、昨年

12月にシーサケット県で開催された全国絵画コンクールで金賞を受賞しました。 

生年月日：1999/3/23 

学校：ルーイ県バーン・ドンノイ学校 

支援内容：交通費／キャンプ参加予定(\8,400) 



 

  
ラーメーン・チュンチャート 小学 4 年生 

生年月日：2011/3/26 

学校：ブリラム県バーン・コクマイデーン・フアクラサン小学校 

支援内容：学校で使うお小遣い／キャンプ参加予定(\7,000) 

ピシックン・チュンチャート 中学１年生 

生年月日：2006/10/16 

学校：ブリラム県バーン・コクマイデーン・フアクラサン小学校 

支援内容：学校で使うお小遣い／キャンプ参加予定(\7,000) 

マン君とシット君兄弟は生まれつき障がいがあり、両親も障がい者です。両親は離婚し、お父さんが出て行きました。片腕がな

いお母さんが健常の三男を含めて 3人の子どもを育てています。 

家族の収入は 3 人分の障がい者福祉手当（月 800 バーツ/人）のみで苦しい生活です。タイでは学校でおやつを買うために毎

日お小遣い（20 バーツ程度）を持って行く習慣がありますが、お母さんは息子たちにお小遣いを持たせることができないことを

悩んでいます。そこで、奨学金から 2人にそれぞれ 20バーツ/日のお小遣いを支援します。 

チャイピパット・チャムナムクン 中学１年生 

生年月日：2006/4/14 

学校：チャヤプーム県クッドナムサイ・ピッタヤコム学校 

支援内容：交通費／車いす調整の資材代／キャンプ参加予定(\74,200) 

         学校バリアフリートイレ建設費(\210,000) 

) 
フィルム君はおじいさん、おばあさん、弟と 4 人で暮らしています。両親は出稼ぎでパトゥムタニー県

の工場で働いています。生まれつき両腕両脚に障がいがあります。昨年、小学校を卒業後、進学先

が見つからず、進学を断念しました。今年、無事に中学校に入学できましたが、通学しなかった 1 年

間で体重が大幅に増えてしまい、おじいさんやクラスメートがフィルム君を抱えて車いすの介助をす

ることができなくなりました。そこで、タイ障がい者財団（タイウィール車いす工場）の協力を得て、フィ

ルム君が一人で乗り降りできる車いすをデザインして特別に製作することになりました。学校にはお

じいさんの荷台付きバイクで送り迎えしてもらい、学校ではクラスメートや先生が面倒を見てくれま

す。奨学金から車いすの資材費と通学のための交通費（バイクのガソリン代）を支援します。さらに、

フィルム君が入学した学校はこれまで障がい者を受け入れたことがなく、環境が整っていないため、

バリアフリートイレを設置支援します。 



 

  
サモーン・ラントンラーン 中学 3 年生 

ケン君はお母さんと義理のお父さんの 3 人家族です。生まれつき右足がないと

いう障がいがありますが、松葉杖や自転車をうまく使いこなして動き回る元気な

男の子です。学校の勉強はあまり得意ではないので、中学を卒業したら高校で

はなく職業訓練学校への進学を考えています。今年は WAFCA の奨学生キャン

プに招待し、中学卒業後の進路や将来について相談に乗りながら見守ります。 

生年月日：2005/11/17 

学校：ブリラム県バーン・トゥンジャンハン学校 

支援内容：キャンプ参加予定 

ジンタパパー・サイヤー 高校 2 年生 

生年月日：2003/8/29 

学校：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 

支援内容：テキスト代／キャンプ参加予定(¥7,000) 

ファーストさんは両親とお兄さんの 4 人家族です。生まれつき非常に筋力が弱く、

WAFCA が支援した電動車いすを使っています。地元の中学を優秀な成績で卒業

後、高等専門学校に合格しましたが、自分で身の回りのことができないため入学で

きませんでした。高等専門学校への進学は諦め、ノンフォーマル教育（自宅学習）で

高校課程を勉強し、大学進学を目指すことにしました。 

パイさんは両親と弟の 4人家族です。生まれつき筋ジストロフィーで筋力が弱く、車いすを使っ

ています。お父さんとお母さんは、それぞれ学校の農園と食堂で働いているので、お父さんが

バイクで送り迎えをしたり、校内で何かあってもお母さんがサポートしています。中学 3 年生に

なり、そろそろ進路を考える時期ですが、症状が進んで以前より筋力が弱くなっていることで

本人は進学への意欲をなくしつつあります。奨学金からお父さんのバイクのガソリン代を支援

し、WAFCA タイのスタッフが何度か学校へ足を運んで進学支援を行います。 

生年月日：2004/3/12 

学校：ルーイ県ジラワノン・ウィーティット第 4学校 

支援内容：交通費／キャンプ参加予定(\8,400) 

ポーンウィパー・プアンパイワン 中学 3 年生 



 

  

ユイさんは両親とお姉さんの 4 人家族です。生まれつき右足がなく、左足は変形しています。小

学校の高学年になり体力もついてきたので、一昨年 WAFCA から手漕ぎ三輪車を支援し、1 人で

通学するようになりました。それをきっかけに更に活発に自立した生活を送れるようになりまし

た。勉強も成績優秀です。将来は大学院で勉強し、数学の教師になることが夢です。タイでは高

学年生が学校行事のリーダーや先生のお手伝いをする習慣があります。ユイさんも積極的に参

加したいという気持ちはありますが、校内がバリアフリーではないという理由で参加できないこと

もあります。そこで、校内のトイレ、食堂、手洗い場などを中心に舗装など環境を整備するための

予算を支援します。 

生年月日：2009/6/16 

学校：チャヤプーム県バーン・ワーンアイジー学校 

支援内容：キャンプ参加予定 

学校バリアフリートイレ建設費（\280,000） 

ラチャニチャイ・スアントー 小学 5 年生 

付属の部品や調整用クッションは、 

車いすサービスセンターで製作しています！ 



 

  

オラパン・ポントーン 中学１年生（留年） 

生年月日：2002/3/5 

学校：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  

支援内容：キャンプ参加予定 

オラワン・ポントーン 中学１年生（留年） 

生年月日：2000/8/29 

学校：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 

支援内容：キャンプ参加予定 

ネイさんとマイさんは 2 歳違いの姉妹です。二人とも生まれつき脚に障がいがあり歩行が困難ですが、車いすを使う

ことは拒否しています。2 歳違いですが、これまでずっと同じ学年で勉強してきました。中学 1 年生に在籍していた昨

年 9月、ウボンラチャタニー県で大規模な洪水があり、当時住んでいた親戚の家に住めなくなってしまいました。そこ

で他県に住むお母さんと暮らすため引っ越し、学校も退学しました。しかし、今年またウボンラチャタニー県に戻って

きたので、学校へ通い始めました。中学 1年生に留年しています。直接的な支援は検討中です。 

トー君は両親とお兄さんの 4 人家族で、お兄さんには重い重複障がいがあります。トー

君には生まれつき両膝の関節に障がいがあり、立ち上がって歩くことはできませんが、

膝を曲げた状態で歩いたり、自転車を漕いだりすることができます。中学 3 年生だった

昨年、両親が離婚し、お父さんが出て行ってしまいました。それからトー君は学校に通

わなくなり、家にもあまり帰ってこなくなりました。中学 2 年生までは WAFCA からもらっ

た自転車で片道 5 キロを毎日通学して勉強も頑張っていたので、先生もお母さんもとて

も心配しています。もう 16 歳なので、今年通学しなれば中学を卒業できず退学となって

しまいます。何とか今年中に学校に戻るよう本人に説得を続けています。 

生年月日：2004/1/11 

学校：スリン県ラット・パッタナー学校 

支援内容：キャンプ参加予定 

ナロンリット・トンター 中学 3 年生（留年） 



 

