報告書『あらゆる困難な状況にあっても教育の機会を-すべての子どもたちに質の
高い教育を(EDUCATION AGAINST ODDS- Meeting Marginalised Children’s demands for a quality
education)』（本文抄訳）

取り残された子どもたち：彼らが学ぶチャンスを手にするのはいつ？
紛争や環境災害による影響を受けた子ども、難民の子ども、障害のある子ども、児童労働の子ども、少
数民族の子ども、ストリート・チルドレンなど、社会の周縁に追いやられた子どもたちは、困難な環境
の中で成長し、教育を受けることができずにいる場合が多くあります。
しかし毎日、何百万人のこうした子どもたちが、その困難さにも関わらず、どうにかして学校に通い、
学ぼうとしています。教育を受けるための日々の悪戦苦闘は、子どもたちにとって、よりよい未来に対
する自分たちの権利を手に入れるための戦いなのです。
こうした子どもたちは、教育こそが自分の人生

をとることでしょう。今から 2030 年までの間

のチャンスであることを知っています。しか

に、大幅かつ継続的な後押しがなされない限

し、2 億 6,200 万人の子どもたち―世界中の学

り、SDGs 達成期限の時点で、2 億 2,500 万人

齢人口の 5 分の１近く―は、貧困やジェンダ

もの子どもや若者が―どこでどのような境遇に

ー、住んでいる場所、環境破壊、疾病の流行、

生まれたかという、ただそれだけの理由で―学

紛争、障害や社会経済状況等の原因によって、

ぶ機会を奪われたままでいることになります。

公的な教育システムから排除されています。最
も支援の届きにくい子どもたちの多くは、複数

なぜこうした状況にあるのか、その理由ははっ

の阻害要因を抱えており、学ぶ権利を実現する

きりしています。誰ひとり取り残さないという

ことがさらに難しくなっています。

約束―「最も取り残された人に最初に手を差し
伸べる」という約束であり、社会のあらゆる層

2015 年世界のリーダーたちは、「持続可能な開

において SDGs が達成されることを確実にする

発目標（SDGs）のための 2030 年アジェンダ」

という約束―は、SDGs の根幹をなすもので

に合意し、SDGs 目標４／すべての男女が質の

す。ただその約束が果たされていないのです。

高い教育にアクセスすることを約束しました。
SDGs４の達成に向け、「誰ひとり取り残さな

この不公正な格差を無視することは、SDGs 全

い」ことをリーダーたちは約束したのです。

体の取り組みを危うくします。そして、一世代
の世界の最も貧しい子どもたちの教育―人生の

しかしながら、2030 年にこの約束が果たされる
見込みは程遠くなっています。もし現在の傾向
が続けば、SDGs４達成には 50 年以上もの遅れ

チャンス―を危機にさらしているのです。

子どもたちは、何が危機に瀕しているかわかっ

低限の住まい、お金といった喫緊のニーズと比

ています。だからこそ学校に通う権利を求める

較して、学校へ通うことが 2 倍以上も関心が高

ことによって、危機にあるものを、戦って取り

いことが明らかになったのです。

戻そうとしているのです。この報告書にて紹介
されているケース・ストーリー（※報告書英語

教育は、子どもたちに再び希望を与え、緊急後

全文をご参照下さい）に示されているように、

の生活の再建を支援するのに非常に重要な役割

子どもたち、両親、そしてコミュニティは、学

を果たします。しかし、紛争や災害を経験した

ぶ権利を実現するために、途方もない努力をし

何百万人の子どもたちが、彼らが本当に必要と

ているのです。

している教育を奪われてしまうという危機があ
るのです。

緊急下における教育
緊急下の子どもたちは、良い教育を受ける権利

国際的な取り組み

を求めています。現在、人道危機下にある

世界は、最も疎外された子どもたちの教育を受

7,500 万人の子どもたちに対する教育支援が切

ける権利を尊重し、その権利を実現するよう決

実に必要とされています。この報告書では、援

断しなければなりません。こうした子どもたち

助ワーカーではなく、子どもたち自身が示した

が学校に通えるよう支援するために、私たちは

ニーズについて分析しています。地球上で最も

各国政府や国際社会に以下のことを提言しま

過酷な場所にいる 8,000 人以上の子どもたちの

す：

希望や恐怖に関する、10 年にわたる援助ワーカ

１．教育に関するグローバルな行動計画に同意す

ーによる現場での調査から得られたデータを検
証しました。また、2013 年から 2018 年にかけ
て、緊急下の 5 歳～18 歳の子どもたちを対象に
実施されたインタビューからのデータも分析に
取り入れました。これらのデータを基にした分
析により、子どもたちにとって、食料や水、最

ること。
２．教育のための、より多くの、より良い資金を
約束すること。
３．「難民のためのグローバル・コンパクト」で
の教育に関するコミットメントを果たすこと。
４．「学校保護宣言」1に賛同し、完全に実行に移
すこと。

