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教育への投資は、人への投資を意味します。そ
れは、すべての人が基本的人権にアクセスで
き、2030年までに持続可能な開発目標
（SDGs）を達成するための平和で豊かな未来に
投資することです。

人への投資とは、誰一人として取り残されるこ
となく、危機の影響を受けたすべての子どもや
若者が、質の高い教育を受けられるようにする
ことを意味します。激しい紛争や気候変動によ
る災害に巻き込まれたとしても、故郷を追われ
たとしても、すべての子どもたちは夢を追い求
める資格があります。彼らは、耐え難い痛みと
喪失感に苦しみ、土地を奪われ、トラウマに耐
えています。教育は、彼らを無力化させ、希望
を失わせる鎖から解き放つ鍵なのです。

私たちの投資事例は、このような子どもや青少
年への投資です。世界で最も危機的な状況にあ
る国や地域で暮らす2億2,200万人の若者に焦点
を当てるものです。質の高い教育によって、彼
らは自分の夢、自分たちのコミュニティの夢、
自分たちの国の夢、さらには世界の夢を実現す
る力を身につけることができるのです。彼ら
は、世界をより豊かで人間らしいものにするた
めに、積極的に貢献するでしょう。教育がなけ
れば、逆の影響がもたらされてしまう可能性が
高いのです。

「教育を後回しにはできない基金（Education 
Cannot Wait、以下ECW）」は、最も取り残され
た人に手を差し伸べるための実証済みのモデルで
す。毎年、私たちは包摂的で、子どもを中心とし
た、総合的な質の高い教育を受けられる子どもや
青少年の数を飛躍的に増やしています。最初の1
～2年では、年間で100万人近い子どもたちや青
少年に教育を提供することができました。昨年だ
けでも、370万人に教育を届け、活動開始から5
年足らずで700万人の女の子・男の子に教育を届
けています。

このような支援は、緊急時および長期化する危機
下の教育のための国連グローバル基金であるECW
が、人道支援が必要とされる状況における開発の
権利としての教育に特化した先駆的な基金である
ために実現したものです。また、国連機関、市民
社会組織、ホスト国政府、ドナー国政府、民間セ
クターのパートナー、コミュニティ、そして被災
した教員、ユース、子どもたち自身が参加できる
プラットフォームであるからこそ可能なのです。

私たちの投資事例
は、人への投資事例
でもあります
教育への投資は、人への投資を意味します。最も取り残された人々
への投資は、あまりに非人道的な行為や状況に対して、深く人間と
してとるべき行いを表したものといえるでしょう。
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協働して事業計画を立案し、協力することで、人
道支援者と開発関係者を結びつけ、協調的な対応
を支援し、集団的な成果が出るように投資を行い
ます。ECWは複合的な危機に対応できるように
制度設計されており、開発の深化を実現するため
に人道的なスピードで動くことができます。私た
ちの投資は、柔軟で効率的、かつダイナミック
で、最も必要とされる場所に高いインパクトを与
えます。たった130ドルで、子どもたちに3年間
の総合的な教育を提供することができるのです。
これには、教育施設への継続的なアクセス、保護
と心理社会的サービス、ジェンダー平等、教員へ
のトレーニング、学習教材、学校給食、高度な学
習成果を示すテストと試験、幼児教育、社会全体
の問題に対する子ども全体の解決策となる一連の
サポートが含まれます。

新しい「2023-2026年戦略計画」を始動させる
にあたり、私たちは世界中のパートナーに対し、
最低15億ドルの追加資金を緊急に動員するよう
呼びかけます。この資金は、1,200万人の少女を
含む、危機の影響を受けた2,000万人の子どもと
若者のための資金であり、この資金によって、彼
らは今後4年間、質の高い教育を受けることがで
きます。

私たちは、教育への投資が多大な投資効果を生
むことを知っています。女子教育に1ドル投資
するごとに、2.80ドルのリターンがあることに
なります。また、教育への投資は、平和、安
定、繁栄への投資であることも知っています。
それは、より強い経済と、飢餓と貧困を撲滅す
るのための投資となるのです。

間違いなく、教育は私たちの未来への投資で
す。それは、21世紀とその先のすべての世代に
対する私たちの投資となります。教育とは、彼
らや私たち自身への投資なのです。

ヤスミン・シェリフ
ECW事務局長

アリシア・ハーバート
ECW実行委員会委員長

私たちは、世界中のパートナーに対し
て、少なくとも15億ドルの追加資金
を緊急に動員することを求めます。”
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#222MILLIONDREAMS

2016年にECWが設立されて以来、緊急時
の教育へのアクセスを改善するための大き
な一歩が踏み出されました。ECWは、いく
つかの最も過酷で複雑な危機において、約
700万人の子どもたちと青少年に質の高い
教育を提供しています。

しかし、教育に対するニーズが急速に高
まっているため、この進歩も脅かされてい
ます。紛争、気候変動、新型コロナウイル
ス感染症の余波は、経済、教育システム、
国際援助に計り知れない重荷となっていま
す。

ECWの最新の調査によると、緊急時および
長期化する危機の影響を受けた2億2,200万
人の子どもや青少年が、教育支援を緊急に
必要としていることが明らかになりまし
た。これは、2015年に同様の試算をして出
された7,500万人という数から増加してい
ます。

7,800万人もの子どもや青少年が学校に通
えていません。また、1億2,000万人近くが
学校には通っていますが、数学や読解にお
いて最低限の能力も身につけていません。
実際、初等・中等教育に通う危機的な状況
にある子どもたちの10人に1人しか、この
習熟基準に達していません。

学校に行けない人の84％がたった10ヶ国に
暮らしています。アフガニスタン、コンゴ
民主共和国、エチオピア、マリ、ナイジェ
リア、パキスタン、ソマリア、南スーダ
ン、スーダン、イエメンといった、長期化

した危機下にある10ヶ国です。これらの
すべての地域は、ECWが主要な複数年レ
ジリエントプログラムを実施している地域
でもあります。

また、ECWの調査によると、緊急時およ
び長期化する危機下の教育への対応は慢性
的に資金不足にあり、新型コロナウイルス
感染症の大流行以来、資金不足はさらに悪
化していると考えられます。