  

ウィチュダー・ピラー 専門学校 1 年生 

生年月日：2001/12/12 

学校：ノンカーイ県レデンプトリスト高等専門学校 

支援内容：交通費／キャンプ参加予定（¥14,000） 

オイさんは東北部シーサケット県の出身で、両親と姉妹 2 人の 5 人家族です。生まれつき下

肢に障がいがあります。膝が伸ばせないので、胡坐の姿勢で車いすを利用しています。その

ためか、車いすの乗り降りや、うまく自走することができず、WAFCAT の理学療法スタッフの指

導を受けて練習しています。優秀な成績で中学を卒業したものの進学先が見つからず、昨年

は自宅学習を続けていましたが、WAFCAのサポートで今年ノンカーイ県の高等専門学校に入

学しました。学期休みに実家に帰省するための交通費を支援します。 

チャート君は両親、お姉さん、弟 2 人の 6 人家族です。今年中学を卒業しました。本人に高校

進学の意思がなかったため、ノンカーイ県の高等専門学校の体験入学をサポートしましたが

入学には至りませんでした。そこで、ノンフォーマル教育学校（自宅学習）に登録しましたが、

新型コロナの影響で開始が遅れています。2020年 11月に開催する予定です。自宅学習が始

まってから支援内容を検討します。 

生年月日：2000/11/12 

学校：ウボンラチャタニー県ノンフォーマル教育学校 

支援内容：キャンプ参加予定 

アピチャート・ソンクラム 高校１年生 

ジラサック・シーダーハオ 小学 6 年生（卒業） 

プーカオ君はお母さん、義理のお父さん、おじいさん、おばあさん、弟、妹と暮らしています。

生まれつき両腕両脚に障がいがあり、介助なしで生活することができません。おじいさんが仕

事を辞めてプーカオ君の介助のために通学に付き添う費用を奨学金から支援し、何とか小学

校を卒業することができました。中学進学についても昨年から話し合ってきましたが、様々な

問題があり今年は見送ることになりました。来年以降の進学を目指して見守っていきます。 

生年月日：2007/9/12 

学校：ルーイ県バーン・コックポーセンイアム学校 

支援内容：キャンプ参加予定 



 

  

ジャトゥロン・カムヤイ 専門学校 1 年生（留年） 

生年月日：2003/4/21 

学校：ノンカーイ県レデンプトリスト高等専門学校 

支援内容：交通費／キャンプ参加予定(\7,000)  

サック君は東北部ナコンパノム県の出身で、昨年 WAFCA の進学支援を受けてノンカ

ーイ県の障がい者高等専門に入学しました。筋力が弱いため WAFCA から提供した

電動車いすで寮生活を送りながら勉強しています。前期が終わってやっと学校生活に

慣れてきた頃、体調を崩して実家に戻りました。そのため今年の後期から 1 年生に復

学することを目指して療養を続けています。復学できれば、奨学金から自宅と学校の

往復交通費を支援します。 

オンさんは東北部アムナーチャルーン県の出身で、昨年 WAFCA の支援でノンカーイ県の障

がい者専門学校に入学しました。しかし、専門学校の勉強についていくための学力が足りない

ということで、ノンカーイ県ノンフォーマル教育学校の中学課程に登録しました。専門学校の寮

で生活しながら中学の勉強を続けています。中学課程を修了し十分な学力がついたら専門学

校課程に進学する予定です。奨学金から実家に帰省する交通費、制服代、文房具代を支援し

ます。 

生年月日：2002/1/21 

学校：ノンカーイ県レデンプトリスト高等専門学校 

支援内容：交通費／制服代／文房具代／キャンプ参加予定(\17,500) 

パニター・セーントーン 専門学校 2 年生 

クンピパット・クーハナー 小学 2 年生 

パーティー君は昨年 WAFCAの支援で小学校に入学しました。おばあさんが学校への送

り迎えや昼食の介助に来てくれるなどサポートしています。学校にバリアフリーのトイレ

や通路も設置しました。その結果、この 1 年でパーティー君は歩行器を使わず短い距離

を歩いたり、2階の教室に自力で行くことができるようになりました。1 年生の時の成績は

クラスで 5位以内でした。 

生年月日：2011/12/28 

学校：アムナーチャルーン県ソムサアートヌクン学校  

支援内容：キャンプ参加予定 



 

  

プロイパリン・ロッケウ 中学 3 年生 

生年月日：1998/9/28 

学校：コンケーン県シーサンワン・コンケーン特別支援学校 

支援内容：交通費／キャンプ参加予定(\14,000) 

プロイさんは東北部サコンナコーン県の出身です。サコンナコーン県の特殊教育センタ

ーで数年間基礎訓練を受けた後、9歳の時にコンケーン県シーサンワン特別支援学校

の 1 年生に入学しました。今年で中等部を卒業予定で、卒業後はノンカーイ県障がい

者高等専門でコンピュータの勉強することを希望しています。 

メイさんは東北部サコンナコーン県の出身です。メイさんが 8 歳だった頃、自宅に留まっ

ていたメイさんをサコンナコーン県の特殊教育センターが地域調査で発見し、3 年間セン

ターでリハビリなどの基礎訓練を受けました。そして、12 歳でコンケーン県シーサンワン

特別支援学校の 1 年生に入学しました。得意な科目は英語と理科ですが、将来の夢は

国語の先生になることです。 

生年月日：2004/12/12 

学校：コンケーン県シーサンワン・コンケーン特別支援学校 

支援内容：交通費／キャンプ参加予定(\14,000) 

ウマポーン・コラプン 小学 3 年生 

パタナチャイ・シーカムウィエン 小学 5 年生 

ピーチ君は東北部ロイエット県の出身です。6 歳の時に地元の小学校に入学し、WAFCA

から奨学金を支援しましたが、障がいが理由で通学を継続できなかったため、特別支援

学校の 1年生に入学し直しました。特別支援学校から奨学金の要請がなかったためしば

らく支援していませんでしたが、高学年生になって成績も上がり、中等高等教育への進

学を目指すことになったことから改めて WAFCA に奨学金を申請しました。ピーチ君は車

いすレースにも興味があり、将来はパラスポーツ選手を目指しています。 

生年月日：2007/9/5 

学校：コンケーン県シーサンワン・コンケーン特別支援学校 

支援内容：交通費／キャンプ参加予定(\14,000) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

農作物の栽培に適した肥沃な大

平原が広がる中央部。国内でも

っとも発展を遂げているエリア

で、北部から流れタイ湾へと注

ぐチャオプラヤー川の下流域に

は、バンコク王朝やアユタヤ王

朝による都が置かれるなど、常

に政治・経済・文化の中心を担っ

てきました。またパトゥムタニ

ーやスパンブリー、ラチャブリ

ーといった周辺地域は稲作地帯

となっており、美しい緑の田園

風景が続きます。一方、タイ湾に

面した沿岸部では、ホアヒンや

チャアムといった街が王室のリ

ゾート地として有名です。 
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ナロンデック・カラトーン 小学 6 年生 