1

学校保護宣言については右をご参照下さい：

https://www.savechildren.or.jp/sp/news/index.php?d=2696

緊急下の子どもたちが最優先に求めていること：教育
紛争の前線、災害の直後、そして防水シートを張った急ごしらえのテントがびっしり並ぶキャンプ―ど
こであってもどのような危機でも、子どもたちの声はいつも無視されています。
セーブ・ザ・チルドレンの重要な活動の一つ

アジア、アフリカ、そして中東という広い範囲

に、危機下の子どもたちに何が必要かを尋ね

で、以下の子どもたちに対して実施された調査

る、ということがあります。地球上で最も過酷

の結果は驚くべきものでした。

な場所にいる 8,000 人以上の子どもたちの希望

・台風ハイエンの直後に必死で生き延びようと

や恐怖に関する、10 年にわたる援助ワーカーに

するフィリピンの子どもたち

よる現場での調査から得られたデータを検証し

・保護者とはぐれてしまった、シリアやアフガ

ました。

ニスタンからの難民の子どもたち
・コンゴ民主共和国での紛争の下で暮らす子ど

何度も何度も繰り返し、子どもたちの答えは明

もたち

確で、はっきりしていました―と同時に、驚く

・バングラディッシュの難民キャンプで暮らす

べきものでした。十分に食べるものがなく、水

ロヒンギャの子どもたち

は汚く、そして医療サービスが存在しない時で

・エチオピアや南スーダンでの戦闘により住む

も、子どもたちが私たちに伝えた、何よりも欲

ところを追われた子どもたち

しいひとつのこと、それは学校に行くことでし
た。非常に困難な状況にあっても、すべての年

ランク付けのセッションに参加した 1,689 人の

齢層の子どもたちが、教育を、自分たちの安

子どもたちのうち、1,215 人は自分の最優先ニ

全、健康、幸福そして将来にとっての鍵とみな

ーズを特定しました。子どもたちが最も必要な

しています。

ものとして挙げたのは、圧倒的に教育でした。
平均して、調査対象の約 3 分の１（29％）にあ

新たな分析とデータ

たる子どもたちが、教育を最も必要なものと答

私たちが検証した多くの調査は小グループでの

えました。その割合は、食料（12％）、健康

ディカッションによる定性的な記録でしたが、

（12％）そして水・衛生（12％）の２倍以上に

子どもたちの優先事項に関する定量的なデータ

ものぼりました。また、教育を選んだ子どもの

も入手することできました。調査にあたって

割合は、最低限のすまい（９％）、お金

は、2013 年から 2018 年、5 歳～18 歳の 1,689

（９％）を選んだ子どもの割合の３倍にもなり

人から得られた情報を利用しました。この情報

ました。少数の子どもたちが、彼らの最優先事

は、私たちのチームとパートナーが実施した小

項として別のニーズ、例えば衣服（３％）、ス

グループでのディスカッションと、関心事項と

ポーツ・余暇活動（３％）、安全（２％）、そ

そのランク付けという子どもたちとのセッショ

して家族（１％）を挙げました。

ンから得られたものです。

よく忘れられがちなことですが、緊急下におい

権利条約は明確です。子どもたちが、教育が必

て子どもたちが言いたいことに耳を傾けること

要だといえば、それを聴かなくてはなりませ

は、単に「やると良いこと」ではなく、人道上

ん。現場で働く援助ワーカー、豊かな首都にい

の義務です。国連子どもの権利条約―歴史上最

る国際援助ドナー、そして権力を有する世界の

も多くの国が批准している国際人権条約であ

リーダーにとっての義務なのです。

り、2019 年に 30 周年を迎える条約―は、子ど
もたちは、”きちんと意見を聴かれ、その意見は

教育は、子どもたちに危機から逃れ、未来を創

十分に考慮される“ことを通じて参加する権利が

るために必要な技術や知識を与えます。教育は

あると定めています。

また、子どもたちを児童婚や搾取、虐待から守
ります。トラウマになる経験から回復するのを
助け、メンタルヘルスの改善に資するのです。

緊急下の子どもたちの最優先事項

教育
食料
医療
水と衛生
住まい
お金

調査対象の子どもたちの内の割合（％）

ギャップを埋めるために：緊急下の教育に資金

す。人道支援のわずか２％が教育介入に使われ

を

ているだけで、紛争により影響を受けている 35

人道危機にある子どもたちが教育を優先事項に

ヶ国の 7,500 万人の学齢期の子どもや若者の教

挙げているにも関わらず、ドナーによる緊急下

育に対するニーズを満たせないでいます。

の教育への支援は不足しており、すでに資金不
足の人道システムと同様の状況になっていま

2016 年に開催された世界人道サミットにおい

で活動を展開してきました。25 か国の 140 万人

て、人道や開発に携わる国際アクターは、「教

の子ども・若者―その半数は女の子です―に質

育を後回しにはできない基金（Education

の良い養育支援を行ってきました。

Cannot Wait／ECW）」を立ち上げました。