こうした緊急の援助が必要とされる傾向に
対応するため、ECWと戦略的パートナー
は#222MillionDreams　　キャンペー
ンを開始しました。ECWは、
「2023-2026年戦略計画」を実現するた
めに、世界のリーダーや、企業、財団、富
裕層に対し、少なくとも15億ドルを提供
するよう求めています。

世界中の何百万人もの弱い立場にある女の
子・男の子たちが、私たちが協働して行動
を起こすことを待っています。仮設の難民
居住区、傷ついた教室の壁、紛争で引き裂
かれたコミュニティの中から、2億2,200
万人の子どもたちと若者たちが、教育に
よって夢を実現する希望を必死に抱いてい
るのです。

世界では、戦争や災害、強制移住の恐怖にさらされた2億2,200万人
の子どもたちや若者たちが、必死に教育を受けようとしています。2
億2,200万人の若い世代が、明るい未来を夢見ています。2023年か
ら2026年の間に15億ドルの資金があれば、危機に瀕した2,000万人
の子どもやユースに教育を提供し、この衝撃的な統計に終止符を打つ
ために必要な行動のきっかけとなることができるのです。

#222MillionDreams 
キャンペーンの詳細は
こちら（英語）
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アルシールさんは、故郷であるシリア東部の国境の
町アルブカマルで学校にいたところ、校舎に砲弾が
直撃しました。

アルシールさんは医者になることを夢見ていました
が、その未来を戦争で奪われたような気がしまし
た。

私は、読み書きが
ほとんどできない
状態で、どうすれ
ば医者になれるの
だろうと自問自答
を繰り返しまし
た。”

“
現在、アルシールさんはECWの支援するプログラ
ムに参加し、同世代の子どもたちに追いつくための
サポートを受けています。

私はトップの生徒になる
自信があります。医者に
なる夢を実現し、人々を
助け、父の誇りになりた
いです。”
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ECWは、「2023- 2026
年戦略計画」を実現し、
今後4年間で1,200万人の
少女を含む、危機の影響
を受けた2,000万人の子
どもや若者が教育を受け
られるようにするため
に、少なくとも15億ドル
を必要としています。

目標金額を達成すれば、
今後4年間、ECWは次の
ようなことが可能になり
ます。

2,000万人 の子どもたち

と青少年に質の高い教育を提供する

1,200万人の子ども
や青年が、新たな緊急事態
や危機の拡大後も、学校に
通えるようにする

長期化する危機の中にい
る、800万人の子ど
もと青少年に3年間の総合
的な教育支援を提供する

1,200万人の少女に質
の高い教育を届ける

200万人の障害のあ
る子どもたちや青少年に
質の高い教育を届ける

6

EDUCATION CANNOT WAIT

2,000万人に教育を届ける
ための15億ドル



A CASE FOR INVESTMENT

15億ドル
ECWの資金動員目標

第一次緊急
対応基金
（FER）

複数年レジリエ
ントプログラム
（MYRP）

 子ども一人につき32ドル -
緊急事態が発生した後、子ど
もを6～12ヶ月間で教育現場
に復帰させるための費用

• 教育への継続的なアクセス

• 保護と心理社会的支援

• 教員のサポート

• 安全な学習環境

 子ども一人当たり130ドル -
長期化する危機下において、
子どもを3年間学校に通わせ
るための費用
• 教育へのアクセスおよび学習

の継続

• 保護と心理社会的サービスお
よび支援

• 教員研修やインセンティブ

• 安全な学習環境

• 学校給食

• 学習成果の向上

• 衛生環境の整備

• ジェンダー平等

• 災害リスク管理

•  学校運営・管理サポート

• 国の教育制度への難民の
統合

• 資金・人材の動員

• 教育システム強化
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“2億2,200万人の子どもたちが、世界各地
の危機の影響を受けています。南スーダン
では200万人以上、特に少女と障害のある
子どもが学校に通うことができていませ
ん。私たちは、ECWの戦略的パートナーで
あることを誇りに思うとともに、関係者に
新たな資金提供のコミットメントを緊急に
訴えます。私たちは、#222MillionDreams
　　を実現するための支援をするべきなの
です。”

“世界中で、2億2,200万人の子どもたちが、無残にも教育を中断されて
います。危機に直面したとき、国連の緊急教育基金であるECW
は、40ヶ国の子どもたちに向き合っています。私たちは、政府、企業、
財団、個人から、ECWの重要な活動を支援していただく必要がありま
す。私たちの#222MillionDreams　　の実現に協力してください。”

アウット・デン・アチュイル
南スーダン共和国一般教育指導大臣

“その重要性にもかかわら
ず、緊急時の教育は慢性的に
資金不足であり、ニーズは高
まっています。そこでスイス
は、緊急時および長期化する
危機下の教育のための国連グ
ローバル基金であるECWと
パートナーシップを組んでい
ます。私たちは、ドイツ、ニ
ジェール、ノルウェー、南
スーダンと共に、ジュネーブ
でハイレベル増資会議を共同
開催することを誇りに思いま
す。“

イグナツィオ・カシス
スイス連邦共和国大統領

アントニオ・グテーレス
国連事務総長
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メダさん（21歳）は、母親と一緒にコンゴ民主共和国に逃れ、若くして出産した後、学業を再開で
きるとは思っていませんでした。ECWが資金提供した啓発キャンペーンにより、難民のコミュニ
ティで子どもたちや、特に若い母親や介護の仕事をしている少女を学校に通わせることの重要性に対
する意識が高まりました。メダさんは再び学校に通い、生き生きとしています。

“ 私は理系の勉強に熱中していま
す。いつか先生になって、子ど
もたちや私のような少女に知識
を教えてあげたいです。”
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政治的なコミットメントと資金の触媒となる

ECWは、ドナー、ホスト国政府、国連機関、
国内外のNGO、市民社会、民間セクター、学
者、財団などを集め、緊急時および長期化する
危機下の教育をグローバルな課題の中心に据
え、資金を動員する触媒となります。わずか5
年の間に10億ドル以上を動員し、人道的な教
育支援を5倍に拡大する世界的な取り組みを主
導してきました。ECWの222MillionDreams

キャンペーンは、今後4年間、これらの取
り組みを加速させ、従来とは異なるドナーや民
間セクターからのリソースを活用し、緊急時お
よび長期化する危機下の教育のための国際的な
ムーブメントを強化します。