ボール君はバンコク最大のスラムであるクロントーイ地区の出身で、おばあさんと暮らしてい

ます。両親は HIV エイズで亡くなりました。9 歳で特別支援学校に入学したためまだ今年 6 年

生ですが、15 歳になったボール君は自立心がある立派な青年に成長しています。おばあさん

はマッサージやお菓子を売るなどして生計を立て、そんなボール君をサポートしています。月

に 1回、おばあさんはバスやタクシーを乗り継いでボール君を迎えに行き、ボール君は自宅で

リラックスして過ごしています。奨学金から自宅と学校の交通費を支援します。 

生年月日：2005/1/27 

学校：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 

支援内容：交通費／キャンプ参加予定(\19,600) 



 

 

  

アナンタチャイ・シーサアート 大学 3 年生 

生年月日：1999/11/5 

学校：バンコク都ノース・バンコク大学 

支援内容：寮（アパート）家賃／キャンプ参加予定(\84,000) 

オーム君は中部カンチャナブリー県出身で、現在はバンコクの大学で情報科学技術を

学んでいます。大学に隣接するアパートで、政府の福祉で雇っているパーソナル・アシ

スタントと暮らしています。昨年の成績（GPA）は 2.78/4.0 点でした。来年、4年生になっ

たら民間企業で 1 年間のインターンを予定しています。インターンの経験を活かし、卒

業後はコンピュータ・プログラマーとして就職したいと思っています。大学の学費は政府

の支援により免除されますが、アパート代は自己負担のため奨学金で支援します。ま

た、インターンシップ先の企業との仲介もサポートする予定です。 

ブンユーン・ナムポンクラン 中学 2 年生 

生年月日：2000/6/19 

学校：アユタヤ―県ワーンノイ区ノンフォーマル教育学校 

支援内容：交通費／キャンプ参加予定(\14,000) 

ユーンさんは中部アユタヤ県で家族と暮らしています。小学校を卒業後、進学先が見つ

からず 6 年間自宅に留まっていましたが、昨年 WAFCA から車いすをもらったことをきっ

かけにノンフォーマル教育学校（自宅学習）に登録しました。現在は中学課程を勉強して

います。また、週に 1回は通学し、自宅ではできないコンピュータなどを勉強しています。

ユーンさんは勉強が大好きで、学校も家族もそんなユーンさんに協力的です。 

WAFCA から車いすの提供を受け学校へ通っている子どもた

ちは、地元の通常の学校に通うか、親元を離れて県外の特

別支援学校の寮で生活しています。親元を離れて特別支援

学校に通う場合、週末や長期の休みに県をまたいで実家に

帰省するための交通費が家族の大きな負担となっています。

そのため、学期休み中も家に帰れず、寮に残って生活してい

る子どももいます。 

 

 

奨学生の寮生活 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

美しく穏やかなタイ湾と緑豊かな自

然に抱かれた東部。バンコクからほ

ど近いタイの代表的なリゾート地・

パタヤをはじめ、沖合には手つかず

の自然を有するチャーン島やグード

島、サメット島などが浮かびます。

一方、バンタッド山脈を国境にカン

ボジアと接しているチャンタブリー

は森林資源に恵まれ、ドリアンやマ

ンゴスチン、ランブータンなど南国

ならではのトロピカルフルーツの産

地。またルビーやサファイアなどの

宝石類の採掘でも有名です。 
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クリッサナポーン・トーンサムリー 小学 5 年生 

ゴット君は東部チャンタブリー県の出身です。小学 1 年生から親元を離れて特別支

援学校で寮生活を送っています。スポーツが得意で校内のスポーツ大会ではどん

な競技でも大活躍しています。勉強では算数が得意で、将来は算数の先生になるこ

とが夢です。昨年度の後期に褥瘡（床ずれ）が悪化し、現在は自宅に戻って療養し

ています。回復し復学したら先生と相談して奨学金を支援する計画です。 

生年月日：2009/6/22 

学校：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） 

支援内容：交通費／キャンプ参加予定(\14,000) 



 

  

ウィラダー・パティターン コンピュータ 
短期修了コース 

オイルさんは車いすバスケットボールの女子日本代表チームのメンバーとして活動するため、

昨年は休学していましたが、今年新型コロナウイルスのため全試合は中止となり、学校に戻っ

て 1 年間の短期コースを履修することにしました。企業スポンサーもついて給料が出ていま

す。本人はコロナが収束したらスポーツ一本でやっていきたいと強く希望していますが、将来

のことを考えて高等専門学校や大学を卒業する進路も勧めています。今年は奨学金の提供

は行わないものの、来年以降も見据えて見守っています。 

生年月日：1999/2/1 

学校：チョンブリー県パタヤ・レデンプトリスト高等専門学校 

支援内容：キャンプ参加予定 

バンティター・ウォンフーン 専門学校 3 年生 

生年月日：2002/5/8 

学校：チョンブリー県パタヤ・レデンプトリスト高等専門学校 

支援内容：交通費／キャンプ参加予定(\14,000) 

ノイさんは東北部ブリラム県の出身で、両親、2 人のお兄さんの 5 人家族です。生まれ

つき障がいがあります。地元の中学を卒業し、現在は高等専門学校で寮生活を送りな

がら学んでいます。3 年生になった今年度は後期（2020 年 12 月）にインターンシップを

行う予定で、故郷ブリラム県でインターン先を探しています。そのため、帰省するため

の交通費を支援します。 

ナムワンさんは東北部スリン県の出身で、おばあさん、おばさんと暮らしながら、昨年地元の

中学を卒業しました。卒業後、チョンブリー県の高等専門学校に合格し、今は寮生活を送りな

がらビジネス・コンピュータを学んでいます。また、車いすバドミントンの選手も目指していま

す。将来はバドミントン選手か自分でオンラインビジネスを立ち上げるという夢があります。ナ

ムワンさんは尿意を感じることができないため、毎月のおむつ代が負担になっています。生活

費（おむつ代）と、帰省のための交通費を支援します。学期休みにおばあさんと一緒にプーケ

ットで働いているお母さんに年に 1回会いに行くのを楽しみにしています。 

生年月日：2002/5/3 

学校：チョンブリー県パタヤ・レデンプトリスト高等専門学校 

支援内容：交通費／おむつ代／キャンプ参加(\28,000) 

サランジット・コフアデーン 専門学校 1 年生 



 

  

ウさんは東北部ブリラム県出身で、現在は高等専門学校でコンピュータと英語を

勉強しています。最終学年の後期にあたる今年 12 月～1 月、WAFCA タイ事務局

で 2か月間のインターンシップ研修を予定しています。さらに卒業後はノース・バン

コク大学でコンピュータ・アニメーションを専攻したいと考えています。WAFCA の奨

学金から、タイ事務所でのインターンに必要な費用と大学の見学の機会を提供し

ます。 

生年月日：1999/11/14 

学校：チョンブリー県パタヤ・レデンプトリスト高等専門学校 

支援内容：WAFCAT事務局でインターンシップ／キャンプ参加予定(\49,000) 

ウィナダー・チャルーンシリ 専門学校 3 年生 

シラシット・ムアンジャン 大学 2 年生 

バス君はシーサケット県の出身で、家族は両親と 4人の兄弟です。家族は貧しい農家で兄

弟も多いため、小学校の先生の勧めで寮があるコンケーン県シーサンワン特別支援学校

の中等部に進学しました。特別支援学校には高等部もありますが、バス君はコンピュータ

を学びたいと考え、パタヤのレデンプトリスト障がい者高等専門学校に進学しました。学校

ではコンピュータ情報システム専攻しています。また、バス君は WAFCA から提供したスポ

ーツタイプ車いすでボッチャの練習にも取り組んできましたが、高等専門学校はスポーツ

選手の育成にも力を入れていることも進学先として選んだ理由です。奨学金からシーサケ

ット県の実家に帰省するための交通費を支援します。 

生年月日：2004/9/25 

学校：チョンブリー県パタヤ・レデンプトリスト高等専門学校 

支援内容：交通費／キャンプ参加予定(\14,000) 

