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子
供時代のことを思い出すとき
、私たちは学校での生活や友
達と過ごした時間を思い出し

ます。友達と木に登ったこと、休日
に遊びに行くのを心待ちにしたこと
、様々な楽しい記憶が胸に蘇ること
でしょう。お母さんの優しさや、お
父さんの温かさ、周囲のみんなから愛をもらったこと、思い出に浸り幸せな気持ちになるでしょう。
幼少期の記憶は、アラビアンナイトの千の夜のようにめくるめく思い出、笑ったことも涙したことも今となっては
胸に残る愛しい日々として思い出されることでしょう。ああ、あの時代がまた帰ってきたらよいのに。もし戻れる
なら戻りたい…自分自身の幼少時代を思い出しながら、今大人になって周囲の子供たちを見てみると色々なことを
考えさせられます。私たちは今子供たちのために、果たして自分が経験してきたような良い環境を作ってあげられ
ているでしょうか。
子供とは、全てを吸収するスポンジのような存在です。良い環境の中で愛情をたくさん注げば、愛を吸収していき
ます。将来何になるか、何をするかは、育つ環境によって大きく左右されると言えるでしょう。
今この社会で、幼少時代を思い出したくない、記憶を消したい、そう思う子供たちが増えているのが現状です。学
校に行く代わりに麻薬を手に入れ吸引していたり、身体を売ったり…。きちんと食べ物を食べていないのでどうや
って食べ物を手に入れるか、そのことだけを考えてぎらぎらした目でいつもお金を稼ぐことだけを考えているので
す。彼らの中でも女の子は特に悲惨です。彼女たちが売春をするのは、一回のご飯を手に入れるためであったりす
るのです。彼らの人生はただただ生きるため、食べ物を口にするために、仕事をして体を売ってその辛さを薬でご
まかして…その繰り返しです。子供時代に子供らしさを奪われた彼らは、とても悲惨な幼少期を過ごしているので
す。彼らの周りには、そういった状況から助けてくれる家族や周囲の大人がいません。そうした辛い幼少期の経験
が、悲しい表情の子供たちを作っています。

近年バングラデシュ政府は、38の職業を危険な仕事として認定しました。子供たちがこのような危険な商売に関係
を持たないようにと、政府は厳しく取り締まる法律を定めたのです。けれど…子供たちの権利は、今もきちんと守
られていません。幼少時代から、彼らの人生は常に危険と隣り合わせなのです。
2003年から活動を始めたエクマットラは、こうした社会の底辺にいる子供たちを対象に活動をしてきました。エク
マットラの青空教室は、どんな環境にいる子供たちも参加することができます。私たちは考えたのです。こうした
環境にいる子供たちにこそ努力によって開かれる道が必要だと。

続きは次頁へ

子供たちが道を踏みはずしていく
原因の多くは、麻薬と売春である

ダッカの路上で麻薬を吸う少年たち 写真：アブドゥス・サラム・ジボン
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市場で仕事をしている子供たち、ゴミ捨て場など汚い環境で働いている子供
たち、親が麻薬を売っている、もしくは自分自身も麻薬を売っている子供た
ち、工事現場で働いている子供たち、万引きをしている子供たち、物乞いを
している子供たち、バスで働いている子供たち、皮なめし工場や化学物質で
溢れた工場で働いている子供たち、、、
何ヶ月か前にあった子供たちの不幸な事件は、こういった子供たちが巻き込
まれ更に繰り返される危険があります。

シレットのラジュン（１３歳）は野菜を売っていました。万引きをした罰を
受けて殺されました。クルナのラキブ（１３歳）は工事現場で仕事をしてい
ました。一つのガレージから新しい職場に移ったことで嫌がらせを受けて殺
されました。ただこの二人の例を解決して犯人を裁くのではなく、今もこう
した危険な環境で働いている子供たちを私たちは助け出さなければなりませ
ん。エクマットラでは、その子供がどの程度危険な状況にいるのか、どの程
度の助けを必要としているのか、それを見て可能なかぎり子供たちに機会を与える努力をしています。子供たちの
将来のためにも、こうした社会的な環境を私たち大人が変えていかなければなりません。子供たちの未来を考える
と、麻薬に関わっている子供たち、そして売春をしている子供たちをまず助けなければなりません。仕事をするこ
と、お金を稼ぐことから自由になって、きちんとした子供らしい生活を送らせてあげなければなりません。

<12歳のシャティという女の子>
そうした状況にいる子供たちの中に、シャティという女の子がいてその子と話をしました。
彼女は母に連れられてボリシャルからダッカへ来て、コムラプール駅で物乞いをしていました。彼女の母は家で内
職をしていましたが、しばらくして母親は病気で亡くなってしまいます。シャティは一人ぼっちになってしまいま
した。一人では生活ができないのでコムラプールから同じくらいの年の子たちとソルワルディに来て、始めは他の
子たちと一緒に昼間にお花を売っていました。その後、夜の市場で売春を始めました。
シャティは、始めはそうした身体を売る仕事はしたくありませんでした。けれど、友達がそういう仕事をしていて
とても高い報酬をもらっていたので、一日体験してみれば？と誘われ仕事を始めてしまったのです。初めて売春を
した日…とてもショックで何日かは寝込みました。けれどしばらくたって、やはりお金が必要なので定期的にこの
仕事を始めました。
ラジュという男の子とも話しました。
彼はカオランバザールに住んでいます。ラジュの村はマイメイシンで、小さい頃に村からダッカにやって来ました
。村から上京した後始めはトンギにいましたが、それからカオランバザールにやって来ました。始めは他の子と一
緒に、野菜の市場で仕事をしてそこそこ良いお金になりました。
ある日友達が何かを吸っていて、ラジュは知りたかったのですが彼らは笑って教えてくれません。後にジャマルと
いう子が少し分けてくれたそれが…麻薬でした。初めて口にした後のことは何も覚えていません。何も感じられず
わけが分からず眠ってしまいました。
それから今、ラジュは毎日のように麻薬を吸っています。
路上生活をしている子供たちは、様々な理由で道にやってきます。
様々な団体がそういった子供たちのために仕事をしていますが、実際にはなかなか力になれていません。本当に子
供たちが必要としている助けとなれている団体はとても少ないのです。
劣悪な環境にいる子供たちの中から３５０人もの子供が去年亡くなりました。今年８月まででも１９１人が亡くな
っています。こうした子供たちの教育や環境について専門家のシャヒン・イスラムが話してくれました。
「子供たちをこうした劣悪な環境に置くことは非常に大きな問題です。政府は、こうした子供たちにもっと直接的
な援助をきちんとするべきです。そうしなければ、こうした子供たちの数は減らないでしょう。バングラデシュ政
府が意欲的にで問題解決をしていこうという姿勢がなければ、子供たちはシャティやラジュのような目に遭い続け
るでしょう。

今いる子供たちの心も、どんどん荒んでいっています。道に住んでいる子供たちの状態はとても悪く、社会の目が
行き届いていません。社会の目、とは私たち大人の監視のことです。私たち大人がそういった子供たちを守ってあ
げずに、毎日見て見ぬふりをして過ごしているるのです。
社会はみんなの心を映す鏡です。社会の目がきちんとあれば、そうした子供を助けられるはずです。なぜ彼は学校
へいけないのか。なぜ彼は路上にいるのか。なぜ小さな年齢で色々な精神的圧迫の中で生きているのか…。
政府はこの問題を、責任を持ってなんとかしなければ。状況を変えるために試行錯誤しなければ。政府だけではな
く私たち社会の役割ももちろんあります。子供たちの将来を摘み取ってはいけません。毎日、子供たちが殴られた
り殺されたりといったニュースを目にします。政府と社会と一丸となり子供たちの状態を改善するために協力して
いかなければ…そうしなければ子供たちの幼少時代は奪われ続け、この社会は病んでいくでしょう。なぜなら、子
供は私たちの未来の社会そのものだからです。」

子供時代を奪われた子供たち
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ジボン：恵まれない環境にいる子供
たちの危険な仕事についてあなたは
どう思いますか？？
幼いころから様々な仕事をしている
子供たちがいますが、どういった子
が危険だと思いますか？？

ムスタクアリ：私は路上にいるすべ
ての子供が危険と隣り合わせにいる
と思っています。街の子供、村の子
供、幼い年齢で仕事をしている子供
たちはみんな危険な状態
いると思います。なぜなら、幼い年
齢で仕事をしている子供には仕事を
しなければならない理由があります
。様々な外的要因で子供たちはそう
いった状況に落ちていってしまうの
です。路上生活をしている子供たち
と話してみると彼らには複合的な理
由があり、そこから自分で脱出する
ことはできません。私たちが危険を
察知してあげなければいけませんが
、ではどういったパラメーターでそ
の危険を図るのか。
たくさんの子供が道で生活をしてい
ます。父母がいなくて三回の食事が
もらえない、頭の上には照りつける
太陽の日差しをよける屋根もない…
。彼らは社会からの恩恵を受けるこ
との外にいます。
もう一度言いますが、路上にいるす
べての子供が危険と隣り合わせにい
ます。この危険とはどういうものか

、話しましょう。子供たちの側にあ
る危険、それは具体的にどういうこ
となのか。それは「死」と隣り合わ
せを意味するということが、今まで
起こったことを見れば分かるでしょ
う。今まで死んでいった子供たちは
、その貧困ゆえ命を落としていきま

した。そういった危険な状態にまで
私たち社会が子供たちを落としめて
てしまったのです。
子供たちが命を落としてしまう原因
の多くは、麻薬が関係しています。
始めに子供たちは麻薬を商売として
売り始めます。その後、興味を持ち
自分も麻薬にとりつかれてしまうの
です。彼らは家族も家もありません
。失うものが何もない状態が、悪い
状態に落ちていくのに拍車をかけて
しまいます。
バスターミナルや列車の駅にはそう
した麻薬売買の組織が存在します。
そこに来た新しいストリートチルド
レンは麻薬を扱っている先輩たちに
従わなければなりません。先輩が麻
薬を売れと言ったら、彼らに選択肢

はないのです。同じような仕事を新
しい子供たちがしてその中からまた
後のリーダーが生まれます。そして
そのリーダーがまた次の子供たちに
同じことをさせるという悪循環が生
まれるのです。
調査の結果、路上生活をしている子
供たちの85パーセントが麻薬をやっ
ているという結果がでています。
19％…ヘ ロ イ ン 、 44％…喫 煙 、
28％…様々な覚醒剤、
8％…様々な注射　
これらを子供たちは使用しています
。始めは強制されて関わった彼らも
、だんだん習慣になり麻薬がなくて
は生きていけない身体になってしま
うのです。
大きな危険はもうひとつの事柄にも
潜んでいます。それは家がなく住む
ところがない、そして医療が行き届
いていないということ。彼らストリ
ートチルドレンはどんな仕事をして
いたとしても、危険と隣り合わせな
のです。彼らは生きていくために、
頭から汗を、心から血を流して働い
ています。彼らは一日中汚いゴミを
漁り、拾ったものを売ったりして生
きています。道の端でものを売って
生活しているのです。
その中で何よりの悪いことは、幼い
年齢で色々な嫌がらせを受けること
です。彼らは罵声を浴びたり、殴ら
れたり、性的虐待を受けたりといっ
た過酷な中で生きているのです。
女の子の子供たちの状態は更に悲惨
です。

次頁へ

1995年、INCIDINバングラデシュは
子供たちの権利を守るために

活動を始めました。
ダッカの路上の子供たち、
恵まれない子供たち、

そういった子供たちの権利を守る為に、
子供たちへの教育を通じて貧困から
抜け出す機会を作ってきました。

AKM MUSTAK ALI（以下ムスタクアリ）は
INCIDINバングラデシュの

エグゼクティブディレクターです。
彼にインタビューをしました。

インタビュアー：アブドゥス・サラム・ジボン　

書記：マハデイ・ハサン

今よりももっと、私達は子供たちを救う活動を広めていかなければ
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私たちは仕事をしているが
根本から解決できていない。
その原因には経済的な仕組み、
そして政治的な問題がある。
このふたつの原因が重なり解決

が難しくなっている。

インタビュー：AKM MUSTAK ALI

Ô

写真提供：エクマットラ　



多くの女の子は大人になる前に売春
の仕事を始めます。始め彼女たちは
そうしなければならない状況で強制
的にやらされるけれど、その後良い
か悪いか分別が分かる前にその仕事
に慣れてしまうのです。多くの女の
子は、きちんとした大人の身体にな
る前に自分の身体を売らなければな
りません。事態はとても深刻です…
。
路上生活をしている子供たちを巻き
込み麻薬を売る大人たちは、覚醒剤
やマリファナを売らせています。そ
して政治的に状況が悪い時は、銃や
銃弾、など危険物を運ぶために子供
たちは使われてしまうのです。道で
よく目を凝らして、ストリートチル
ドレンを見てみてください。そうし
たら彼らがいかに大人たちによって
虐げられているかがわかるでしょう
。
ジボン：国も色々な組織や団体もス
トリートチルドレンのために仕事を
しています。しかし問題は解決して
いません。なぜでしょうか。一つ例
を挙げるとすれば、様々なドロッピ
ングセンターがありますが、そこに
も問題があるのでしょうか？

ムスタクアリ：子供たちの仕事をし
ていると、そうしたセンターの運営
にも問題はあると確かに思います。
私たちはもちろん日々子供たちのた
めに仕事をしていますが、根本から
は解決できていないのです。一つは
経済的に、もう一つは政治的に、今
も国内外の色々な組織や団体が恵ま
れない子供たちのために仕事をして
います。そうした中でなぜ子供たち
をきちんと支援できていないのか。
その原因のひとつに、彼らが自分た
ちからの意欲がなければそうした環
境からの脱出はとても難しい、とい
うことがあります。そして意欲を持
って社会復帰を望んだとしても道で
自由に生きてきた子供たちが社会性
をきちんと身につけることはとても
時間がかかるでしょう。
私の団体は主に、こうした仕事を具
体的にしていきたいと考えているの
です。
例えば、子供たちは普通の麻薬だけ
ではなく靴を接着する接着剤も麻薬
のように吸って使用しています。接
着剤は麻薬ではないけれど、そうし
た現実をきちんと調査した上で取り

締まる麻薬リストに入れていかなけ
ればなりません。私たち大人が、子
供たちの薬物の使用をきちんと管理
するために、です。そして麻薬から
足を洗い、使用をやめて社会復帰し
ていく機会を作らなければなりませ
ん。私の団体やパートナーたちはこ
れらの機会を子供たちに与えようと
日夜働いています。けれど私たちは
どれくらいできているでしょう？現
実にはたくさんのストリートチルド
レンがいて、必要な分を考えれば多

くはできていない、いやとても足り
ないのが現状です。こうした子供た
ちのために仕事をしている人々を巻
き込み、政府と会議を開かなければ
ならなりません。政府だけではなく
、国際的な組織や団体すべてと話し
合う機会が必要です。たくさんの組
織や団体がありますが、みんな自分
たちの思うように仕事をしています
。彼らは思っているのです。一人の
子供たちを道から連れてきたら自分
はとても大きな仕事をした、と。け
れど本当に重要なのはその子供たち
がどのように更生し、その後どのよ
うに歩んでいくかなのです。多くの
ケースは道にいる時に悪い経験を沢
山してきていて、道から連れてきた
だけでは本当の救済と言えないので
す。
例えば団体で良い記録がありますよ
ね。けれど、できなかった仕事の記
録はありません。なぜなら、これら
は皆記録に残したくないからです。
私が思うに、様々な団体に独自のア
プローチの仕方がありますが、彼ら
は道から子供たちを連れてきただけ
で彼らの人生が変わると思っている
のです。繰り返しいいますが、それ
だけでは何も解決になりません。そ
して少なからず、私たちが良かれと

思ってやってあげたことが悪い方向
に行く場合があります。なぜなら、
彼らはすでに何もなくても自立して
生きていける存在だからです。路上
で働き自立して生きてきた、という
自負が彼らにはあるし、時間的にも
何にもしばられない自由が彼らには
あります。そこから私たちが勉強や
集団生活の機会を与えたとしても「
いいえ」と言う子供が多いのもまた
ひとつの現実なのです。
そこで危険と隣り合わせの自由を選
んだ子供たちは、その後危険な仕事
や人生から脱する機会を失い、その
ままその路上で生きていくことにな
るでしょう。そのため、みんなで考
えなければならないのは子供たちへ
のアプローチの仕方です。彼らひと
りひとりのケースを見て、その個性
にあった話し合い方やその後の計画
が必要です。それがそうした子供た
ちにとって何よりも重要だと思いま
す。私たちはただドロッピングセン
ターを運営するだけではなく、ひと
りの子供が保護された後にどういう
風に生きていくかを一緒に考える、
そういった具体的な解決をしていか
なければなりません。それが実現し
たら、彼らの歩むはずだったもう一
つの美しい人生を私たちはもっと見
ることができるでしょう。
私たちの団体では、子供たちへの活
動においてこうした提案を重要視し
ています。私はそいった具体的な社
会復帰への道のりを考えていくこと
が彼らにとって何よりも大切だと思
うからです。子供たちの活動をする
上で、私たちは子供たち一人一人と
向き合わなければいけません。

ジボン：活動においてのあなたの想
いは？

ムスタクアリ：どんな時よりも今、
資金を捻出するのにとても苦労して
います。去年２年で集めた資金は、
始めに話したような最も危険な状態
の子供たちにあてました。そうして
、資金を提供してくれる人達や同じ
ような活動をしている人々にもリポ
ートを読んでもらい今の現状を知っ
てもらう必要がありました。彼らの
多くは、１ポイシャの仕事をして５
ポイシャの仕事をしたと考えている
のです。しかし、子供たちへの活動
はポイシャでは量れません。

次頁へ
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前頁からの続き

今よりももっと、私達は子供たちを救う活動を広めていかなければ
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今よりももっと、私達は子供たちを救う活動を広めていかなければ

子供たちの活動をしている中で、数
を多く救ったからといって大きな仕
事をしたわけではないのです。そし
て彼らの満足のために、道から連れ
てくる子供の数を増やしたりしても
実際にはその後の問題の根本を解決
できずにいて、そこから多くの悲劇
が生まれたとしてもそういった記録
はないのです。プロジェクトが多数
ある中で、子供たちがドロップアウ
トしたという記録はありません。彼
らがやってきた、その記録だけが伝
えられるのです。

ジボン：エクマットラをどう思いま
すか？？

ムスタクアリ：私はエクマットラと
一緒に長い間仕事をしてきました。
エクマットラの本当に初期から仕事
をしてきたのです。私が思うに、エ
クマットラにはひとつの信念があり
ます。子供たちのためにとてもよい
環境の場所にアカデミーを作ってい
ますよね。子供たちが今ダッカで住
んでいる場所、そこも子供の人権が
きちんと守られている場所だと言え
ます。
縁があり、エクマットラと一緒に私
たちは良い関係を築いてきました。
時には議論にもなりましたが、最後
にはお互い理解し合えるまで話し合
いをしました。
エクマットラは知っているのです。
道の子供たちがどういった子供たち
か。彼らをただ道から連れてきただ
けではダメだということを。彼らに
教育の機会、安心できる住処、そし
て将来の夢に向かって歩むべき道を
与えるために、子供たち一人一人へ
のプランニングをしているのです。
私たちはエクマットラを通じても、
様々な路上生活をしていた子供たち
を見てきましたが、彼らは私たちに
とても素晴らしい活動の成果を見せ
てくれました。エクマットラと一緒
に仕事をしてきて、同じくそうした
活動をしてきたわたしも新たな発見
をすることができました。
それは、どういった子供に機会を与
える必要があるのか、また機会を与
えた後に子供たちをどういう風に導
いていくべきか･･･ということで、
そうした事柄はエクマットラの活動

から私たちは学びました。

ジボン：家族や家がない、そうした
子供たちのために政府はどれだけの
ことをしているのでしょうか。

ムスタクアリ：あなたは、政府のこ
とを言いますか？いいでしょう。
政府がストリートチルドレンのため
に用意した施設は、子供たちのため
なのか犯罪者のためなの牢屋なのか
わからないくらい酷いものでした。
それくらい劣悪な施設です。そして
それすらも宗教を持ち出して「こう
した救済をしなければならない」と

言っています。
多くの人は宗教という言葉を使い子
供たちを助けようとします。けれど
私は宗教をもってこういった仕事を
しているのではありません。私は私
個人として思うのです。そして子供
たちに伝えたい。子供は成長して自
立できるようになるまで、周りから
の支援が必要だと。自由に子供らし
く生きる権利が子供たちにはあるの
だと。けれど私たちは今の社会でそ
れらを実現できていません。

ジボン：その思いは、どうしたら路
上にいる子供たちに伝えることがで
きるでしょうか。そしてそうした良
いこと、悪いことはどうしたら子供
たちに分からせられることができる
でしょうか。前回、私たちの新聞で
ひとりの子供のケースを紹介しまし
た。その女の子は昼間はドロッピン
グセンターへ行き、夜は売春をして
いました。

ムスタクアリ：私が言いたいのは、
路上の子供たち、危険な仕事をして
いる子供たちに私たち大人が救いの
手を差し伸べる姿勢がまず重要だと
いうこと。そうした機会をこちらが
あきらめずに与え続けることです。

そしてその手を掴んだら離さずに、
その後精神的に寄り添いながらの支
援が必要です。一人の人間として、
彼らを尊重してあげること。しかし
ながら、こんなに多くのストリート
チルドレンがいるにも関わらず、そ
うした本当に子供のためになる活動
をしている人間がそもそも少ないの
が大きな問題なのです。残念ながら
その数は段々少なくなっているのが
現状なのです。未来は、もっと減っ
ているかもしれません。その事柄を
現すひとつのケースがあります。、
ひとりの女の子は朝からドロッピン

グセンターへ行き一日中いました。
そうしたセンターを利用して休息し
、夜になると売春しているのです。
この場合、ドロッピングセンターは
問題を解決するばかりか問題を助長
しているとも言えます。こうした現
実が良くないと知り、他の団体でも
具体的な解決に向けて活動をすべき
なのです。私たちは子供たちに機会
を与える活動をやめてはいけません
。これをさらに広げていかなければ
いけません。そして私たちが、同じ
く子供たちのために活動している彼
らに、私たちの経験から学んだ具体
的なアプローチの仕方を共有するこ
とも大事です。そうして色々な組織
や団体と横の繋がりを持ち、一丸と
なって問題に立ち向かうべきなので
す。
それがもし実現したら、その時売春
のために道に立つ女の子は減ってい
くでしょう。
私たちはそれを目標にこうした活動
を続けていきます。

ジボン：今日はどうもありがとうご
ざいました。

ムスタクアリ：こちらこそありがと
う。

多くの人は宗教という言葉を使い子供たちを助けようとします。
けれど私は宗教をもってこういった仕事をしているのではありません

。私は私個人として思うのです。そして子供たちに伝えたい。
子供は成長して自立できるようになるまで、周りからの支援が必要だ
と。自由に子供らしく生きる権利が権利が君たちにはあるのだと。

けれど私たちは今の社会でそれらを実現できていません。
Ô

前頁からの続き



チッタゴン

港町の小さな村チッタゴン。その駅
のそばに貧しい子供たちが路上生活
している。
麻薬売買のために使われているのが
その子供たちだ。
<12歳のラジャという男の子>
旧ボットリ駅。その場所に行ったら
あなたは多くのストリートチルドレ
ンを目にするでしょう。そこで麻薬
を売っているラジャという子供がい
ます。彼らの周りにはいつも2，3人
の麻薬売買グループの仲間がいて、
彼らはひとつの組織のように仕事を
しています。警察もその一味で、彼
らは権利を守られているので彼らと
直接話す機会はなかなか得られませ
ん。
ボットリ駅のそばには、ラジャのよ
うに麻薬を売っている子供たちがた
くさんいます。麻薬を売った後にも
らえる報酬で、自分のためにも麻薬
を買っているのです。そうして子供
たちの中でリーダー的存在の子供が
麻薬を始めると、周りの子供たちも
同じく麻薬に染まっていってしまい
ます。麻薬を吸い始めて、良いか悪
いか判断がつかずに色々な危険なビ
ジネスに巻き込まれていってしまう
のです。
麻薬売買に手を染めてしまう理由は
、それが簡単に商売になるからです
。闇市場では色々な麻薬が売買され
ていて、お店や商人により様々な価
格で取引されています。特にスラム
では麻薬がとても低価格で手に入る
のです。劣悪品が多いからですが、
それらを買うのはやはり貧しいスラ
ムの住人達です。
スラムでも麻薬を使用している年長
者たちによって小さい子供たちまで
麻薬に染まってしまいます。子供た
ちは幼いころから麻薬を使用してい
ることで、その先の長い人生を狂わ
されてします。そこでは彼ら子供た
ちの健康・安全といった基本的な権
利がとても遠いところにあるのです
。そして彼らはお金を稼ぐために、
より悪い状況に落ちていってしまい
ます。

<15歳のシュミという女の子>
シュミはボットリ駅に住んでいまし
た。5、6歳の子供だったころ、一人

の売人が彼女を売春婦にするために
連れ去りました。まだ幼かった彼女
は、そうした状況の中で強制的に家
族と離れ離れになってしまったので
す。その後シュミに与えられた部屋
はとても小さく刑務所のようでした
。彼女には外に出ることも逃げ出す
こともできませんでした。そこで仕
事をさせられていく中でも助けてく

れるような良い人と出会うことはで
きませんでした。なぜなら仕事をし
ても、お金は元締めや仲介人達が持
って行ってしまうからです。そこで
彼女が人生の何年かを過ごしたのは
、自分を商品として見るような男た
ちばかりだったのです。
そして約１年前、シュミに４カ月の
妊娠が発覚したと同時に、売人達は
シュミをまた駅に置いて逃げたので
す。長い間拘束されていたシュミは
、自由になっても何をどうしたらよ
いかわかりませんでした。監禁され
ていた月日は、肉体的な苦痛だけで
はなく多大な精神的ダメージを与え
、シュミの自発的な意思まで奪って
しまったのです。電車の中から、た
まに可哀そうに思った人が食べ物を
与えるけれど、彼女はお腹が空いて

も黙って座っているだけでした。
こうした悲劇が生まれてしまうのは
、今の社会的な環境のせいなのです
。道に住むしかない貧しい家庭の状
況もありますが、それを利用して子
供からも搾取しようという輩がゴロ
ゴロしているのです。
サジダファウンデーションは５年間
、そうした子供たちのために活動し

てきました。
麻薬の売人や売春を斡旋するブロー
カーたちは、人の弱みにつけこんで
危険な仕事をたくさん子供たちにさ
せています。警察も彼らを捕まえる
ことはできません。彼らはお金で警
察を買収し、子供たちから搾取でき
るだけ搾取し尽くしているのです。
そうした中で、子供たちは何が良い
か悪いかも分からない年齢で、好奇
心や報酬の誘惑に勝てず麻薬に溺れ
てしまったり、セックスを強要され
ています。中には少しの労力で大き
なお金がもらえると思い自分からそ
の道に落ちていってしまう子供もい
ます。それは子供たちのすぐそばに
ある、こうした劣悪な環境のせいな
のです。
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文章：カムル・ナハル

劣悪な環境が子供たちを強制的に麻薬や売春に落とし込んでいる

旧ボットリ駅で麻薬を売っているラジャという男の子
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今エクマットラチルドレンホームにいる子供たちも昔は路上で危険な仕事をしている子供たちでした。
彼らと一緒に話をして、絵を描いてもらいました。

路上にいた頃、彼らも今回のリポートに出てくる子供たちのように食べるため、生きるために仕事を
していたのです。今も道を見れば、そういう子供たちがたくさん生活しています。

彼らが経験したことを踏まえて子供たちが仕事をしている風景を描いてもらったのですが、
彼らの絵の中にはいくつかの共通点が見られました。そんな子供たちの絵のいくつかを紹介します。



地震の後、
少女を待ち受けていた悲劇とは…

文章　ショエブル・ラーマン・ピアル

82015年10年７日　発行　エクマットラ新聞

バングラデシュは今、世界の中でも国として経済的に急成長を遂げていると言われていま
す。これはもちろん良いニュースです。けれど壁に耳をつけてその内側で起こっているこ
とを聞いたら、私たちがまだ本当の意味で発展していないということがわかるでしょう。
この国をここまで成長させた人々の仕事や想いは、もちろん尊敬に値するものです。けれ
ど私たちが子供たちへの活動をしてみて分かったことは、今でもとても多くの子供たちが
、危険な仕事をしているということです。そういった子供たちを本気で助け出したいと思
ったら、夢や理想ばかりを言うのではなく、具体的な解決策が必要です。
今回の号で、私たちは危険な仕事をしている子供たちのリポートをしてきましたが、それ
と同時に彼らの危険はどの程度なのか、どうしたら解決できるのかを考えてきました。私
たちは心から、この問題を解決したいと願っているのです。
彼らは道に住まわされているだけではなく、生きるために…そう、生きるために食べ物を
得るために、小さな頃から危険な仕事をしなければならないのです
遠く離れたいくつかの場所でのリポートを比べて見てみると、この国の様々なところで危
険な仕事をしている子供たちに同じようなことが起こっていて、共通する問題があること
が浮き彫りになりました。ストリートチルドレンはなぜ危険な仕事をしているのか、その
理由を知り、何をどうしたらそうした危険な仕事をしなくてよくなるのか…
このことを知るために、何度も何人もの子供たちの所へ通いました。データではなく彼ら
が実際に話す言葉を聞きたかったし、知りたかったからです。
話を聞かせてほしい、とお願いした時に彼らは断りませんでした。自ら進んで自分のこと
を話してくれました。それはインタビューをお願いした方々も同じです。
今のストリートチルドレンの現状を伝えることができればと、この新聞を作るにあたって
子供たちを含めたたくさんの方々がエクマットラに協力をしてくれました。
この場を借りて、皆さんに今一度感謝をお伝えいたします。そしてこれからも皆さんが私
たちと共にいてくれることを願っています。

編

集

者

の

手

記

国際リポート

2015年4月25日、恐ろしい地震がネパールを襲いました
。その地震により多くの人の平穏な日常が失われ、子供
たちも劣悪な環境で生きることを強いられています。ユ
ニセフの報告によると、4月25日と5月12日この2回の地
震による被害は、亡くなられた方々だけではなく生き残
った人々にも広まっていて…食べ物がない、きれいな水
がない、薬がない、など状況は深刻化しています。
このように4カ月経った今も、地震で家や家族を失った
多くの子供たちがとても過酷な状況で日々を過ごしてい
ます。けれど子供にとって、守ってくれる家族がいない
で一人で生きることはとても危険で恐ろしいことです。
彼らはもう家も建てられないような場所に住んでいて、
そこには必要な食べ物、きれいな水、トイレ、医療、教
育、安全…彼らのためには何ひとつないのです。そんな
危険な場所に、およそ100万人の子供たちが生活してい
ます。そしてそこにやってくるのは、人身売買や売春を
斡旋するブローカーたちです。
<12歳のスィスティという女の子>
４月25日、朝8時にお父さんが学校に連れて行ってくれ
ました。彼女が家族と一緒に時間を過ごせたのはそれが
最後です。午前中の11時56分、突然の地震がネパールを
襲いました。スィスティの学校は崩壊し、彼女は怪我を
して救急隊に病院まで運ばれました。2日間病院にいた
けれど、誰も家族は会いに来ない。地震が来た時の恐ろ
しさは想像以上でしたがその後に更なる悲劇が待ってい
ました。病院から退院したあと、スィスティが家に帰っ
てみると家がそこにあったと分からないくらいの崩れよ
うだったのです。お父さんもお母さんも、生きているか
わからない。スィスティは泣き崩れてしばらく動けずに

いました。そしてスィスティに手がかりは何もありませ
んでしたが、いてもたってもいられなかったので父母を
見つけるために道に出て探すことを始めました。
始めは、何も食べませんでした。食べるものもお金もな
かったからです。その後お腹が空いても何も方法がない
ので、仕方なく周りの人から食べ物を貰い始めました。
そして家がないので道に住み始めました。
ある日、ある人が食べ物と住む場所をあげるからと言っ
てきたのでスィスティは喜んでついていきました。どこ
へ連れていかれているかは分かりません。そしてその人
はスィステイをとある部屋に連れて行き、そこに何日か
閉じ込めました。そしてそこで身体を売ることを教えら
れたのです。
その後、部屋の外に出られた時に見てみると、自分と同
じような境遇の女の子たちがたくさんいました。そこか
らなんとか脱出するためにみんなで頑張ってみましたが
、駄目でした。スィスティは絶望しました。自分の人生
はどうなるんだろうと…。
しかし、その子供たちを外国に売るために国境へ連れて
いった時に、警察が犯行グループを逮捕したのです。そ
うしてスィスティは救出され事件は明るみに出ました。
地震の後、およそ8700人が死亡しましたがその中の3分
の1は子供でした。この地震が理由で約32万人の子供た
ちが今も道に住んでいます。父親もなく、母親もなく、
家すらむなく…。
こうした災害の後に誰よりも被害を受けるのはいつも立
場の弱い子供たちです。私たちは何よりも優先的に、基
本的人権を奪われた彼ら子供たちのために仕事をするべ
きなのです。
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質問：あなたの出生、学生時代、ど
のように大人になったのかを教えて
ください

ビッキー：わたしはスコットランド
に住んでいます。ここがわたしの出
生の地です。
わたしは5歳から学校に通い始め、
高等学校に入学してからは週4日授
業が終わった後、地方行政の仕事の
手伝いをしていました。学校に行き
ながら、なんとか時間を作って仕事
もしていたのです。高等学校では様
々な技術訓練もやりました。わたし
の人生の時間はほとんど勉強に費や
してきました。今も理系の大学で学
んでいます。そして面白いことに、
わたしは今も昔も仕事をしながら学
んでいるのです。
小さい頃は、とても学校が楽しかっ
たり、同時にとてもつまらなかった
りしました。でも今は自ら進んで学
ぶことの面白さがよく分かるのです
。わたしはすべての子供にとって学
校に通うことはとても大切だと思い
ます。勉強以外にもたくさんのもの
を得られる場所だからです。地球上
で生きていく上で必要とされている
、学ぶべきものがあります。わたし
は学ぶことが大好きで、毎日新しい
何かを学ばなければ良い気持ちがし
ません。最近はそんな風に思います
。
質問：バングラデシュのストリート

チルドレンの現状はご存知だと思い
ます。バングラデシュでは多くの子
供たちが教育の機会をもらえていま
せん。スコットランドの教育と比較
してそのことについてどう思われま
すか？

ビッキー：スコットランドでは子供
たちが学ぶためにお金はいりません
。子供というだけで、彼らには学校
に行く権利が与えられるのです。そ
れは当然の権利です。
子供たちを学校に通わせなければい
けないのは社会の責任です。バング
ラデシュは最近ようやく中所得国の
仲間入りを果たしたばかりです。こ
こではまだ、スコットランドのよう
な教育システムが整っていません。
もう少し時間がかかるでしょう。
けれど私はこの国が大好きなのです
。今から13年前に、私は初めてバン
グラデシュに来ました。その後、地
球上のどこよりも多く旅行で来てい
ます。私はこの国にいる良い友人や
仲間たちのことを誇りに思っていま
す。そしてわたしが思うに、バング
ラデシュの人々はとても優しい。い
つも、みんなが心からの歓迎をして
くれるからです。
この13年で、この国は大きく変化・
成長をしてきたと思います。ですが
まだまだお金持ちの人と貧しい人の
貧富の差は激しいのが現状でしょう
。私はバングラデシュについて色々

な本を読んだのですが、中でも驚い
たのは、ダッカの街の3分の1の人々
がスラムに住んでいるということで
す。彼らの中の40％が教育を受けて
いません。そして、バングラデシュ
で50％の子供たちがHSC（高等学校
卒業資格試験）まで学ぶ機会を得て
いません。
こういった現状を変えていかなけれ
ば国として本当に発展したとは言え
ないでしょう。
質問：エクマットラのことはどのよ
うに知ったのですか？そして子供た
ちに興味を持ったのはなぜですか？

ビッキー：私はイギリスにあるひと
つのお店で、20年仕事をしています
。この仕事でプロダクションマネー
ジャーとして働いています。もしこ
ういった仕事を先にしていなかった
ら、私はお父さんのように銀行で仕
事をしていたかもしれません。けれ
ど私は今のお店の仕事のおかげで地
球の色々な場所に行くことができる
のです。そのおかげでバングラデシ
ュにも来ることができました。好き
な仕事で、世界の色々な場所に行け
る、そういう自分はとてもラッキー
だと思います。そしてここではとて
も素晴らしい人たちと出会うことが
できました。その中の一人が、ナズ
ムル・フダ・シュモンです。彼はエ
クマットラの創立メンバーです。

続きは11頁へ

ビッキー・キャスバートさんはスコットランドに生まれました。
仕事のため13年前にバングラデシュを訪問しました。

「この国、この国の人々がとても好き。
この国の人ともっと近くなりたいと思った。

ここで、多くの人と知り合った。
多くの友達ができて、良い仲間やサポーターにも出会えた。」

と彼女は言います。
ビッキーさんがバングラデシュの人々に心を開いて接したので、

それが伝わり良い出会いに繋がったのでしょう。
「そしてある日友人からの紹介でエクマットラセンターに

訪問する機会を得ました。
実際に子供たちと話してみて、

エクマットラの活動にとても感銘を受けたので、
子供たちの里親になりたいと思いました。」

今回はそうしてバレクという男の子の里親になってくれた
ビッキーさんのご紹介です。

何度もメールでやりとりしたインタビューをご覧ください。

文章：アッシュファクル・アシェキン・バピ,ゾバエル・シャオン

VIKI KATHBART

ストリートチルドレンたちに喜びを感じられる機会を与えたい
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2015年にエクマットラにやってきた子供たちの中から、

今回は2人にインタビューをしました。シュルジョとファルザナ、2人とも年齢は12歳です。
インタビューしたのはエクマットラスタッフのピアルです。

エクマットラの新しいメンバー紹介

5
歳の時にシュルジョの母親が死にました。父親は2回
目の結婚をしてシュルジョへの態度が変わってしまい
ました。シュルジョはお父さんと義理のお母さんから

離れたくて、自分で自由になるために村から出てきました
。勉強できる環境がなかったのでボリシャルから直接ダッ
カに来ました。路上生活を始めたのは、ダッカのトンギと
いう場所です。
それからある日シシュポリプラスという団体のナシルさん
という人がダッカナイトシェルターホームという場所に彼
を連れていきました。そこを利用しながらクラス3まで勉
強したシュルジョは、その後シシュポリプラスのスタッフ
に連れられてエクマットラにやって来ました。
エクマットラへ来たあと、ループノゴルにある学校へ入学
しました。エクマットラには同じくらいの年齢の子供たち
がたくさんいてみんな自分の家のように過ごしているので
、一緒の生活にもすっかり慣れたようです。始めは少し緊
張気味のシュルジョでしたが、他の子とふざけたり、遊ん
だりしてるうちに今は友達もできたようです。

制
服を着てバッグを持って学校へ行く時期に、ファルザナ
はグリスタンで路上生活をしていました。家がないので
、道で父母と一緒に住んでいました。

ファルザナの母親は血が繋がっていましたが、シュルジョと同
じく愛情をもらっていませんでした。母親は病気のせいもあり
、８歳のファルザナのことを空気のように扱っていたのです。
父親も年老いてしまい彼女のためには何もできない状態だった
ので、グリスタンでファルザナはナイトシェルターホームへ行
きました。そこから、女性の支援団体のボランティアをしてい
たレベッカ・オディカリという女性がアムラオマヌーシという
名前のプロジェクトのもと、ファルザナをエクマットラチルド
レンホームに連れてきました。今ではクラス2で学んでいます。
エクマットラへ来たあと、シュルジョのようにファルザナもた
くさんの友達を得ました。彼らと遊んで、一緒に学校へ行き、
一緒に住んで、自分の家族がここにもできたようだと喜んでい
ます。彼女はおめかししたり写真に撮られたりすることが大好
きで、最近はダンスもめきめき上達しています。

< ファルザナ >

< シュルジョ >
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その調査では売春や麻薬の使用をしている子供たちの中にはエイズのような病気にかかり幼くして死んでいった子
供たちも多数いるということが分かりました。
<12歳のディララという女の子>。
彼女はミルプールのスラムに住んでいます。彼女は父母の不仲が原因で母親と3歳の頃ダッカへやって来ました。
ミルプールの路上で物乞いして日々を送っています。
ディララは昼間は物乞いをして、NGOが運営するドロッピングセンターに時々休憩しに行きます。そして夜は、売
春婦としてミルプールの色々な場所で仕事をしています。彼女には物乞いだけでは生きていけない現実があり、売
春することをその状況から強制されています。セックスをするために避妊しなければならないけれど、そういった
知識は何も知りません。誰も教えてくれません。身体もまだ未熟でそうした行為をするための準備はできておらず
、肉体的にも精神的にとても苦痛を受けている毎日です。
<10歳のシャゴルという男の子>
コムラプールステーションで荷物を運ぶ仕事をしているシャゴル。
駅には、シャゴルくらいの年齢で危険な仕事をしている子供たちが大勢います。シャゴルは言います。麻薬を運ぶ
こと、麻薬を吸うこと、それは悪いことだとわかっている、けれどやらなければ生きていけない、どうすればいい
んだ？と。彼らは生きていかなければというプレッシャーによって、子供らしく子供時代を過ごせていないのです
。子供時代にしかない大切なものを奪われ続けている子供たちなのです。
家族も家もなく、道に住み住所はない。そういった場所で安心することはできないまま夜を過ごし、彼らは食べ物
を手に入れるために危険な仕事に手を染めていきます。
家族がいたとしても貧しければ、子供に社会的に認められていないような危険な仕事をさせる以外に生きていく道
がないのです。
例えば肉や魚の内臓を出しきれいにする仕事、市場の掃除、ゴミの収集…これらの仕事を政府は仕事としてきちん
と認めていません。しかしこうした仕事をひとつの職業として社会的に受け入れ、周りの人々は仕事をしている彼
らに敬意を持って、きちんとした報酬が得られるシステムを作るべきなのです。そして子供たちの親や地域の人々
と共に、どういった仕事が子供たちにとって危険か、危険ではないか、仕事をリストアップして大人たちがきちん
と子供たちを見張らなければなりません。道に住んでいる子供たちにもっと社会が、大人が、私たちが関心を持た
なければいけないと思うのです。そこからまず始めましょう。
子供たちに危険な仕事を与えない、そのために社会的に認められていない様々な仕事をきちんと公にして、仕事の
スタイル、年齢制限、報酬のシステムなどを作っていかなければなりません。
これはとても大きな仕事です。一人の人間や地域の人々だけではとても実現できません。これを実現するためには
政府や国の機関の協力が必要です。私たちはこれからの未来を担う子供たちのために、政府、地域の人々一丸とな
ってこの問題を解決していかなければなりません。

彼は団体の活動について教えてくれて、私はとても興味を持ちました。
始めにイングランドの事務所からチャリテイープログラムとして少しのお金をエクマットラに寄付しました。そし
てバングラデシュに行き活動を見た上で、私の気持ちと共にシュボシシュ・ロイ（エクマットラの代表）に子供た
ちへの寄付を渡しました。こうように段々とエクマットラの活動を知るようになったのです。
バングラデシュは私の心の中にいつもあります。そしてエクマットラの仲間ができたことは、私の人生においてと
ても喜ばしきことなのです。私がセンターに訪問すると、子供たちはとても楽しそうにしていて、それを見て私も
嬉しくなります。私は子供たちとたくさん話しました。そのことを夫に興奮して伝えたら、私の夫もエクマットラ
の子供たちの里親になる決断をしてくれました。
エクマットラの仕事はとても素敵です。それはストリートチルドレンに夢を与える仕事をしているからです。子供
たちが学ぶ権利を守り、きちんと教育の機会を与え、導いているからです。里親の私には定期的にエクマットラの
子供から手紙が届きます。そして近況や勉強の様子などを教えてくれます。私の里子であるバレクから手紙や写真
をもらうと、私はとても嬉しくなり、私からもバレクのために本などを送っています。
わたしはエクマットラのスタッフと共に、バレクに良いことや悪いことを教えていきたいと思っています。そうし
て彼自身が自分できちんと考えることができる人間になってほしい。私は今エクマットラと共に仕事ができて、と
ても誇らしいです。そして私たちの子供たちのために、お金も里親もまだまだです。そうしたら更に多くの子供た
ちが機会をもらえるでしょう。
わたしの人生は勉強に費やしてきました。そしてエクマットラのような団体と出会え、一人の子供の里親になるこ
とができました。わたしは思うのです、自分が今何をしていようとも、色々な形で子供たちへのこうした活動に関
わることは可能なのだと。始めにエクマットラの活動のことをもっと多くの人に知らせなければなりません。そし
てこの活動が広がっていき、エクマットラがもっと多くの子供たちに機会を与えられるようになっていくことを信
じています。
あなたたちの活躍を、心から祈ってます。

ストリートチルドレンたちに喜びを感じられる機会を与えたい

9頁からの続き

危険な環境で働いている子供たちの未来は…
12頁からの続き
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<監修>

シュボシシュ・ロイ

ニロイ・ロンジョン・ビッシャシ

マスッド・アルマモン

アズリン・カマル

渡辺　大樹

<編集>

ナズムル・フダ・シュモン

<責任編集>

ゾバエル・シャオン

<情報担当>

アブドゥス・サラム・ジボン

<英語版担当>

アッシュファクル・アシェキン・バピ

<日本語版担当>

渡辺　麻恵

コウロン・パル

<音声版担当>

シャグフタ・アビドゥ・シャリー

<編集助手>

シュログナ・レマ

特集

<9歳のバレクという男の子>
バレク（9歳）はダッカでごみ収集
の仕事をしています。彼の家はボラ
ル・ラルモホン。
川の氾濫によって家を失くし、ダッ
カに父母と一緒にやってきました。
ダッカに来て数日はシャウラパラに
住んでいたけれど、お金がないので
テクニカルスラムという名のスラム
にやってきました。
バレクはほぼ一日中ゴミ収集の助手
として仕事をしています。始めはき
つかった悪臭も、今は我慢する必要
もなくなるくらい慣れてしまいまし
た。ゴミの収集をするとき、彼の手
にはゴミの汚れや臭いが染み付いて
しまいます。それは定期的に病院に
行って医療洗浄してもらわなければ
とれないくらいの深刻な汚れなので
す。けれど洗浄が終わったらまたす
ぐ仕事をしなければなりません。な
ぜなら…と、彼は言います。お金が
なかったら食べ物はどうやって手に
入れればいいんだ、と。
こういった危険な仕事を小さい頃か
らやってきている彼ら。彼らの未来
はどうなっていくのか…。
エクマットラの調査班があるのです
が、彼らの調査によって分かったこ
とはダッカで危険な仕事をしている
子供たちの人生、未来はとても明る
いとは言えないということです。
みなどこかで道を踏み外して普通の
社会には戻れなくなってしまう。彼
らの未来はとても過酷で険しい道の
りになるでしょう。ダッカの街は人
口密度が異様に高く、人が道に溢れ
ています。人とゴミと危険とが道に
渦巻いているカオスです。そしてこ
んなに人がいるのに、そうした危険
な仕事をしている子供たちを助ける
人はとても少なく、道にいる子供た
ちは放置され続けているのです。ス
トリートチルドレンを助けるために
様々な団体が活動をしていますが、
バングラデシュの大きな街では危険
な仕事をする子供たちの数は増えて
いるのが現状です。調査の結果で、

ただダッカではなく他の地方
都市にも同じように危険な仕事をし
ながら大きくなっている子供たちが
いることが分かりました。彼らがや
っている仕
事は、国か
らそして社
会的にきち
んと認めら
れていませ
ん。そうし
た理由でこ
の危険な状
態にいる子
供たちの環
境を私たち
社会も見過
ごしている
のです。も
し危険な仕
事をしてい
る子供たち
がいたとし
ても、私た
ちは見慣れてしまい彼らを何とかし
ようと思わなくなってしまったので
す。エクマットラの調査以外でも同
じような結果が出ています。
デニス・セイブザチルドレン、レッ
ド・バーネットは2000年の始めから
危険な仕事をしているストリートチ
ルドレンの調査を開始しましたがエ
クマットラの調査と同じく、人々の
無関心がこうした状況を作り、子供
たちはそこから脱出できずに路上で
危険な仕事を続けながら人生を過ご
すことになるというものでした。
ダッカの道にいる子供たち、彼らが
している仕事はすべて危険と隣り合
わせのものです。物乞い、売春婦、
ゴミ拾い、物売り、工事現場で頭に
重いものをのせて働く子供たち…他
にも数えきれませんが、たくさんの
子供たちがそうした仕事で生計を立
てているのです。
彼らの調査は10年前にも行いました
が、近年新しい危険が路上に蔓延し
ています。それは麻薬の売買です。

2007，8年にリサーチ・イニシアテ
ィブ・バングラデシュがエクマット
ラの調査班に道で麻薬を売っている
子供たちの調査を依頼し、ロムナ・

グリスタン・ガプトリ・ショドルガ
ットで調査が行われました。そこで
分かったのは、子供たちは様々な仕
事と並行して麻薬売買に関わってい
るということでした。
麻薬を売買するネットワークがその
地域ごとにあり、その元締めは大き
な力を持ち警察をも買収しています
。一度麻薬売買に関わってしまうと
、そこからはなかなか出られません
。そのうちに報酬から自分も麻薬を
買うようになり、そうしたらもうき
ちんとした思考で考えることはでき
ずに道を失ってしまうのです。
2012年ICDDRBの発表によると、路上
にいる子供たちの麻薬の使用につい
て具体的に調査した結果、道にいる
子供たちの75％が麻薬を始めたのは
9～10歳頃であり、90％が道で性的
な嫌がらせを受けていることが分か
りました。

続きは11頁へ

危険な環境で働いている子供たちの未来は…
文章：ニロイ・ロンジョン・ビッシャシ

重い荷物を運ぶまだあどけない表情の少年