私たちの願い:
ECWに出資する3つの理由

政治的コミット
メントと資金の
触媒となる

柔軟かつイン
パクトをもた
らす支援策

“私は、ECWのハイレベル増資会
議を強く支持します。ECWはそ
の活動の方法として新たなアプ
ローチを切り開いてきました。そ
の新たなアプローチとは、パート
ナーシップによるアプローチであ
り、それを通じて危機の中で最も
取り残された子どもやユースの教
育に投資してきました。ドナーに
対し、この重要なアピールに対し
て寛大な拠出をしていただくこと
を緊急に訴えます。”

アミーナ・J・モハメッド
 国連副事務総長
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“ECWは、アフガニスタン、シリア、ウ
クライナなど40ヶ国以上で、何百万人
もの子どもたちに質の高い教育を提供し
てきました。私はすべての人に、教育の
ために団結することを呼びかけます。私
たちは共に、世界の子どもたちの学校教
育を軌道に乗せることができますし、そ
うしなければなりません。”

私たちは最も複雑な危機の中で取り残された
人々に手を差し伸べています

ECWは、緊急時および長期化する危機下の教育
に特化したグローバル基金です。私たちは、難
民、国内避難民、危機的状況にある子どもたちや
若者、そして彼らの先生やコミュニティなど、戦
争、強制移住、気候変動による災害、その他の危
機によって引き裂かれたコミュニティで必死に希
望をつないでいる人々に手を差し伸べています。
私たちの資金は、最も複雑で長期化し、資金不足
の危機に焦点を当て、私たちの介入は、これらの
危機の中で、少女や障害のある子ども、強制移住
を強いられた人々など、最も取り残されやすい
人々に行われます。

私たちの介入は柔軟で、高い効果をもたらしま
す

ECWは、緊急時の迅速な教育対応と、複雑で長
期化した危機に対する複数年の投資というユニー
クな組み合わせを提供します。緊急助成は、人命
救助や生命維持のための教育対応を支援するため
の資金を迅速に提供します。ECWのレジリエン
ス・シード基金は、複数年の取り組みを支援し、
人道と開発と平和の連携を通じた協働を喚起する
ものです。ECWの多国間ファンドモデルでは、
戦略的パートナーが投資に関する意思決定を行い
ます。また、ECWは不安定な危機的状況下での
リスク軽減に必要な俊敏性と柔軟性を備えていま
す。

マーティン・グリフィス
国連人道問題担当事務次長／緊急援助調整官

“現在、2億2,200万人の学齢期の子どもと
青少年が危機の影響を受け、教育支援を緊
急に必要としています。欧州連合
は、ECWと共に、彼らに教育を受ける機
会を提供し、希望を持つ手助けをしていま
す。彼らの#222MillionDreams  　を実
現させるお手伝いをさせてください。”

ユッタ・ウルピライネン
欧州委員会国際パートナーシップ担当委員
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Sabir, 
REFUGEE FROM SOUTH SUDAN

© UNICEF/FAUVRELLE

AMÍLCAR AND ALZIRA 

(BROTHER AND SISTER)
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私は絵を描くこと
が好きなので、将
来は建築家になり
たいです。そし
て、将来の夢を実
現するためには、
学校に通う必要が
あるんです。”

モザンビークでECWが支援するテレビやラジオの教
育プログラムのおかげで、新型コロナウイルス感染
症が流行する中でも学習を続けることができたアミ
ルカールさん（右）（14歳）は、夢の実現に近づい
ています︕

土木技師になるのが夢というアルジラさん（左）
（17歳）。パンデミックの最中、彼女の学校が閉鎖
されたとき、ECWとパートナーは、テレビやラジオ
の教育プログラムを通じて、モザンビークの子ども
や青少年が学習を継続できるようにしました。

“
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ビジョン
危機的状況にあるすべての子どもと青
少年が、無償で、安全に、安心して学
ぶことができる世界

ミッション
持続可能な教育システムを実現するた
めに、人道と開発と平和にまたがる、
より機動的で、より連携した、より迅
速な対応に焦点を当て、危機の影響を
受けた数百万人の子どもや若者の教育
ニーズを満たすために、政治、運営、
資金面でのより大きな共通のコミット
メントを生み出すこと

ECW 「2023-2026年戦略計画」: 
大胆で新しい戦略的ビジョン

“今日、2億2,200万人の学
齢期の子どもたちが、世界
中で危機の影響を受けてい
ます。ECWの教育に対す
る総合的なアプローチは、
アフガニスタン、エチオピ
ア、ウクライナ、サヘル、
バングラデシュ、レバノ
ン、シリア、パレスチナ、
その他の国々の危機に重要
な学習の機会をもたらして
います。ECWに実質的な
資金を提供することで、私
たちは
#222MillionDreams
の実現を支援することがで
きます。”

リファット・サッバ
教育のためのグローバル・
キャンペーン代表
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“ノルウェーは、ECWのハイレベル
増資会議と
#222MillionDreams　　キャン
ペーンの共同開催者であることを誇
りに思います。私たちは共に、世界
的な教育の危機に対処するために行
動を起こさなければなりません。"

戦略目標
ECWは、緊急時および長期化する
危機において、教育の質的ギャッ
プを解消するための最も重要で根
強い、資金不足と脆弱な能力・制
度という2つの課題に取り組むこ
とを最優先とします。

資金の増加と資金調達の改善

•  ECWグローバル信託基金に15億ドルを拠出する

• 政治的コミットメントを喚起し、より多くの資
金を動員するための国際的な取り組みをリード
する

• 資金管理のための組織（Financing
Observatory）の新設

• 国レベルでの予測可能性と提携を強化する

能力・制度の強化

• 関連するアクター間の連携強化
• ローカライゼーションとコミュニティ参

加の強化
• データ共有・活用の向上
• 包摂性を高めるための政策、アプロー

チ、基準の増加

ECWの「2023-2026年戦略計
画」の詳細については、
こちら（英語）をご覧ください。

原則
•  基本的人権であり、他のすべての権利の実現を可能

とする教育を守る。

• すべての人への質の高い教育を推進する。

• 子どもや青少年を取り残さない。

• 障害のある少女、女性、子どもたちのエンパワーメ
ントを推進する。

• 暴力、搾取、虐待から子どもを守る。

• 現地アクターへの投資と現地レベルの能力開発。

• 機動的、協調的、持続的な対応のための役割分担。

• 危機の影響を受けた人々への説明責任を果たすこと
を第一とする。

アンネ・ベアテ・トヴィンネライム
ノルウェー国際開発大臣
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MYRP複数年レジリエントプログラム