インティラ・ブッナムペット 小学 3 年生 

生年月日：2011/6/5 

学校：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）  

支援内容：交通費／キャンプ参加予定(\14,000) 

ジーハンさんは中部チャチュンサオ県の出身で、おばあさん、弟と暮らしていました

が、一昨年チョンブリー県の特別支援学校に入学し、現在は先生や友達と家族のよ

うに寄宿生活を送りながら勉強をがんばっています。勉強では国語の朗読が得意で

す。この 1 年で体も成長し体力もついてきましたので、子ども用の小さな車いすから

自走用の車いすに交換しました。将来の夢は看護師になることです。奨学金から学

期休みにおばあさんが迎えに来て自宅に帰るための交通費を支援します。 



 

  

ガーフィールド君は東部チャンタブリー県の出身です。学校の勉強の中では理科と美術

が得意です。またスポーツ全般が得意で、車いすでできるスポーツは何でも参加しま

す。将来の夢は床屋かデパートの店員として働くことです。先生はガーフィールド君の勉

強のために学習用タブレットが必要だと考え、WAFCA にリクエストしました。奨学金から

帰省のための交通費とタブレット端末の購入費を支援します。 

生年月日：2007/3/13 

学校：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） 

支援内容：交通費／タブレット／キャンプ参加(\38,500) 

タナティップ・ティエントーン 小学 6 年生

（確認中） 

マートさんはラヨーン県の出身で、マハタイ障がい者財団のプロジェクトでチョンブリー県でトッ

プレベルの私立中学に特別枠で入学しました。一般の生徒でも入学できても勉強について行

けず脱落する（他の学校に転校する）ケースも多い難関校ですが、マートさんは毎日必死に勉

強して頑張っています。マハタイ財団が運営する学校の寮で障がいがある学生たちと共同生

活していて、困ったことがあれば寮のスタッフに相談できるので生活面で苦労していることは

ありません。中学を卒業後はマハタイ財団と同じ敷地にある高等専門学校への進学を希望し

ています。 

生年月日：2004/9/8 

学校：チョンブリー県タンタララック学校 

支援内容：キャンプ参加予定 

ポーンシリ・パイジット 中学 3 年生 

ペッラダー・カンブーン 小学 1 年生 

ポムパムさんは中部プラチンブリ―県の出身で、脳性まひのため筋力が弱く歩くことはできま

せんが、身の回りのことは自分でできます。今年、プラチンブリ―県特殊教育センターから要

請を受け、WAFCA からポムパムさんに車いすを提供しました。同時に、センターがチョンブリ

ー県特別支援学校に願書を出し、1 年生に入学することができました。現在は寮で先生や友

達と生活していますが、おしゃべり好きで明るい性格のポムパムさんはすっかり新生活に馴染

んでいます。将来は医者になるのが夢です。奨学金から帰省のための交通費、制服、体操

着、運動靴と靴下を支援します。 

生年月日：1999/3/23 

学校：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） 

支援内容：交通費／制服代／キャンプ参加予定(\26,250)  



 

  

トンクラー君は東部チャンタブリー県の出身で、WAFCA の奨学金で地元の小学校を卒業後、

WAFCA からマハタイ障がい者財団のプロジェクトに推薦し、チョンブリー県でトップクラスの私

立中学に特別枠で入学しました。マハタイ財団の寮で生活しながら、レベルの高い学習内容

についていくために毎日一生懸命勉強しています。努力のかいもあって徐々に成績も上がっ

てきました。同プロジェクトは、トンクラー君の大学まで支援を続ける計画ですが、WAFCA もマ

ハタイ財団と協力しながら奨学生キャンプなどを通じてトンクラー君を応援していきます。 

生年月日：2005/3/14 

学校：チョンブリー県タンタララック学校 

支援内容：キャンプ参加予定 

タナコーン・ロープコープ 中学 2 年生 

ナティダー・パンウォン 小学 4 年生（確認中） 

生年月日：2012/1/29 

学校：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）  

支援内容：交通費／キャンプ参加予定(\14,000) 

ファーサイさんは中部ラチャブリー県の出身です。現在は特別支援学校の寮で先生が親代わ

りとなって生活しています。学校の勉強では計算が得意で、将来はコンピュータ・プログラマー

になる夢があります。両親は長距離トラックの運転手をしていて忙しいため、ファーサイさんは

週末も自宅には帰らず校内で過ごしています。先生は、ファーサイさんのことをいつも気にか

けている両親と連絡を取り合い、学期休みなど長期のお休みには自宅へ帰れるよう計画を立

てています。奨学金も先生が管理して計画的に使います。 

カノックワン・スンタラノン 高校 2 年生 

フォンさんは昨年、県内の中学を非常に優秀な成績で卒業し、高等専門学校への進学を希望

して見事合格しました。しかし、四肢の障がいが重いフォンさんには介助パーソナル・アシスタ

ントが必要で、学校側が人材を確保できないという理由で入学が延期になったままです。現在

はノンフォーマル教育（自宅学習）で高校課程の勉強を続けています。奨学金から壊れた電動

車いすの修理代を支援します。また、英語の家庭教師を探していて、見つかり次第追加の支

援を検討します。 

生年月日：2001/11/6 

学校：チャンタブリー県ノンフォーマル教育学校 

支援内容：電動車いすの修理代／キャンプ参加予定(\35,000) 



 

  

な山岳地帯。かつてこの地を支配したランナー王国の影響で、「ランナースタイル」と呼ばれる独

自の文化がいまも色濃く残るほか、ミャンマーやラオスと国境を接し、また山岳民族が多く暮らす

など多彩な文化が特徴的な地域です。タイ族初の王朝が築かれたスコータイもこの北部の南端にあ

ります。                          ©タイ国政府観光庁日本事務所 

 

  

その美しさから「北方の薔薇」と称される古都

チェンマイを中心とした北部は、タイ最高峰イ

ンタノン山をはじめとした峰々が重なる緑豊か 



 

  
ピンパー・チュアウォンカム 中学 1 年生 

ピムさんはお母さん、義理のお父さん、お兄さんの 4 人家族です。5 年遅れて小学校に入学

し、昨年、15 歳で卒業しました。そして、併設の中学に進学しました。通っていたバーン・ナム

ジョー小学校はトンティップ・ウィッタヤー学校と合併したため、小学校の時と同じスクールバス

で通うことができます。奨学金からスクールバスの利用料を支援します。 

生年月日：2004/3/15 

学校：ランパーン県トンティップ・ウィッタヤー学校 

支援内容：交通費／キャンプ参加予定(\11,200) 

ワチャラウィー・クンティー 中学１年生 

生年月日：2007/6/6 

学校：ランパーン県セームクワーウィッタヤー学校 

支援内容：交通費／キャンプ参加予定(\11,200) 

