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世界中の人々の生活を一変させてしまったコロナ・ウイル
スですが、ネパールでは世界でも最初期に感染が発覚しまし
た。今回は、ネパールにおけるCOVID-19の状況と、今後の
活動についてまとめてみたいと思います。

コロナ・ウイルスの発生は2019年12月に中国湖北省武コロナ・ウイルスの発生は2019年12月に中国湖北省武漢
市で最初に確認され、2020年3月11日には世界保健機関
(WHO)によってパンデミックとして認定されました1。2021
年1月25日の時点で、192の国・地域で9,920万件以上の感
染者が確認されており、すでに213万人以上が死亡していま
す。ネパールでも、合計感染者数は271,000人に達し（回復
者数は266,000人）、死亡者の数も2,027人に達しています
（2021年1月30日現在）（図1）（2021年1月30日現在）（図1）2。
ネパールでの最初の陽性者は、1月9日に武漢からカトマン

ズに帰省した32歳のネパール人留学生でした3。中国でのウ
イルス発生を知っていた男性は、1月13日にカトマンズのス
クララジ熱帯感染症病院（STIDH）を受診し、1月23日に陽

性が確認されました。その後、カトマンズ、ルンビニ、チト
ワン、ポカラ、バイラハワ、イラムなどの主要な国境や検問
所には、監視チームとヘルスデスクが設置されました。カト
マンズには5つの指定大病院がありますが、当初準備できた
隔離病床は55床だけでした。そのため、事態を重く見た政府
は3月24日に国境を封鎖しました。ネパールではCOVID-19
による最初の死者は、5月14日に確認されたシンドゥパルチ
ョーク出身の出産直後の女性（29歳）でしたョーク出身の出産直後の女性（29歳）でした4。
ネパール政府によると現在、ネパール国内人口の18.7％が

貧困下で生活するとされています。 COVIDによる経済活動や
物流の停滞により、新たに生活困窮者が急増する可能性があ
り、国内人口3,042万人の半数が、極度の貧困に陥る可能性
も指摘されています5。そのため、IHCでもポスト・コロナ社
会に対応したあらたな活動の必要に迫られています。
※ネパール現地では、JICAがニュースレターのなかで手洗

いうがいなどのマナーページを作っています（図2）6。ま
た、日本国内では、豊川市が、COVID-19感染防止啓発パン
フレットのネパール語版と作成しています（図3）。

【ネパールのCOVID-19の最新情報ソース】
■ネパール国内のCOVID-19状況のデータソース https://covid19.mohp.gov.np/#/　
■Googleニュース 
https://news.google.com/covid19/map?hl=ja&mid=%2Fm%2F016zwt&gl=JP&ceid=JP%3Aja　
■COVID-19 pandemic in Nepal, Wikipedia 
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Nepal#cite_note-5 
■National Disaster Risk Reduction and Management Authority, Ministry of Home Affairs, ■National Disaster Risk Reduction and Management Authority, Ministry of Home Affairs, 
Government of Nepal https://covid19.ndrrma.gov.np/　
【参考ウェブサイト】
1 "WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 ‒ 11 March 2020". 
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-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020].
22 Googleニュース
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[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7107523/]
4 "Nepal reports its first Covid-19 death". kathmandupost.com (on 6 July 2020) 
[https://kathmandupost.com/national/2020/05/16/no-evidence-yet-that-covid-19-patient-s-death-
on-thursday-was-due-to-the-disease]
55 "COVID-19 could push nearly one-third of Nepal's population below poverty line: World Bank 
report". Xinhua News Agency (on 23rd July 2020) 
[http://www.xinhuanet.com/english/2020-07/23/c_139235741.htm].
6 JICA Nepal Office News Letter No.86 
[https://www.jica.go.jp/nepal/english/office/others/c8h0vm000001jmat-att/newsletter_86.pdf]
7 "Visit Nepal 2020 called off, finally". The Kathmandu Post (on 2nd June 2020) 
[https://kathmandupost.com/national/2020/03/31/visit-nepal-2020-called-off-finally]. 
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図B1 バランジャ村のIHC協力農家のみなさんが、
2019年12月に植えたキウイ苗。高さは1.5ｍまで
成長し、今年はキウイ棚に広く葉を広げると予想
されます。
図B2　キウイ棚は、現在は地元で採れた竹製で組
んでいますが、2~3年後には鉄製のしっかりした
棚に換装する必要があります。
図B3　以前はキウイ棚の下に、小松菜やひよこ図B3　以前はキウイ棚の下に、小松菜やひよこ豆
など、別の作物を栽培して生育が遅くなってしま

図L3　レスパル村のナーサリーで育つ、オガタマノキ、ハ
ンノキ、パツラマツなどの稚幼木。レスパル村での育苗活
動も軌道に乗り、毎年10,000本近くを植林できるようにな
りました。
図L4　村のボランティアさんが、種子の苗床となるポリポ
ットに、山から採取した新鮮で栄養分の高い土を丁寧に詰
めてゆきます。
図L5　ドングリの種子を点播する苗畑管理人のディル図L5　ドングリの種子を点播する苗畑管理人のディルさ
ん。ドングリの木は優秀な木材資源となり、シイタケ栽培
で種駒を植える原木としても用いることができます。

図L1～L2　ビニ
ールハウスで苗床
を覆い、発芽をう
ながす作業が、高
地で気温の低いレ
スパル村では欠か
せません。ビニー
ルハウスで育てルハウスで育てら
れた土はほかほか
と温かく、種子を
大切に育ててくれ
ます。

ったりしました。現在は、キウイ栽培地の地面は
きれいに整えられています。
図B4　小学校に寄贈したオスとメス2本のキウイ
苗。この1年間で屋根に届くほどに成長しまし
た。
図B5　実験的に日本から持ち込んだ種子による図B5　実験的に日本から持ち込んだ種子による実
生苗育成では、ビワがもっとも成長が早く大きく
なりました。今後は、街路樹や植林樹としてだけ
ではなく、果実の利用も期待されます。
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50年前の早朝のシーカ村。ディディやカンチィ
の大きな歌声が聞こえ私は振り返った。尾根筋の
裏側から洗濯している着物が次々と舞い上がっ
て、大きな笑い声やサヨナラと叫ぶ声も聞こえて
来た。村はずれまで多くの村人が私と妻を見送っ
てくれ、お別れの挨拶を済ませてポカラに向かっ
て歩み始めた直後のことであった。見送りに来れ
なかった女・子どもたちが谷間の洗濯場で、私なかった女・子どもたちが谷間の洗濯場で、私た
ちとの別れの複雑な気持ちを精一杯表しているの
を感じ胸が熱くなった。しかし、先を急がねばな
らない。シーカ村に残して来た急性肝炎で瀕死の
仲間を救助するため、一時も早くポカラに着いて
ヘリコプターをチャーターしなくてはならなかっ
たからだ。
以来５０年、私たち東工大山岳部によるシーカ
村での水道・軽架線建設からスタートしたカリガ
ンタキ周辺地域の山村活性化のための支援活動は
今日まで続けられてきた。この間、資金、人材面
など多くの困難を抱えていたこともあるが、その
時々の会のリーダー・メンバーのご尽力により乗
り越えてきた。関係者の皆様の知恵と努力により
その活動範囲を広げ、活動内容も多方面にわたその活動範囲を広げ、活動内容も多方面にわたっ
ている。
植林活動は村人と一緒に一歩一歩地道に続ける
ことで、今日では広大な広さで大きな成果を上げ
ている。村人自身による手工芸作り、チーズ製造

¥などネパール山村の「村人の、村人による、村
人の為の」支援活動は現地目線で支援可能なアイ
ディアを考え、現地村人と共に実践しなくては定
着しない時間と忍耐が不可欠な容易ならない困難
なプロジェクトである。これらの継続的な活動に
より現地での人材も徐々に育成されてきていると
聞いている。
押しつけや切り売り的な姿勢ではなく、現地押しつけや切り売り的な姿勢ではなく、現地の
人々に寄り添って現場のニーズを掘り起こす活動
は我々の恩師　川喜田二郎先生の「野外科学の思
想の実践」にほかならない。そこには指南書とな
るべきマニュアルや教科書はない。一期一会のパ
イオニヤワークの世界である。目の前に立ちはだ
かる問題を解決するには、知識や資金は重要な条
件ではあるがあくまでも道具でしかない。最も件ではあるがあくまでも道具でしかない。最も重
要なものは問題を解決したいという意志と目標に
向かって挑戦する精神である。
今日までのヒマラヤ保全協会の活動そのものが
「野外科学の思想の実践」と言えるでしょう。こ
れまでの諸活動に取り組んでこられた同胞諸氏に
心より敬意を表したい。
本年２月５日は家内と私の金婚式。シーカ村を
あわただしく去ってカトマンズでタカリーのセル
チャン一家のアレンジで現地式の結婚式を挙げて
から５０年。このタイミングでこのような拙文を
書かせていただけることに感謝申し上げたい。
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第6回　ネパール語を学ぶ・・・病気になったら何て言うのか？・・・