 FER第一次緊急対応基金 Greece

ハイチ

ベネズエラ
コロンビア

エクアドル

ペルー Central African Republicブラジル
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ECW投資国マップ
2022年9月現在、ECWの投資
は、世界43ヶ国の危機的な状況
にある国々を支援しています。
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この地図で使われている境界線、名前、表記は、国連、ECW、パートナー国による公式
な承認や承諾を意味するものではありません。

Greece レバノン

イエメン
パキスタンマリ

リビア

マラウイ インドネシア

アフガニスタン

バングラデシュ

ソマリア

カメルーン ウガンダ

チャド

ギリシャ

コモロ中央アフリカ共和国

コンゴ民主共和国

エチオピア
南スーダン

ウクライナ

ネパール

パプアニューギニア

モザンビーク

ジンバブエ

ブルンジ

パレスチナ

モルドバ
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マダガスカル

シリア
イラク

ケニア

スーダンニジェール

ブルキナ
ファソ

ナイジェリア

ザンビア

タンザニア



私たちの未来、
私たちの夢

現在、EiE（緊急時の教育）への資金は世界
の人道資金の2～4%に過ぎません。2億
2,200万人の危機的状況にある子どもたち
が教育支援を必要としています。ほとんど
の子どもや若者が学校に通うことができ
ず、危機の中で夢を打ち砕かれるのも無理
はないでしょう。これは、私たちの政府や
実施機関がEiEを優先していないことが原因
なのです。

難民の子どもやユースのの学びたいという
意欲に対応するための、きちんと考えられ
た対策が十分にとられているとは言えませ
ん。学習スペースがあることは、彼らに
とっては保証にはならないのです。

エボラ出血熱やコロナウイルス（新型コロ
ナウイルス感染症）などの公衆衛生上のパ
ンデミックは、ほとんどの地域で遠隔学習
などの代替手段がなく、教育を中断させま
す。発展途上国では、代替教育が十分でな
いため、多くの生徒が試験に失敗し、他の
生徒は学校を退学し、他の多くの悪習に陥
り、さらなる被害を受けることになりま
す。

サイクロン、干ばつ、洪水などの気候に関
連する危機も、何百万人もの子どもたちに
学校に行くことを中断させる原因となって
います。その結果、障害のある子どもや少
女への教育が優先されないというリスクが
あります。衡平さと包摂性が著しく欠如し
ているのです。

このような理由から、私たちはすべての個
人、機関、政府、そして世界のリーダーが
力を合わせて、EiEのための資金を増や
し、十分な資金提供することを訴えている
のです。 EiEに十分な資金があれば、各国政
府は常に、避難を求める子どもたちや若者の
夢を実現するための準備を整えることができ
ます。  
それは、家にいながらでも学習できる効果的
な代替手段を持つことを可能にします。気候
変動に耐えうる教室の建設や、緊急事態にお
けるすべての人のための包摂的な教育システ
ムの確保に役立てることができるのです。

手遅れになる前に、緊急時の
教育に資金を提供すること。
これが私たちの要請です。ま
ずはECWのために15億
ドルを拠出し、「2023-2026
年の戦略計画」を実現し、危
機に瀕した2,000万人の子ど
もたちとユースに手を差し伸
べてください。"

緊急時および長期化する危機下の教育のための
グローバル・ユース・コミュニティからの声明

“
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“私は、教育を奪われ拒否
されてきた何百万人もの若
者や子どもたちに、包括的
で継続的な質の高い教育を
提供するという使命を信じ
ているの
で、#222MillionDreams

キャンペーンを支援で
きることを嬉しく思いま
す。すべての関係者の皆様
は、緊急時の教育への投資
をお願いします。”

2021年、ECWはその組織体制と意思決定プロセ
スにユースを民主的に取り込むための具体的なス
テップを踏み出しました。ユース代表は、政府閣
僚、国連機関のトップ、市民社会組織、民間セク
ターのリーダーたちと同様に、人道援助の最も高
いレベルでの議論に参加しています。

緊急時の教育のためのグローバル・ユース
パネル・コミュニティは、8ヶ国16名のメン
バーで構成されています。パネリストの目
的は、緊急時の教育（EiE）の障壁に対する
啓発を高め、EiEのための資金を増やし、適
切に提供することを訴えることです。プラ
ン・インターナショナルやECWと連携して
います。

ミッシェル・チクルンヘ
YOUTH4EIEグローバル・ユースパ
ネル・メンバー、ジンバブエ代表

“このキャンペーンは、緊急
事態が発生したときに子ど
もたち、特に少女たちが直
面する課題を示し、世界の
リーダーたちに注意を喚起
するものであ
り、#222MillionDreams
キャンペーンを支援できる
ことを誇りに思っていま
す。世界のリーダーやド
ナーがこの戦いに手を添
え、私たちが共に戦うこと
を強く望んでいます。”

ダミアン・バラカ
YOUTH4EIEグローバル・ユースパ
ネル・メンバー、マラウイ代表
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大人になったら、障害
を持つ子どもたちのた
めに学校の先生になり
たい。自分の経験か
ら、子どもたちには教
育やさらなるケアが必
要だと思うからです。
また、大きなお店を持
ち、夢を叶えるための
収入源を確保したいで
す。”

エチオピアでのECWの投資は、アリさん（11歳）
のような弱い立場に置かれた学習者が、自分の可
能性を最大限に発揮できるよう支援しています。

“
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紛争や強制移住、自然災害に直面したとき、教
育は多くの場合に最初に中断され、最後に再開
されるサービスです。2021年末には5,500以上
の学校が治安悪化により閉鎖され、1,300万人
の子どもたちが学校に通えなくなりました

思春期の少女たちは、児童婚、早期妊娠、ジェ
ンダーに基づく暴力などのリスクに直面し、不
当に影響を受けています。思春期の少年は、武
装集団に徴用される危険性が高くなっていま
す。ECWは、これらのグループに優先的に焦点
を当てています。

CASE STUDY

中央サヘル地域における忘れ
られた危機への 協調的な対応 
中央サヘル地域の人道危機は、世界で最も急速に悪化しています。反政府勢力の
拡大、極度の貧困、気候変動、食料不安、栄養失調、新型コロナウイルス感染症
の流行などが重なり、約350万人のうち170万人が人道支援を必要とする子ども
たちとなっています。