プン君は両親と 2人のお兄さんの 5人家族です。歩行器を使ってゆっくり歩くことができます。

なるべく車いすを使わず歩く訓練をしています。プン君は 9 歳の時に WAFCA の支援で小学 3

年生に入学しました。最初は勉強についていくのが大変でしたが、昨年無事に小学校を卒業

し、中学に入学しました。自宅から中学校まで 7 キロ離れていますが、お母さんがバイクで送

り迎えして通学を続けています。奨学金から交通費としてバイクのガソリン代を支援します。 

ベル君はおじいさん、おばあさんと 3人で暮らしています。お母さんはベル君のお姉さん（障が

い者）を連れてバンコクで働いています。数年前に WAFCA の支援で高床式の自宅の 1 階に

部屋を増設し、2 階への急な階段を上り下りしなくても生活できるようになりました。また、親切

な学校の先生が毎日バイクでベル君を迎えに来て、学校まで送り迎えしてくれます。奨学金か

ら先生のバイクのガソリン代と、ずっと使っていた車いすが古くなって壊れてしまったので、代

わりの新しい車いすと交換します。 

生年月日：2010/5/21 

学校：ランパーン県バーン・タークイエン学校  

支援内容：交通費／車いす／キャンプ参加予定(\24,150) 

サラウット・マックムーン 小学 5 年生 



 

 

 

  

ポッジャニン・パンセーン 中学 2 年生 

生年月日：2005/11/17 

学校：チェンライ県ウィエンカーロン・ウィッタヤー学校 

支援内容：交通費／キャンプ参加予定(\11,200) 

フィルム君はおじいさん、おばあさん、叔母さんと暮らしています。叔母さんは過労で脳卒中を発

症し半身が麻痺しています。フィルム君の両親は離婚し、お母さんは再婚して新しい家族と暮ら

しています。お父さんは刑務所にいます。そのため、おじいさんとおばあさんが筋ジストロフィー

のフィルム君とフィルム君の叔母さんの面倒を見ています。おじいさん、おばあさんは農業や日

雇いの仕事で稼いでいますが、家族のおもな収入源は障がい者手当（800バーツ×2 人）と高齢

者手当（600 バーツ×2 人）です。フィルム君は障がいのため車いすで生活していて、尿意を感じ

ないのでおむつが必要です。中学校では通常のクラスで勉強しています。床ずれが原因で体調

を崩し学校を休むこともあります。 

シリコーン・バンルアン 小学 5 年生 

シリポーン・ムーヘン 中学 1 年生 

ミントさんは両麻痺で車いすで生活しています。家族は両親、おじいさん、おばあさんとミントさ

んの 5人家族です。ミントさんは歌を歌うことが得意で、テレビの歌唱コンテストに出場したこと

もあります。2016年までWAFCAの奨学生でしたが、その後手続きのミスで連絡が途絶えてい

ました。今年スタッフがミントさんを訪問し、通学を続けていたことがわかりました。また、スタッ

フがミントさんの身体機能をチェックした結果、現在使用しているスタンダードタイプの車いす

を自走タイプの車いすと交換して訓練を行えば、もっとスムーズに自走できるようになること

や、歩行器を使って歩行訓練を行うことが効果的だとわかりました。奨学金から交通費と車い

すを支援します。 

生年月日：2004/2/13 

学校：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 

支援内容：交通費／車いす代／キャンプ参加予定(\28,700) 

ニムさんは北部ピチット県で生まれましたが、両親が離婚し、お母さんの再婚相手が住む北部

ナコーンサワン県に引っ越しました。現在は、お母さん、お義父さん、おじいさん、おばあさんと

5人暮らしです。お義父さんが自宅で車や機械の修理工を営み家計を支えています。ニムさん

はバイク事故で脊椎を損傷し、歩行器を使って生活しています。長距離を移動するときなどに

は車いすも利用しています。上肢に障がいがなく車いすを自走できるので、自走タイプの車い

すを支援しました。また、腎臓を患っていて定期的にバンコクの病院に通って治療を続けてい

ます。事故の後遺症や病気と闘いながらも学校へ通い、学校の成績も良いため奨学生に選

ばれました。 

生年月日：2009/11/19 

学校：ナコーンサワン県ワットナークラン学校 

支援内容：交通費／車いす代／キャンプ参加予定(\28,700) 



  

 

インドネシアの奨学生の選考基準 

（優先順・例外あり） 

❶WAFCAI から移動補助具の寄贈を受けている。  

❷学校に通っている。 

❸経済的に困難な状況に置かれている。 

すの子どもの半数近く

は、通学手段がない、介

助者がいないなどの理由

から入学を拒否され、教

育を受けることができて

いません。 

そこで、WAFCAI は車い

すサービスを受けた障が

い児の中から、現在すで

に特別支援学校や通常の

学校に通っていて、学習

意欲が高く、家族が経済

的な困難を抱えている子

どもを選考し、奨学金を

提供しています。 

インドネシアの人口は 2 億 3000 万

人。世界第 4 位の人口を抱えるイン

ドネシアでは、人口に対して通常の

学校や教員の数が不足しています。

インドネシアの障がいのある子ど

もの数は 100 万人以上と言われて

いますが、障がい児に対する特別支

援教育の取り組みは後回しにされ

てしまっているのが現状です。とく

に、車い 

◀各学校の位置は 

こちらから見ることが 

できます👀 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

インドネシアの首都であり政治、経済の中心地です。年々新たなビルや建物が建設され、 

目まぐるしく景色が変化しています。 西ジャカルタ市 ／ 中央ジャカルタ市／ 

 南ジャカルタ市 ／ 東ジャカルタ ／ 北ジャカルタ市 ／ 

クプラウアンスリブ県 に、わかれています。 

 

 

生年月日：2007/7/14 

学校：北ジャカルタ市公立ルマジャ小学校 

支援内容：授業料／制服・学用品の購入費(\11,862) 

生年月日：2007/9/8 

学校：西ジャカルタ市公立第 61西ジャカルタ中学校 

支援内容：交通費／制服・オムツ・自宅学習用机の購入費(\13,180) 

M.アリオ・プリハンディト 小学 6 年生 

アブドゥル・アジス・シャバニ 中学１年生 

アリオ君は 5 年前に左足の骨のガンを取り除くため太ももから切断しました。退院したあ

と車いすを使っていましたが、現在は松葉杖で生活できるまで回復しました。学校でも近

所でも友達と遊ぶことが大好きで、勉強にも意欲的に取り組んでいます。将来の夢はイ

スラム教の先生になることで、学校から帰ると毎日コーランの勉強をしています。 

アジス君は脳性麻痺で下肢に障がいがあります。お母さんは毎日アジス君の通学に付

き添い、空いた時間に内職をしています。お父さんは近所の人から依頼があるときだけ

土木作業の仕事をしています。家族のサポートで通常の小学校を卒業し、もっと勉強し

たいという強い気持ちで中学に進学しました。 



  

生年月日：1999/12/10 

学校：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 

支援内容：授業料／制服・学用品・オムツの購入費（\16,475） 

生年月日：2005/8/8 

学校：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 

支援内容：授業料、課外活動費、交通費、 

学用品・ビタミン剤購入費、セラピー代(\13,180) 

生年月日：2011/5/11 

学校：南ジャカルタ市(公立)スレンセン・サワー第 14小学校 

支援内容：制服・学用品・オムツ購入費、交通費（¥11,862） 

アニサトゥール・アジィアー 小学 3 年生 

アラン・サギタ・アラムシャ― 高校 3 年生 

アブディエリ・ヌラジブ 中学 2 年生 

アランさんは下肢に障がいがあり車いすで生活しています。中学卒業後、車いすユーザ

ーを受け入れてくれる進学先が見つからず、1 年間自宅学習を続けながら学校探しをし

ました。決して諦めず、希望通りの商業高校に入学を果たしました。アランさんの家族も

アランさんの勉強を全面的にサポートしています。将来は、自分で小さなビジネスをして

みたいと思っています。 

ニサさんは、二分脊椎症という先天的な脊椎骨の形成不全のため、両脚が麻痺

していて歩くことができません。肥満の問題も抱えています。現在、公立の小学校

に通っています。身体はクラスメイトたちのように動かせませんが、勉強には自信

があります。学校で友達と一緒に遊ぶことが大好きです。 

ディエリ君は健康に生まれましたが、成長するにつれて徐々に筋力が弱くなって

歩けなくなり、最近は視力も弱くなってきました。それでも勉強への意欲は強く、

中学から特別支援学校に通っています。最近、ディエリ君の弟も歩行中によく転

倒するなど同じ症状が現れはじめました。兄弟への継続的な支援が必要です。 



  

