
 

 

 
 
 

2021年は、コロナ禍にも関わらず、革新的な活動に

満ちた年であり、2021年だけで新たに800万人以上の

子ども達に恩恵を与えることができたことをとても

嬉しく思います。これは新記録です。 

 
新型コロナウィルス感染症（以下：COVID-19）

は、あらゆる世代の子ども達に教育の障害をもたら

し続けているため、ルーム・トゥ・リードの活動は

かつてないほど重要になっています。2021年の終わ

りに、ユネスコ、ユニセフ、世界銀行による共同報

告書が発表され、世界の教育の現状が明らかにさ

れ、教育の回復への道筋が示されました。この報告

書では、証拠に基づく戦略、革新的な介入、社会情

緒的サポートなど、回復プロセスに不可欠な一連の

構成要素が強調されています。そして、これらはす

べて、ルーム・トゥ・リードのアプローチの柱とな

っているものです。 

 

私達は、このような取り組みをリードする十分な資

質を備えており、子ども達が自ら学び、自らの未来

を切り開くために必要なスキルを身につけられるよ

う、これまで以上に力を注いでいきたいと考えてい

ます。 

皆様のような寛大で献身的な

支援者のおかげで、私達はす

でに、より多くの地域で、よ

り多くの子どもたちに、より

革新的な方法で利益をもたら

すための基礎を築いていま

す。ルーム・トゥ・リードへ

の皆様の貢献は、希望が視界

から消えてなくならないとい

うこと、そして、教育が持続

することでレジリエンス（回

復力）が高まることを証明す

るものです。 

 
 

いつもルーム・トゥ・リードの活動によりそってくださっ

ている皆様のおかげで、世界中の何百万人もの子ども達に

貢献できることに心より感謝いたします。 皆様との揺るぎ

ないパートナーシップによって、 2022年も記録的な年に

していきたいと思っております。

2021年  
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活動状況 

これらの数値、およびこのレポート全体のデータは、2021年末現在の控えめな見積もりであり、まだ監査されていません。したがって、これらは、より多くのデー

タを収集するにつれて変更される可能性があります。 

 

活動地域 

 

 
 
 
 

キャメルカート（ラクダ車）は、インドの子ども達に本を届けます。これは、コロナ禍においてルーム・トゥ・リードが子ども達に本を提供するために使用した革

新的なアプローチのひとつにすぎません。 
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2021年を通じて世界各地で教育環境が変化する中、私達はプログラムと評価方法を柔軟に維持し、子ども達の進

化するニーズと子ども達をサポートする教育システムに最適に適合させました。 

2000年に活動を開始して以来、新たに800万人を超える子ども達に恩恵をもたらし、また、新たに937の学校と

協力関係を結び、識字教育プログラムを通じて累計2,800万人を超える子ども達を支援することができました。

以下は、いくつかのハイライトです。 
 

ア フ リ カ全土の新しい言語  

アフリカのチームは長年、児童書業界ではあまり使わ

れていない言語の教材作りに力を入れてきました。

2021年には、南アフリカのセペディ語とイシズール

語、タンザニアのキスワヒリ語の教材の制作を継続し

ました。また、新たに4つの言語での教材制作を開始

しました。南アフリカのツォンガ語と北ンデベレ語、

ウガンダのルガンダ語とニャンコレ-キガ語です。 

 

カ ン ボ ジアでの活動規模の拡大  

2021年の初めに、カンボジアの識字教育プログラムチ

ームと同国教育省が協力して、全国小学校図書室パッ

ケージを作成しました。全国パッケージは、ルーム・

トゥ・リードの図書室アプローチをモデルにしていま

す。また、2021年には、ルーム・トゥ・リードのカン

ボジアチームが全国の小学生に在宅図書室パッケージ

を配布しました。パッケージには、厳選された児童書

と、保護者向けの付属ガイダンスが含まれていまし

た。この取り組みにより、1年生から6年生の95,000人

の生徒に150万冊以上の本が配布されました。バーチ

ャルイベントの最中、カンボジアの教育大臣は、子ど

も達とその家族を支援するルーム・トゥ・リードの取

り組みを称賛しました。 

バ ン グ ラデシュのロ ヒン ギャ 難民キ ャン プの 子ど

も 達 の 支 援  

過去2年間、私達の本は、子ども達がCOVID-19の影

響に対処できるよう、若い学習者の社会的・感情的

ニーズをサポートしながら、彼らの識字能力を向上

させることに貢献してきました。バングラデシュで

は、ロヒンギャ難民キャンプの子ども達のために、

パンデミック関連の課題に触れた絵本10冊を選び、

ビルマ語に翻訳しました。さらに、30冊の良質な絵

本がビルマ語と英語に翻訳され、難民キャンプの子

ども達が様々な魅力的なコンテンツから恩恵を受け

られるようになりました。 

 

識字教育のハイライト 
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2021年新型コロナウィルス感染症（COVID-19）への対応―識字教育 

 

178 
テレビ放送を通じ

て提供されたルー

ム・トゥ・リード

の番組数  

 

50,501 
教師、作家、イラスト

レーター対象のバーチ

ャルトレーニング時間  

 

24,632,088 
識字教育プログラムの目標を達

成するために送信されたダイレ

クトメッセージ数  

  

 

 

インドの読書キャンペーンとデジタル学習の取り組

み  

コロナ禍において家庭での学習を促進するために、イ

ンドのチームは「家で本を読もう」というキャンペー

ンを開始しました。 この取り組みを通じて、ルー

ム・トゥ・リードは、キャメルカート（ラクダ車）、

ボート、自転車を活用しての図書館など、あらゆる方

法で革新的な移動図書館を9つの州で実施し、場所に

関係なく学習を継続できるようにしました。さらに、

ルーム・トゥ・リードは、教育に関する多くの州およ

び国のウェビナーに参加し、政府のデジタル学習の取

り組みと教師の専門能力開発に対して、技術支援を行

いました。 

 

ラ オ ス の児童書の開発と全国カリキュラムのサポー

ト  

ラオスチームは、1年生と2年生のナショナル・リー

ディング・カリキュラムをサポートするために、最

新の指導モデルの導入を開始しました。この新しい

モデルのもと、識字教育プログラムチームは、校長

が識字に関する専門知識とコーチングスキルを身に

つけ、ナショナルカリキュラムの実施を教師が直接

サポートできるようにすることに重点を置いていま

す。また、校長が毎月1回、教師が小グループに分か

れて新しい指導法を学び、実践する「教師学習サー

クル」を促進することも支援します。 

 

タ ン ザニアの影響力のある全国カリキュラム 

タンザニアのルーム・トゥ・リードの識字教育チーム

は、国の識字教育カリキュラムの改訂に備えて、タン

ザニア教育研究所との2つのワークショップを主導し

ました。最初のワークショップでは、政府が発行する

教科書に掲載する文字の書き順を決定するための共同

作業を行いました。2回目は、利害関係者が現在の教

科書のギャップを特定するために使用するツールを作

成しました。その後、ルーム・トゥ・リードは、ツー

ルを使用して国定教科書をレビューするための4日間

のワークショップを開催しました。新しい教科書が完

成したら、全国の16,000校以上に配布される予定で

す。 

 

スリランカのサンデータイムズ紙との提携 

ルーム・トゥ・リードスリランカは、サンデータイム

ズ紙と提携し、「ルーム・トゥ・リードとともに、本

を読みましょう」と題した連載記事を掲載しました。 

若い読者には、毎週雑学クイズに答えることで、ルー

ム・トゥ・リードの本を獲得するチャンスも与えられ

ました。 

 書 籍 出 版  

 

• 2021年、引き続きデジタル学習プラットフォー

ム「リテラシークラウド」（Literacy Cloud）を

拡張し、ハードコピーのタイトルをさらに追加

し、書籍をより多くの現地語で利用できるよう

にしました。「リテラシークラウド」では、現

在、32言語で2,128を超える電子書籍タイトルを

提供しています。また、下記のように高品質の

読本を拡充しました。 

• 2021年に200万冊以上の本を配布 

• 102のオリジナルタイトル、翻 案 タ イ ト ル を

公開 

• 5つの新しい言語を追加（ニャンコレ-キガ

語、ジャライ語、シンディ語、ガリフナ

語、ミスキート語） 

https://literacycloud.org/
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遠隔と対面を組み合わせた革新的なプログラムの実施により、早婚や経済的制約によりかつてないほどの退学の

プレッシャーにさらされている世界中の少女達に、重要な支援を提供し続けました。2021年には、新たに40万

人の少女に恩恵をもたらしました。中等学校の卒業生数は、1,919人が加わり、13,355人にまでになりました。 

さらに、ラジオやテレビ番組などの遠隔学習手法を通じて、プログラムを提供していない少女達にも恩恵を

与え、彼女達が学校に通い続け、自分自身を主張できるようにするためのライフスキルの授業を提供するこ

とができました。これらの取り組みを通じて、パンデミック開始以来、新たに300万人の少女達をサポートす

ることができました。以下は、2021年からの女子教育プログラムの追加ハイライトです。 

 

 

タ ンザニアでの政府関与 

タンザニア教育協会(TIE、Tanzania Institute for 

Education）とのパートナーシップで、ルーム・ト

ゥ・リードはライフスキル教育における国家ガイド

ライン作成を支援しました。この新しいカリキュラ

ムの多くはルーム・トゥ・リードのライフスキル教

育のフレームワークに基づいており、TIEの支援によ

り、私達が直接プログラムを実施する以外にも、多

くの生徒に行き渡ることになります。また、タンザ

ニアでは、ルーム・トゥ・リードは2021年6月にチャ

リンゼ地区評議会と協定を結びました。これは、主

に少女のライフスキルと金銭感覚をサポートする新

プロジェクトの立ち上げのためです。このプロジェ

クトは2023年7月までの2年間実施され、地区全体で

8,000人以上の少女に恩恵を与える予定です。 

 

 

カ ン ボ ジアの少年向 けジ ェン ダー平 等カ リキ ュラ ム  

私達は、ジェンダー平等を達成することは、女性や女

子だけでなく、すべての人が一緒に取り組む必要があ

ると考えています。その原則が 女子教育プログラムに

反映、取り入れられていることを確認するため、私達

はPromundoとGender and Development for Cambodia

と協力し、少年向けのライフスキル教育カリキュラム 

 

 

 

を開発、提供しています。カリキュラムは特に少年がジ

ェンダー規範とステレオタイプを調べるのに役立つよう

にデザインされており、ルーム・トゥ・リードのカンボ

ジアチームが近年全国で実施した大規模な調査と試験運

用の結果が反映されています。2021年には、私達のチー

ムは教師や他のプログラムリーダーに向けてトレーニン

グを行いました。これで、このカリキュラムを広範囲に

届けることができます。 

 

イ ン ド での月経と健康に 関す る対話  

インドチームは、月経の健康と衛生にまつわる会話

を普通にするため、1週間に渡るキャンペーンを行

いました。この活動では、何世代にも渡る月経経験

を記録し、女子教育プログラム参加者とその家族、

著名なリプロダクティブ・ヘルス（性と生殖に関す

る健康）の専門家とでオンラインディスカッション

を行いました。 

 

 

 

 
 
女子教育ハイライト 
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ネパールでのラジオ番組制作 

ネパールのチームは100以上の独自のラジオエピソード

を制作し、思春期の少女とその家族から、感情のコン

トロール、健全な人間関係の構築、結婚の延期、家庭

学習、目標設定などのテーマでライフスキルの受領を

受け、質問に答えるという内容でリリースしました。

このコンテンツによって、コロナ禍でテレビやインタ

ーネットにアクセスできない少女達にも恩恵を与える

ことができました。 

 

ベ ト ナ ムでの動 画によ るラ イフ スキル 授業  

ベトナムのチームはコロナ禍でも勉強を続けることが

できるよう、7年生と8年生の少女向けにライフスキル

の動画配信を始めました。ビデオはYouTubeで視聴す

ることができ、クリティカル・シンキングからリプロ

ダクティブ・ヘルス（性と生殖に関する健康）まで、

様々なトピックをカバーしています。少女達は動画視

聴後、教師達によるバーチャルのディスカッショング

ループに参加します。 

遠隔教育を評価する 

状況に適応した活動の影響を評価するために、調査・

モニタリング・評価チームは、Oxford MeasurEd お

よび Fab Inc.と提携して、カンボジア、インド、ネ

パールを皮切りに調査を実施しています。この調査

は2021年に始まり、2022年の前半まで続けられる予

定で、女子教育プログラム参加者やソーシャルモビラ

イザーへのインタビューを行い、私達の適応したプロ

グラムが、世界的なコロナ禍での独自のニーズにどれ

だけ効果的に対応できたかを測定することを目的とし

ています。 

 

 

2021年新型コロナウィルス感染症（COVID-19）への対応―女子教育 

210 159 
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気 候 正 義 （ Cl imat e J u s tic e）  

ルーム・トゥ・リードの戦略計画には、運営やプログ

ラムを通じて環境的に持続可能な実践を強化すること

が盛り込まれています。組織として、インパクトのあ

る持続可能な戦略を実施し、ルーム・トゥ・リードの

環境にやさしい実践を制度化していきます。プログラ

ム面では、女子教育プログラムチームが、女子教育と

気候変動との強い関係を、学者や実務家の研究に基づ

いて研究してきました。その結果、私達は2年間のジェ

ンダーと気候変動に関するプログラムを開発しまし

た。このカリキュラムは、少女達が適応能力を高め、

気候変動対策において積極的なリーダーとなることを

支援するものです。2021年に2年間のカリキュラムを

完成させ、2022年には付随する専門家育成教材の開発

と、モニタリング・評価システムの構築に注力した

後、数カ国でカリキュラムを試験的に実施する予定で

す。このプログラムの拡大と「気候変動」シリーズに

より、ルーム・トゥ・リードは、子ども達の気候変動

教育におけるオピニオンリーダーとしての地位を確立

しつつあります。 

 

高 品質な学習教材のグローバルリーダー  

ルーム・トゥ・リードは世界で根深い教育格差、経済

格差を経験している地域、家族、そして子ども達をサ

ポートすることに全力で取り組んでいます。それによ

り、すべての子ども達が教育への投資の恩恵を受ける

ことができるからです。以下は、プロジェクトの詳細

です。 

 

 

ア メ リ カ 合 衆 国  

ルーム・トゥ・リードは、米国における本の入手しやす

さに関する、一番必要とされている分野を見極めるため

の実現可能性調査に続いて、北米で高品質で多様な児童

書を提供・出版するための新しい第一歩を踏み出しまし

た。北米の子ども達は家や地域で読み物に触れる機会が

限られています。2021年には、10冊1セットの「平和と

平等の本コレクション」（Peace & Equality Book 

Collection）を6805セット、カリフォルニア州セントラ

ル・ヴァリーとサンフランシスコのベイエリアで十分な

サービスを受けていないコミュニティの4万人以上の子ど

も達に配布しました。2022年も、十分なサービスを受け

られていない子ども達へ、多様な本の配布を続ける予定

です。 

 

イ タ リ ア  

イタリアは、ヨーロッパでも最も男女で雇用機会に差が

ある国の1つです。思春期の少女にアプローチし、ライ

フスキルのカリキュラムを共有するためのコンテンツ戦

略を策定しています。学校や、既存の学習フレームワー

クと連動させたり、少女に引き続き教育を受け、就職す

るための人生設計をする動機付けとなるようにデザイン

されたマンガ本の作成も含まれています。 

 

 

少 数民族（マイノリティ）言語での出版  

2021年、高品質読書教材チーム(Quality Reading 

Materials)は、翻訳者達と協力し、「平和と平等の本コ

レクション 」 （Peace & Equality Book Collection）を

山地民であるジャライ人の先住民言語、さらにベトナム

とカンボジアの少数民族言語でもあるジャライ語に翻訳

しました。これは少数民族の文化を取り残さないために

児童書の翻訳言語を増やすという最終目標の一部でもあ

ります。 

 

 

 

 

http://roomtoreadjapan.org/2021/09/%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%bb%e3%83%88%e3%82%a5%e3%83%bb%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%ae%e5%b0%91%e6%95%b0%e6%b0%91%e6%97%8f%ef%bc%88%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%8e%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3.html
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マ ッ ケンジー・スコット氏とダ

ン ・ジェウェット夫妻からの寄付  

2021年に、マッケンジー・スコッ

ト氏とダン・ジェウェット氏か

ら、ルーム・トゥ・リード史上、

最大の寄付額となる2500万米ドル

（約30億円）のご寄付をいただき

ました。この寛大なご寄付によ

り、COVID-19がもたらす目標達成

へのリスクを軽減し、何百万人も

の子ども達のために教育を継続す

ることができます。さらに、この

ご寄付のおかげで効率を高めるこ

とができ、ルーム・トゥ・リード

にいただいた全ての寄付の効果を

最大限に増大させようと考えてい

ます。 

 

グ ロ ー バ ル 理 事会  

2021年に、新たに数名のグローバ

ル理事会のメンバーを迎えました。

タッチャのCEOであるヴィッキ

ー・ツァイ氏、クレディ・スイスの

サステナビリティ・リサーチ＆インベス

トメント・プロダクツのCEOであるライ

ディ・ハドソン氏、そしてロジテックの

CMOであるナジョー・ティタ-リード氏で

す。 

また、創業者であるジョン・ウッド

がグローバル理事会の理事を退任し

ました。ジョンはルーム・トゥ・リ

ードの創設者として、今後もルー

ム・トゥ・リード・ファミリーの一

員として活躍し、今後も有意義な活

動を続けてくれるものと確信してい

ます。 

 

チ ャ プ ター活動  

安定したボランティアで運営されて

いるチャプターネットワークは、イ

ベントなどを通じて、極めて重要な

役割を果たしました。これには、シ

カゴでの対面の記念イベント、パリ

チャプター主催「識字力の恩恵

（The Gif ts of  Reading）」に寄稿し

た作家とのバーチャルディスカッシ

ョンなどを含みます。 

 

 

 

 

新

たな栄誉 

2021年、ルーム・トゥ・リードは、

NPOの第三者評価機関であるチャリ

ティ・ナビゲーターから、新たな格付

け指標となる「リーダーシップと適応

性の案内役」（Leadership and 

Adaptability Beacon）において満点を

獲得しました。これは組織のリーダー

シップ能力、事業戦略、そして変化や

顧客の要求に対応し、容易に革新する

能力があることを評価されてのことで

す。 

これまでに14回にわたって受賞してい

る「4つ星評価」に加えて、受賞しま

した。 
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御礼 

教育に関する新しい章のページを書き続けていくにあたり、献身的

な支援者の皆様に深く感謝いたします。 

ルーム・トゥ・リードの活動に対する皆様の揺るぎない信頼のおか

げで、2021年は世界中で800万人もの子ども達に恩恵をもたらすこ

とができました。2022年も皆様と一緒に、非識字とジェンダー不平

等のない世界を創造していくことを楽しみにしております。 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