ECWは、ブルキナファ
ソの北中央部にあるカヤ
で、暴力によって避難し
た子どもたちのために質
の高い総合的な教育を支
援しています。 ©
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緊急対応への地域的アプローチ

ECWは、中央サヘル地域における複雑な危機に
対して地域的アプローチを採用し、2019年から
ブルキナファソ、マリ、ニジェールに3千万ド
ルを充てています。

個々の国に個別に対応するのではなく、国境を
越えた地域的な対応により、地域間の調整、知
識の共有、効率化を促進し、政策対話とアドボ
カシーへの関与を高めることができます。

2019年以降、ECWの資金は、就学前教育、初
等・中等教育の提供のための最も緊急のニーズ
への対応に役立てられています。教員が採用さ
れて、子どもの保護やメンタルヘルスに関する
研修を受けました。また、少女が安心して過ご
せるように男女別のトイレが作られ、最も支援
が届きにくい子どもたちには遠隔学習の機会が
提供されました。これらの最初の緊急対応によ
り、強制移住の影響を受けている25万人以上の
少女・少年に支援が届けられました。

複数年のプログラムを通じて、最も
周辺に追いやられた人々をターゲッ
トとする

2021年、ECWは第一次緊急対応に基づき、中
央サヘル地域の「複数年レジリエントプログラ
ム（MYRP）」を開始しました。このプログラ
ムは、避難民や難民の子どもたち、帰還した子
どもたち、思春期の少女、障害のある子ども、
そして現在学校に通うことができていない子ど
もたちを対象に、合計で30万人の子どもたちに
届けられる予定です。

ECWによる支援は、紛争や強制移住、新型コロ
ナウイルス感染症の影響を受けた若者の無数の
ニーズに対応する、包括的な支援パッケージに
拠出されます。学校給食、心理社会的支援、衛
生設備の改善などは、教員のトレーニングと採
用、学校の修復、学校へ戻ろうキャンペーンへ
の投資を補完するものです。

この共同プログラムは3年間実施され、ECWは
プログラムを軌道に乗せるために3,300万ドル
のシード資金を提供しました。現在、さらに1億
1,700万ドルの共同融資が緊急に必要とされて
います。

23

A CASE FOR INVESTMENT



ECWの#EMPOWERHER
へのコミットメント
緊急時および長期化する危機下の
ジェンダー平等と女子教育の推進

ECWは、緊急時および長期化する危機の中で
少女が直面する複雑で多面的な教育への障壁を
認識しています。また、少女への教育が家族、
地域、社会に与える波及効果も認識していま
す。

ECWの「少女に力を与えるための行動への呼
びかけ（Call to Action to Empower Her）」
は、資金調達とプログラムの両方の目標を達
成するために、私たちの活動のあらゆる分野
を通じてジェンダー平等を推進する方法を示
しています。

〝危機的状況では、少女が最初に
学校から追い出され、最後に戻っ
てくることがよくあります。しか
し、少女への教育はコミュニティ
と国の再建の中心です。若い女性
の教育は経済を発展させ、公衆衛
生を向上させ、将来の紛争のリス
クを軽減します。少女たちが学び
続け、より安全な世界を築くため
に、私たちはリーダーたちが
ECWへの投資を更新することを
必要としています。”

マララ・ユスフザイ
マララ基金共同設立者 
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• 2021年に策定された7つの複数年プロ
グムのうち5つで、ジェンダー不平等を
是正し、少女を学校から遠ざけている社
会規範、態度、行動を変えることに重点
を置いた。

• 2021年、ジェンダー別の学習成果を報
告した全てのプログラムにおいて、少女
の学習成果が改善された。

• 評価では、第一次緊急対応基金
（FER）においてジェンダーへの配慮は
共通して持ち込まれていることが強調さ
れた。また、ECWの複数年レジリエン
トプログラム（MYRP）において、その
より改善された戦略的アプローチによ
り、MYRP期間の終了後もジェンダー平
等が改善されていることも強調して報告
された。

• 2021年以降、ECWによるすべての投
資に、ジェンダーに基づく暴力のリスク
の軽減に必要なコストが体系的に組み込
まれた。

• 国レベルでのジェンダー能力強化のた
め、全ての MYRP にジェンダーに関し
てーダーの役割を担う組織の参加が組み
込まれ、国レベルでのジェンダー能力強
化、モニタリング、知識管理・生産を支
援している。

 このアプローチに基づき、ECWとパートナーは過去数年間、大き
な進展を遂げてきました。

EiEPCにおけるジェンダー平等
を達成するためのECWのアプ
ローチの3つの要素

設立以来、ECWは世界で最も困
難な人道的状況において、

330万人の少女たち
（全体の48.4%）に支援の手を

差し伸べてきた。

2021年、少女・少年別に教育へ
のアクセスに関する報告がなさ
れてたプログラムの92％が、
ジェンダーによる差異が改善し

ていることを報告した。

2021年だけでも、8,411人の女
性教員がさまざまなテーマでト

レーニングを受け、
14,191人の教員（44％が女性）
がジェンダー関連のトレーニング

を受けた。

ECWの支援する投資が、現地の女
性・少女組織や国内のジェンダー
専門家との協力を通じて、現地主
導のジェンダー分析に基づいて設
計されていることを保証する。

ジェンダー主流化を通じて、ECW
が支援する投資の策定と実施に
ジェンダーを組み込む。

ジェンダーの不平等を是正し、不
利な立場にある子どもや青少年の
あらゆる多様性に力を与えるため
に、政策から教育方法、コミュニ
ティへの関与といった教育システ
ムのあらゆる部分を活用して、
ジェンダーの固定観念、態度、規
範、実践を変革するための、ジェ
ンダーに的を絞った支援を行う。

1

2

3

〝すべての子どもと若者が質の高い教育を受けられるようにすることは、私たちの共通の
責任です。特に、少女や若い女性に教育の機会が与えられるべきです。なぜなら、若者は
変化の担い手であり、私たちの社会を大胆に変えるからです。”

スヴェンヤ・シュルツェ ドイツ連邦経済協力・開発大臣
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エメベトさん（17歳）は、エチオピアでの紛争
で学校を焼かれました。ECWの投資は建物の再
建を支援し、コミュニティの生徒と教員が新し
い学習用品を受け取ることを確実にしました。
エメベトさんは現在、こう言っています。
 