生年月日：2013/8/22 

学校：南ジャカルタ市バスマラ財団学校 

支援内容：制服・学用品・学習机の購入費(\9,885) 

生年月日：2008/7/8 

学校：東ジャカルタ市第 27東ジャカルタ中学校 

支援内容：制服・教科書・学用品・学習机の購入費(\11,862) 

Ｍ トゥガール・ビモ・サントソ 中学１年生 

マヒラ・ファタラニ・アッザーラ 小学１年生 

マヒラさんは今年公立の小学校に入学しました。身体の障がいのために車いすや特別な

配慮が必要ですが、学校でも近所でも、いつも明るく元気に学び、遊んでいます。 

トゥガール君は 3 人兄弟の末っ子です。3 人とも筋ジストロフィー症で、成長とともに

脚が麻痺して筋力が弱くなります。しかし、彼らの両親は 3 人に教育を受けさせるこ

とを諦めませんでした。トゥガール君自身も勉強が好きで、将来の夢を叶えるために

頑張っています。 



  

生年月日：2011/5/24 

学校：東ジャカルタ市ヌルル・フダ宗教小学校 

支援内容：制服・教科書・学用品・学習机の購入費(\13,180) 

生年月日：2012/7/2 

学校：北ジャカルタ市(公立)第 8ジャカルタ特別支援学校 

支援内容：制服・学用品購入費(\9,885) 

生年月日：2012/3/15 

学校：北ジャカルタ市(公立)第 8ジャカルタ特別支援学校 

支援内容：制服・学用品購入費、セラピー費用、交通費(\9,885) 

アッザーム・リザルディ 小学 2 年生 

アフマッド・シャーレザ 小学 4 年生 

アルダン・ドゥイ・サプトゥラ 小学 2 年生 

レザ君は健康に生まれ、幼い頃は歩くこともできました。しかし、成長するにつれて少し

ずつ脚の筋力が弱くなり、下肢が麻痺してしまいました。現在は、車いすや介助が必

要ですが、学校で勉強したいという強い意欲を持っています。両親もそんなレザ君を全

面的にサポートしています。 

アルダン君は脳性まひのため両脚の筋力が弱く、痙攣性の麻痺があ

ります。現在、両手の機能リハビリ訓練と、両脚の骨格矯正のリハビリ

に力を入れています。コミュニケーション能力に少し支障があるため、

特別支援学校で頑張って勉強しています。 

アッザーム君は脳性まひのため、両脚に痙攣性の麻痺があり、右手の筋力がとても弱いで

す。両親はアッザーム君のリハビリ訓練に熱心で、訓練を続ければ右手や両足の機能が改

善すると信じています。他者との意思疎通も発達途中ではあるものの問題なくできています。

特別支援学校でいつも熱心に勉強に励んでいます。両親はアッザーム君がこれから成長とと

もに自律できるようになってほしいと願っています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

タンゲランは近年ジャカルタのベッドタウンとして開発が進行しています。 

タンゲラン市 ／ 南タンゲラン市 ／ タンゲラン県 に分かれています。 

 

生年月日：2006/9/7 

学校：タンゲラン市アル・ムバロック宗教小学校 

支援内容：授業料、学用品・オムツ購入費、インターネット代(\13,180) 

生年月日：2013/8/23 

学校：タンゲラン市アル・ムバロック宗教小学校 

支援内容：授業料、制服・学用品・オムツ購入費、インターネット代 (\9,885) 

ワハユ・クルニアワン 中学１年生 

シーファ・トゥリ・ラハユ 小学１年生 

ワハユ君は筋ジストロフィー症で、全身の筋力がとても弱く、自力で身体を支え

ることができません。座っているときもサポートが必要です。それでも勉強を諦

めず、中学に進学しました。ワハユ君の幼稚園児の妹も同じ病気です。家族に

対して継続的な支援が必要です。 

シーファさんは今年小学校に入学しました。筋ジストロフィー症のため、成長とともに筋力

が弱くなっていて、生活に介助が必要です。それでも、学校に通いたいという強い意欲を

持っています。勉強や友達に会えることが楽しみだからです。両親はいつも通学に付き

添ってシーファさんを介助しているので、安心して勉強することができます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ジャカルタへアクセスしやすい地域です。 

インドネシアのトップの大学であるインドネシア大学があります。 

生年月日：2003/1/19 

学校：デポック市ヤムペリ・デポック高等学校 

支援内容：授業料、進級試験費用、制服・学用品購入費、交通費(\18,452) 

生年月日：2009/11/24 

学校：デポック市(公立)第 1ボジョンサリ小学校 

支援内容：交通費、学用品購入費、自宅学習用のインターネット代(\9,885) 

ロシャー・ナビラ・ヌル・ファティア 高校 3 年生 

ノヴィルダ・コイルニサ 小学 3 年生 

ロシャーさんは事故で脊椎を損傷し、現在は車いすで生活しています。家族や近所の友

達はみんなロシャーさんが精神的に立ち直れるようあらゆるサポートをしてくれました。ロ

シャーさん自身も諦めずにリハビリを続けました。回復し、自信がついたタイミングで復学

し、現在は高校で学んでいます。 

ノヴィルダさんは、両脚が麻痺して歩くことはできませんが、小学校で健常のクラスメイト

たちと一緒に元気に勉強に励んでいます。両親もノヴィルダさんが学校で勉強を続けら

れるよう、いつも励ましてくれます。 



 

  

生年月日：2011/5/22 

学校：デポック市(公立)第 1ボジョンサリ小学校 

支援内容：学用品、交通費、自宅学習用のインターネット代(¥9,885) 

生年月日：2005/4/30 

学校：デポック市(公立)第 18デポック中学校 

支援内容：授業料、交通費、教科書・学用品購入費(\14,498) 

リンタン・アンティカ 小学 3 年生 

アブドゥル・ロフマン・アルファリシィ 中学 2 年生 

リンタンさんは、二分脊椎症という先天的に脊椎骨が形成不全な状態で生まれ

ました。幼い頃から歩くことはできませんが、上肢と知能には障がいがありませ

ん。お父さんは亡くなりました。お母さんはリンタンさんが学校へ通い、夢を叶え

て将来自立できるようにと、いつもサポートしてくれます。 

ロフマン君は双子で生まれました。ロフマン君は脳性麻痺のため脚に障がいがあります

が、上肢と知的には障がいがありません。双子の兄（弟）にも少し麻痺があるものの、歩く

ことはできます。二人とも同じ中学に通い、お互いに励まし合って勉強を頑張っていま

す。双子の両親も、通学をサポートしてくれています。 

各県や中核都市に 1 校以上ずつ公立の特別支援学校がありますが、異なる

タイプの障がい（視覚、聴覚、知的・発達、肢体不自由）のある子どもを

同じ学校でまとめて受け入れているため、障がいに合わせた指導は困難で

す。また、人口に対して学校数が少なく、常に待機児童が発生しています。

イスラム系の財団が運営している学校もありますが、私立学校のため授業

料が高く、低所得層の障がい児家庭にとって経済的負担が大きいことも、

就学・通学を妨げる要因となっています。 

 

