
わたしたちの地球と未来

世界の国から学ぶ世界の国を知る

アルメニア共和国



【表紙の写真】

（左上）アルメニアの子どもたち

アルメニア政府観光局

（右下）首都エレバン

アルメニアの首都、エレバンの歴史は
紀元前８世紀までさかのぼり、世界最
古の都市のひとつです。市内のおもな
建物は、アルメニアでとれる石材で造
られ、バラ色の凝灰岩が淡い色合いで
町を彩っており「バラ色の街」とも呼ば
れています。
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●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。

『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

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。

●国際交流は楽しい！

●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。

●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

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。

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。
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●ファシリテーター・先生用の教材です
内容については、小学校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
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。

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。

●使い方は自由です

●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

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）

●きっかけづくりの教材です
本書で紹介したのは、アルメニアのほんの一面です。本書だけでアルメニアのすべてがわかるわけではありません。

アルメニアに親しみを感じ、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。

次のようなことを考えて作りました。

こんな教材です！

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

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。

●本書の構成とマークの見方

コピーし、カード等に切り離して
使ってください。

プログラムのねらいです。

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。

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。

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。

写真の提供者です。
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2012年作成

予定国

（38カ国）

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

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

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 オーストラリア連邦 ガーナ共和国 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

（3０カ国）

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

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

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、アルメニア共和国のホームシティは、新城市でした。

なぜアルメニア共和国？

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」

愛知万博／コーカサス共同館
アルメニア共和国

03



第1章

アルメニアってどんな国？

＝交易の十字路

古くからの文化、歴史を持つ国＝



アルメニアってどんな国？

地図を見ながらクイズに答えてみよう！

05

1 アルメニア共和国は、どのあたりにある国でしょう。A～Dから、選んでみましょう。

国の位置を確認してみて気づいたこと、感じたことを発表しましょう。

A

B

C

D

2                         アルメニアとその周辺の国を切り取って組み合わせ、国の位置を確認しましょう。

アルメニア、グルジア、アゼルバイジャンの3国を南コーカサスと呼びます。アルメニアの公用語はアルメ

ニア語です。

3

アルメニア

グルジア

アゼルバイジャン

アゼルバイ
ジャン

トルコ



P.５のこたえと解説です。 地理的位置から、アルメニアがどのよう
な国かイメージしてみよう。

06

アルメニアは、北にグルジア、東にアゼルバイジャン、南にイラン、西にトルコとそれぞれ隣接しています。

1

2

アルメニア共和国はユーラシア大陸に位置し、黒海とカスピ海にはさまれた南コーカサスの国です。

アルメニアは、北にグルジア、東にアゼルバイジャン、南にイラン、西にトルコとそれぞれ隣接してお

り、海の無い内陸国です。首都は、エレバンです。

C

黒海
カ
ス
ピ
海

「アルメニア共和国」はアルメニア語では「ハヤスタン」と言います。ハヤスタンは「アルメニア人の国」という

意味です。アルメニアは旧ソビエト連邦の構成国であったので、ロシア語も広く通用します。

トルコ

アルメニア

グルジア

アゼルバイジャン

黒海

イラン

ロシア

カ
ス
ピ
海



アルメニアにまつわるウソ？ホント？

アルメニアってどんな国？ クイズで考えてみよう！

アルメニアには、

四季がある。
アルメニアには、

地震がない。

アルメニアにはコー

カサス地方で一番大き

な湖がある。

アルメニアの主要

産業は、宝石の発掘で

ある。

アルメニア人の苗

字は、ほとんどが～ヤン

で終わります。

アルメニアの主食

はコメである。

9

5 6

7 8

2アルメニアは国土

の９０％が標高１,０００ｍ

である。

3

4

07
コーカサス（caucasus）とは、古代スキタイ語で「白い雪」を意味する「クロウカシス」に由来するギリシア語

です。

アルメニア語でアル

メニア人のことを「ハ

イ」と言う。

1

アルメニアはコーカ

サスオオカブトの生息

地である。

Ｗｉｋｉｐｅｄｉａ

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Chalcosoma_caucasus01.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Chalcosoma_caucasus01.jpg