親やコミュニ
ティのために
銀行サービス
を提供する会
計士になりた
い。”

“
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ECWのコミットメント:
気候変動にスポットライトを当てる

• 気候変動への緊急対応を強化し、危
機の際に子どもや教育を守る。

• ニーズ調査やニーズに基づく意思決
定、プログラム設計に気候変動リス
クを含めるよう、投資メカニズムを
強化する。

• 改訂版「「学校を安全な場所にする
ための包括的枠
組」2022.2030（Comprehensive
School Safety Framework
2022.2030）」を支持し、その採択
と実施を支援するためにパートナー
と協働する。

• 緊急時および長期化する危機におけ
る教育（EiEPC）における気候変動
への対応に関するグローバルな学習
と研究、およびEiEPCにおける気候
変動に強い教育システムに関するグ
ローバルなガイダンスを支援する。

• 気候変動とEiEPCの交わりにおける
協力関係の強化を支援する。

• 国連気候変動枠組み条約に沿っ
た、ECWの組織的な排出削減目標の
設定と、既存の資金調達メカニズム
による気候変動資金へのアクセス・
分配を検討する

気候変動と異常気象は、今後
も重要な人道的課題をもたら
し続けるでしょう。サイクロ
ン、台風、洪水などの自然災
害は、世界中で新たな国内避
難民の多くを引き起こし続け
ています。
2020年上半期に自然災害により新た
に避難した人の総数は980万人に上り
ます。2050年までには、南アジア、
サハラ以南のアフリカ、中南米で1億
4,000万人に達すると予想されていま
す。

ECWは、投資や政策活動を通じて、
気候変動の破壊的な影響に対処し、緩
和していきます。私たちは、気候変動
と緊急時の教育が与える影響とその関
係を明らかにし、気候に関する優先事
項をプログラムに組み込んでいきま
す。以下はその例です。
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南アジア、サハラ以南のア
フリカ、ラテンアメリカでは、

1億4千万人
が自然災害により新たに避難生活
を送ることが予想されています。

出典︓世界銀行

現在の傾向が続けば、2025年まで
に気候変動が一因となって、毎年

1,250万人
の少女が教育を修了することがで
きなくなると言われています。

出典︓マララ基金 
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“NRCは、ECWからの資金援助に
より、紛争や災害、移住が生じて
いる、多くの見捨てられた絶望的
な場所で、学校に通うことができ
ていない子どもたちに、教育を提
供することができるようになりま
した。私たちは、すべてのドナー
に、現在、紛争と絶望に包まれて
いる2億2,200万人の子どもたち
全員に、教育を受けさせるという
夢の実現に向けた支援を強く求め
ます。”

〝すべての子どもは、
日々のトラウマから守る
ためだけでなく、明日の
未来を保証するために
も、教育を受ける資格が
あります。そのため、英
国はECWを支援するこ
とを誇りに思っていま
す。ECWが
#222MillionDreams　
を実現できるように、資
金調達にご協力くださ
い。”

ヴィッキー・フォード
英国外務・英連邦・開発省開発
担当大臣

ヤン・エーゲランド
ノルウェー難民協議会（NRC）事務局長

〝カナダはECWの戦略的ドナーであることを誇りに思っ
ています。私は、政府、民間企業、財団、富裕層がECW
に新たな資金提供を約束するよう求める緊急アピールに参
加します。”

ハージット・S・サージャン
カナダ国際開発大臣
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CASE STUDY

気候変動の危機: 
ECWの取り組み
2019年、アフリカ南部は、この地域に上陸した中で最も過酷な2つのサイクロンに襲わ
れ、コモロ、マラウィ、モザンビーク、ジンバブエに被害の跡を残しました。その結
果、建物やインフラ、農業などに推定7億7,300万ドルの被害が出され、家族は家を失
い、集団移住が発生しました。数千の学校が被害を受け、数十万人の生徒が学校に戻る
ことができない危機に瀕していており、学力や就学率が急落しました。
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モザンビークに新設されたレジリエントな教室で授業をす
る先生。ECWの支援により、このような過酷なサイクロ
ン「ケネス」と「イダイ」で破壊された学校を、よりレジ
リエンスのある学校として再建することができました。

ECWはこの危機に迅速に対応し、1,550万ドル
の緊急投資を行い、人道的アピールに大きく貢献
しました。ECWの資金援助は、被災した学校の
修復、コミュニティへの教育用品の提供、生徒へ
の心理社会的支援に関する教育関係者のトレーニ
ング、政府による長期的な減災戦略の実施を支援
するものでした。ECWが資金提供した教育啓
発、防災、保健医療キャンペーンは、コモロ、マ
ラウイ、モザンビーク、ジンバブエで635,000
人以上の人々に届けられました。また、ECWの
資金により、745,000人以上の学生（50％が女
子）が教育を継続することができました。
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ラキナさん（17歳）、そしてチャド中の少女たち
が、月経にまつわる偏見と闘い、思春期の少女たち
が生理のときにも学校に通えるよう支援する、月経
衛生管理キットとトレーニングを提供するECWの
投資の恩恵を受けています。

学校が好きで
す。学校は、自
分のなりたい人
になるために役
立ちます。私
は、医者になり
たいんです。”

“
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43% 
難民・国内避難民の子ども
たちに支援が届いた割合

62,274人
障害を持つ子どもた

ちへの支援

54,038人 
精神保健・心理社会
的支援に関するト
レーニングを受けた

教員

ECW設立以来の
グローバルな実績

若者を取り残さない
ECWは、危機から最も取り残された子どもたちやユースの教育を
支援するために存在します。私たちの投資が、避難を強いられた
人々、障害のある子どもや青少年、脆弱な思春期の少女、紛争の
恐怖に傷ついた子どもたちに届くようにすることは、私たちの価
値観と運営モデルの中心をなしています。複数年にわたるレジリ
エンスプログラム（MYRP）はすべて、最も取り残された子ども
たちやコミュニティに確実に届くよう、エビデンスに基づいて
ターゲット化されるよう設計されています
精神保健・心理社会的支援（MHPSS）は、ECWの中核的な優先事項であり、投資
全体にわたって主流となっています。ECWは、紛争や強制移住のトラウマに対処し
ない限り、子どもやユースは学ぶことができないことを認識しています。また、こ
れらの経験は、効果的なMHPSSによって管理・活用されれば、大きなレジリエンス
の源となり得るという事実にも留意しています。