インドネシアの特別支援教育の現状 



 

  

生年月日：1998/11/25 

学校：デポック市グナダルマ大学 

支援内容：教科書・学用品・学習机の購入費、交通費（\19,770） 

アンディカ 大学 4 年生 

アンディカ君は 5 歳の時に肺結核という病気にかかり、後遺症で身体に麻痺

が残りました。家族は貧しく、アンディカ君の学費を支援することができません

でしたが、成功したいという強い意欲で奨学金を獲得し、私立大学へ進学を果

たしました。大学では情報システムを勉強しています。大学を卒業して就職す

ることを目指しています。 

 

生年月日：2002/12/15 

学校：デポック市ミットゥファウル・ファラー・イスラム中学校 

支援内容：学校登録料、授業料、学用品・学習机の購入費(\13,180)  

アシィ 中学１年生 

アシィさんには先天性麻痺があり、さらに生まれつき左脚がありません。以前、しばらく学

校に通っていなかった時期がありました。両親が経済的な理由とアシィさんの障がいを恥

じて通学に反対していたからです。しかし、WAFCA の奨学金で学校に通い始め、今は両

親もサポートしてくれています。クラスメイトはアシィさんより年下ですが、多くの友達に囲

まれて楽しく学校生活を送っています。 

 

これまでつらいことや大変なことがた

くさんありましたが、その悔しさをバネ

に、一生懸命勉強をしてきました。 

 

これからまた新しいことにチャレンジ

したいです！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

雨が多く、緑豊かな場所で、避暑地としても知られています。農業地帯が 

広がっており、有名国立大学であるボゴール農科大学も設立されています。 

ボゴール市 ／ ボゴール県 に分かれています。 

生年月日：2011/11/15 

学校：ボゴール県(公立)パニネンガン・チビノン小学校 

支援内容：教科書・制服・学用品購入費、インターネット代(\9,885) 

生年月日：2013/8/7 

学校：ボゴール県マスラウル・アンワール宗教小学校 

支援内容：制服・学用品購入費(\9,885) 

ナイラ・アラザキア 小学 3 年生 

リッファ・フィットラフル・スチ・マダニ 小学１年生 

ナイラさんは脳性麻痺のために運動機能に制限があり、特別な配慮が必要です。車いす

を使っていますが、床を這って移動することもできます。知的に障がいはありません。現

在、公立の小学校に通っています。友達と学校で勉強することが大好きです。 

リッファさんは脳性麻痺のため運動機能に制限があります。知的には障がいがあ

りませんが、コミュニケーション能力はまだあまり高くありません。小学校に入学し

たばかりなので仕方がありません。両親はリッファさんが自立して、もっと友達や近

所の人たちと関わって社会性を身につけてほしいと願っています。  



  

生年月日：2006/2/26 

学校：ボゴール県マカルサリ・チビトゥン第 1特別支援学校 

支援内容：授業料、学用品購入費(\16,475) 

エカ・アマンダ・フェブリアン 中学１年生 

エカさんは筋ジストロフィー症で、両手両脚の筋力が弱いという身体の

障がいがあります。現在は特別支援学校の中等部で学んでいます。学

力が高く、明るく素直な女の子です。エカさんの学校では、WAFCA の

支援でバリアフリートイレを設置する計画も進めています。 

生年月日：2009/3/26 

学校:ボゴール県（公立）第 1チリムカル小学校 

支援内容：学用品・ホワイトボード購入費、 

インターネット代、セラピー費用(\11,862) 

リンガ・アギル・アビナヤ 小学 5 年生 

リンガ君は脳性まひのため両脚の筋力が弱く、痙攣性の麻痺があります。現在、両手の

機能リハビリ訓練と、脚の骨格矯正リハビリを受けています。また、公立の小学校に通っ

ていて、身体の障がいはあるものの、学力やコミュニケーション能力があり、いつも元気

で意欲的に学校の勉強に取り組んでいます。 

ＷＡＦＣＡＩ奨学生のグループ分け 

奨学生たちは、2 つのグループに分けられます。まず、特別支援学校に継続して通

学することで「生活の自立」を目指すグループです。もう 1 つは、高校や大学卒業

を目標とし、最終的には「経済的自立」を目指すグループです。 

彼らへの奨学金支援と車いすのアフターフォロー（修理・メンテナンス）を通じて、

一人ひとりに寄り添い、家族や学校の先生と協力しながら、彼らのチャレンジを 

応援していきます。 



 

  

生年月日：2012/1/20 

学校：ボゴール市(公立)バトゥ・トゥリス 第 2ボゴール小学校 

支援内容：授業料、学用品購入費、 

セラピー費用、インターネット代(\11,862) 

アズカ・アドゥフィアー 小学 3 年生(留年) 

 

アズカ君は生まれつき脳性麻痺のため身体に障がいがありますが、元気で明る

い男の子です。WAFCA の車いすでボゴール県の通常の小学校に毎日通って勉

強しています。家族もアズカ君の通学にとても協力的です。 

生年月日：2004/6/1 

学校：ボゴール市イスラム寄宿学校 

支援内容：授業料、進級試験費用、制服・学用品購入費(\13,180) 

ラフマットゥロー 高校１年生 

ラフマット君は生まれつき下肢に障がいがあります。WAFCA からもらった車

いすを乗りこなし、学校でも近所でも多くの友達から慕われる存在です。将

来、イスラム教の先生になるために、イスラム高校で勉強に励んでいます

が、少なくない授業料が家計の負担になっています。奨学金でラフマット君

の夢を応援します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

チカランやカラワン、デルタマスといった工業地帯があり、日系企業や、韓国系企業

が多く進出しています。ブカシ市 ／ ブカシ県 に分かれています。 

生年月日：1997/3/6 

学校：ブカシ市フィリアル・ブカシ特別支援学校 

支援内容：授業料、課外活動費、交通費、 

制服・学用品購入費（\13,839） 

生年月日：1997/3/7 

学校：ブカシ市フィリアル・ブカシ特別支援学校 

支援内容：授業料、課外活動費、交通費 

制服・学用品購入費、学校登録料(\13,839) 

デナ・ロヒャナ・チャハヤディ 高校１年生 

アディッヤ・アクマッド・プリアンディニ 大学１年生 

アディット君は、小学校 5年生の時に設立されたばかりの WAFCAIから車いすを

もらい、今でも大切に使っています。脳性まひの障がいから発話は上手くできま

せんが、明るくて積極的な性格です。そんなアディット君を両親はいつも応援して

います。家でも学校でも出来ることを増やして自立できるよう家族で力を合わせ

て取り組んでいます。 

デナ君は、脳性まひの障がいから上手くコミュニケーションをとることが出来ませんが、持

ち前の明るい性格と家族のサポートを受けて通学を続けています。WAFCAI 事務局の開

所式にも参加した初期メンバーでもあります。いつも送り迎えしてくれるお母さんは、出来

る限り通学を続けて少しでも自立する力をつけてほしいと期待しています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

生年月日：2002/6/2 

学校：ブカシ市フィリアル・ブカシ特別支援学校 

支援内容：授業料、課外活動費、交通費、制服・学用品購入費(\13,839)  

生年月日：2010/3/24 

学校：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 

支援内容：授業料、制服・学用品購入費、セラピー費用（\16,475） 

生年月日：2002/8/23 

学校：ブカシ市アッタクワ・コタブカシ高等学校 

支援内容：授業料、交通費、制服・学用品購入費(\16,475) 