P.７のこたえと解説です。 アルメニアの基本情報を知ろう。

9

08
国外に移住したアルメニア人は、現在、旧ソ連、フランス、アメリカ、カナダ、イラン、レバノン、トルコなどに多く

住んでいます。

1 ○
ホント

アルメニアは国土の９０％が標高１,０００ｍ以上で、平地はほとんどありません。山脈と高原が広が

る山国です。

2 アルメニアの気候には、四季があります。夏は非常に暑く、４０℃以上になったりしますが、乾燥し

ているので日本のように蒸し暑くはありません。冬は寒く、マイナス１０℃以下になることもあります。

気候の特徴として、日照時間が多いことがあげられます。

○
ホント

3 ×
ウソ

アルメニアは、隣国のトルコやイラン同様、地震が多い国です。１９８８年に発生したアルメニア地

震では、25,000人の人が亡くなりました。

6 ○
ホント

アルメニア語ではアルメニア人を「ハイ」、アルメニアの国を「ハヤスタン（アルメニア人の国）」、ア

ルメニア語を「ハイェレン」と言います。ちなみに、アルメニアの住民の約９６％がアルメニア人です。

他にクルド人やロシア人、アゼルバイジャン人もいます。

7 ×
ウソ アルメニアの主要産業は宝石（ダイヤモンド）の加工です。ダイヤモンドの原石を輸入し、アルメ

ニア国内で加工して輸出しています。

8 ○
ホント

×
ウソ

4 ○
ホント

アルメニアには、コーカサス地方で一番大きな、セヴァン湖と呼ばれる湖があります。アルメニア

の面積の５％を、セヴァン湖が占めています。夏には各地から多くの人が集まり、バーベキューや

湖水浴を楽しむ人たちでいっぱいになります。

銭湯愛好会

ラヴァッシュ

アルメニアの主食は昔からパンです。アルメニア人は食事のことを「パンを食べる」と表現します。

パンには、ラヴァッシュ、マトナカシュ、ボコン、ボンブなどがあります。

ラヴァッシュは土中に埋めた筒型の粘土の窯（トニール）で焼か

れます。燃料は枯れ枝や乾かして固めた牛糞で、トニールの焼け

た壁にパンの生地を貼りつけて焼きます。トニールでは、野菜や

羊、魚、鳥も焼かれ、料理されます。

ラヴァッシュは３～４カ月分位焼いて貯えておきます。秋に作られ、

乾燥させ山積みに保存しておき、食べる前に水でぬらし、温かい

布をかけて３０～４０分おいて柔らかくなったものを食べます。

アルメニア人の名前は、姓が先祖の出身地や職業、身分に由来し、ヤンは「～の子」を意味します。

（→Ｐ．２４の人名参照）

5 ×
ウソ 名前に「コーカサス」とありますが、コーカサス地方に生息しているわけではありません。カブト虫の

上翅にある光沢から「コーカサス」の名がつきました。スマトラ島・ジャワ島・マレー半島・インドシナ

半島などの亜高山帯から高山帯にかけて生息しています。



アルメニアクイズにチャレンジ！

さらに知りたいアルメニア！ アルメニアってどんな国？ クイズで考えてみよう！ パート２。

アルメニアは主に

どんな方法で発電して

いるでしょう？

アルメニアのクリス

マスはいつでしょう？

アルメニアンコ

ニャックはアルメニアの

特産物として有名です。

これは何でしょう？

アルメニアの民謡

を素材として作曲され

た吹奏楽曲の名前は何

でしょう？

9

5 6

7 8

アルメニアが国教

として定めている宗教

はなんでしょう？

1 アルメニアの通貨

の単位はなんでしょう？

3

4

09
アルメニア語で 「こんにちは」 は 「barev dzez（バレヴ ゼス）」 、「どうもありがとう」は
「shnorhakal em（シュノラカエム）」と言います。