ECWの「障害者の包摂に関するアカウンタビリティ枠組み（Accountability 
Framework on Disability Inclusion）」は、すべての分野で障害者を組み込むこ
とを主流化するための行動の計画を定めています。この計画には、投資全体の10％
が障害を持つ子どもを対象とした支援に拠出されるという高い目標も含まれていま
す。ECWは、障害のある少女・少年を対象に、彼らの特定のニーズを満たすための
支援を行うことを目指しています。また、障害を持つ学習者が他の学習者と同等に
恩恵を受け、積極的なステークホルダーとなれるよう、学習者の視点を取り入れた
支援を行います。

避難を強いられた子どもや青少年を教育システムに組み込むことも、ECWの最重要
課題です。ECWは、アドボカシー活動や投資を通じて、難民やユース、教員が国の
教育制度に参加できるよう推進しています。これらの努力は、「2023-2026年戦略
計画」を通じて強化され、離散した学習者に届けるための遠隔教育のベストプラク
ティスの規模拡大も含まれます。
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“ メッシに会って、一緒に
サッカーをしたい︕また、
いつか仕事を見つけて家族
を養えるよう、一生懸命勉
強したいです。”
サッカーが大好きなズベールさんは、彼のヒーローに会うことを夢見て、質の高い教育を
受けることを望んでいます。ECWのバングラデシュへの支援のおかげで、ズベールさん
のようなロヒンギャ難民の子どもたちは、教育という保護、希望、機会にアクセスするこ
とができるようになりました。
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民間セクターや
財団との協働

紛争や強制移住、気候変動による災害に直面
したとき、教育は多くの場合で最初に中断さ
れ、最後に再開されるサービスです。危機的
状況にある2億2,200万人の子どもたちに手を
差し伸べ、SDG目標4を達成するためには、画
期的な新しいパートナーシップ、アイデア、
イノベーションが必要であることを私たちは
知っています。私たちは、危機的状況にある
子どもたちの夢を実現したいという情熱を共
有する、志を同じくするビジネスリーダーや
慈善家たちと一緒に教育に取り組みたいと考
えています。

ECWは、企業、財団、慈善団体と協力し、緊
急時および長期化する危機の影響を受けた子ど
もたちやユースの教育を変革するために活動し
ています。私たちの民間セクターのパートナー
は、危機的な状況にある子どもたちを学校に通
わせ、学習させるという私たちの取り組みに大
きく貢献しています。私たちは資金を迅速に提
供し、パートナーはECWの思想的リーダーや
意思決定者によるグローバルな活動に参加する
ことができます。既存の民間セクターのパート
ナーとして、LEGO財団、ドバイ・ケア、ベラ
イゾン、グローバル・シティズン、The
Postcode Lottery、Porticus Globalと提携を
結んでいます。
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アンネ・ビルギット・アルブレクセン
レゴ財団CEO

〝レゴ財団は、ECWの最大
の民間資金提供者である
ことを誇りに思うととも
に、すべての資金提供者
に、ECWのハイレベル増
資会議の機会を利用し
て、#222MillionDreams      
　  を実現するための緊急
かつ集団的な行動を取る
ことを呼びかけます。”
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共有する価値観 – 
民間セクターと財団の
リーダーシップの活動

レゴ財団 –
創造的で積極的な生涯学習者の育成

レゴ財団のCEOであるアンネ・ビルギット・アルブレクセン氏は、
特に危機や緊急事態の影響を受けた子どもや若者のための幼児期教
育や「遊びを通じた学習」に焦点を当て、SDG目標4達成に向けた
ECWのコミットメントを共有しています。レゴ財団は、ECWへの
主要なフィランソロピー・ドナーであり、2019年以来、危機の影
響を受けた子どもたちや若者たちに包摂的な質の高い教育を提供す
るために、私たちと密接に連携しています。

レゴ財団は、紛争や危機の影響を受けた子どもたちが「遊びを通し
て学ぶ」ことの力を強く信じています。遊びは安らぎを与え、トラ
ウマの克服を助け、レジリエンスを高め、子ども時代の日常や平穏
を取り戻させることが研究で証明されており、これらはすべて危機
的状況にある若者にとって非常に重要なことなのです。

レゴ財団によるECWへの投資は、安全で、公正で、地域に密着
し、年齢に応じた遊びを通しての学習を提供することにより、子ど
もたちを守り、学習と福祉を促進します。このパートナーシップ
は、すべての子どもたちのメンタルヘルスと心理社会的ウェルビー
イングをサポートするものでもあります。



タリク・アル・グルグ
ドバイ・ケアCEO兼副会長

〝ドバイ・ケアは、緊急時お
よび長期化する危機下におい
て、安定、安全、希望を提供
する最も効果的な方法のひと
つとして、教育支援に注力し
てきました。ドバイ・ケアは
ECWの設立パートナーとし
て、世界の危機に瀕した2億
2,200万人の子どもたちに質
の高い教育を提供するこの実
績あるモデルを緊急に支援す
るよう、グローバル・コミュ
ニティに呼びかけていま
す。”

ドバイ・ケア –
貧困の連鎖を断ち切るための、質の高い教
育を提供
ドバイ・ケアのCEO兼副会長であるタリク・アル・グルグ
氏のリーダーシップと戦略的ビジョンのもと、ドバイ・ケ
アは教育におけるエビデンス・ベースへの貢献、資金活
用、世界の教育課題をサポートする戦略的関係やプログラ
ムへの投資を行っています。ECWのハイレベル運営グ
ループの創設メンバーとして、緊急時の教育とユースのエ
ンパワーメントを唱えてきました。

ECWの長年の支援者であるドバイ・ケアは、緊急時およ
び長期化する危機下で教育を行うことは、危機下の子ども
やユースに安定、安全、希望を与える最も効果的な方法の
一つであると考えています。新型コロナウイルス感染症の
流行時にECWと協力したことで、ドバイ・ケアはさまざ
まな教育的介入について深い洞察を得ることができ、協調
的で首尾一貫した対応策を支援することができました。