M.アルドウリ 高校 3 年生 

マウディ・アニサ 高校１年生 

M.アルファ・リズキ 小学 5 年生 

マウディさんは、自閉症と下肢障がいの重複障がいです。一人っ子で、数年前

にお父さんが亡くなってから、お母さんと二人暮らしです。ほとんど発話はでき

ないものの、先生や友達と一緒に車いすで活動するときは、笑顔でコミュニケー

ションしています。学校では美術の授業が大好きで、バティック作りにも取り組

んでいます。 

アルファ君は生まれつき両脚が麻痺していて歩くことができません。でも、学

校に休まず通い、とても成績優秀です。得意な科目は数学とコンピュータで、

将来の夢は IT に関わる仕事に就きたいと思っています。勉強だけでなく、学

校でも近所でも社交的で元気な男の子です。 

アルド君は身体的なハンデにも負けず、勉強に対して強い目標意識を持つ頭

の良い男の子です。WAFCA のアクティブタイプの車いすをもらって第一志望

だった工業高校に入学してから、行動範囲も広がって、さらに自信を持ってチ

ャレンジしています。学校では機械や電気について勉強しています。 



 

 

  

生年月日：2005/4/9 

学校：ブカシ市（公立）コタブカシ 第 36中学校 

支援内容：学用品購入費、インターネット代、交通費(\11,862) 

生年月日：2007/8/12 

学校：ブカシ市(公立)第 8ブカシ中学校 

支援内容：学用品・オムツ購入費、交通費(\13,180) 

生年月日：2006/7/26 

学校：ブカシ県ミスファフル・ファッラー・ブカシ中学校 

支援内容：学校登録料、学用品・学習机・オムツ購入費(\16,475) 

レナルディ・クルニアワン 中学 2 年生 

ライハン・エラサプトゥラ 中学 2 年生 

アウリア・アグスティン 中学１年生 

ライハン君は生まれつき脳性麻痺で身体に障がいがあります。そのため、両

親はライハン君が学校に通うことに反対していました。しかし、ライハン君に

は知的障がいがなく、学校で勉強したいという強い気持ちを持っています。こ

れまで実際に問題なく勉強できるということを証明してきました。通常の中学

校にも実力で合格しました。 

アウリアさんは生まれつき脚に麻痺があります。不自由な脚を気にし

て少し引っ込み思案なところもありますが、とても勤勉な性格です。

知的には障がいがなく、通常の公立中学校で勉強に励んでいます。 

レナルディ君は生まれつき脚に障がいがありますが、通常の中学校に通っています。

WAFCAから車いすをもらって上手に乗りこなせるようになってから、自分に自信が持てる

ようになり、学校の勉強へ意欲も高まりました。学校の友達と毎日楽しく過ごしています。 



 

  

生年月日：2008/11/16 

学校：ブカシ県タルビヤー・ABK・サキナー特別支援学校 

支援内容：授業料、制服・学用品購入費(\13,180) 

生年月日：2004/3/3 

学校：ブカシ市アル・フダ・ブカシ宗教中学校 

支援内容：制服・学用品・学習机の購入費、交通費(\16,475) 

生年月日：2005/1/20 

学校：ブカシ市ヤマッド中学校 

支援内容：制服・学用品・学習机の購入費、交通費(\16,475) 

チュット・レニルダ 中学 3 年生 

イッザ・アルファンディ 小学 2 年生 

 

アデリア 中学１年生 

イッザ君は生まれつき脳性麻痺で、以前は通学せず病院に通って理学療法を受け

ていました。継続的な治療のおかげで身体の調子もよくなったので、10 歳で特別支

援学校に入学しました。いつか学校に通って、たくさんの友達を作って一緒に勉強

することは、イッザ君の夢でした。今は友達と一緒に卒業することが目標です。 

アデリアさんは両脚に麻痺があります。知的の障がいはありません。周り

の子どもが小学校に入学する頃、アデリアさんも学校に通いたいと思って

いましたが、身体的な制限のために両親は入学を先延ばしにしていまし

た。10 歳になる前にやっと小学校に入学し、今年無事に卒業して中学に

進学することができました。 

チュットさんの両親は、生まれてきたチュットさんに障がいがあるとわかると祖父母に預

け、離婚して家を出て行ってしまいました。家族は障がいを理由にチュットさんが学校へ

通うことに最初は反対しました。それでも学校へ行くことを諦めず、小学校を卒業し、中学

にも進学しました。今の夢は高校へ行くことで、一生懸命勉強を頑張っています。地域の

宗教活動にも熱心に参加しています。 



 

  

生年月日：2005/5/12 

学校：ブカシ市ヤマッド中学校 

支援内容：制服・学用品・学習机の購入費、交通費(\16,475) 

生年月日：2003/10/9 

学校：ブカシ市サガラ・ウィヤタ専門高等学校 

支援内容：教科書・制服・学用品購入費、インターネット代(\16,475) 

生年月日：2008/9/11 

学校：ブカシ市（公立）第 3カリバル小学校 

支援内容：教科書・制服・学用品購入費、交通費(\11,862) 

アウレル・アジィキア・プトゥリ・ルフィヤニ 小学 6 年生 

アルフィアン・トリ・ウィドド 中学 3 年生 

ムティアラ・オクタヴィア・プトゥリ 高校１年生 

フィアン君は筋ジストロフィー症のため筋力が弱く、日常生活で身の回りのこと

を自力で行うことができません。そのため自宅でも学校でも両親の介助が必

要です。そんな障がいを抱えながらも、学校ではとても勉強熱心で、成績も優

秀です。これからも勉強を続けていきたいです。 

プトリさんは歩くことができないため特別な支援が必要ですが、現在、公立

の職業専門学校で学んでいます。プトリさんは身体に障がいがあっても決

して絶望せず、夢に向かって意欲的に勉強に励んでいます。将来の夢は、

プログラマーかプロの縫製職人になることです。 

アウレルさんは骨形成不全症という病気のため骨がとてももろく簡単に割れて

しまいます。そのため、特別な配慮が必要です。些細な衝撃でよく骨折してしま

い、痛みにうめき声をあげることもあります。それでも、学校で勉強することを

諦めていません。夢を実現するために勤勉に努力しています。 



 

 

 

生年月日：2001/6/26 

学校：ブカシ県公立特別支援学校 

支援内容：制服・学用品購入費、課外活動費 

交通費、進級試験費用、学校登録料（\11,862） 

カレニア・イクサニ・リツキ 小学 6 年生（留年） 

生年月日：2009/11/22 

学校：ブカシ市（公立）第 3カリバル小学校 

支援内容：教科書・制服・学用品購入費、交通費(\11,862) 

レフィ・グスティ・マリック 小学 5 年生 

レフィ君は骨形成不全症のため両脚が変形しています。骨がもろいのでよく骨折

します。 このように脚に障がいがありますが、社交的な性格で、学校や近所でも

友達がたくさんいます。両親もレフィ君の勉強をいつもサポートしているので、これ

からも継続して通学できそうです。 

カリンさんは脳性麻痺のため下肢と知的に障がいがあります。お父さんは小

さな商店を営んでいますが家計が苦しく、カリンさんは 12 歳になるまで学校

に通えませんでした。2013 年に家の近くに公立の特別支援学校ができたの

で、お母さんは入学を申し込み、1 年生に入学しました。それ以来、お母さん

はカリンさんの通学をサポートしています。 