アルメニアには

世界遺産がいくつあるで

しょう？

2 紀元前1世紀頃の

アルメニアの面積は、

どのくらいだったでしょ

う？

今より大きかった

今より小さかった

３個

13個

1月6日

２月17日

アルメニアは、旧ソ

ビエト連邦の解体によ

り、独立しました。

何年のことでしょう？

C

B

A

キリスト教

イスラム教

仏教

今と同じ

C

B

A

C

B

A
ギター

ベースC

B

A ドラム

C

B

A ０個

1881年

1991年C

B

A 1771年
ガス

原子力C

B

A 石油

12月25日

お酒

焼き物C

B

A お菓子

リード

オセロC

B

A アルメニアン・
ダンス



P.9のこたえと解説です。 アルメニアについて理解を深めよう！

10
ユリウス暦は、地球が太陽の周りを回る周期を基にして作られた暦で、太陽暦の一種です。1582年にローマ

教皇庁からグレゴリオ暦が発布され、徐々に移行するまで紀元前４５年から実施されていました。

アルメニア人は、紀元前14世紀頃(３,４００年前）にはトルコとカスピ海の間の地域に居住していました。アル

メニアは、紀元301年に世界で初めてキリスト教を国教とした国です。宗派は、アルメニア正教という独自

の宗派です。周辺には、イスラム教を信仰する国が多い（グルジアはキリスト教）です。

1 B

3 A

アルメニアの通貨の単位は、ドラム（Ｄｒａｍ）です。1米ドル＝約370ドラム（2011年11月現在）です。

アルメニアは紀元前6世紀頃には国際的な商業活動を盛んに行っていたと言われ、紀元前1世紀にアルメ

ニア高原を中心に大アルメニア王国を築き、繁栄しました。最大時には今の10倍以上の面積がありました。

しかし、その後、オスマン・トルコ、ペルシャ、ロシアなどの領土をめぐる戦争に巻き込まれ、難民として世界

各地に逃げなければならなかった歴史があります。

2 B

6 C

アルメニアは国内で石油やガスなど天然資源を産出せず、国内で必要な電力の40％以上を原子力に

頼っています。旧ソ連時代に建てられた原子力発電所は老朽化が進んでおり、すでに設計寿命を終えてい

るため、2012年からロシア型加圧水型原子炉1000が2016年を目処に建設される予定です。他には水力

がエネルギー源となっています。

アルメニアのクリスマスが1月6日であるのは、原始キリスト教では、暫定的に１月６日をクリスマスにしていた

ことに由来します。その後、ローマ帝国がキリスト教を国教化した後に、キリスト教会が異教時代の冬至の

祭りを行わないように何度禁令を出しても人々が従わないので、クリスマスを前倒しして、冬至の祭りを取

り込んでしまったために、12月２５日がクリスマスになったのです。ただ、その頃アルメニア教会はローマ教会

から分離していたために現クリスマスがそのまま定着してしまいました。

7 B

アルメニアは1991年に旧ソビエト連邦の解体により独立しました。旧ソ連の中で最小の国です。

5 C

4 B

アルメニアでは世界遺産として3カ所の文化遺産が指定されています。991年に創建されたハフパット修

道院とサナヒン修道院、4世紀に創立したゲハルド修道院とアザート川流域、4世紀に建立されたエチミア

ツィンの大聖堂と教会群およびズヴァルトゥノツの考古遺跡があります。（→Ｐ.13）

8 B

アルメニアでは、日照時間が長いという気候の特徴を生かして古くからワインの製造が盛んです。ブラン

デーも有名で、アルメニアンコニャックと呼ばれています。

9 A

アルメニアの比較音楽学者であるコミタス・ヴァルダペットの収集したアルメニアの民謡を素材として、ア

メリカの作曲家アルフレッド・リードが作曲した吹奏楽曲が「アルメニアン・ダンス」です。日本においては、

作曲から３０年以上経った現在も人気があり、全日本吹奏楽コンクールの自由曲や演奏会のプログラムの1

曲として取り上げる学校・団体が多くあります。なお、「オセロ」もリードが作曲した曲の1つです。

キリスト教

今より大きかった

ドラム

3個

1991年

原子力

1月6日

お酒

アルメニアン・ダンス



アルメニア料理って、どんなの？

アルメニアの料理について考えてみよう！

○○

下の写真はアルメニアの料理の写真です。名前と写真をつなぎ合わせてみよう。

C

D

E

F

G

B

A

11
トルマにはブドウの葉の他、トマトやピーマン、なすやキャベツで米や肉を包んだものもあります。

今ではトルコ料理として知られていますが、起源はアルメニアであるとも言われています。

エリーネサールック

世界の料理 総合情報サイト e-food.jp

日本アルメニア友好協会

マツナブルトシュ

冷たいヨーグルト
スープです。

パフラヴァ

蜂蜜クルミのパイ
です。

トルマ

塩漬けしたブドウの
葉で米や肉を包ん
だ煮込み料理です。

ボズバシュ

ほんのり酸味の
あるスープです。

くるみ入りだんご

デザートです。

ハリサ

大麦と鶏を煮込ん
だ料理です。

ホロヴァッツ

バーベキュー。香草
と香辛料を使って焼
いています。

長谷川有彦

日本アルメニア友好協会

長谷川有彦

世界の料理 総合情報サイト e-food.jp



ボズバシュを作ってみよう！

P.11のこたえと解説です。 アルメニア料理を通して、アルメニアの
人々の暮らしに想いを馳せる。

D ボズバシュ E トルマ F ハリサ G パフラヴァ

B ホロヴァッツA くるみ入りだんご

12

C マツナブルトシュ

赤ちゃんに初めて歯が生えはじめたとき、丈夫で、きれいな歯が授かるようにと、甘くゆでた豆と小麦とを混

ぜたものを赤ちゃんの頭からかけます。アルメニア人が豆を甘くして使うのはこのときだけです。

アルメニアは肥沃な盆地を擁し、古くから農業が盛んだったこともあって、食材をピューレにしたり、包んだりと、

調理法もバラエティに富んでいます。小麦、大麦、米などの豊富な穀物類のほか、肉や魚を調理する際に干し

ブドウやあんず、ざくろなどの果物を味付けによく加えるのもアルメニア料理の特徴で、料理には複雑で手間

のかかるものが多いです。

また、高地では酪農・畜産も盛んで、調理用の油にバターを多用するほか、チーズやヨーグルトがよく食べられ

ており、長年、それぞれの家庭で作られてきました。

麦類、豆類、肉類、野菜、乳製品、果物と、新鮮でバラエティ豊かな食材を使い、手間ひまをかけておよそ３,０００

年の間、アルメニア人は同じような方法で料理してきたことが考古学上の調査からもわかっています。

アルメニアでは、春・夏には季節の野菜やハーブをたっぷりと料理に使い、冬には夏の間に作った保存食や豆

を食べるのです。主食は昔からパンです。（→Ｐ．８⑨）

アルメニアの食事に欠かせないものは、乳製品です。カトゥ（ミルク）、パニール（チーズ）、マツーン（ヨーグルト）、

ユゴールトゥ（水牛の乳のマツーン）、サワー・クリーム、カッテージチーズなどです。

保存食としては、マツーンは水分を取り除いてチョルタン（干しヨーグルト）の形で、チーズは陶器の壺やヤギの

皮袋に詰めて、土を掘ったところに埋めて保存します。くるみはブドウのシロップに漬けて保存（スュジュフ）し、

ジュース、ピューレ、ジャムのほかに、ナスや西瓜のシロップ漬けにもします。

（ホロヴァッツは「油なしで焼く」という意味です。）

アルメニアの料理について

食材（４人分）

5

2

1

3

4

油を熱し、塩・コショウした一口大のラム肉を焼き色がつくまで炒める。

薄切りの玉ねぎを加え、火が通るまで炒める。

水とブイヨンを加えて煮立て、４０分ほど煮込む。

さいのめ切りしたジャガイモと栗、チェリープラム、サフランを加え、２０分ほど煮込む。

塩・コショウで味を調え、器に取り分け、香菜を飾る。

作り方

ラム肉

サラダ油

玉ねぎ

固形ブイヨン

ジャガイモ

チェリープラム

２００g

大さじ2

1個

2個

1個

4個

栗
水
サフラン
塩・コショウ
香菜

4個
1,200ｃｃ
適量
適量
適量

エリーネサールック



ハフパット修道院とサナイン修道院

エチミアジンの大聖堂

ちょっとブレイク

エチミアジンの大聖堂と教会群ならびにズヴァルトノツの考古遺跡

～アルメニアの世界遺産～
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聖十字架は、イエス・キリストの磔刑に使われたとされる十字架のことです。 その断片は各地の正教会を