ナマステ！サンツァイフヌフンツァ？（お元気
ですか？）
さて、世界はコロナ禍で大変な状況ですので、
今回のこのコラムも時勢に合わせて、体調が悪く
（サンツァイ　ツァイナ）なったり病気になった
り（ビマリー　ラギョ）したときに、ネパール語
でどう言うのかを紹介することにします。
ネパールに行くと体調が悪くなることはよくネパールに行くと体調が悪くなることはよくあ
ることなので、この機会に知っておいて損はあり
ません。
まず、熱（ジョロ）が出たり、咳（コキ・ルまず、熱（ジョロ）が出たり、咳（コキ・ルガ
コキ）が出たりするときは、くっつく・付着する
（ラグヌ）の過去形（ラギョ）を使ってジョロ　
ラギョ（熱がある）、コキ　ラギョ（咳が出る）
と言います。風邪（ルガ）をひいたも（ルガ　ラ
ギョ）でいいです。熱が来た（ゾロ　アヨ）とい
う表現もよく耳にします。
病気は（ビラミー・ビマリー・ローグ等）だ病気は（ビラミー・ビマリー・ローグ等）だか
ら、「病気です」は（ビラミー　ツァ）　または
（ビラミー　バヨ）等で表せます。バヨはbe動詞
のツァの過去形です。また、けがをしたときは、
けが（チョト）がくっついた（チョト　ラギョ）
や、傷（ガウ）がくっついた（ガウ　ラギョ）と
言います。出血した時は血（ラガト）が出る（ニ
スキンツァ）で（ラガト　ニスキンツァ）またスキンツァ）で（ラガト　ニスキンツァ）または
（ラガト　ニスキョ（過去形））、これも（ラガ
ト　アヨ）でもOK。痛い（ドゥクツァやドゥキョ
（過去形））という表現もよく使うので覚えてお
くべきでしょう。

ジョロ

アスパタル

ドクトル

ラギョ

痛む部分が頭（タウコ）なら頭が痛いは（タウ
コ　ドゥキョ）。眼（アカ）、喉（ガンティ）、
歯（ダーント）、お腹（ペット）足（クッタ）を
タウコの代わりにいれれば例えばおなかが痛いは
（ペット　ドゥキョ）です。おなかついでに下痢
（パカラ）をするは、下痢がくっついた（パカラ
　ラギョ）となります。
次に処置の方ですが、薬は（オウサディ）な次に処置の方ですが、薬は（オウサディ）なの
で、薬が欲しい（オウサディ　ツァハンツ）、薬
が必要です（オウサディ　ツァヒンツァ）、薬を
ください（オウサディ　ディヌス）のうち1つを
覚えておけば、薬が手に入るでしょう。病院（ア
スパタル）に行きたいなら、病院に行きたいです
（アスパタル　ザナ　ツァハンツ）。そして、お
医者さんは（ドクトル）でOK.医者さんは（ドクトル）でOK.
そういえば、私が住んだ20年ちょっと前は、村
にはドクトルがいなくても、ダミ・ジャンクリと
かいう祈祷師さんがいて、呪文と祈祷の後でちゃ
んとした薬（アスピリンとか）を病人に渡して、
しっかり病気を治していましたが、今でも彼らは
いるのでしょうか・・・。
それでは、身体（サリール）に（マ）注意して
（ホース　ガレラ）良い人生（ラムロ　ジーバ
ン）を送りましょう（ビタオン）。
フェリ　ベトン（また会いましょう）！

（文責：布施達治）

Lorem Ipsum
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務事 だより局
■プログラム
14:00～　会員総会 開会
議長選出 定足数確認 書記･議事録署名人選出
参加者自己紹介
第1号議案 2020年度事業報告
第2号議案 2020年度決算報告
監査報告監査報告
第3号議案 2021年度事業計画
第4号議案 2021年度予算
会員総会 閉会

2021年度の総会の案内


