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こんな想いを込めました！
愛知万博で体験した国際交流の楽しさを広げていきたい！ つなげていきたい！

そんな想いが本書作成のきっかけでした。

『世界大交流』をうたった2005年愛知万博。120カ国の文化や生活に触れたり、いろいろな国の人たちと話を

● 国際交流は楽しい！

そんな想いが本書作成のきっかけでした。

したりすることは、とても楽しい経験でした。「国際交流」はけっして難しいことではありません。自分の視野を広

げ、他者を尊重する力を育むことにもつながり、そうした力は多文化共生社会を実現するためにも欠かせません。

そんな国際交流の楽しさ、大切さを愛知から発信していきたいと考えました。

● 人 顔が見える教材を くりた ！● 人の顔が見える教材をつくりたい！

「日本ってこんな国」「日本人ってこんな人」って決めつけられて違和感を感じた経験はないでしょうか？ 国全体

の概要を知ることももちろん大切ですが、何となく持っている固定概念をもしかしたら裏切るような、「へぇ～。こ

んな一面もあるんだ」と意外に思えるような、そんな教材をつくりたいと考えました。 そうすることによって、「わた

したちが世界のことをいかに知らないか」ということや「普段見聞きしている情報はほんの一面にすぎない」という

ことに気づいてもらうとともに、そこに住んでいる人々を身近に感じてもらえたらいいなと思います。気 、 住 人 身近 感 。

● 世界の国から学ぶ！
どんな国もいいところ、悪いところ、いろいろな面を持っています。何が幸せなのか、「豊か」の基準は何なのか、と

いった価値観もさまざまです。例えば、途上国だから「かわいそうな国」ではありませんし、紛争があるから「こわい

● 未来を創るのはわたしたち！

国」でもありません。日本にもたくさんの問題があります。様々な国の、特にすばらしいところを知ることによって、

対等な関係をつくるとともに、自分たちの地域や生活をふりかえることができると考えました。国にも人にも文化

にも優劣はないことを踏まえて、お互いに学び合える関係がつくれたらいいなと思います。

● 未来を創るのはわたしたち！
地球はさまざまな課題を抱えています。環境や人権や平和など、日本も無関係ではありません。 地球に住む

一人ひとりがそれらの課題に取り組まなければ、よりよい未来を創ることはできないのです。そしてよりよい未来

を創るためには、今、地球で起こっていることは何なのかを知り、それが自分とつながっていることに気づくことが

大切だと考えました。本書に掲載されていることは、地球で起こっていることのほんの一部ですが、それらを通し

て感じたこと、気づいたことが未来につながっていくといいなと思います。
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次のようなことを考えて作りました。

こんな教材です！

●ファシリテーター・先生用の教材です
内容については、小学生高学年以上を対象としていますが、本書自体は、ファシリテーター（参加型プログラムの進

行役）や先生に使っていただくための教材となっています。ことば遣いなど、対象に合わせて直してください。必要に

応じてコピーし、配布していただいても結構です。

●参加型で使うことができる教材です●参加型で使うことができる教材です
情報・知識を聞くだけでなく、考えたり、作業をしたり、話し合ったりすることによって楽しく学べるとともに、その中

で何かを感じたり、気づいたりしてもらえるようなプログラムにしました。基本的には4～6人のグループに分かれて行

うプログラムになっています。必ずしも正解があるものばかりではありません。参加型のプロセスを大切にしていただ

ければと思います。

●きっかけづくりの教材です

とはいうものの、使い方は自由です。もちろん、最初から順番にやる必要はありません。対象に応じてプログラムの

進め方を変えたり 時間的な条件によ 短縮したりす など調整す とも きます 参加者にあわせ どんど

●使い方は自由です

本書で紹介したのは、アイスランドのほんの一面です。本書だけでアイスランドのすべてがわかるわけではありませ

ん。アイスランドに親しみを感じ、関心をもってもらうと同時に、自分たちの地域をふりかえり、地球的課題を考える

きっかけとして活用してください。

進め方を変えたり、時間的な条件によって短縮したりするなど調整することもできます。参加者にあわせて、どんど

んアレンジして使ってください。巻末に参考資料を掲載していますので、最新のデータが必要なときや、もっと深めた

いときは、活用してください。

●カラーデータ・写真はダウンロードできます
カラーデータ・写真については、（公財）愛知県国際交流協会のホームページからダウンロードできます。ただし、著作

権は出典元または（公財）愛知県国際交流協会に帰属します 学校関係や国際交流団体等が教育の目的で非営権は出典元または（公財）愛知県国際交流協会に帰属します。学校関係や国際交流団体等が教育の目的で非営

利に使う場合に限り、活用していただけます。 （http://www2.aia.pref.aichi.jp/koryu/j/kyouzai/kyouzai.html）

基本的に、1項目2～4ページで掲載しており、実際に使っていただくプログラムと、それに関する説明とで構成さ

れています。それぞれのプログラムの「ねらい」も記載していますので、参考にしてください。また、ページの下段に掲

載している一口コラムは、プログラムとは関係なく、ちょっとおもしろい情報や用語の意味などです。必要に応じて活

●本書の構成とマークの見方

載している 口コラムは、プログラムとは関係なく、ちょっとおもしろい情報や用語の意味などです。必要に応じて活

用してください。 なお、本書で使っているマークの意味は次の通りです。

プログラムに関する説明です。
ファシリテーター・先生用です

参加型のプログラムです。
必要に応じてコピーし、配布してください。

プログラムで模造紙を使います。

プログラムでマジックを使います。

プログラムのねらいです。

ファシリテ タ 先生用です。

ちょっとブレイク！ 一口コラムです。

プログラムに使う資料です。
必要に応じてコピーし配布してください

プログラムで付箋を使います。

プログラムでA4用紙を使います。
裏紙等を活用してください。

データ等の出典です

コピーし、カード等に切り離して
使ってください。

必要に応じてコピ し配布してください。 デ タ等の出典です。

写真の提供者です。
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なぜアイスランド共和国？

始まりは、2005年愛知万博「一市町村一国フレンドシップ事業」

2005年に開催された愛知万博の会期中愛知県内の市町村は、公式参加国120カ国（日本を除く）のホームシ

ティ・ホームタウンとして、地域ぐるみのホスピタリティあふれる受入を行いました。この取り組みを「一市町村一国フ

レンドシップ事業」と言います。このフレンドシップ事業では次の5つのことをねらいとしました。

●世界各地から訪れる人々に日本や日本人を理解してもらう

●迎え入れる地域の人々に 交流を通じて 世界には多様な価値や文化があることを知 てもらう●迎え入れる地域の人々に、交流を通じて、世界には多様な価値や文化があることを知ってもらう

●万博会場内だけではなく、地域でもてなすことで、万博を相互交流を深めるための大きな舞台とする

●地域文化を世界に発信することにより、各地域が自らの文化を再発見し、地域のあり方や発展の方向性について

学ぶ機会とする

●地域に根ざした「人」と「人」との交流を万博終了後も引き継ぎ、世界の人々をつなぐ架け橋としてさらに発展さ

せる

この「一市町村一国フレンドシップ事業」をさらに広げ、つなげていこうと作成したのがこの教材です。

そして、アイスランド共和国のホームシティは、知立市でした。

アイスランド共和国 アイルランド アルゼンチン共和国 アルメニア共和国 イエメン共和国 ウクライナ

エクアドル共和国 オーストリア共和国 カタール国 ギニア共和国 キューバ共和国 ギリシャ共和国 グ

愛知万博／北欧共同館

2012年作成国

（3８カ国）

エクアドル共和国 オ ストリア共和国 カタ ル国 ギニア共和国 キュ バ共和国 ギリシャ共和国 グ

アテマラ共和国 クロアチア共和国 コスタリカ共和国 コンゴ民主共和国 サモア独立国 ザンビア共和

国 シンガポール共和国 ジンバブエ共和国 スウェーデン王国 ソロモン諸島 タンザニア連合共和国 チ

ェコ共和国 ツバル ドイツ連邦共和国 トンガ王国 ナイジェリア連邦共和国 ニカラグア共和国 パラオ

共和国 バングラデシュ人民共和国 ブータン王国 ブルネイ・ダルサラーム国 ブルンジ共和国 ペルー

共和国 マダガスカル共和国 モーリタニア・イスラム共和国 ルーマニア

インド 英国 エチオピア連邦民主共和国 エリトリア国 オーストラリア連邦 ガーナ共和国 カザフスタ

2011年作成

（22カ国）

インド 英国 エチオピア連邦民主共和国 エリトリア国 オ ストラリア連邦 ガ ナ共和国 カザフスタ

ン共和国 コートジボワール共和国 ジブチ共和国 スイス連邦 スペイン王国 デンマーク王国 ノル

ウェー王国 バヌアツ共和国 フィリピン共和国 ブルキナファソ ベトナム社会主義共和国 ポーランド共

和国 マレーシア ミクロネシア連邦 メキシコ合衆国 ロシア

2010年作成

アゼルバイジャン共和国 アンゴラ共和国 アメリカ合衆国 イラン・イスラム共和国 インドネシア共和

国 ウガンダ共和国 カナダ グルジア コンゴ共和国 サントメ・プリンシペ民主共和国 スーダン共和

国 スリランカ民主社会主義共和国 タイ王国 タジキスタン共和国 中華人民共和国 チュニジア共和

（3０カ国） 国 トルコ共和国 ネパール連邦民主共和国 パプアニューギニア独立国 フィンランド共和国 ブルガリ

ア共和国 ベネズエラ・ボリバル共和国 ベリーズ ボスニア・ヘルツェゴビナ ホンジュラス共和国 マーシ

ャル諸島共和国 マリ共和国 ヨルダン・ハシェミット王国 リトアニア共和国 ルワンダ共和国

200９年作成

（20カ国）

イタリア共和国 ウズベキスタン共和国 エジプト・アラブ共和国 エルサルバドル共和国 カンボジア王

国 キリバス共和国 キルギス共和国 ケニア共和国 サウジアラビア王国 大リビア・アラブ社会主義人

民ジャマーヒリーヤ国 チャド共和国 ドミニカ共和国 ニュージーランド フィジー諸島共和国 ベナン共和

国 ベルギー王国 ボリビア多民族国 モロッコ王国 モンゴル国 ラオス人民民主共和国

200８年作成

（10カ国）

オランダ王国 カメルーン共和国 ガボン共和国 セネガル共和国 大韓民国 パキスタン・イスラム共和

国 パナマ共和国 フランス共和国 ポルトガル共和国 南アフリカ共和国
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第1章第1章