はじめとした東方教会とカトリック教会に祭られ、信仰の対象となっています。

ゲガルド修道院とアザト川上流域

アルメニアにあるビザンティン建築で建てられた建築物を代表す

る存在で、アルメニア教会の総本山であるエチミアジン大聖堂は、

アルメニア人の聖地です。エチミアジンとは「キリストが降りた場所」

という意味で、奇跡の場とされる祭壇には、連日多くのアルメニア人

が列をつくり祈りを捧げます。1915年、オスマン帝国は領地に暮ら

すアルメニア人たちを国外追放にし、過酷な強制移住を強いられた

人々は飢餓や病気、虐殺などにより命を落としました。それ以後、エ

チミアジン大聖堂は、世界各地に散り散りとなったアルメニア人の

精神的支柱ともなっています。クリスマスイブには世界各地からアル

メニア人が集い、祈りを捧げます。

７世紀には、アララト山がよく見えるこの場所に高さ49ｍもある壮大な教会

がありました。しかし、10世紀の地震によって破壊されてしまいました。現在は

ギリシア建築のような円柱が建ち並んでいます。また、敷地内には円柱のほ

かにも浴場、厨房、ワイン貯蔵所跡などが発見されています。遺跡のそばに

ある博物館には教会のモデル図があり、いかに壮大だったか想像できます。こ

れらの建造物はこの地方の建築と芸術の発展に大きな影響を及ぼしました。

ズヴァルトノツの考古遺跡

ハフパット修道院

サナイン修道院

サナイン修道院は、アルメニア・ロリ地方のサナイン村にある修道院で、ハ

フパット修道院とほぼ同時期に建設が開始されました。アルメニアがアラブ

人から解放され、独自の宗教文化を再興するのが目的で、ハフパット修道院

とともに、アルメニア教会の中心の役割を果たし、学校や図書館も一緒に建

てられました。中世アルメニアの学芸の中心地のひとつで、最盛期には500

人の学僧がここで学んだとされています。

ゲガルド修道院は、アルメニアの中でも古い歴史をもつ修道院で、起源

は4世紀にまでさかのぼると言われます。現在残っている部分は、1215年

から1283年にかけて建築された中央聖堂です。美しい自然豊かなアザト

峡谷の絶壁に塔の様な中世建築物が聳え立っているのが印象的です。

ゲガルド修道院のゲガルドとは、“槍”を意味する言葉で、これはキリスト

の脇腹をついた槍の一部がここで発見されたことにちなんでいます。また、

ゲガルド修道院は、岩盤をくりぬいて造られたため、洞窟修道院（アイリ

ヴァンク）とも呼ばれており、13世紀のアルメニア建築の最盛期を物語っ

ています。天井は鍾乳石装飾で覆われ、僧院内には十字架を彫った石盤

が数多く設置されています。

ハフパット修道院は、アルメニア・ロリ地方のハフパット村にあ

る石造りの強固な修道院です。アラブ人による征服から再独立

を果たしたアルメニアで10世紀後半に建築が開始され、１１世

紀から13世紀にかけて増築されて、現在の形になりました。

アルメニアで多く見られる聖十字架の中で、最も有名なのが

ハフパットの聖十字架です。

聖十字架

ゲガルド修道院中央聖堂

聖十字架：ウィキペディア それ以外すべて：アルメニア政府観光局

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Khachkar-raffi_kojian-IMG_0513.JPG
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Khachkar-raffi_kojian-IMG_0513.JPG
http://www.armeniainfo.am/pics_sites.php?image_id=32
http://www.armeniainfo.am/pics_sites.php?image_id=32
http://www.armeniainfo.am/pics_sites.php?image_id=197
http://www.armeniainfo.am/pics_sites.php?image_id=197
http://www.armeniainfo.am/pics_sites.php?image_id=187
http://www.armeniainfo.am/pics_sites.php?image_id=187


第2章

へぇ～！アルメニアと日本



比べてみよう！アルメニアと日本

アルメニアと日本、比べながら考えてみよう！

アルメニアの面積

は、どのくらいでしょう？

アルメニアと愛知

県、人口が多いのは、

どちらでしょう？

アルメニアが午前

9時のとき、日本は何時

でしょう？

アルメニアの緯度

は、日本のどの辺りと同

じくらいでしょう？

アルメニアの新年

は、いつでしょう？

アルメニアの学校

の1年の始まりはいつで

しょう？

アルメニアでは小

学校、中学校、高等学

校は、それぞれ何年で

しょう？

アルメニアの学校

で、外国語を学び始め

るのはいつでしょう？

アルメニアの小学

校では、日本には無い

授業が導入されまし

た。何でしょう？

9

5 6

7 8

21 3

4

15

５・４・３

４・５・３

アルメニアはこれまでのオリンピックでレスリング、重量挙げ、ボクシングでメダルを獲得しています。

C

B

A

１月１日

４月１日（日本と同じ）

９月１日C

B

A
1月1日（日本と同じ）

4月1日

9月1日C

B

A

日本と同じ

日本の1/13

日本の13倍

C

B

A

午後９時C

B

A

午後2時

午前９時

愛知県

鹿児島県C

B

A 秋田県

小学校5年生
（日本と同じ）

中学1年生C

B

A 小学校2年生

チェス

踊り

C

B

A トランプ
6・3・３ （日本と同じ)

愛知県

ほぼ同じC

B

A アルメニア



P.１５のこたえと解説です。 日本と比較しながらアルメニアについて考え

ることで、アルメニアを身近に感じよう！

16
アルメニアのナショナルチームはチェスの国際オリンピックで２００６年と２００８年に金メダルを取っており、

アルメニアのトッププレーヤーLevon Aronian 氏は世界第３位にランクしています。

アルメニアの面積は、29,800k㎡で、九州より小さく、四国より大きいです。日本の面積のおよそ1/13です。

( 日本の面積・・・約377,914k㎡ 九州の面積・・・ 44,466.91k㎡ 四国の面積・・・ 18,806.36k㎡ )

1 C 日本の1/13

アルメニアの緯度は秋田県と同じくらいです。ギリシャやイタリアとも同じくらいの緯度です。

4 A 秋田県

アルメニアと日本との時差は5時間で、日本の方が早いです。アルメニアがサマータイムの時期（４月から10

月）の時差は、４時間です。

3 B 午後2時

アルメニアの人口より愛知県の人口の方が多いです。アルメニアの人口は約３００万人、愛知県の人口は約７００

万人です。

2 B 愛知県

アルメニアの小学校では、チェスを必須化するために2011年度143万米ドル（約1億2,000万円）を導入しまし

た。狙いは世界的にチェス強国を目指すというもので、セルジ・サルキシャン大統領自身が熱心にチェスの試合

を支持しているとのことです。そしてアルメニアのチェスの力をスーパーパワーにしていきたいと言います。

子どもたちは6歳から通常のカリキュラムとは別に週に2時間のチェスの授業が組まれ、2011年後半から始めら

れる予定です。チェスの授業の導入により、柔軟で分別のある考え方を教えることができ、それが子どもたち

の知能発達を促すと期待されているようです。もともとアルメニアではチェスは非常に人気があり、国際試合

で入賞するなど実績のあるプレーヤーは国民から英雄視され、試合の結果などはニュースのヘッドラインにな

るほど盛んだそうです。

9 C チェス

アルメニアの学期始めは、９月１日です。12月25日頃までが一学期、冬休みをはさんで1月11日頃から3月22

日までが2学期、春休みをはさんで4月1日から5月の終わりまでが３学期です。６月から8月の終わりまでは3ヶ

月間の長い夏休みです。厳冬期の1月末まで冬休みが延びることもしばしばあり、その場合は春休みをなくし

たり、夏休みの始まりを繰り下げたりして授業時間数を補っています。

6 C 9月1日

アルメニアの正月は日本と同じ１月１日です。アルメニアでは、みんなで集まってにぎやかに過ごします。12月31

日は、お互いの家に招き合って、特別のご馳走を前に深夜の宴となります。新年と同時にシャンパンで「シュノ

ラヴォル・ノルタリ！ （新年おめでとう）」と、元気よく乾杯をします。

5 A 1月1日

外国語教育は小学校で開始されます。第２学年でロシア語（必修）教育が開始され、第３学年よりさらに1言語

を学習します。英語が大部分で、その他にドイツ語、フランス語などがあります。

8 A 小学校2年生

アルメニアでは、2007年から2008年に教育制度の改革を行い、小学校4年、中学校５年、高等学校３年が基本

の型になりました（義務教育は９年間です）。旧ソ連時代からの10年制学校教育制度が2006年に11年制（義

務教育８年）へ移行し、さらに改革されました。

7 C ４・５・３制



アララト山と富士山

アララト山について知り、アルメニアの人々のアララト山への思いを考えてみよう。
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下の写真は「アララト山」と「富士山」です。どちらが富士山でどちらがアララト山だと思いますか？2

3 アララト山は標高5,165ｍで、今はトルコの領内にありますが、アルメニアの国章やアルメニア産コニャック
のラベルにも描かれている山です。下のアルメニアの国章のどこにアララト山が描かれているかわかります
か？ ○をつけてみましょう。

A

B

1 「富士山」と言って思い浮かぶものは、いくつありますか？ なるべくたくさん書いてみましょう。

4 アルメニアの人々にとって、アララト山は、どんな山だと思いますか？ 考えてみましょう。

アルメニアの国章は、1992年に制定されました。

Wikipedia アルメニア政府観光局2 A B

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Coat_of_arms_of_Armenia.svg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Coat_of_arms_of_Armenia.svg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/3/3e/MtFuji_FujiCity.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/3/3e/MtFuji_FujiCity.jpg