ドバイ・ケアは、世界の教育資金調達に警鐘を鳴ら
し、RewirEdサミットでのアジェンダを通じてグローバル
な行動と思想的リーダーシップを喚起し、危機の影響を受
けた子どもたちのために遠隔地教育の機会を拡大すること
を提唱しています。
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“ECWの包括的なアプローチでは、女
子教育、気候変動に対するレジリエン
ス、ジェンダー平等へ明確な焦点が当
てられています。これは、より公正で
環境に優しい世界を構築することを目
的としたPostcode Lotteryの重要な優
先事項でもあります。2023年に開催さ
れるECWのハイレベル増資会議で新た
な相当額のな資金が約束されること
で、私たちは#222MillionDreams
を実現させることができます。”

〝私たちが学んだことの一つは、教育にお
ける資金調達のギャップだけでなく、民間
セクターが教育の管理や教育ソリューショ
ンの拡大にもたらす、あるいは貢献できる
論理や思考が重要であるということです。
民間セクターで教育問題を議論することは
あまりありませんが、その論理、思考、知
的資本は非常に重要です。”

ジェイコブス財団 –
潜在能力を引き出すための鍵としての教育

ジェイコブズ財団は、どのような背景、居住地、家庭の収
入であっても、すべての子どもたちにその可能性を最大限
に発揮するチャンスがあるべきだと考えています。2022
年の世界経済フォーラムで、ジェイコブス財団の共同CEO
であるファビオ・セグラ氏は、民間企業の参加と貢献には
多くの利点があることを強調しました。

緊急時や紛争時には、民間セクターが行われている支援の
規模を拡大する役割を果たすことができます。ファビオ・
セグラ氏は、ビジネスにおける教育の貢献に目を向けるの
と同時に、教育におけるビジネスの貢献にも目を向ける必
要性があることを強調しています。このことは、緊急時の
資本や融資にとどまらず、投資や教育のリターンの視野を
広げることを意味しています。

オランダPOSTCODE LOTTERY –
社会の勝利

オランダPostcode Lotteryは、より良い、より環境
に優しい世界を作るために活動する慈善団体を支援し
ています。オランダPostcode Lottery
は、TheirworldとECWを支援し、ギリシャの島々に
住む何千人もの難民の子どもたちに緊急に教育を提供
するための資金を支援しました。

ギリシャのエーゲ海諸島にある過密な難民キャンプで
は、1万人以上が学齢期の子どもですが、何らかの形
で教育を受けているのは15％以下です。ギリシャ本
土を含めると、約46,000人の難民の子どもやユース
がいますが、そのうち、正規の学校に通っているのは
わずか13,000人です。

クララ・ゴヴィア
PEOPLEʼS POSTCODE LOTTERY
最高責任者

ファビオ・セグラ
ジェイコブズ財団共同代表
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あなたの支援で
できること

資金的な支援

資金提供は私たちのミッションに貢献する最も有用な方法であ
り、緊急なニーズに対して、最も適した方法で対応することが
できます。私たちは、拠出先の国を指定しない拠出や、特定の
国への支援、テーマ別支援などを促進することができます。複
数年にわたる投資、創造的な拠出方法、オンラインのクラウド
ファンディングなどは、あなたの影響力を拡大する方法として
のほんの一例です。また、私たちは、民間セクターとのマッチ
ングファンドに前向きな多くの公的セクターのドナーと連携し
ています。

声を広める

業界会議でのECWの紹介から、企業のブランディングを活用し
た同業者への紹介まで、私たちはパートナーの関与、影響力、
リーダーシップに依存しています。あなたは、同業者、パート
ナー、政府代表、従業員、消費者と共にECWの価値と影響力
を強化し、私たちと新たな人々をつなげる助けとなります。
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寄付、マッチングと従業員

危機の時代には、民間セクターの個人、企業、財団が、真っ先
に寄付や支援の方法を模索することが多くなります。私たちの
寄付プラットフォームである“Pledgeling〞によって、企業や従
業員の寄付、企業の社会的責任への貢献など、組織のイニシア
ティブに容易に統合することができます。ECWを危機時のパー
トナーとして選択することで、貴社の資金を緊急支援に活用す
ると同時に、社内外のステークホルダーを巻き込み、私たちの
活動や貴社のコミットメントを啓発していくことができます。

革新的なソリューション

ECWの「加速のための基金（Acceleration Facitlity）」による
革新的な教育手法への支援は、ECWが影響力を拡大し、重複を
最小限に抑え、他のドナーがイノベーションを支援するための
明確で容易な入口を提供するのに役立ちます。

現物支給と技術支援

現物支給や技術支援は歓迎すべきことではありますが、他の
パートナーシップの提供と密接に関連するため、まず現地の実
施者によって、既存のニーズがあるか、目的に合っているか、
十分な資金があるかなどが確認される必要があります。
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大きくなった
ら、この国を
美しい国にす
るために、次
の世代に教え
る先生になり
たいです”

ラディアさんは、将来の大きな夢を抱いていま
す。ECWが資金提供するイエメンのプログラム
は、学校の再建、仮設学習スペースの設置、水・
衛生施設の設置、学校教材の供給、教員の給与の
確保を通じて、彼女の夢を支援しています。

“
A CASE FOR INVESTMENT



EduCannotWait 

「教育を後回しにはできない基金 (ECW)」について:
「教育を後回しにはできない基金（ECW）」は、緊急
時および長期化する危機下の教育のための国連のグ
ローバル基金です。難民や国内避難民、その他の危機
の影響を受けた子どもたちに質の高い教育の成果をも
たらし、誰一人として取り残されることがないよう支
援しています。ECWは、多国間システムを通じて、危
機へ迅速に対応し、緊急支援と複数年計画による長期
的な介入を結びつける活動を行っています。ECWは、
政府、官民のドナー、国連機関、市民社会組織、その
ほかの人道・開発援助アクターと緊密に連携し、効率
性を高め、縦割りの対応をなくすために活動していま
す。ECWは、より多くの弱い立場の子どもたちやユー
スたちに支援の手を差し伸べるため、官民のドナーに
対して、支援の拡大を緊急に訴えています。

更なる情報は以下をご覧ください 
www.educationcannotwait.org 
連絡先: info@un-ecw.org 

ECWに関する日本語情報は教育
協力NGOネットワーク（JNNE）
のHPからご覧になれます。
https://jnne.org/ecw/

Follow us: 

日本語作成︓（公社）セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン




