
途上国の教育課題を
若者の力で解決する

e-Education Project
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僕は高校のころ落ちこぼれていました。
特に数学と科学の時間は苦痛でした。

教室の中でただ一人取り残されていく不安
と孤独。僕はたまらなく、よく教室を抜け
出しました。数学Ⅱ100点中2点、数学
B100点中0点。母親が学校に呼び出され
「留年勧告」を受けました。

そんな落ちこぼれが一年間で早稲田大学に
逆転合格。それはとある予備校のDVD授業
による映像教育モデルの成果でした。

大学に入り、バングラデシュで働きはじめ
ると、僕の高校時代よりもより過酷なチャ
ンスの不平等に立たされている子どもたち
の存在を知りました。

ポテンシャルを秘めているにも関わらず、
お金、距離の問題でよりよい教育のチャン
スに出会えない子どもたち「Hidden 
Treaure埋もれた宝物」

「Hidden Treasure」、彼らにその国で最
もすばらしい先生たちとの出会いを提供し
たときにどんな化学反応が起きるのだろ
う。現地大学生のマヒンをはじめとした、
多くのかけがえのない仲間を得て僕たちの
挑戦ははじまりました。

e-Education Project 代表  税所　篤快

ある本がキッカケで、グラミン銀行で働き始め
ました。憧れていたノーベル平和賞ムハマド・
ユヌス先生から、悩んだ時こそ前に進む精神を
教わりました。

e-Ediucation 2010年度生
ダッカ大学合格
ボラル・ウディン・ヘラル

バングラデシュ代表
アブドル・セイク・マヒン

代表
税所　篤快

不可能はないことを証明したい。
Nothing is Impossible.

この国の教育格差を壊すために何かできない
か？悩んだ結果、高校の頃をDVD授業と、マン
ガ『ドラゴン桜』を思い出しました。
農村の貧しい若者が世界を変えていく。不可能
なんて世界には存在しない。それを証明してい
くのが、e-Ediucaiton Projectです。
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途上国の教育格差はこうして生まれる。
途上国における貧富の格差は、教育の格差と非常に関係があります。
そして、都心部と農村部では、あまりに大きな壁が存在します。
「僕は貧しい家に生まれたから、諦めるしかないんだよ。」
涙を浮かべて、未来をあきらめる若者が途上国には大勢いるのです。

アジア最貧国バングラデシュの場合

農村部の
教員不足

大学受験の
見えない壁

都心部と
農村部の壁

受験に破れ、
未来を諦める

バングラデシュでは、教員不足が大きな
課題となっています。小学校の先生だけ
でも４万人の教員が不足しており、その
問題は農村部ほど顕著です。

現在、国際援助機関からの支援もあり、
小学校の先生の数は増えていますす。し
かし、高等教育の教員不足の問題は後回
しにされており、優勝な先生は皆都心部
に引き抜かれてしまいます。

つまり、農村部に生まれたというだけで
優れた先生に巡り会えないという問題が
存在するのです。

先生不足の問題以外にも、カリキュラム
と受験制度の問題があります。高校を優
秀な成績で卒業しても、大学入試に必要
な知識が身につかないのです。

ですから、９割以上の高校生は大学受験
のために予備校に通います。学費の安い
国公立に入るためには、予備校に行くし
かないのです。

都心部には予備校があり、有名な先生の
授業を受けることが出来ます。しかし、
農村部には予備校がありません。

もし都心部の予備校に通うとしても、自
宅から通うには距離が遠すぎます。都心
部に住み込んで勉強すると、学費の４倍
の生活費を支払う必要があります。「距
離とお金」これが大学受験の合否を分け
る大きな鍵になっているのです。

9割の学生が予備校通い

4万人の教員不足

バングラデシュの多くの企業は学歴で採
用を判断します。良い大学を出たもの
は、良い企業に就職できます。

農村部の貧しい環境から、何とか大学に
合格しようと努力しても、都心部の有名
予備校でみっちり勉強した学生にはやは
り勝てません。結局、生まれた環境によ
って道が閉ざされ、未来をあきらめ、
この負の連鎖が続いているのです。

農村部から都心部の予
備校に通うと費用５倍

生まれた環境で受験と
未来が決まってしまう

3



落ちこぼれ高校生が、自分の可能性を信じて東京大学合格を目指す人気漫画『ドラゴン桜』
全国の有名な予備校講師の授業を、DVDを通じて受講できる『東進ハイスクール』
この２つのモデルをヒントに、バングラデシュの都心部と農村部の教育格差を壊すため、
“アジア最貧国ドラゴン桜”e-Education Project.が 2010 年にスタートしました。
プロジェクトが開始して２年間、これまでの取り組みを紹介します。2010～2011

これまでの歩み
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前へ！前へ！前へ！

2010.3

2010.5

2010.7

予備校の必要性を調べるため、まずは国内No.1
のダッカ大学生100人にヒアリング。９割以上
の学生が予備校出身者である事実とDVD収録す
る有名講師の候補を発見しました。

また、インタビューした大学生のうち教育熱の
高い学生に、プロジェクトに協力してくれない
か打診しました。数名の候補者と面接し、農村
部出身のマヒンの参加が決定。現地交渉や生徒
指導などあらゆる面で大活躍の最高のパートナ
ーです。

事前調査
パートナー募集

３月
４月

ダッカ大学生から聞いた情報をもとに有名予備
校講師の授業を視察しました。そして国内最高
英語講師、クド・ビ・ザハン先生の授業に感銘
し、DVD収録を依頼。ビジョンに共感してもら
い、他の授業の講師も紹介してもらいました。

そして６月、農村部の小さな小屋でバングラ初
のDVD授業がスタート。全国の有名講師との出
会いに、生徒の目がキラキラ輝き出しました。

撮影開始
予備校開校

５月
６月 バングラ農村部には水害や停電など様々な問題

があります。しかし、いつでも・どこでも・何
度でも受講できるDVD授業は生徒に合わせて進
めることができ、非常に好評でした。

それでも、新しい授業スタイルに不安を持つ者
もいました。特に都心部に出たことのない学生
にとってダッカ大学は遠い目標であり、両親か
ら受験を反対された学生もいました。

いくつもの壁７月

2010
Do it!              Do it!               Go Ahead!
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2010.8

2010.9

2010.11

モチベーションが上がらない生徒のためにダッ
カ大学の視察ツアーを企画しました。DVDの講
師の生授業に加え、ダッカ大学の教授の授業も
実施しました。

しかし、それ以上に大きかったのはダッカ大学
生との出会い。ロールモデルとなる大学生と直
接会話することで、これからの受験戦略と大学
入学後のイメージができました。この日以降、
生徒たちの勉強時間は格段に上がりました。

大学視察ツアー８月
受験まであと少し。生徒たちのやる気は日に日
に増し、停電しても灯油ランプで勉強する学生
がたくさんいました。最高峰の授業をする教授
陣と目標となる大学生。生徒の机には彼らの写
真が貼ってありました。間違いなく彼らの受験
に懸ける想いは国内最高峰でした。

少しでも合格に近づけたい。そんな想いから、
村の大人たちの支援もあって受験直前合宿を実
施しました。受験に反対だった親も応援してく
れ、村一丸となって受験に備えました。

受験熱全開
直前合宿

9月
10月

ダッカ大学受験当日。生徒たちは自信に満ちた
目で会場に向かいました。そして結果発表。
生徒の一人ヘラルがダッカ大学に合格。他の生
徒たちも難関大学への合格を決め、生徒の８割
の大学進学が決定。村中が賑わいました。

「不可能はない。」村の人たちの目に希望の光
が溢れていきました。e-Educationが可能性を
切り開く手段であることが証明されました。

受験本番11月

不可能なんてない。
可能性に懸けてみよう。2010

テキスト
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世界最大のNGOであるBracと協定を結びまし
た。Bracが保有するEhut（インターネットセ
ンター）を利用して、DVD授業を展開できるよ
うになったのです。

教室を借り上げる必要はなく、設備も充実して
おり、DVD授業を展開するには最高の環境でし
た。全国への展開が一歩近づきました。

連携締結２月

東日本大震災直後、e-Education Projectメン
バー全員で東京＆ダッカ同時募金をしました。
生徒たちも協力してくれ、集まった約40万円は
日本財団を通じて東北に届けられました。

震災支援３月

タンガイルという北部の農村値のインターネッ
トでe-Educationの２年目が始まりました。
視察ツアーや直前合宿の代わりに、ダッカ大学
生による電話受験相談を強化しました。どんな
に距離が離れていても、最高の教育を提供でき
ることが認知されていきました。

新モデル展開５月

バングラデシュ責任者であるマヒンを日本に呼
び、日本の予備校や学校のシステムを視察しま
した。この渡航は日本の大学生や高校生、バン
グラデシュの人々にも大きな刺激となりまし
た。「バングラデシュの教育を変える。」帰国
した彼は、これまで以上にe-Educationに力を
入れて取り組みました。

訪日研修４月2011.2

2011.4

１年目と比較して遠隔教育の要素が格段と増え
た２年目。それでも、ダッカ大学合格者が２名
出ました。都心部の有名予備校以上の合格率を
出し、バングラ教育改革が一歩進みました。

桜咲く11月

2011.11

もっと
前へ！
前へ！
前へ！2011

Do it!