P.17のこたえと解説です。 アララト山について知り、アルメニアの人々

のアララト山への思いを考えてみよう！

2

1

B アララト山A 富士山

18

標高3,776ｍ、静岡県と山梨県にまたがる活火山です。日本最高峰の独立峰で、その優美な風貌は日本国

内のみならず海外でも日本の象徴として広く知られています。数多くの芸術作品の題材とされ、芸術面でも

大きな影響を与えました。現在、富士山麓周辺には観光名所が多くある他、夏季には富士登山が盛んです。

4 アララト山は、標高5,165ｍ、今はトルコの領内にありますが、アルメニアの国章やアルメニア産コニャック

のラベルにも描かれ、人々の心の拠りどころになっている山です。たび重なる侵略のために、世界中に散ら

ばってしまったアルメニア人は、いつもこの山を思い、祖国を懐かしむそうです。

3 左下に描かれている青地に白い菊花型と互いに振り返った二羽

の鷲は、紀元前１世紀のアルメニア王国のシンボル（国旗）です。

右上の青地に翼を広げた白い双頭の鷲は、1世紀に興ったアル

シャクニ朝の四世紀のキリスト教化のシンボル（キリスト教をもた

らしたローマの象徴）です。

左上の赤地に白い十字架を背に乗せ右に向かって駆ける獅子

は9世紀のバグラトゥニ王朝のシンボルです。

右下の白い十字架とこちらに顔を向けた獅子は11世紀のキリキ

ア・アルメニア王国のシンボルです。

中央の小盾に描かれている山はアルメニアの象徴であるアララ

ト山で、船はノアの箱舟です。旧約聖書の創世記によると、アラ

ラト山はノアの箱舟が漂着したところとされています。

左右に配された金（黄）の鷲と獅子は、盾の中の四つのシンボル

に由来しています。

布片はアルメニアの旗を、断ちきられた鎖は自由と独立を、小麦

の束は勤勉がもたらす実りを、羽ペンは文化を、剣はアルメニア

民族の力強さを、それぞれ象徴しています。

アララト山の左側に少し低い山が見えますが、これは小アララト（3,925ｍ）で、②の B の写真はアルメニア

から撮ったものです。現在のアルメニアで一番高い山は、アラガツ山（4,090ｍ）です。

Wikipedia アルメニア政府観光局

富士山

アララト山

//upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/3/3e/MtFuji_FujiCity.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/3/3e/MtFuji_FujiCity.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Coat_of_arms_of_Armenia.svg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Coat_of_arms_of_Armenia.svg


ちょっとブレイク

アルメニアで近年発見された世界最古のものとは・・・？

～世界最古の○○ アルメニアで発見～

19

古代から、人々は東洋から西洋へ、あるいは西洋から東洋へ行き来するためにアルメニアの高原地帯や

コーカサスを横断しました。シルクロードの一部として役立ったこの地域は地理的、文化的に文明の十字路

にありました。

アルメニアの洞窟で2008年に発見された革靴は、今からおよそ5,500年前のもので、世界最古のものであ

ることが2010年確認されたそうです。

見つかったのは片方だけで、1枚の牛革で足のかたちに沿うように作られており、サイズは約24cm。男性用

か女性用かは不明とのことです。

●革靴

●ワイン醸造所

2011年、約6,100年前のワイン醸造所がアルメニア南部の洞窟で発見されました。圧搾用の桶、発酵用の

カメ、コップ、飲むためのボウルとともに、つぶされたブドウ、葉、樹の残留物も見つかり、足でブドウをつぶし、

果汁は発酵槽に流れて、自然に発酵させる方式だったと見られています。

醸造施設は墓付近で見つかり、ワインは儀式で使われたとみられています。

世界で最初にキリスト教を国教とした国アルメニアは、世界最古の都市の一つと言われているエレバンが首都

ですが、世界最古のものが近年にもまた発見されています。

発見されたのは「革靴」と「ワイン醸造所」。

アレニという地域の洞窟で見つけられました。

洞窟の入り口

住居跡。この奥で革靴が発見されました。 世界最古のワイン醸造所

長谷川有彦



第3章

一緒に考えよう！こんな課題



アララトは心のふるさと ～祖国を追われた人々～

アルメニアの体験を通して、領土問題・難民について知り、考えてみよう。

21
アルメニアの古い格言・・・民族の歴史は海のようなものだ 岸辺にいてはその深さがわからない

4 アルメニア人の多くがトルコによって強制的に移住させられ、「難民」となった歴史を持つ一方で、多くのア

ゼルバイジャン難民を有するアルメニア。現在、トルコともアゼルバイジャンとも国境を閉鎖しています。

みなさんは「難民」についてどんなことを知っていますか？

また、どうして「難民」が生まれてしまうのだと思いますか？ グループで話し合ってみましょう。

2 つまり、アルメニア国内に住んでいるアルメニア人より、海外に住んでいるアルメニア人の方が多いという

ことです。どうしてこのような状況になったのだと思いますか？ 想像してみましょう。

3 アルメニア人についての資料（→Ｐ．22）を読んでみましょう。

1 さて、アルメニアの人口は約310万人です。では、海外に住むアルメニア人は何人ぐらいいるでしょう？

CBA 約50万人 約150万人 約650万人

5 それでは、「難民」についての資料（→Ｐ．23）を読んでみましょう。

④で話し合ったことと比べてどうでしたか？

6 ここでもう一度想像してみましょう。

あなたは生まれた時から富士山のふもとに住んでいます。この先も家族と一緒にそこで暮らしていくつも

りでした。ところが突然、そこには住めないことになりました。住み続けることは、命の危険につながります。

富士山からは離れた知らない土地に、住むところを探さなければなりません。友達とも、二度と会えないか

もしれません。そして富士山は隣の国のものになります。

さて、どんな気持ちがしますか？ どう思いますか？

7 最後に、「難民」を生みださない社会、誰もが自分の祖国に安心して暮らせる社会とはどんな社会でしょ

うか？



ナゴルノ・カラバフ紛争

紛争に翻弄されたアルメニア人

1

参考資料

アララト山は紀元前はアルメニア王国の中心にあり、オスマン帝国時代まではアララト山のふもとに数百万

人のアルメニア人が住んでいました。

しかし、第一次世界大戦中の1915年、支配者であるオスマン帝国によって、アララト山のある東アナトリア地

方のアルメニア人をシリアの砂漠地帯へ強制移住させる政策が開始されました。アルメニア人たちは徒歩で

乾燥した山地を越えて砂漠へ向かう強制移住に駆り立てられました。厳しい移動の中で命を落としたり、中に

は村の1カ所に集められて殺害されたりしたという説もあり、100万～150万人のアルメニア人が命を落とした

とも言われています（トルコ側の発表では30万人） 。

1988年、隣の国のアゼルバイジャンとの間に、同国内のアルメニア人がたくさん住む土地ナゴルノ・カラバフ

をめぐる戦争が起きました（ナゴルノ・カラバフ紛争）。住民の８割を占めるアルメニア人の独立運動をアルメニ

アが支援し、ナゴルノ・カラバフはアルメニア人が政治を行う自治州になりました。紛争は６年間続き、９４年にロ

シアが間に入って停戦になりましたが、この戦争でアゼルバイジャン国内で100万人もの難民が発生しました。

かつてのアルメニア人居住地域は現在、北部が独立してアルメニア共和国となりましたが、南部はトルコに
併合され、そこに住んでいたアルメニア人の多くはアメリカや中東諸国に移住しました。

アメリカに移住したアルメニア人（アルメニア系アメリカ人）は、ユダヤ系、アイルランド系などに次ぐ大きな
勢力となっています。

また、世界全体で見ても、アルメニア人は、ユダヤ人、インド人、中国人とともに世界四大移民集団と呼ばれ
ています。しかし、一方でトルコやアゼルバイジャンとの国境を閉鎖しています。

キリスト教徒のアルメニア人は、ひどいめにあわせたトルコ人が国教とするイスラム教も憎んでいます。アルメ

ニア人がアゼルバイジャンを敵と見ているのは、アゼルバイジャンがイスラム教の国だからです。

1987年、欧州議会がトルコに対してアルメニア人大量虐殺の事実を認めなければ仲間入りさせないと決議

したのは、欧州諸国はキリスト教の国が多いからです。アメリカがアルメニアを支持しているのも、同じ理由だ

からです。アルメニアの領土紛争は、キリスト教とイスラム教の宗教戦争でもあるのです。

ナゴルノ・カラバフ自治州の紛争は、100万人以上の難民と2万人の死者が発生した後、1994年、ロシア、

フランスの仲介により、ようやく停戦が成立しました。しかし、ナゴルノ・カラバフは今もアルメニアが占拠した

ままの状態が続き、問題解決の目処は立っていません。調停案に盛り込まれた和平案には、「アルメニアが占

領したアゼルバイジャンの領土の返還」「ナゴルノ・カラバフはアゼルバイジャンに帰属後、自治共和国に昇

格」などと盛り込まれており、戦争を有利に進めてきたアルメニア側には到底納得できない内容となっている

からです。その背後にはバクー油田を持つアゼルバイジャンを、調停側が優遇せざるを得なかったという経済

的理由もあります。

22

外国に移住したアルメニア人の子孫は 約650万人以上いるとされます。

ナゴルノ・カラバフ自治州

C



1951年の「難民の地位に関する条約」では、

「人種、宗教、国籍、政治的意見やまたは特定の社会集団に属するなどの理由で、自国にいると迫害を

受けるかあるいは迫害を受ける恐れがあるために他国に逃れた」人々と定義されています。政治的な迫害

のほか、武力紛争や人権侵害などを逃れるために国境を越えて他国に庇護を求めた人々を指すように

なっています。 また、紛争などによって住み慣れた家を追われたけれども、国内にとどまっているかあるい

は国境を越えずに避難生活を送っている「国内避難民」も近年増加しています。このような人々も、難民と

同様に外部からの援助なしには生活できません。適切な援助が実施できなかった場合、これらの人々は国

境を越えて難民となり、結局、受け入れ国の政府や国際社会は、より重い負担を強いられることになってし

まいます。

2010年末時点で、世界中で4,370万人もの人が移動を余儀なくされました。そのうち1,540人が難民で

すが、1,055万人が国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）の支援対象者であり、482万人が国連パレスチ

ナ難民救済事業機関（UNRWA）が保護を担っています。その他に、83万7,500人の庇護申請者と、2,750

万人の国内避難民（IDPｓ）などの人数も含まれています。

『難民』とは

参考資料

国連難民高等弁務官事務所ウェブサイト

● 難民が生まれる原因

戦争・民族紛争、人種差別、宗教的迫害、思想的弾圧、経済的困窮、自然災害、飢餓、伝染病。

そうしたことをきっかけに、貧困、資源、政治、環境などの要因も複雑に絡み合って、難民が生まれてしまいま

す。

● 難民は…

生命や自由を奪われるという恐怖を抱え、祖国、土地、家屋、財産、場合によっては家族を失い、見知らぬ

土地で、夢も希望も見出せない暮らしを強いられます。特に、女性、子どもなど弱者へのしわ寄せは大きく、

彼らの人権を守ることが大きな課題です。

● 国連難民高等弁務官事務所（UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees)