ECW は、緊急下の教育に特化した、初めてかつ

緊急下の子どもたちに教育を届けるために ECW

唯一の基金であり、子どもたちの優先事項が教

が非常に重要であることがわかっています。し

育にあること、そして緊急対応において教育に

かし、現在緊急下にある 7,500 万人のすべての

対して十分に資金を出す必要性や調整して教育

子どもたちに適切な学びのきかいを提供するに

支援にあたる必要性が非常にあることを反映し

はほど遠い状況です。従って、私たちは各国政

て創設された基金です。ECW は、危機が突然発

府、企業、フィランソロピー財団や世界のリー

生した際、あるいは状況の深刻化の過程におい

ダーたちにたいし、2021 年までに ECW に 18

て、教育プログラムに対する支援を第一次緊急

億ドルを動員し、子どもたちに対する約束を果

対応として拠出します。また、緊急対応と開発

たすよう、求めています。ECW への投資によ

の一貫性を強化するために、複数年に渡る資金

り、戦争や強制移住、災害等を経験した 9 百万

の拠出も行います。ECW はこれまで、最も困難

人の子ども・若者に対し、3 年間の質の高い教

な状況にある、紛争の影響を受けた脆弱な国々

育を提要することができます。

提言
予想に反して、最も過酷な状況にあっても子どもたちは教育を続けようと奮闘しています。しかしなが
ら、子どもたちや彼らの両親が教育に高い価値を置いているにも関わらず、際立って対照的なことに、
各国政府や国際社会は、最も取り残された子どもたちに対する教育サービスを重要視していません。
2030 年までにすべての子どもたちに包摂的で質の高い教育を掲げた SDGs 目標４の達成には、あと 10
年しか残されていません。私たちは達成に向けた努力を倍にする必要があります。
国際的な目標が同意されましたが、その目標を

た子どもたちのための計画である必要が

達成するための一貫した行動計画は存在しませ

あります。


ん。2030 年に 2 億 2,500 万人もの子どもたちが

行動計画は SDGs 目標４の達成に向けた

教育を受けられてない状況を避けるためには、

努力と整合性があり、その努力を加速さ

迅速かつ協調した行動が今必要です。各国政府

せるための計画である必要があります。

および国際社会は、すぐに以下を行うことが求

そして、途上国ならびに国際社会に対し、

められます：

適切に計画実施の責任と説明責任を配分
し な け れ ば な り ま せ ん 。

・自らが行った約束に対して、責任を果たすこ
と。
・より多く、より良い投資をおこなうこと。

2.

教育のための、より多くの、より良い資金を
約束すること。

・世界の最も周縁化された子どもたちを最優先



に置き、彼らの状況改善を加速させること。

低・中所得国は、経済成長や資金動員の
改善を通じ、平均で GDP の６％、または
／あるいは少なくとも 15～20％の公的支

断固とした、焦点を絞ったアプローチをとらな

出を教育に充てる必要があります。

ければ、子どもたちを最も困難な状況に置いた



ドナーは開発援助における教育支援の割

まま成長させることになってしまいます。最も

合を 15％に拡大し、人道支援における教

取り残された子どもたちに教育を与えるという

育支援を 6～10％に増加すべきです。そ

国際的な約束を果たすために、各国政府と国際

して、効果を最大限にするために、複数

社会に以下のことを求めます：

年における支援を、多国間メカニズムを
通じて実施する必要があります。

1.

教育に関するグローバルな行動計画に同意す



各 国政府 、企業お よび財 団は、 迅速に

ること。

ECW への資金拠出を増大し、2021 年ま



行動計画は、就学前及び初等教育におけ

でに緊急下の教育に対して 18 億ドルを動

る学びの成果を確保することに焦点をあ

員する努力を支援すべきです。

てて策定されるべきです。誰ひとり取り
残さないという原則の精神から、最も取
り残された国々、最も貧しく周縁化され

3.

「難民のためのグローバル・コンパクト」で
の教育に関するコミットメントを果たすこと。



世界の学齢期にある 740 万人の難民の子
どもたちに質の高い教育を提供するため

きるようにしてください。


学校や大学の軍事利用を回避し、「武力紛

に、政府及び国際機関に対し、2019 年 12

争下で学校や大学を軍事目的使用から守

月に開催される第一回グローバル難民フ

るためのガイドライン」を実施してくだ

ォーラムに先立って、難民のための教育

さい。

プランの策定を支援するよう求めます。



教育に対する攻撃の監視・報告を強化し、
そうした攻撃を組織立って調査するべき

4.

「学校保護宣言」に賛同し、完全に実行に移

です。また、攻撃した加害者が確実に裁

すこと。

かれるようにする必要があります。



「学校保護宣言」に賛同、実施、支援し、
すべての学生と教育者が、男性であれ女
性であれ、安全に学び、教えることがで

以上