アイスランドってどんな国？

＝極北の島国、自然あふれる国 ＝



アイスランドってどこ？ どんな国？

ところで、みなさんはアイスランドのこと、どのくらい知っていますか？

1

E

下の地図でアイスランドはどこでしょうか？ Ａ～Ｅの中から１つ選びましょう。

E

C

A

D
B

アイスランドといえば何を思い浮かべますか？ 人・物・イメージなど、何でも思いつくものを、できるだけ
たくさん書いてみましょう。

2

下の写真はアイスランドの自然の様子です。これを見てどんなことがわかりますか。みんなで話し合って

みましょう。

3

ミーヴァトン湖の上空に

現われたオーロラ

ディムボルギル

05
アメリカへ出かける時「渡米」といいますね。では、アイスランドへ出かける時にはなんというでしょうか。

アイスランドは中国の書物に「氷国」と表記されています。ということで、そのとおり「渡氷」です。

ミーヴァトン湖 栗原宗利



P.5のこたえと解説です。 アイスランドの位置、自然を把握し、ア

イスランドの国土をイメージしましょう。

1
★そのほかの記号Ａ ★そのほかの記号

Ｂ：アフリカ（ガーナ・コートジボアール など）

Ｃ：中央アジア（タジキスタン、キルギス など）

Ｄ：オセアニア（フィジー など）

Ｅ：北アメリカ（カナダ など）

アイスランド共和国は、北大西洋のほぼ中央に

位置し、北極圏に近い国です。東にフィンランド

など北欧３国やイギリス、ヨーロッパ大陸、西に

北アメリカ大陸、カナダ、北にグリーンランド、そ

して北極海へと海を介して続きます。

アイスランドアイスランド

②アイスランドといえば何？

氷の国／1年中、氷で覆われている／島が氷でできている／寒い国／オーロラが見える／

漁業がさかん／火山の爆発／北極に近い／植物が育たない／氷河／

＊みなさんのイメージはいかがでしたか？

③氷と火山の国 アイスランド

～氷河と溶岩～

アイスランドの国土面積は約10万k㎡で、日本の北海道と四国を

合わせた面積より少し広いくらいの面積です。人口は約３０万人で、

首都レイキャビクの人口11万人、同市の周辺を含めた首都圏全体

で約18万人で 全人口の約６０％が国土の約1％の土地に集中して

土地の様子 面積

国土全体 103,000k㎡

都市部 1 000k㎡

～アイスランドの国土状況～

で約18万人で、全人口の約６０％が国土の約1％の土地に集中して

います。国土の12％が氷河、64％が溶岩などの荒地で、氷と火山の

土地であることがわかります。

ミーヴァトン湖の近くにある「黒い城」という意味のディムボルギル

は火山活動が作り出した地形で、溶岩の堆積によってできた黒い奇

岩による特異な景観が広がっています。

都市部 1,000k㎡

耕地 23,805k㎡

湖沼 2,757k㎡

氷河 11,922k㎡

溶岩・砂漠・荒地 64,538k㎡
～自然の美しさ、オーロラ～

オーロラは太陽が発した太陽風が地球に達したとき、地球の磁場と

反応して光を発する現象です。アイスランドはオーロラが発生しやすい「オーロラベルト」と呼ばれる南北60

度～70度の領域に位置するため、冬の期間、どこからでもオーロラを見ることができます。

ちなみに、オーロラは英語で「Northern Lights（ノーザンライツ）」、アイスランド語で「norðurljós（ノルズルリョ

ウズ）」といいます。

溶岩 砂漠 荒地 64,538k㎡

アイスランド観光文化研究所

06
地名に「○○ヴァトン」がつくと「湖」、「○○アゥ」がつくと「川」を表す地名になります。「ミーヴァトン湖」は、

訳すと「蚊の湖」。 春になり雪解けが進むと大量の蚊が発生しますが、人を刺すことはありません。 ミーヴァ

トン湖は、地熱の影響で冬でも完全氷結しない湖です。

＊オーロラがリアルに見られるウェブサイト
アイスランドオーロラカメラ （国立極地研究所） http://polaris.nipr.ac.jp/~motoba/icam



極北なのに火山がいっぱい？～火山国、アイスランド～

アイスランドの国土について、写真を見ながら考えてみましょう。

北緯６３度から６７度の間に位置するアイスランド。その特色ある地形の写真を、地図の中にあてはめてみ

ましょう。

ヴ トナ クトル氷河アスキャ湖 グトルフォス1 ヴァトナヨークトル氷河アスキャ湖 グトルフォス
（ゴールデンサークル）

2 3

北極圏ライン

▲

▲

▲

B
C F

G

H

▲
▲

▲

▲

▲A
B F

D

▲
E

シンクベトリル（ゴールデンサークル） エイヤフィヤトラヨークトル氷河4 5

07
北アメリカ、ユーラシア、二つの大陸のプレートが地表に現れたアイスランドの地形。その大地の裂け目であ

る「ギャオ」には橋がかけられています。アイスランドでは、この二つの大陸を歩いて渡ることができます。

シンク トリル（ゴ ルデンサ クル） エイヤフィヤトラヨ クトル氷河4 5

栗原宗利（１・３・４） 田中孝太（２・５）



アイスランドの国土

P.7のこたえと解説です。 アイスランドの自然のすばらしさを
知ろう。

アイスランドは「火と氷の島」といわれ、そのニックネームの通り、国土の12％を占める氷河と、現在も活
動中の200余りの火山に覆われた島です。氷河が作り上げたフィヨルドが海岸線を形成しています。島の
最北端は、北極圏の真下に位置しています。

1 G 宇宙飛行士の月面における地質学調査の訓練が、アスキャ湖周辺で行われたことで有名です。

2 F アイスランドで最大の氷河で、国土の8%を覆っています。８,3００km²の広さがあり、東京都・埼玉2 F 最大 氷河 、国 覆 す。 , 広 が 、東京都 埼
県・神奈川県を足したくらいの広さで、体積ではヨーロッパ最大です。2011年5月にこの氷河の下
の火山が爆発し、噴煙が飛行機の運航に影響を与えました。写真はその氷河の先端部分です。

3 C アイスランドには、このような大きな滝がたくさんあります。グトルフォスとは「黄金の滝」という意
味です。ギャオと呼ばれる地表の裂け目に氷河の溶け出した水が流れ込んで滝となっています。

4 B シンクベトリル付近は、大西洋中央海嶺が地上に露出している部分で、ユーラシア大陸プレートが
東に、北アメリカ大陸プレートが西に広がっていて、年に数cmずつ大地が広がっています。各地で
ギ 呼ば 大地 裂 が 独特 岩 形成 すギャオと呼ばれる大地の裂け目が見られ、独特な岩肌を形成しています。
９３０年、ノルウェーからの移住者によって、この地で「アルシング」と称される世界初の民主的な会
議が開催されました。このあたりはシンクベトリル国立公園に指定され、2004年には世界遺産（文
化遺産）に登録されました。

③のグトルフォスの滝から④のシンクベトリル国立公園までのアイスランドの大自然を見る
ことができるエリアは「ゴールデンサークル」と呼ばれます。

5 D この氷河は、直径３～４kmの火山の火口の周りを100k㎡に渡り覆っています。2010年3月に火山
が噴火し、その連動で②の火山の噴火がおこったとされています。

● 地図中の他の場所をみてみましょう。

A 首都のレイキャビク

E スルツェイ島E スルツェイ島
1963年に海底火山の噴火により誕生した、面積2.8k㎡の小さな無人島です。
海底火山の噴火から新島を形成した典型例として有名です。２００８年に世界遺産（自然遺産）に登録さ
れました。島の誕生以来保護され、人間の干渉を受けないスルツェイ島は、新しい土地への生物の住み
つく過程を研究する上で、「生きた研究室」として研究者のみが立ち入りを許可されています。

H ミーヴァトン湖
2,300年前に起きた溶岩の噴火によって形成されました。平均水深は2.5mと浅いのですが、面積は
37k㎡あります 日本の阿寒湖などに生息するマリモと同じ 球状体の藻が確認されています

ヨーロッパでもっとも若い土地、アイスランド

アイスランドは大西洋中央海嶺の延長線上に位置しているた
めに、海洋プレートの生成が地上で見られる珍しい島です。
また、1,600万～2,000万年前に北大西洋の海底火山の噴火

37k㎡あります。日本の阿寒湖などに生息するマリモと同じ、球状体の藻が確認されています。

また、1,600万 2,000万年前に北大西洋の海底火山の噴火
によって誕生した、ヨーロッパでは最も若い土地を国土とする国
です。
北米大陸とユーラシア大陸の、2つのプレートが地中から盛り

上がる、この大地の裂け目をギャオと呼びます。このギャオが国
土の中央を走り、その裂け目上に活発な火山活動と連動しな
がら、年に2～3cmの速度で、アイスランドの国土を広げ続けて
います。写真はその火山帯のひとつ、アイスランド南部のラカギ

08

ガル火口群です。

930年にアイスランド初の国会が開かれたシンクベトリル。この国会で議決された法律のひとつに、他国から

馬を持ち込むことを禁止するというものがありました。これにより、アイスランド産の馬の純血は保たれました。

ウィキペディア



アイスランドのウソ？ホント？クイズ
まだまだ知らないことの多い国アイスランド。

次のカードはアイスランドについて書かれたものです。これってウソ？ ホント？

高緯度の国、アイ アイスランドでは21 3アイスランドと日本。

スランド。夏の太陽は、

北から昇って北へ沈み

ます。

虹がよく見られます。最低気温は、日本の方が

低いです。

アイスランド語は

ヨーロッパ最古の言語

です。

アイスランド人の名

前には、姓がありません。

5 64

○ × △
○ ○ちゃん

世界で初めて女性

大統領が誕生した国は

アイスランドです。

アイスランド人は

夏にザリガニをよく食べ

ます。

アイスランドの電

話番号は7ケタで国内

すべてにつながります。

漁業の盛んなアイ

スランド。貿易収入の

第1位は漁業です。

97 8

ます。 すべてにつながります。 第 位 漁業 す。

09
透き通ったアイスランドの水。水質検査された中で、世界で最もきれいな湧き水を原水とするアイスランド

の水道水は、どこでも安心して飲むことができます。



P.9のこたえと解説です。 アイスランドの身近な生活について考
えてみよう。

1 北極圏に最も近い北部では、1日に数十分しか太陽○1
が沈まない「白夜」の現象がおきます。このとき太陽
は、かなり北よりの東から昇り、かなり北よりの西に沈
むように見えます。

栗原宗利

凍ったミーヴァトン湖とオーロラ

2 アイスランドの首都レイキャビクは北緯６０度とかなり北にありますが 1年で最も寒い日でも○

○
ホント

2 アイスランドの首都レイキャビクは北緯６０度とかなり北にありますが、1年で最も寒い日でも
－10℃程度です。一方、日本の最低気温を記録した旭川市は北緯４３度ですが、冬には－２０℃
となる日が十数日あります。また、レイキャビクと同緯度にあるフィンランドの首都ヘルシンキ
も、冬の最低気温はー２０℃にもなります。アイスランドが高緯度のわりに温暖なのは、島の周り
を流れる暖流の北大西洋海流と、南から吹く偏西風のためです。

海上から強い偏西風が吹くアイスランドは、天気が非常に変わり
やすく、虹がよく発生します。年間の降雨・降雪は２００日におよび3 ○

ホント

○
ホント

やすく、虹がよく発生します。年間の降雨 降雪は２００日におよび
晴天が少ないのですが、降水量は年間700mm程度でそれほど多
くありません。天気の変化がめまぐるしいことから、アイスランドに
は「今の天気がイヤならその場で15分待ちなさい」ということわざ
があります。

田中孝太

4 アイスランドでは、名前は「ファーストネーム＋父称」で構成されます。この父称は子どもの性別
によ て変わります の命名方法はアイスランド独特の習慣です

○
ホント

ホント

によって変わります。この命名方法はアイスランド独特の習慣です。

2013年3月現在の大統領ラグナム・グリムソン氏は、「グリムさんの息子のラグナム君」というわ
けです。ただ、すべてのアイスランド人が姓をもたないわけではなく、父親がアイスランド以外の
国の生まれの場合は 姓があります 普通 姓ではなく名で呼び合うので 名前の付け方が重要

男性の場合⇒父親の名+ソン ⇒例：ヨハン+ソン＝ヨハンソン⇒ヨハンさんの息子
女性の場合⇒父親の名+ドッティル⇒例：ヨハン＋ドッティル⇒ヨハンドッティル

⇒ヨハンさんの娘

ホント

国の生まれの場合は、姓があります。普通、姓ではなく名で呼び合うので、名前の付け方が重要
です。

アイスランドの元首は大統領で、国民投票によって選ばれ任期は４年です。

5

6

言語も時代とともに変化するのが一般的ですが、アイスランド語は、中世からほとんど変化し
ておらず、古代言語の複雑性を保持し続けています。そのため、古代語で書かれた「エッダ」
（英雄伝説）や「サガ」（日本の古事記のような歴史書物）の読解に非常に役立っています。

○

○
ホント

元首 大統領 、国民投票 選 任期 年 す。
第4代大統領のヴィグディス・フィンボガドッティルさんは、民主的選挙で
選ばれた世界初の女性大統領で、4期16年の長期にわたって就任し、惜
しまれて勇退されました。1989年昭和天皇の大喪の礼の際に、大統領と
して参列したのも彼女です。なお、2013年3月現在のアイスランド首相ヨ
ハンナ・シグルザルドッティルさんも女性です。

6

7 ザリガニは、北欧諸国で夏によく食べられています。
アイスランドの人々もよく食べます

ザリガニと手長エビ

Joshia Shibano
○

ホント

○
ホント

9 ×
ウソ

アイスランドは周囲を海に囲まれ、その豊富な海洋資源は国の重要な貿易収入となってきま
したが 2002年にアルミニウムの精錬工場が完成し 精錬技術の向上が進むとアイスランドの

アイスランドでは、1995年より市外局番を廃止し、国内すべて7ケタの電話番号でかけられるよ
うになりました。電話料金は通常料金が月～金の8時～18時で、18時～23時は割引料金とな
ります。逆に、月～木の深夜23時～8時と週末の金曜23時～月曜8時は割増になります。

8

アイスランドの人々もよく食べます。 Joshia Shibanoホント

○
ホント

したが、2002年にアルミニウムの精錬工場が完成し、精錬技術の向上が進むとアイスランドの
重要な輸出品目となりました。2008年から、アイスランドの総貿易収入額の中で、アルミニウ
ムの占める割合が漁業をおさえて第1位になっています。

10
日本の「古事記」の原文を、現代の日本人の大人が読む、これって結構、難解ですよね。アイスランド語はその

誕生からほとんど変わっていないため、千年ほど前に書かれた書物を、子どもたちでも読むことができます。



アイスランド人ってどんな人？

写真などを見ながらクイズに答えてみよう！

アイスランド人の祖先は、どんな人たちでしょうか？1
A アイスランド島に昔から

住んでいた原住民
B ノルウェーから移り住ん

だ人たち
C イギリスのケルト系の人

たち

2 右の写真は、アイスランドの昔の家です。どういう特徴が
あるでしょうか？ 自分たちの家と比べてみましょう。

それらは、どんな役目（効果）を果たしているでしょうか？
みんなで話し合ってみましょう。

アイスランドの食事はとってもおいしい！
下の写真はアイスランドでよく目にする料理と飲み物です。ヒントを参考に、何なのか考えてみましょう。

3

栗原宗利

A B C

日本人もよく食べる白身魚

（中央から右の３つの塊）

日本では消費量が少ない肉

（右上の塊）

日本ではめずらしい魚介類

（下半分の赤がかった食材）

D E F

スキムミルクから作られます ラベルに「VIKING」と書いてある

飲物です（右の瓶）

左上の瓶。ラベルに飲物の名前

「BRENNIViN」と書いてあります

11

アイスランドでは、パーティーやバーべキューなど、家族が集まる時、友人たちと一緒の時などに、ピルサ（＝ホッ

トドック）をよく食べます。そのピルサにかかせないソーセージには、牛や豚でなく、羊肉が使われています。

田中孝太（E・F）栗原宗利（A～D）



P.11のこたえと解説です。 アイスランドの人々の歴史や生活を、
把握しよう。

1 B C

祖先はヴァイキング！ アイスランドの人々

～アイスランドの起源～

アイスランドには、豊富な資料が残っていて、それらの資料によると、アイスランドの歴史は紀元874年ま

でさかのぼります。この年に最初の定住者としていわゆるヴァイキングが、ノルウェー西部から移住してきた

デ デ ギ 島（ ）

1 B C

～世界最古の議会～

この家々は、シンクベトリルの平原に現存する家々です。

930年にアイルランド初の民主議会アルシングが、この平

と記されています。またスウェーデンやデンマーク、イギリス諸島（ケルト系）からも、自分たちの社会を建設

する場所として移住してきました。アイスランドが島国で氷と火山に覆われた孤立した土地であるという

地理的条件が、ヴァイキングの言語や文化をしっかりと根付かせました。

2 ～特徴～

・窓が少ない

屋根が草で覆われている
年にアイルランド初の民主議会アルシングが、 の平

原で開催されました。この議会はヴァイキングが作った、世

界最古の民主議会とされ、各地区から民主的に選出され

た議員が法律をつくり審議しました。

この平原の名前である「シンクベトリル」は、「議会平原」と

訳されます。

・屋根が草で覆われている

・石を高く組んで、土台を強くしている

～役目（効果）～

・寒さを和らげる

・外からの冷気に対して、室内の温度

を保つ

3
ラム肉。毛織物と食用のために羊を飼い、その子羊を

ラム肉として食べます
B

A 魚のタラ。島国アイスランドは漁業が盛んで、魚を良く食べます

C 手長エビ

D スキール。乳製品で飲むもの、固めのものがあります。

～アイスランドの伝統料理～

クリスマスなどの行事の際に出る羊

の頭の丸焼き、肉や魚のスモーク、酢

漬けの野菜などが一般的です。羊の

頭はスーパーでも売っています

アイスランド国内最大級のショッピングセンター

アイスランドの首都レイキャビクには 「クリングラン というシ ピングモ ルがあり 大きな店舗と豊富な

アイスランド原産のお酒ブレッニヴィーン。 「ブラック・

デス（黒い死）」の別名を持つ、ジャガイモでできたア

ルコール度40度のお酒

F

E アイスランドビールの代表、ヴァイキング
頭はス パ でも売っています。

スキールはデザートとしてよく食べら

れています。バニラやブルーベリーなど

の種類があります。

アイスランドの首都レイキャビクには、「クリングラン」というショッピングモールがあり、大きな店舗と豊富な

品ぞろえで人気があります。またその中にあるフードコートには、日本でも見られるグローバル企業の店舗が

出店しています。そのうちの1つに有名なハンバーガー店もありました。この会社の規定によりハンバーガーの

材料はアメリカから輸入しなければならず、そんな中2008年におこった金融危機により、現地通貨クローナ

が暴落し、原材料価格が跳ね上がってハンバーガー1個が1,260円になり、2009年10月末にアイスランドか

ら撤退を余儀なくされました。下の写真の左2枚は現在の様子です。

店内の様子フードコート。右奥は有名なピザ店 有名なハンバーガー店

田中孝太（左2枚） 志賀翔太

12
アイスランドでは、お酒は専売店で買うことができます。酒屋の営業時間は月曜日～木曜日と土曜日は11

～18時、金曜日は11～19時で、日曜日は営業していません。



スポーツの国、アイスランド

写真などの資料を見ながら、クイズに答えましょう

アイスランドではいろんなスポーツが盛んです。その中で、世界的
な大会で優秀な成績を得ているスポーツはどれでしょうか？

1

A 野球

B
C

ハンドボール（男子）

サッカー（女子）

2 アイスランドでは、火山がもたらす豊富な地熱
エネルギーを、生活に活用しています。その一つ
に、スポーツ関連施設があります。
どんなことに利用されていますか。

A

B
C

スイミングプール

フィットネスクラブ

サウナ

ミニフォトギャラリー
～アイスランド スポーツ～

国内のいたるところにあるスイミングプール

チョルトニン湖 冬の様子

レイキャビク・マラソン

13
アイスランドでは、火山や氷河地帯を歩くトレッキング、透明度抜群な地下水が湧き出ているギャオのダイ

ビングなど、アイスランドの大自然を堪能するスポーツを楽しむことができます。

栗原宗利（すべて）



スポーツの夏！アイスランド

P.13のこたえと解説です。
北極圏に近いアイスランドの人々の
スポーツについて、みてみましょう。

スポ ツの夏！アイスランド

～夏はスポーツの季節！～

アイスランド人は、ありとあらゆるスポーツを楽しむことが、お気に入りです。新しい種目が紹介されると、
たくさんの人がその種目に興味を示します。子どものスポーツも盛んに奨励されており、いろんな種目で優
秀な選手が出ています。プロサッカーでは、ドイツと北欧のチームに何人か所属しています。チームスポーツ
の中では、特にハンドボールが好成績を残しています。

1 B Cハンドボール（男子） サッカー（女子）

～ハンドボール（男子）～

2008年の北京オリンピックで、フランスに続き第2位、銀メダルを獲得しました。2012年のロンドンオ
リンピックでは、決勝トーナメントに進みましたがベスト８でした。

1 B Cハンドボ ル（男子） サッカ （女子）

～サッカー（女子）～

日本の女子チーム“なでしこジャパン”がワールドカップで優勝し注目を浴びていますが、アイスラン
ドの女子サッカーも最近、注目を浴びています。2012年に、なでしこジャパンが準優勝したアルガル
ベ杯の2011年の準優勝は、アイスランドチームでした。

～レイキャビクのスポーツ施設～

豊富に湧き出る温水を利用したプール アイスランドの人々はスイミングにこまめに通います

2 A、B、C、すべて地熱エネルギーを利用しています。

豊富に湧き出る温水を利用したプール。アイスランドの人々はスイミングにこまめに通います。
レイキャビク市内には７か所プールがあり、7時から22時ごろまで開いています。大きな施設ではプール
のほかにジャグジーやフィットネス施設、サウナなどが併設されています。熱いところでは４１℃ほどの
プールもあり、温泉に入っている感じです。

ミニ フォトギャラリー

～チョルトニン湖～～レイキャビク・マラソン～

レイキャビク市内中心部の南部に広がる湖
で、湖畔には市庁舎があります。湖周辺に
は遊歩道が整備され、散歩する人、多くの
飛来した野鳥にえさを与える人など、市民
の憩いの場所です。冬には表面が凍り、ス
ケートを楽しむ人々でにぎわいます。

空気のとても澄んだレイキャビク市内の名所・旧跡
を走り抜ける、とても楽しく快適なマラソンです。
2012年はフルマラソン、ハーフマラソン、10km、
5kmなどの種目に全部で1万2千人余りが参加し、
うち日本人は８人でした。なお2013年は８月18日
（日）に開催されます。

すもうに似てる？ アイスランド古来の格闘技“グリマ”

～グリマ～

「グリマ」というアイスランド特有の格闘技があります。グリマとはアイス
ランド語で「歓喜の試合」という意味があり、歴史の古いスポーツで、
1,100年ほど前から行われています。腰に古来の帯を締め、取り組みに
入る前に踊りを踊ります入る前に踊りを踊ります。

【競技方法】
・常に立った状態で行われる
・相手は互いの周りを時計回りで回る
・相手の上に覆いかぶさるようにしたり、あるいは強引に相手を押しつ
ぶすことは許されない(スポーツマンシップに反する行為とされる)

・相手のひじ ひざ 腕を地面につければ勝ち相手のひじ、ひざ、腕を地面につければ勝ち

ウィキペディア

14

北緯64度の海水浴 首都レイキャビクは海に面していて、夏には海水浴が楽しめます。真夏でも気温が

20℃を超えることが少ないこのまちで、海水浴ができるのは暖流であることに加えて、温泉がわいていて海

水と混ざり、海水温度が上昇するためです。世界最北の海水浴場です。



アイスランドの学校のようすを見てみよう

みなさんは、アイスランドの学校のこと、どのくらい知っていますか？

アイスランドの義 アイスランドの国 アイスランドでは、21 3
務教育は日本と同じく

9年間です。

公立の学校は、授業料

が無料です。

高等学校、大学への進

学に入学試験がありま

す。

アイスランドの学

校の新学期は1月から

始まります。

アイスランドの義務

教育では給食があります。

5 64 アイスランドでは、

義務教育で外国語を

2ヶ国語学習します

アイスランドのほと

んどの学校は全寮制で

す。

97 8 アイスランドの大

学には、日本研究の講

座があります。

アイスランドでは、

高校で第３外国語とし

て日本語を習います。す。 座があります。て日本語を習います。

15
「本がないくらいなら裸足になったほうがいい」ということわざがあるくらい読書が大好きなアイスランドの

人々。国内で出版される書籍の数は、国民1人あたりに換算すると世界一です。



日本の学校生活との違いを知ろう。P.15のこたえと解説です。

1 アイスランドの教育制度は10・4・3制です。そのうち6歳から16歳までの10年間が義務教育×1

2 アイスランドの学校はほとんどが国公立で、小学校から大学まで，国公立学校は授業料は
無料です。アイスランドの義務教育を終えた生徒の約90％が、高等学校レベルの学校へ進
学します。高等学校には大学入学資格を得られる学校、職業教育を行う学校、商業学校の
3種類があります。国公立の高等学校は授業料は無料ですが、登録料を支払い、教科書は
自分で購入します

○
ホント

教育制度 制 。 歳 歳 年間 義務教育
で、就学率は約100％です。その後の4年間が高等学校教育、その後の3年間が大学教育で
す。

ウソ

アイスランドの学校は2学期制で、新学期は8月22日から始まり、秋学期（８月２２日～12月4

自分で購入します。

3 アイスランドでは、高等学校進学には義務教育卒業資格、大学進学には高等学校卒業資
格をもって、それぞれの入学資格が得られます。大学の入学試験はありませんが、アイスラ
ンド大学の医学部、薬学部、法学部などに進路希望の場合には、第1年次終了後に試験に
よる選抜が行われます。大学は通常3年ですが、学部・学科によって異なります。

×
ウソ

×

5

アイスランドの学校は2学期制で、新学期は8月22日から始まり、秋学期（８月２２日 12月
20日）、春学期（1月4日～6月7日）となっています（レイキャビク市内の学校の例）。
なお、12月末までに満6歳になる子どもは、その年の8月に小学1年生に入学します。

4

○
ホント

ウソ

国語であるアイスランド語のほかに、英語とデンマーク語を小学校から習うため、国民の大
半は3カ国語を話すことができます。長らくデンマーク領であったため、デンマーク語も義務
教育の中に組み込まれています。

アイスランドの学校はほとんどが全寮制です。6～8月の夏休み期間中は、校舎がホテルとして
利用されています。

レイキャビク市内の小・中学校では給食があり、1ヶ月の給食費は６,２００クローナ（＝約4,500
円）です。 なお、その費用は自己負担です。

6

○
ホント

○
ホント

7

9

8

2003年9月より、アイスランド大学において日本語・日本文化コースが開講されました。学
生は日本語能力試験を受け、2年目を終了後、日本の大学へ交換留学生として送られます。
卒業後は 日本の大学院へ進学したり 日本関連企業へ就職したり 翻訳通訳業に就いた

○
ホント

アイスランドでは、義務教育で英語とデンマーク語を習いますが、高等学校ではさらにもう一
つ外国語を履修します。フランス語、スペイン語などと並んで、2005年から日本語が選択科
目に組み入れられました。

○
ホント

アイスランドのことば １ ～あいさつ基本編～

卒業後は、日本の大学院へ進学したり、日本関連企業へ就職したり、翻訳通訳業に就いた
りしているそうです。

＊Góðan dag/daginn (ゴーザンダーフ / ゴーザンダィイン ）
おはよう、こんにちは、場合によっては、こんばんは、として
使います。お店に入る時は、この言葉を使います。

＊Takk ( タ（ハ）ック ） ありがとう

＊Bless ( ブレス ） じゃあね！ バイバイ！

＊Sjáumst ( シャウムスト ) またね！

16
1,000年以上から当時の言葉のまま使われているアイスランド語。そのこだわりも強く、「テレビ」という外来

語は「映し出す＋プロジェクト」という単語をあわせた合成語で表します。IT関連の単語が増え続ける中、外

来語の氾濫を抑えるため「新語審議委員会」を立ち上げ、アイスランド語を守っています。

アイスランドでは、どこへ行っても英語が通じますが、あいさつは大切。発音が
難しいアイスランド語ですが、基本的なあいさつを覚えましょう。



フォトギャラリー ～アイスランドのくらし～
～夏は日光、冬は読書を楽しむ人々～

空気が澄んでいるアイスランド。夏は外に出て日光を浴び、

街角で遊んだり、ベンチで話をしたりして夏を満喫します。

冬は氷と寒さに閉ざされるアイスランドの人々。冬場はあた

たかい部屋の中で読書を楽しみます。

▲北欧系、ケルト系、さまざまな民族の子どもたち

ハットルグリムスキルキャ教会。
アイスランドの人々の心のよりどころです。

▲ いろんなものを遊び道具にします ▼

チ を楽しむ子どもたち

栗原宗利（上5枚）

チェスを楽しむ子どもたち

歩行者横断用の押しボタン式信号

ダニエル・サルボ17
アイスランドの人々の交通マナーは、とてもいいです。歩行者が横断歩道を渡ろうとするときは、必ず止まっ

てくれます。

田中孝太（下３枚）

アークレイリの映画館アイスランド北部の都市アークレイリで出会った子どもたち



第2章第2章

へぇ～！アイスランドと日本



アイスランドと日本、似てる？似てない？

アイスランドと日本、それぞれの文化で、似ているところを探してみましょう！

アイスランドには21 3

下記のカードは、日本の特徴を表しています。この中には、アイスランドの特徴にもあてはまるものが

あります。これってウソ？ ホント？

アイスランドにはアイスランドは島

活動中の火山がありま

す。

温泉がたくさんありま

す。

国です。

アイスランドには

冬、大雪が降る地域が

あります。

アイスランドでは

地震がひんぱんに起こ

ります。

5 64 アイスランドは、

男性、女性ともに長寿

の国です。

アイスランドは捕

鯨国で、昔からクジラを

食用にしています。

アイスランドは漁

業がさかんで、たくさん

の魚を食べます。

97 8 アイスランドでは

すしが人気で、回転す

し店があります。食用にしています。 の魚を食べます。 し店があります。

19
アイスランド人はポジティブ思考！ 夏が終わるとクリスマスを楽しみに、クリスマスが終わると夏のバカンス

を楽しみに1年を過ごすとか。1年の半分が冬という気候のアイスランドならではの考え方ですね。



P.19のこたえと解説です。
アイスランドと日本をくらべて似ている
ところを探しましょう。

1 アイスランドは、ヨーロッパで2番目に大きな島です。北アメリカ大陸プレートとユーラシアプ○

2 日本にはおよそ120の活火山がありますが、アイスランドは日本より小さな面積にも関わら
ず、200あまりの火山、火口があり、現在も活動しています。その中の1つ、アイスランドの南
部から中央のあたりに位置するラカギガル火口群は、1783年に大噴火をおこした際、噴煙
が1,000m上空まで吹きあがり、ヨーロッパをはじめ北半球を覆いました。日本では同じ年に

○
ホント

1 アイスランドは、ヨ ロッパで2番目に大きな島です。北アメリカ大陸プレ トとユ ラシアプ
レートがぶつかりあう海嶺が島の真ん中を通り、その境目が地表面に現われています。島は
溶岩でできていて、耕作に不適な土地が多いです。

○
ホント

多くの活動中の火山、火口があるアイスランドには、温泉もたくさんあります。また、火山活
動によって発生した水蒸気が地上へ噴き出す「間欠泉」も多く見られます。代表的なものは
ゲイシール間欠泉で、このゲイシール（＝湧き出る）が、英単語ゲイザー（geyser＝間欠泉）の
語源になっています。アイスランドでは、温泉が各家庭に配水され、お風呂だけでなく住宅

3 ○
ホント

, 吹 、 北半球 覆 。 本 同 年
浅間山の噴火と共に天明の大飢饉がおこり、ラカギガル火山の噴火の影響を受けたとされ
ています。

の暖房として利用されています。

4 ○
ホント

アイスランドには火山が多いことから、火山性地震が多く発生します。2008年5月、レイキャビ
クから東へ50kmのところにあるクヴェーラギェルジで、マグニテュード6.3の地震が起こりまし
た。家の中では家財道具がひっくり返り、被害を受けた人々は学校などへ避難しました。赤十
字救助スタッフが、食事の用意などを担当しました。

アイスランドは北極圏にかかるほどの高緯度に位置して
いますが、周辺海域には暖流の北大西洋海流が流れて
いるため気温はそれほど低くなく、雪もそれほど積もりま
せん。また、レイキャビク市内には、温泉水を利用した融雪
パイプが設置されており、市内では積雪が少なくなって
います。

×
ウソ

5

レイキャビク市内の積雪

日本と同じく長寿の国で、平均寿命男78.8歳（日本78.3歳）女性82.6歳（85.2歳）です。
（2007年統計）

6 ○
ホント

○
ホント

日本と同じく捕鯨国であり、食用にしたり鯨油を採取して輸出していました。国際捕鯨委員会
（IWC）の決定のもと調査捕鯨に限定していましたが 1992年IWCを脱退 その後2002年に

7

田中孝太

8 アイスランドの周りはよい漁場で、1900年以降、漁業はアイスランド経済の主流でした。
1990年代初めまでは、魚類と魚加工品が輸出高の2/3を占めていましたが、現在はアルミ
ニウムが輸出高の第1位となっています。

○
ホント

ホント （IWC）の決定のもと調査捕鯨に限定していましたが、1992年IWCを脱退、その後2002年に
復帰しました。

9 アイスランドでもすしは人気で、回転すし店もありま
す。
その中の「スシトレイン」という店の会計方法は、日本
のようにお店の人がテーブルまで皿の数を数えに来
るのではなく、自分で食べた皿を持ってレジまで行く
システムになっているようです。

○
ホント

20

回転すし店“スシトレイン”

田中孝太



アイスランドと日本、こんなつながり

およそ9,000km離れている、アイスランドと日本。いろんなつながりを見てみましょう！

1 島国、火山、地震、温泉といった共通点があるアイスランドと日本。そのほかに、地球上でもっと大きなつ
ながりがあります。どんなことか考えてみましょう。

アイスランドと日本のつながりにはどんなことがあるでしょうか。それぞれ考えてみましょう。

アイスランドと日本は、周りを海に囲まれている、暖流と寒流がであう良い漁場があるなど、漁業におい

て共通点があります。では、アイスランドで獲れて100％日本に輸出している魚は次のどれでしょうか。
2

タラ ホタテ シシャモA B C

3 アイスランドは自国の自然開発に、日本の高い技術を取り入れています。世界的にもその開発の先進国

であるアイスランドですが、どんな開発でしょうか。

4 アイスランドの大みそかでは、夏に日本でも行われる風習があります。どんな風習でしょうか。

～ジャパンフェスティバル～
在アイスランド日本大使館とアイスランド大学の共催で、日本文化を紹介する「ジャパンフェスティバ
ル」が開催されました。茶華道や書道、弓道といった日本の伝統文化が、会場で披露されました。

ミニフォトギャラリー

日本のマンガを販売しています ゆかたを着た日本語学科の学生さんたち

～クラブ・アイスランド～

クラブ・アイスランドは、2008年2月14日に在日

アイスランド大使館において開催されたイベン

ト「ここから始まるアイスランド」にて、アイスラン

ド大好きな人を集めて設立した団体です

栗原宗利

ド大好きな人を集めて設立した団体です。

左写真は、2012年にアイスランドの人気バンド、

パスカルピノンのライブとその時の交流会の様

子です。栗原会長（後列左から2人目）のもと、

アイスランドをこよなく愛し、アイスランドを広く

紹介する活動を行っています。

かわいい３人組 パスカルピノン（中央3人）

21
【デンマークとの関係その1】 義務教育から外国語としてデンマーク語を学習するアイスランド。デンマークと

のつながりは、11世紀から1944年に独立するまで、長い間デンマーク領であった名残りです。

志賀翔太
かわいい３人組、パスカルピノン（中央3人）。

そのパステルな声と音色に癒されました。



似ている！ 協力している！ アイスランドと日本

P.21のこたえと解説です。 アイスランドと日本のつながりを、見て
みましょう。

1 地球上のプレートの端と端
日本とアイスランドは、同じプレートの両端に位置するというつながりがあります。
アイスランドは、地球内部のマントルが湧き上ってきて北アメリカプレートとユーラシアプレートとして新
しい土地を作り上げている、大西洋中央海嶺上に浮かぶ島です。逆にその2つのプレートがぶつかり
合って地球の内部へ入りこんでいくのが、日本の東部海域を縦断している日本海溝です。

2 C 国産のシシャモは数が激減したことにより、その代替品としてアイスランドやノルウェーから輸入し
た「カラフトシシ モ（カペリン） がス パ などで「シシ モ として出回 ています

アイスランドでは日本のお盆のように 妖精たちが道に迷わない

3 地熱発電の心臓部、発電タービンは約80％が日本製
富士重工、三菱重工といった日本の企業の製品がアイスラン
ドの地熱発電を支えています。アイスランドはその技術とアイ
スランドの地熱開発のノウハウを、他国へ紹介していく計画を
進めています。

4

た「カラフトシシャモ（カペリン）」がスーパーなどで「シシャモ」として出回っています。

アイスランドでは日本のお盆のように、妖精たちが道に迷わない
ようにと、大みそかに「ブンナ」という迎え火を焚く風習があります。
ブンナは夜９時ごろ、街のいたるところで焚かれ、大みそかを楽し
む市民がその周りに集まります。午前零時が近づくと、集まった市
民たちが一斉に花火を打ち上げます。 大みそかの花火

4

～サメの燻製～
海 囲 れた イ ド 本 昔か 魚を保存し 食

栗原宗利

海に囲まれたアイスランドと日本。両国には、昔から魚を保存して食
べる方法として燻製があります。ぜひ試してほ
しいのが、サメの燻製ケーストゥル・ハウカール。
その香りは、想像を絶する強烈さです。
左の写真は、サメの燻製を小さくきざんだもので
すが、ふたを開けたとたん、耐えきれずにベラン
ダへ逃げ出しました。

栗原宗利田中孝太 サメの燻製場

アイスランドの自然が日本のアーティストに影響を与えた！？

～GLAYのPV～

日本の4人組のロックバンド、GLAY（＝グレイ）をご存じですか。彼らの

曲で『春を愛する人』という曲があります。この曲はGLAYがアイスランド

を旅した時に、厳しい冬を乗り越えて春を待つ、たくましいアイスランド人

栗原宗利田中孝太 サメの燻製場

に感動して作った曲と紹介されています。また『BELOVED』という曲の

プロモーションビデオ（PV）には、アイスラ

ンドの氷河の風景や、アイスランドの街な

みが、ふんだんに出てきます。

↑ヴァトナヨークトル氷河から溶けた水
が流れ出 架 橋

アークレイ市内のインフォメーションボード。
→このボードに寄りかかっているメンバーの写真も

アイスランドのことば ２ ～あいさつの表現が似ている?!～

～「どうも」と「どうぞ」～
日本語の独特のあいさつ表現、「どうも」と「どうぞ」。英語では的確に表現することは難しいとされて
います。アイスランド語の中には、それに似たニュアンスを含む言葉をよく聞きます。

( ザ ） 「 ど

が流れ出した川に架かる橋。
ＰＶに出てきます。

あります。
田中孝太（２枚とも）

22
【デンマークとの関係その2】 「デンマーク海峡」は、デンマークから遠く離れたアイスランドとグリーンランドの

間の海峡です。デンマークがアイスランドやその先のグリーンランドを制圧した名残りです。

＊Takk fyrir siðast(タック フィーリル シーザスト） 日本語で「この前はどうも！」
アイスランドの人々は、とてもよくこの言葉を使います。

＊Gjörðu svo vel (ギョルズ スボベル） 日本語で「どうぞ」。いろんな場面で使われます。



ちょっとブレイク

～えっ? サンタさんが１３人?!～

サンタさんが１３人、山から下りてきてクリスマスを祝う！

アイスランドのサンタは１３人！?

レイキャビク市内のクリスマスの風景

～アイスランドのサンタは１３人！?～
アイスランドのサンタクロース。普段はサンタパパのレッパルーズと意地悪そ

うなサンタママのグリラと、首都レイキャビクと海を挟んで反対側にあるエー
シャ山に住んでいます。
12月12日から1人ずつ山から下りてきて、24日のクリスマスイヴの日に全員

がそろい、みんなでクリスマスをお祝いします。翌25日からまた1人ずつ山へ
帰っていき、全員が帰る1月6日、長かったクリスマスが終わります。
よい子にしていれば 13日間毎日すてきなプレゼントがもらえますが 悪い子よい子にしていれば、13日間毎日すてきなプレゼントがもらえますが、悪い子

だと、プレゼント用靴下の中にはお芋が！

アイスランドの13人のサンタクロースは、元はヴァイキング時代
のお祭りが、キリスト教の民話の影響を受けて変化したもので、
民話に出てくる、いたずら者のお化けがサンタクロースに変化し
たものです。
13人は小悪魔、変わり者が多く、ドアをたたくサンタ、肉を盗む13人は小悪魔、変わり者が多く、ドアをたたくサンタ、肉を盗む

サンタ、皿をなめるサンタ、スキールを大食いするサンタ・・・、そん
な個性豊かなサンタの話が絵本になっています。

スキールを大食いするサンタ

最初にやってくる、杖を持ったサンタ

23
アイスランドのクリスマスプレゼントは、本が主流です。プレゼントされた本をすでに持っていたり、他の本が

読みたいときには、書店で交換できます。

栗原宗利（すべて） 山の中にあるサンタの家



第3章第3章

一緒に考えよう！こんな課題



火山をエネルギーに？～アイスランドのエコエネルギー～

世界中が取り組んでいるエネルギー開発。アイスランドはどのように取り組んでいるのか見てみましょう。

あなたは毎日、どんなことにどれくらいの時間、電気を使っていますか？ 書き出してみましょう。

私たちのまわりで使われている電気 ～どのように作られているかな？～

1

2 もし、1日中、電気を使うことができなくなったら、どういうことが問題となりますか。

石油天然

原子力

12%

3 下のグラフは、アイスランドと日本の使用するエネルギーを表したものです。
これからどんなことが分かるか、みんなで話しあってみましょう。

石油

14%
石炭

1%

水力

19%

日本 アイスランド

42%

石炭

21%地熱

3%

水力

3%

天然

ガス

19%

資源エネルギー庁
2009年

国際エネルギー機関(IEA)
2011年

地熱

66%

←ゲイシール間欠泉
3～7分おきに地下から熱湯が地
上高く吹きあがる間欠泉。ゲイ
シール間欠泉は、現在活動を休

アイスランドの自然エネルギー

止していますが、同じ場所にある
ストロックル間欠泉は、現在も活
動しています。

↑グトルフォス滝
アイスランド特有の短くて流れの急な滝。この種の滝
のおかげで、水力発電の候補地には事欠きません。

田中孝太

栗原宗利（左２枚）

スバルツエンギ地熱発電所
ブルーラグーン（左の写真の奥）に位置する発電所。地中
2,000ｍから噴き出す蒸気と熱水のうち、蒸気を利用して
発電し 分離された熱水がブ グ 源泉 す

25
レイキャビクは、アイスランド語で「煙のたなびく湾」という意味です。夕方になると市内のあちらこちらから、

水蒸気が煙のように立ちのぼるのが見られます。

ブルーラグーン
5,000㎡におよぶ世界最大級の露天風呂。

発電し、分離された熱水がブルーラグーンの源泉です。

ウィキペディア



P.25の解説です。 自然の力を最大限に生かす、アイスラ
ンドのエネルギーをみてみましょう。

部屋の明かり／冷蔵庫／おふろ（電気温水器）／炊飯器／テレビ／ゲーム機／掃除機 など

＊ いかがでしたか？ みなさんの家の中にも電気製品がいっぱいですね。

1

2 ・家での生活がとても不便になる（明りがつかない／冷蔵庫が使えないので、食材が保管できない ）

・社会全般がマヒする（信号がつかない／電話が使えない／電車が動かない）

＊ 日本でおこった大地震の際の状況を思い出してみましょう。

3 【日本】 ・石油、石炭、天然ガス合わせて８０％を超え、化石燃料によるところが大きい。

・地熱、水力は合わせて6％あまりで、たいへん少ない。

・原子力は12％と全体に占める割合はあまり多くない。

【アイスランド】・地熱、水力合わせて85％で、とてもクリーンなエネルギーによるところが大きい。

・石油、石炭合わせて15％で、化石燃料の割合はあまり大きくない。

・天然ガス、原子力はゼロ。

火山が多 温泉があ た自然環境 共通点が多 本 イ ド すが

アイスランドは、自然エネルギーでほぼ１００％発電！

～地熱と水力による発電～
アイスランドは島全体が火山でできていること 氷河がもたらす滝が豊富なことで それらの自然をエネル

＊ 火山が多い、温泉があるといった自然環境の共通点が多い日本とアイスランドですが、

エネルギー資源の利用には大きな違いがあることが分かります。

アイスランドは島全体が火山でできていること、氷河がもたらす滝が豊富なことで、それらの自然をエネル
ギー源として電力を供給しています。現在、アイスランド国内で使用する電力のほぼ100％を、地熱、水力に
よる自然エネルギーを利用して発電しています。
アイスランドの地熱利用の歴史は長く、20世紀前半から温室や暖房に利用されていました。発電は以前は

石油に依存していましたが、1973年の石油ショックの影響を受け、政府主導の下、石油に代わるエネルギー
として地熱を利用した開発に乗り出す企業を支援しました。
市内のいたる所には、地熱発電で排出された温水を利用したプールがあります。写真にあるブルーラグーン

はその典型です。アイスランドの人々は週に２～３回、スイミングに行きます。はその典型です。アイスランドの人々は週に２ ３回、スイミングに行きます。

～環境にやさしい取り組み～
地熱の恩恵は、光熱費が安くすむということだけではありませ

ん。冬の積雪対策として、地熱を利用した融雪設備で、幹線道
路では、雪があまり積もらないようにしています。また試験運用と
して、2005年～2009年、レイキャビク市内に水素バスを走行さ
せました。見た目はガソリン利用のバスと全く変わりませんが、よ
く見ると煙突から水蒸気を出して走っていて、二酸化炭素を全
く排出していません。アイスランドにおいて石油の需要は自動車
の燃料ですが、2030年までに化石燃料を一切使わない社会を
めざしています。

～日本の自然エネルギー～
日本にはおよそ120の活火山があります。現在、本州北部お

世界最大級の露天風呂、ブルーラグーン。ミネラル
たっぷりのシリカ（白泥）を体につけると、肌がすべ
すべになり美容効果抜群です。

栗原宗利

よび九州にある18ヶ所の地熱発電所において発電されてい
て、その発電量はアイスランドの総発電量とほぼ同じです。
日本においても、環境に優しいエネルギーとして地熱発電の

普及が検討されていますが、発電所として有望な場所は、国
立公園や温泉保養地の近くにあることが多く、景観や温泉資
源の保護にも努めなければならないという問題があります。
またその開発には高額なコストがかかります。このコスト削減

にむけて さらなる技術的向上が求められています

26
レイキャビク市内の各家庭は、さまざまな火山の恩恵を受けています。そのうちの一つが温泉です。家庭の

蛇口をひねると、温水ならぬ温泉が出てきます。

にむけて、さらなる技術的向上が求められています。



絶滅の危機？ ～食物連鎖による危機～

アイスランドに生息する海鳥、パフィンの生態についてみてみましょう

下図は、アイスランドに生息する海鳥で、アイスランドの国鳥的な存在であるパフィンの生態について
まとめたものです。みんなで確認しましょう。

1

A B

４月ごろ

飛来後、数日間

島近くの海上で
過ごし、ペアを
探す。

５月ごろ

ペアといっしょに上
陸。営巣し産卵。

６ ８
パフィン

A B

C
４月ごろ

アイスランドへ
飛来。生まれた
島へ向かう。

６月～８月
ペアと一緒に幼
鳥を育てる。
小魚をエサとす
る。

８月中～９月初

幼鳥が成長し
巣立つ。

１０月～翌４月

越冬のため南下。
北大西洋南部の
洋上で過ごす。

D

幼鳥の巣立ちと
共に成鳥もアイ
スランドを離れ
る。

ペアも別々にな
り、大部分が単
独で生活する。

最近の調査では このパフ ンが減少傾向にあります その原因はどんなことが考えられるでし う

EF

最近の調査では、このパフィンが減少傾向にあります。その原因はどんなことが考えられるでしょう
か。①の図の中にあるA～Ｆを説明する下のカードをキーワードとして、みんなで考えてみましょう。

パフィンは生涯
ずっと同じペアで
過ごす

A
産卵期に産む卵
は、たったひとつで
ある

B
パフィンのエサは
イカナゴなどの小
魚である

C

2

パフィンは、食用と
して捕獲される

E
陸に上がるのは産
卵期のみ。後は
ずっと海上で生活

F
パフィンの幼鳥は
夜、巣立ちをする

D

みなさんのまわりで、パフィンのように数が減少傾向にある生き物がいますか？ みんなで考えてみま3

27
パフィンはとても仲のいい夫婦。生涯を通して同じペアを組みます。しかし数年間、繁殖期を迎えても子孫

が誕生しなかった時は夫婦を解消し、新しいペアを見つけます。

みな り 、 数が減少傾向 物が すか？ み な 考 み
しょう。

3

栗原宗利



世界最大のパフィンの繁殖地、アイスランド

P.27の解説です。 パフィンの生態から、アイスランドを取り
まく環境について考えてみましょう。

愛らしい顔に特徴のある大きなくちばしを持つパフィンは、ハトをひとまわり大きくしたからだで、空を飛ん
でいるときも地上にいるときも、おどけた表情や動きをすることから、人々からとても愛されています。現
在、アトランティックパフィン、ツノメドリ、エトピリカの３種類が現存しており、この中のアトランティックパフィ
ンの最大の繁殖地が、アイスランドです。
4月下旬から9月上旬にかけて、アイスランド各地の海岸の絶壁にペアのパフィンが営巣し、たった1つの

卵を大切に育てます。ペアとして繁殖するパフィンは300万組600万羽、子育てを始めるのは3~4年たった
成鳥なので 繁殖しない鳥を含めると1 000万羽成鳥なので、繁殖しない鳥を含めると1,000万羽
ほどのパフィンが、アイスランドで夏を過ごします。
幼鳥が成長し巣立ちをすると、親鳥も巣を離れて
越冬のため北大西洋南部の海域へ向かい、洋上
ですごします。遠くは、モロッコや米国ニューヨーク
州付近の海域まで移動します。アトランティックパ
フィンについていえば、世界中の生息数の半分以
上のパフィンがアイスランドで繁殖したものです上のパフィンがアイスランドで繁殖したものです。
パフィンは海岸にある絶壁に60ｃｍほどの穴を

掘って、その中に卵を産みます。そのためアイス
ランドでは、絶壁の海岸に柵などを設置していま
せん。海岸を訪れた見物者たちは、パフィンの姿
を間近まで近寄って見ることができます。

田中孝太

パフィンの繁殖の危機

田中孝太

～その１ 捕獲の危機～
繁殖地の一つ、ヘイマエイ島では、食用としてパフィンの捕獲が認められてきました。巣作りにいそしむ

季節になると、島民たちはパフィン狩りに熱中します。断崖絶壁の頂上から命綱1本に身を託して飛び降
り、崖っぷちから身を投げるようにして、荒波の数メートル上空でゆらゆら揺れながらパフィンの卵や成鳥
を捕獲します。また1900年ごろには、その羽毛の輸出のため乱獲されて絶滅に瀕したため、その後30年
間捕獲が禁止されました。現在は乱獲による減少を防ぐために、捕獲は7月1日から8月15日までと決め
られています。南部のウェストマン島では2011年、捕獲が禁止されました。

～その２ 社会環境の変化による危機～
幼鳥は夜間、月明かりを頼りに巣立ちをしますが、町の明かりに惑わされて海とは反対の町に飛び立ち、

町中へ降り立ちます。そして幼鳥が車にひかれたり、猫の餌食になったりして、幼鳥の成長を妨げる危険
度は増しています。

～その３ 温暖化による海洋資源の変化による危機～
パフィンの主食としている小魚（イカナゴがほとんど）が、アイスランドをとりまく海域で減少しています。こ

れは温暖化による海水温の上昇や藻の繁殖による海中の酸素不足が要因になっていると考えられていま
す。アイスランドの一部の繁殖地では、ここ2年ほど営巣するパフィンがゼロというところもありましたが、
2012年は営巣が観察されました。

～パフィンを守れ！子どもたちによるパフィンの保護活動～
ヘイマエイ島の子どもたちは 海に飛び立つかわりに町中へ迷い込んだパフィンの幼鳥を捜し救済する

日本の絶滅の危険がある生き物

ヘイマエイ島の子どもたちは、海に飛び立つかわりに町中へ迷い込んだパフィンの幼鳥を捜し救済する
ために、救助隊を組んで大活躍します。パフィンの捕獲期間が終了すると、夜間、えさを求めて迷い込んだ
幼鳥のパトロールが始まります。保護したパフィンの幼鳥は、翌朝、子どもたちの手によって海に向かって放
たれます。

オオタカ ニホンカワウソ ツキノワグマ 絶滅しそうな生き物のその理由もさまざまです。動物、植

28
地球のどこかで地球の温室効果ガスが大量に放出されると、地球のどこかでその影響を受けて絶滅に瀕

する生物がいます。地球規模で環境問題を考えることの重要性を、地球上の人々で考えることが重要です。

オオタカ ニホンカワウソ ツキノワグマ
メダカ ハリヨ タガメ
キバナスゲユリ その他

絶滅 な 物 由 す。動物、植
物、それぞれの種類について考えてみましょう。



ちょっとブレイク

～世界を動かす?!アイスランド～

世界が注目! アイスランド その１

北極圏に接する極北の国アイスランド。人口３０万人の国が、世界に注目されたポイントを紹介します。

レイキャビクでぜひ訪ねたい！
～東西冷戦終結の幕開けの場所「ホフディ・ハウス」～
1986年10月、ここ、ホフディ・ハウスで、米国のレーガン大統

領と、ソ連のゴルバチョフ大統領が、米ソ首脳会談を行いまし
た。会談では具体的な条約はかわされませんでしたが、東西
冷戦終結の幕開けとなりました。
当時のアイスランド大統領は、国民直接選挙による世界初
女性大統領 ヴ グデ ボガド 大統領

世界が注目! アイスランド その２

の女性大統領、ヴィグディス・フィンボガドッティル大統領で、こ
の世紀の会談に立ち会いました。この会談は、最終的にアイス
ランドの米軍基地閉鎖につながりました。
現在は、レイキャビク市の迎賓館として使われています。また、

栃木県に同規模のレプリカがあります。

ホフディ・ハウス

世界が注目! アイスランド その２

祝！平和な国、世界一！
～世界平和指数、２０１１年度 第１位～

2008年の金融危機による銀行破たんで、世界をに
ぎわせたアイスランド。この年までトップを飾っていた
アイスランドですが、当時の政府が倒れたのを受けて
4位に下がりました。しかし2011年5月、再び第1位に
復活しました。
世界平和指数は、軍事費、犯罪率、隣国との紛争な

ど23項目においてチェックされます。経済平和研究所
によって毎年計算され、Ｇ8サミット（先進国首脳会
議）の開催に合わせて発表されます。
アイスランドに続いて、ニュージーランド、日本、デン

マークなどが上位を占めました。
ど

世界が注目! アイスランド その３

～噴火で世界を震撼！～
2010年3月に噴火したエイヤフィヤトラヨークトル氷河。

1,000ｍ以上立ち上った噴煙は、ヨーロッパを覆い、航空
機の飛行に多大な影響を与えました。これにより多くの

アイスランドの子どもたち

～究極のキャッシュレス社会～
アイスランドでは、現金の流通量はＧＤＰ（国内総生

産）比1％以下といわれ、国民のほとんどが現金を持ち
歩かず、クレジットカード、デビットカード、インターネット
バンキング等、キャッシュレス決済を選好しています。
そのうち現金がなくなってしまうかもしれません

国の経済が一時的にマヒしました。

29
日本でもキャッシュレスが進んできています。1円、5円硬貨については、2011年、2012年と2年連続して、

硬貨セットで販売するのみの発行となり、実際に流通する分としては発行ゼロと財務省が発表しました。

そのうち現金がなくなってしまうかもしれません。

エイヤフィヤトラヨークトル氷河の火山噴火

栗原宗利（すべて）



第4章第4章

そして未来へ

※ Ｐ.32の「世界各国からの援助・支援」については、2012年作成教材に当該国の他、下記の国の写真とエピソードが

アイスランド・キューバ・スウェーデン・
ブルンジ

アンゴラ・インド・オーストラリア・英国・エチオピア・エルサルバドル・中国・
ポーランド

掲載されています。

教 材 掲載されている国

アイルランド・カタール・グアテマラ・
トンガ

アメリカ・ウガンダ・カザフスタン・ベトナム・モロッコ

アルメニア・コンゴ民主共和国・
シンガポール・ドイツ

アゼルバイジャン・エジプト・カナダ・カンボジア・スイス・タイ・パプアニューギニア

アルゼンチン・エクアドル・ツバル・
バングラデシュ

イタリア・インドネシア・サウジアラビア・チュニジア・パナマ・ホンジュラス・
マーシャル諸島

諸島 ブ タオーストリア・ソロモン諸島・ブータン・
ブルネイ

ウズベキスタン・ガボン・ジブチ・スリランカ・デンマーク・ベリーズ・ベルギー

イエメン・ギリシャ・パラオ キルギス・ノルウェー・パキスタン・フィリピン・ブルガリア・マリ・メキシコ

チェコ・ナイジェリア・マダガスカル
オランダ・セネガル・大韓民国・ドミニカ・ネパール・ボスニアヘルツェゴビナ・
ミクロネシア・リトアニア・ルワンダ・ロシア

ギニア・クロアチア・コスタリカ・サモア・
タンザニア

イラン・ガーナ・フィンランド・フランス・ベナン・マレーシア・南アフリカ
タンザニア

フィ ド フ ス マレ シア 南アフリ

ウクライナ・ザンビア・モーリタニア グルジア・スペイン・トルコ・ブルキナファソ・ベネズエラ・ポルトガル・モンゴル

ジンバブエ・ニカラグア・ペルー・
ルーマニア

ケニア・スーダン・ニュージーランド・ヨルダン・ラオス



未来を語ろう！～忘れない。日本の強さと世界の優しさ～

2011年3月11日14時46分18秒、東日本大震災が発生。津波により多くの方たちが犠牲になり、多くの街が
壊滅しました。この災害で、私たちが学んだことは…？

1 3.11の大震災。信じられないような大きな被害を受け、いままで「あたり前」と思っていたことがあたり前で

なくなった瞬間でした。みなさんは、どんなことを思いましたか？ まずは自由に話し合ってみましょう。

2 発災直後から、多くの支援、援助が世界中から寄せられました。また、日本人のモラルの素晴らしさが

評価されたという報道も流れました。Ｐ.32～33の資料を見て、どんなことを感じますか？

東日本大震災写真保存プロジェクト

3 『PRAY FOR JAPAN 3.11 世界中が祈りはじめた日』(→Ｐ.33）の中に、こんなメールが紹介されていました。

未来の歴史の教科書に「この大地震で壊滅的な被害を受けたが、日本は見事に

さて、みなさんはどんなふうに書かれていてほしいと思いますか？

日本はどうなっていたいでしょう？

みなさんの住む地域はどうなっていたいでしょう？

立ち直っていった。」というふうに書かれていてほしいです。

みなさんの住む地域はどうなっていたいでしょう？

日本は国際社会の中でどんな存在でありたいでしょう？

そして、世界の国々、この地球はどんなふうになっていて欲しいでしょう？

そうしたことを踏まえ、未来の教科書「2011年3月11日14時46分18秒東日本大震災が発生し、日本は

4 それぞれが考えた教科書を、みんなで読みあってみましょう。

5 さて、みなさんが考えた未来の地球、未来の日本、未来の地域を創るために、今、私たちにできることは何で

壊滅的な被害を受けました。」の続きを考えてみましょう。

5 さて、みなさんが考えた未来の地球、未来の日本、未来の地域を創るために、今、私たちにできることは何で

しょう？ グループで話し合ってみましょう。
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世界各国からの援助・支援

派遣された救助チーム
専門家チーム

２４２４カ国/地域

在外公館で受け付けた
義捐金総額

人的支援・物資支援寄
付金等の支援の申し出

（支援意図の表明）

外国政府等からの援助
物資・寄付金の提供

派遣された人数

２４２４カ国/地域

＋５機関

1,200 名以上

（11月1日現在）

約８４億

５,０００万円

（9月15日現在）

（支援意図の表明）

（11月1日現在）

１６３カ国/地域

＋４３国際機関

（11月1日現在）

１２６カ国/地域
国際機関

総額１７５億円以上

（ ） （ ） （ ） （ ）

中国
3月26日、広州のＮＧＯの指導者と児童約20人とその父
兄、総計100名前後が、キャンドルをともしながら被災者
に向けたメッセージを読み上げ、祈りをささげる活動をし
ました。

新聞でつくった
メッセージ

ポーランド
日本大使館前に供えられた花束、
ロウソク等。中央の花輪は日本国
旗 ど

スウェーデン
4月11日、王立劇場で
支援イベントを開催。

旗をかたどっています。

アイスランド
アイスランド日本協
会の呼びかけで募金
活動を実施しました。

インド
スラム地区の子どもたち50名から日本の
子どもたちへのメッセージ。「日本のすべ
ての子どもたちの平和と繁栄を祈りま
す。」「この災害を乗り越える勇気をもって
ください。」など。

アンゴラ
3月3 日 「日本地雷

英国
3月13日、インディペンデン
ト紙が一面に「日の丸を表
したデザインに、日本語で
「がんばれ日本、がんばれ東
北」と掲載しました。

3月31日、「日本地雷
処理を支援する会」が
活動するマブーバス地
域の住民有志により、
日本大使館に義捐金
の提供がありました。

オーストラリア
３月２５日 Ｍｅｒｉｃｉ Ｃｏｌｌｅｔｅが風船

エルサルバドル
アメリカンスクール小学部生
徒が被災者や日本に寄せて
思いを記した手をかたどった
色紙。「あなたがた一人きりと
は思わないで」「負けるな、や
れるぞ日本!」など

エチオピア
6月3日、ＮＧＯが中
高生、教員らとと
もに被災者のため

※ ここに紹介した活動はほんの一部です。他にも多くの活動・支援がありますので、下記のウェブサイトを見てみましょう。

３月２５日、Ｍｅｒｉｃｉ Ｃｏｌｌｅｔｅが風船
を飛ばして、日本への希望と
復興を祈りました。

れるぞ日本!」など。もに被災者のため
250本の木を植樹
しました。

32外務省ウェブサイト「がんばれ日本！ 世界は日本と共にある」『世界各地での支援の様子（フォトギャラリー）』



心が温かくなるメール ～『PRAY FOR JAPAN 3.11世界中が祈りはじめた日』より～

2011年3月11日14時58分、ツイッターに「prayforjapan（日本のために祈る）」

という投稿が届きました。

そしてそれ以降、何十万というメッセージが世界中から次々に寄せられました。

震災時 時避難所に避難していた大学生が そのメッセ ジをまとめた震災時、一時避難所に避難していた大学生が、そのメッセージをまとめた

ウェブサイトを立ち上げました。そこには、海外からのメッセージの他に、

日本国内で起きた心温まるエピソードも寄せられました。

そうしたメッセージやエピソードは『日本の財産である』と、1冊の本に

まとめられています。

東横線の車掌さん、アナウンスで「大変なことになってますが、ここが頑張りどころです。

みんなで力を合わせて乗り切りましょう！」と。たぶん、マニュアル外だと思う。素敵だ(^^）

物が散乱しているスーパーで、落ちているものを律義に拾い、そして列に黙って並んで

お金を払って買い物をする。運転再開した電車で混んでいるのに妊婦に席を譲るお年寄り。

この光景を見て外国人は絶句したようだ。本当だろう、この話。すごいよ日本。この光景を見て外国人は絶句したようだ。本当だろう、この話。すごいよ日本。

昨日の夜中、大学から徒歩で帰宅する道すがら、とっくに閉店したパン屋のおばちゃんが無料

でパン配給していた。こんな喧騒の中でも自分にできること見つけて実践している人に感動。

心温まった。東京も捨てたもんじゃないな。

バイト中に地震があって、ほぼ満席の状態からお客さんに外に避難してもらいました。食い逃げ

半端ないだろうな、と思っていたが、ほとんどのお客さんが戻ってきて会計してくれました。ほん

の少しの戻れなかったお客さんは、今日わざわざ店に足を運んでくださいました。

日本っていい国。

昨日、韓国のツイッターで話題になった話。韓国駐在の日本人がタクシーに乗ってからお金を払

おうとしたら、あっさり拒否されたらしい。“日本人でしょう？ 日本に帰ったら、このタクシー代を

寄付しなさい ”国籍とか政治とかは別にして 般庶民の考え方はみんな同じ寄付しなさい。 国籍とか政治とかは別にして、一般庶民の考え方はみんな同じ。

避難所で4人家族なのに「分け合って食べます」と３つしかおにぎりをもらわない人を見た。凍え

るほど寒いのに、毛布を譲り合う人を見た。きちんと一列に並んで、順番を守って物資を受け取

る姿に日本人の誇りを見た。

亡くな た母が言 ていた言葉を思い出す 「人は奪い合えば足りないが分け合うと余る亡くなった母が言っていた言葉を思い出す。「人は奪い合えば足りないが分け合うと余る」。

被災地で実践されていた。この国の東北の方々を、日本を、誇りに思います。

M9.0 世界最大級となったのか。じゃ、今後復興のためのエネルギーも愛も、世界最大級にしな

くちゃ。

誰かに頑張って欲しいと願うなら、100回『頑張れ』と言うよりも、自分が1回頑張った方が伝わ

る。私たちが、頑張ろう。

世界各国から勇敢なレスキューチームが東北の被災地へ赴き、危険を顧みずたくさんの人々を

救ってくれました。彼らの力強く、そして温かなサポートに心からの感謝を贈りたいと思います。

本当にどうもありがとう！！

日本は今まで世界中に援助をしてきた援助大国だ。今回は国連が全力で日本を援助する。

国連からのコメント

33 『ＰＲＡY ＦＯＲ ＪＡＰＡＮ 3.11世界中が祈りはじめた日』（講談社）
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目で見るアイスランド

年 制定され 青 色は古くか イ ド 伝統 国 色とされ 長1915年に制定され、青い色は古くからアイスランドの伝統の国民色とされ、長い
間支配されていたデンマークの旗の十字と白色を組み合わせました。1944年に
独立した際、国旗に制定されました。青色は山々の頂上、赤は火山と溶岩、白は
氷山と間欠泉を表しています。

( ) 面積

126,536,000人

320,000人

( 2010年)● 人口 ● ● 面積 ●

377,950ｋ㎡

103,000ｋ㎡

（北海道と四国を合わ
せたよりやや大きい）

● 宗教 ● ●言語●

＞

人口の約80％が福音
ルーテル派（国教）

アイスランド語

● 気候帯 ●

北部：ツンドラ気候
南部：西岸海洋性気候

● 通貨 ●

アイスランドクローナ

レイキャビク

首都

● 平均気温 ● ● 年間降水量 ●
ー9時間

● 日本との時差 ●

レイキャビク

4.7℃

名古屋

16.1℃
レイキャビク

847.1ｍｍ
名古屋

1,786ｍｍ

正午 21:00

◆国旗：『世界の国旗』吹浦忠正監修（Ｇａｋｋｅｎ）、 『世界の国旗と国章大図鑑』苅安望編著（平凡社） ◆面積・首都・宗教・言語・通
貨：外務省ウェブサイト「各国・地域情勢」 ◆人口：世界子供白書2012(ユニセフ） ◆日本の面積：総務省統計局「日本の統計
2012」 ◆気候帯・平均気温・年間降水量：外務省ウェブサイト「探検しよう！みんなの地球」 ◆名古屋の平均気温・年間降水量：愛
知県ウェブサイト「－ポケット情報あいちー土地・気象、人口、農林漁業、事業所 （名古屋・平成23年）」 ◆日本との時差：「世界の国
一覧表 2007年版」（財団法人世界の動き社）
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日本との
貿易主要品目

● ●● 主要産業 ●

魚介類 鉄鋼 肉類等

自動車 重電機器 ゴム製品等

貿易主要品目
水産業 水産加工業

金属（アルミニウム精錬） 観光業

● 一人あたりのＧＮＩ ● (2010年)

33 870米ドル

42,150米ドル

33,870米ドル

● 都市人口の比率 ●
(2010年)

67％

93％

5歳未満児の死亡者数
（出生1,000人あたり）

● ● (2010年)

3人

2人

● 出生時の平均余命 ●
(2010年)

67％3人

● 人口増加率 ●
（1990～2010年）

83年

82年

● ●初等教育

0.2％

1.1％

61人 (2011年外国人登録者数）

● 在日当該国人数 ●

● 在留邦人数 ●
80人 （2012年8月現在）

98％

● ●
（2007～2009年）

初等教育
純就学率

36

◆主要産業・日本との貿易主要品目・在留邦人数・在日当該国人数：外務省ウェブサイト「各国・地域情勢」 ◆一人あたりのGNI・出
生時の平均余命・都市人口の比率・５歳未満児の死亡者数・初等教育純就学率・人口増加率：世界子供白書2012（ユニセフ）
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アイスランド地図

西部フィヨルド

北アイスランド
（西部）

北アイスランド
（東部）

東アイスランド

南アイスランド

西アイスランド

グレ タ レイキ ビク

レイキャビク

南西アイスランド

グレーター・レイキャビク

ヨーロッパ
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ヨーロッパ
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参考文献・データ等の出典

● 外務省ウェブサイト

「各国地域情勢」 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html

「探検しよう！ みんなの地球」

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sanka/kyouiku/kaihatsu/chikyu/index.html

「がんばれ日本！ 世界は日本と共にある」 http://www.mofa.go.jp/mofaj/saigai/episode.html

「世界各地での支援の様子（フォトギャラリー）」 http://www.flickr.com/photos/mofaj_tohoku/collections/

● 総務省統計局ウェブサイト「日本の統計」 http://www.stat.go.jp/data/nihon/index.htm● 総務省統計局ウ ブサイト 日本の統計」 p // g jp/ / /

● 公益財団法人日本ユニセフ協会ウェブサイト『世界子ども白書2012』

http://www.unicef.or.jp/library/index.html

● 在アイスランド日本国大使館 http://www.is.emb-japan.go.jp/
● 駐日アイスランド大使館ウェブサイト http://www.iceland.is/iceland-abroad/jp/
● クラブ・アイスランドウェブサイト http://www.clubiceland.is/iceland-abroad/jp/
● パフィンの部屋 http://puffinroom.sblo.jp/
● アイスランド観光文化研究所ウェブサイト http://www.iceland-kankobunka.jp/● アイスランド観光文化研究所ウェブサイト http://www.iceland kankobunka.jp/
● みすほ情報総研ウェブサイト http://www.mizuho-ir.co.jp/

● 『地球の歩き方 アイスランド』 「地球の歩き方」編集室著（ダイアモンド社）
● 『目で見る世界の国々43 アイスランド』 メアリー・M・ロジャーズ著 後藤安彦訳（国土社）
● 『北欧 アイスランドガイド－残されたゆーとぴあ－』 大久保加奈著 （星雲社）
● 『旅名人ブックス59 アイスランド・フェロー諸島・グリーンランド』

邸景一・柳木昭信 共著（日経BP企画）
● 『よみがえれ! 夢の国アイスランド 世界を救うアイデアがここから生まれる』

アンドリ・Ｓ.マグナソン著 森内薫訳（ＮＨＫ出版）
● 『アイスランド紀行－氷と火の島から－』 小林理子著（彩流社）
● 『アイスランド小史』 グンナー・カールソン著 岡沢憲芙 他訳（早稲田大学出版部）
● 『ＩＣＥＬＡＮＤ ＮＯＴＥ－２４さい、わたしと、オーロラ』 miyaco著（株式会社yours-store）
● 『アイスランド人のまっかなホント』 リチャード・セール著 石川眞弓訳（マクミランランゲージハウス）
● 『アイスランド・サガ 血讐の記号論』 Ｊ．Ｌ．バイヨック著 柴田忠作訳（東海大学出版会）
● 『 世界中が祈りはじめた日 編 講談社● 『PRAY FOR JAPAN 3.11世界中が祈りはじめた日』 prayforjapan.jp編 講談社

●伊藤雅絵

●栗原宗利（クラブ・アイスランド会長）

●田中孝太（クラブ・アイスランド事務局長）

ご協力いただいた方たち 【敬称略】

（ ）

●志賀翔太（クラブ・アイスランド事務局広報担当）
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