Do it!

Go Ahead!
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２年間バングラデシュで活動してきて分かったこと。 
それは途上国の教育課題は若者の力で解決できるということでした。 
バングラデシュで灯った光をもっと多くの人たちに広めたい。 
私たちは、世界中でプロジェクトを展開することを決めました。

バングラデシュの灯を世界へ 
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すべての途上国に希望の桜が咲き誇る日を目指して、 
私たちの新しい挑戦が始まりました。 

2012年、3年目を迎えたバングラデシュに加えて、 
ヨルダン、ルワンダ、ガザ、フィリピンで新事業を開始しました。

アジア最貧国から５大陸へ 

2012

ヨルダン

ガザ

ルワンダ

バングラデシュ

フィリピン
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2010年にプロジェクトが始まって3年、 
私たちはこれまで4か国（5地域）合計150本の映像授業を

合計1100人の若者や先生に届けてきました。 
バングラデシュやヨルダンの貧しい高校生たちが、 
「無理だ」と言われる大学受験に合格し、 

「私にもできる」という希望の光が徐々に広まりつつあります。

５大陸ドラゴン桜
これまでの総括

2012 4 150
YEAR COUNTRY DVD PEOPLE

1100

2010年～2012年
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2013 10 300
YEAR COUNTRY DVD PEOPLE

3000

2013年は、この桜のように温かい希望の光を 
合計10か国で灯すことができるよう、 
300本の良質な映像教材を作成し、 

3000人の生徒へ映像授業を届けることを目標に、 
活動を更に広げていきます。

５大陸ドラゴン桜
これからの目標

2013年
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団体概要
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2010年2月：代表税所がグラミン銀行でインターンを開始
 
2010年2月：東進ハイスクールのモデルをヒントに、事業構想に至る
 
2010年3月：大学受験向けコンテンツ撮影開始 

2010年5月：国内初の衛星予備校が農村部に誕生 

2010年11月：貧しい村の高校生がトップ大学、難関大学に立て続けに合格する 

2011年5月：現地NGOと連携し、インターネットカフェで映像授業を開始 

2011年11月：2年連続で難関大学へ合格者を輩出 

2012年１月：「5大陸ドラゴン桜」をスローガンに掲げる 

2012年4月：ヨルダン、ルワンダで新しい映像教育プロジェクトを開始 

2012年7月：ヨルダンの大学受験の結果、難関大学へ合格者が誕生 

2012年8月：パレスチナ（ガザ）でTV会議システムを活用した映像授業を開始 

2012年11月：フィリピン2箇所（マニラ・ミンダナオ）で新プロジェクト開始 

2013年3月：インドネシア、ミャンマーで新プロジェクト開始 

e-Educationの沿革
2013年3月現在までに、6か国8地域で映像教育プロジェクトを展開。130の映像コンテンツを作成し、
合計約1100名の生徒に良質な教育の機会を提供してきた。
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e-Education Project
アジア最貧国ドラゴン桜

若者が既存システムに
ただ従う閉鎖的な世界

若者が自ら社会変革を
実現していく開放的な世界

誰にでも機会が与えられる
「不可能はない」世界

距離やお金の壁が存在し
格差が広がっていく世界

農村部の
優秀な先生不足

挑戦・成功体験の
少ない若者

農村部でも
有名授業が受講可能

挑戦・成功体験の
豊富な若者

優秀な人財が
機会を求め都心部へ

農村部と都心部の
経済格差が拡大

農村部の子供の
学力低下

途上国の教育問題を若者の力で解決する
Mission

社会に対して
受動的な大人へ

農村部の子供の
学力向上

農村部と都心部の
経済格差が是正

優秀な人財が
農村部で社会変革を

社会を変えることに
積極的な大人へ

課題に対して
改革のない社会

イノベーションが
連鎖する社会

叶えたい目標がなく
退屈している子供

大きな夢を持ち
イキイキした子供

途上国

日本

e-EducationのMISSION
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財務報告

収支計算書
(2011年4月～2012年3月)

2012年度収支報告
2012年は事業の拡大に向けて、東京大学からの共同研究資金200万円を頂
いたほか、READYFOR?を通じて約160万円の活動資金を頂きました。 
またフィリピンで活躍されているNPO Class for Everyone様と提携し、映
像授業の提供に必要なPCも安価で調達することができました。 
2012年後半には、国内で活動できるメンバーが増えたことを契機に、個人寄
付の募集を開始しました。

2013年度収入のポイント
2013年度はNPO法人化を予定しており、個人寄付に加えて月額会員制度の導
入を検討しております。これにより団体のj継続的な経済基盤が固まります。 
また、京都大学との共同研究連携に加え、企業や財団が募集をしている助成金
の獲得にも参加していきます。
国内の安定した活動基盤づくりに向け、国内で活動できる大学生・社会人のボ
ランティアも募集していきます。

2013年度支出のポイント
途上国各国での生活資金は基本的に参加者の自己負担とし、団体からは現地
活動費のみを支出する予定です。 途上国現地NGOや地方自治体とのコスト
シェアは意識しつつも、授業の撮影においては、映像の権利を確保するため
に当団体が映像作成費を負担していきます。 
活動が最も盛んなバングラデシュでは現地メンバーとの積極的なコンタクト
を測り、現地メンバーのみで回る持続可能な仕組みづくりを目指していま
す。

収入 金額

会費収入 50000

寄付収入 50000

助成金収入 3600000

参加費収入 600000

その他（講演会、書籍販売） 0

4300000

支出 50000

＜直接経費＞

コンテンツ制作費 480000

教材費 150000

授業会場設備費 320000

現地コーディネーター雇用費 216000

＜事務局経費＞

人件費 1120000

旅費交通費 1440000

通信費 192000

国内事業費 68000

事業管理費 232000

4218000

82000
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　協力企業・団体 　アドバイザー

e-Educationは経験豊かな方々に
支えられています。
e-Eeucationはより適切で、より早い問題解決を行い、
多くの若者にチャンスを提供するために、様々な専門分野で活躍されている方々に、
アドバイザーとして、定期的に活動に関する指導を頂いております。

米倉誠一郎 Seiichio Yonekura　
一橋大学イノベーション研究センター長・教授
グラミン・ジャパン・スペシャルアドバイザー
アカデミーヒルズ日本元気塾・塾長

黒川清 Kiyoshi Kurokawa
政策研究大学院大学 教授
元内閣特別顧問
日本医療政策機構 代表

戸田 隆夫 Takao Toda　
バングラデシュJICA　所長

板野 博行 Hiroyuki Itano　
(有)アルスファクトリー代表
東進衛星予備校国語科講師
著書に『古文単語ゴロ565』など多数。

飯吉 透 Toru Iiyoshi　Twitter Web
マサチューセッツ工科大学教育イノベーション・テクノロジー局
シニア・ストラテジスト
著書に『ウェブで学ぶ　オープンエデュケーションと知の革命』

アシル･アハメッド Ashir Ahmed
九州大学特任准教授
グラミンコミュニケーションズ　プロジェクトディレクター
One village one portal「Gram Web」主宰

CS朝日「ラーニングプラネット」ゲスト出演
J-WAVE「LOHAS SUNDAY」出演
NHK国際放送　ラジオ出演
ウェークアップぷらす
おはようニッポン
日本創造

　講演会、メディア掲載一覧

TV,ラジオ

『ソトコト』連載開始
朝日新聞
日本経済新聞
国際開発ジャーナル１２月号 
毎日新聞
ReLife　インタビュー掲載
早稲田ウィークリー
ワタミ発行『o:kun』
ELLEGirl　12月号
文芸春秋『日本の論点2012』
AERA

雑誌,新聞

出版

受賞

『前へ！前へ！前へ！』
（2011年４月木楽舎より発売）

みんなの夢アワードW受賞
（最優秀賞、ワタミ特別賞）
Global Shapers Community
（日本の若手リーダー30人に選出）
日本プロジェクトマネジメント大賞受賞(2013年5月)
Clothes for Smiles 支援対象プロジェクト選出
(2013年3月)

『「最高の授業」を、世界の果てまで届けよう！』
（2013年6月飛鳥出版社より発売）
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http://twitter.com/iiyoshi
http://twitter.com/iiyoshi
http://d.hatena.ne.jp/toruiiyoshi/
http://d.hatena.ne.jp/toruiiyoshi/

