
               使える

  学校図書室  に！

     「図書室応用研修」
     へのチャレンジを
     支えてください

����年度

ラオスのこども

冬募金
目  標

８０ 万円

応用研修「授業における
図書活用」 中学６年 生物

「身体の器官」の授業で図書
を使った授業計画案を発表
する先生たち

応用研修「図書館サイン・展示」 
図書館のどこにどんな表示（サイン）
をすると利用しやすいか検討する図
書館担当の先生と生徒たち

基礎研修「図書室の基本業務」 
図書の登録や貸出手続き、傷んだ
本の修繕など、苦手な部分を、先生
と生徒でもう一度おさらい

　どこの学校にも図書室があり、授業や学校活動で活用されて
いる日本。一方、東南アジア ラオスでは、図書室がある学校はたっ
たの��％。 図書室があっても、教科書以外の本に触れてこなかっ
た先生や生徒は、学校での まなび に充分活用しきれていません。
　��年にわたり���校に図書室を開設した「ラオスのこども」で
は、これから中等学校の先生や生徒たちと一緒に、図書室の進化
を目指し、新たな一歩をふみ出そうとしています―

　日本の授業では、教科書以外に辞書や図録をはじめ様々な副教材を使うのは
当たり前。でもラオスの中等学校では、教科書さえ満足にない状況で、先生たちは
教材が乏しいなか教えるのに苦労しています。
　そこで威力を発揮するのが図書室の本たち。図書室は、様々な教科で活用でき
る本＝教材の宝庫です。「図書室応用研修」では、こうした図書を使い、よりよい
授業ができるようにします。「教科書だけの授業より生徒の理解度が上がった！」

「生徒が自分で調べたり助け合ったり、アクティブな授業ができるようになった」  
既に研修を実施した学校の先生からは、喜びの声が挙がっています。

図書室を活用できると、授業 が変わる　
まなび のかたち が変わる

先生と生徒の力で、まなび に役立つ図書室に
　「応用研修」では、 サイン（表示）や 展示についても
学びます。  図書室にどんな展示をしたら、もっと本を
読みたくなるか、関心を持ってくれるか…   実習では、
サイン計画や展示制作をします。
　自分たちの手で、自分たちの学校図書室を改善して
いくことで、学校でのまなびの引き出しを増やし、より
充実した学習環境を作り上げていく、そんなポジティ
ブサイクルを目指します。

皆さまからのご支援で

こんな活動ができます
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お 問 合 せ
（認定） 特定非営利活動法人
〒143-0025 東京都大田区南馬込 6-29-12, 303
TEL/ FAX 03-3755-1603    Email : alctk@deknoylao.net

 銀行振込をご利用の方は、お手数ですが お名前・ご住所を
下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

　　　　　　　　　　( 31 生都地第 1519  認定年月日：令和  2 年 1 月 29 日 )

認定 NPO 法人制度は、NPO 法人への寄付を促すことにより、活動を支援
するために税制上設けられた措置です。

◆ たとえば東京都大田区にお住まいの方が、ラオスのこどもへご寄付を
     なさると、
　 ・所得税の控除  （寄付金額－ 2,000 円）×40％
　 ・地方税の控除  （寄付金額－ 2,000 円）×10％
　 が確定申告により還付されます。
◆ 地方税については、お住まいの市区町村によって取り扱いが異なります
ので、各市区町村へご確認ください。

◆ 確定申告の際、税額控除と所得控除から有利な方法を選択できます。
　 お近くの税務署でご確認ください。
◆ 法人の皆さまからのご寄付は、損金算入の別枠がご利用いただけます。
◆ご自身の遺産、あるいは相続により取得した財産の一部または全部を、
ラオスの子ども達のために用いたいというご希望があれば、ぜひご相談
ください。当会の専門家が対応いたします。

　ご寄付には相続税が課税されません。

※ 2021 冬募金の期限は 2022 年 2月末です。
※ 募金目標を達成した場合は、「ラオスのこども」が支援する他の事業でも
使わせていただきます。

※ 募金の金額には事業管理費約 25％を含みます。

冬の特別募金 ご協力のお願い
目標金額： ��万円
支援対象：

当会がこれまでに図書室開設した
中等学校（中学・高校）４校 程度

支援内容：

◎   基礎研修を通じた、図書室の基本    
        的な運営・業務のフォローアップ
◎   応用研 修を通じた、授 業における
     図書活用の推進と、図書館サイン・
    展示の実践による、図書室の改善
     とそれに繋がる学校教育の改善

必要経費：

授業に活用できる図書購入費,教育カ
リキュラム・教員指導書の印刷代, 学校
での研修実施旅費 など

　近年ラオスでは、日本はじめ各国の支援によ
り、小学校の就学率は100％近くになり、中等学
校に進学する子どもが増えてきました。 しかし、
中等学校の教育整備はハード・ソフト両面でまだ
不十分で、せっかく進学しても授業についていけ
ず途中で退学してしまう子が多くいます。
　「ラオスのこども」では、長年にわたり 小学校・
中等学校の図書室支援をしてきたノウハウと、
子ども向け・教育関係の図書出版をしてきた実績
を活かし、図書・図書室の見地から中等学校の
教育改善を行うプロジェクトを実施します。
　小学校にくらべ、教科の数も多く内容も難しく
なる中等学校で、生徒たちが充分に知識を吸収し
能力を習得して卒業し、社会に出ていけるよう、 
皆さまからの応援をお待ちしています。

* 活動の時期は、����年以降に現地での新型コロナウィルス感染対策状況をみて実施します。

応用研修「図書館展示」 
中学５年 地学「惑星」の授業に関連した展示をつくる

今なお十分な教育を受ける機会がないラオスの子どもたちの成長を願い、����年から日本とラオスを中心に活動を続ける国際協力
NGOです。おもに、「学校・地域での図書室開設」「図書室運営と活用の研修」「図書・紙芝居の出版」「作家・編集者の育成」、子どもが
集い学べる「子どもセンター」の運営支援を行い、ラオスの子どもたちが自ら学ぶ力を伸ばす環境づくりに取り組んでいます。
これまでに、ラオス語図書���種類、約��万冊を出版。ラオスの小学校・中等学校（中学・高校）の約�/�の�,���校に図書セットを配
布、小学校���か所、中等学校���か所、その他村など��か所の合計���か所で、図書室を開設しました（����年��月現在）。

(認定）特定非営利活動法人

「ラオスのこども」は認定NPO法人です。
ご寄付は確定申告により税金の控除を受けることができます。
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するために税制上設けられた措置です。

◆ たとえば東京都大田区にお住まいの方が、ラオスのこどもへご寄付を
     なさると、
　 ・所得税の控除  （寄付金額－ 2,000 円）×40％
　 ・地方税の控除  （寄付金額－ 2,000 円）×10％
　 が確定申告により還付されます。
◆ 地方税については、お住まいの市区町村によって取り扱いが異なります
ので、各市区町村へご確認ください。

◆ 確定申告の際、税額控除と所得控除から有利な方法を選択できます。
　 お近くの税務署でご確認ください。
◆ 法人の皆さまからのご寄付は、損金算入の別枠がご利用いただけます。
◆ご自身の遺産、あるいは相続により取得した財産の一部または全部を、
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※ 2021 冬募金の期限は 2022 年 2月末です。
※ 募金目標を達成した場合は、「ラオスのこども」が支援する他の事業でも
使わせていただきます。

※ 募金の金額には事業管理費約 25％を含みます。

00140 ‐ 6 ‐ 462494　ラオスのこども

店    番：019　預金種目：当座
店    名：〇一九（ゼロイチキユウ店）
口座番号：0462494

店　　名：荏原支店（エバラシテン）
口座番号：普通 1086564
口座名義：特定非営利活動法人ラオスのこども

 「ラオスのこども」ホームページ
http://deknoylao.net または
QR コードからお入りください。

 銀行振込をご利用の方は、お手数ですが お名前・ご住所を
下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

ご寄付　【振込先】

お 問 合 せ
（認定） 特定非営利活動法人
〒143-0025 東京都大田区南馬込 6-29-12, 303
TEL/ FAX 03-3755-1603    Email : alctk@deknoylao.net