世界各地にいる難民の保護と支援を行なう国連機関。国連総会決議によって1950年12月14日に設立さ

れました。人道的見地から紛争や迫害によって故郷を追われた世界の難民の保護と難民問題の解決へ向

けた国際的な活動を先導、調整する任務を負っています。難民の権利と尊厳を守り、すべての人が庇護を

求める権利を行使し、安全に庇護を受け、ひいては自主的に帰還、あるいは庇護国に定住、または第三国

に定住できるために努力しています。 2008年4月現在で、UNHCRは117カ国に268の事務所を展開し、

6,351人の職員が勤務しています。1990年～2000年、緒方貞子氏が第8代難民高等弁務官を務めました。

受け入れ国トップ３
パキスタンが世界最大の難民受け入れ国(190万人)で、イラン(110万人)、シリア(100万人・政府推計)と続き
ます。
出身国トップ２
UNHCRが支援する難民のほぼ半数は、アフガニスタンとイラク出身です。世界の難民の10人のうち３人はアフ
ガン難民(300万人)であり、75カ国に避難しています。イラク難民(170万人)がそれに次ぎますが、主に周辺国
に留まっています。
自然災害
2010年には、自然災害による被害で避難した200万人以上がUNHCRの支援を受けました。
保護者のいない児童
親などとはなればなれになった子供たちが69カ国で1万5,000人以上いました。その多くはアフガニスタンやソ
マリア出身者でした。
49% ----- 女性と子ども
UNHCRの支援対象者の平均49%が女性と子どもです。難民の47％。IDPや帰還難民の半分に値し、難民の
44%、庇護申請者の23%は18歳以下の子どもです。

● データで見る難民

23 アルメニアの古い格言・・・友人は顔を見る、敵は足もとを見る



世界に羽ばたくアルメニア人

参考資料

24
「アルメニア人」のことをアルメニア語で「ハイ」と言います。また、アルメニア人の名字はほとんど～ヤンで

終わります。

海外に移住したアルメニア人は、古代からアルメニア高地で育まれてきた生活・文化を大切にしながら、移住

先の異文化を理解するよう努め、種々の活動を行ってきました。世界的に著名なアルメニア人を挙げてみま

しょう。

アラム・ハチャトゥリヤン（1903-1978) 作曲家・指揮者

グルジアのトビリシに生まれたアルメニア人で、モスクワで音楽を学んだ。レーニン賞

など多数の賞を受け、高い評価を受ける一方、自作の指揮者としても活躍。映画音楽

も手がけ、チェコスロバキア国際映画祭個人賞も受賞した。

コーカサス地方の民族音楽の影響がうかがわれる、オリジナリティ溢れる印象的な曲

の数々を作曲した。バレエ音楽「ガヤネー（ガイーヌ）」から抜粋した演奏会用組曲はと

りわけ演奏される機会が多く、中でも「剣の舞」が知られている。

アンドレ・アガシ（1970-) プロテニスプレーヤー

アメリカのラスベガス出身で、父親はイランからの移民者でアルメニア系の元ボク

シング選手。

テニスの４大大会を選手生活中にすべて制覇する「キャリア・グランドスラム」を達成

した数少ない男子選手の1人。1996年のアトランタオリンピックでは金メダルを獲得

した。2006年に現役を引退。４大大会通算224勝は歴代2位の記録である。

2011年７月に国際テニス殿堂入りを果たした。

シャルル・アズナブール（本名 シャアヌール・ヴァリナグ・アズナヴーリアン）

（1924-) シンガーソングライター・俳優

フランスのパリ出身。父はグルジア生まれ、母はアルメニア系トルコ人。父母がアメ

リカ行きのビザを申請するためにパリに滞在していたときに知り合い結婚。

９歳より芸能活動を開始し、1946年にフランスの有名な女性歌手エディット・ピアフ

に認められた。5つの言語で歌い、最も世界に知られたフランスのシャンソン歌手の1

人である。また、60本以上の映画にも出演している。

1995年以来、アルメニアの駐ユネスコ大使を務めている。2006年「徹子の部屋」に

出演した。アニメ「機動戦士ガンダム」の劇中人物シャア・アズナブルの名は、シャル

ル・アズナブールに由来する。

ドラゴ（本名ガーゴ・アルチュニャン）（1985-) キックボクサー

ナゴルノ・カラバフ自治州出身。幼少時にアゼルバイジャンとの民族紛争（ナゴルノ・カラバフ紛争）

に巻き込まれ、兄を亡くし、４歳の頃に父親・弟と共にオランダへ移住。14歳でキックボクシングを始め、

2006年にK-1参戦。強力なパンチとローキック、後ろ回し蹴り、膝蹴りを得意とする。軽快な太鼓のリズ

ムに乗り独特のダンスを踊りながら入場することから「ダンシングキング」と呼ばれ、成育歴から「悲劇

の難民ファイター」との異名を持つ。2011年までに98戦72勝20敗4引き分け2無効試合。

Wikipedia

Wikipedia 

Wikipedia  
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//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Aram_Khachaturian,_Pic,_17.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Andre_Agassi_Indian_Wells_2006.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Andre_Agassi_Indian_Wells_2006.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Charles_Aznavour_Cannes.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Charles_Aznavour_Cannes.jpg


フォトギャラリー

ダニエル・サルボ25

～アルメニアの街角から～

街で出会ったアルメニア人
「一緒に食べよう！」と気さくに声を
かけてくれます。

独立記念日のセレモニー
9月21日は、旧ソ連からの独立記念日。
長い苦難の末勝ちとった独立をみんなで
祝います。

エレバン建都2792年を祝うお祭り
エレバンは世界最古の都市の１つ。
この日は街中にアルメニア国旗とエレバンの
旗が掲げられ、通りでは様々なアルメニア文
化が紹介されました。
写真は伝統的なパン作りの様子です。

聖グレゴル教会
世界最初のキリスト教国
アルメニア。
これは、火山岩で作られ
た荘厳な教会です。
壁を端から端まで落ちず
に渡れたら夢がかなうと
言われています。

アララト山
自分たちの民族の象徴なのに、
山のある場所はトルコ…悲しい歴史を感じます。

カリネさん（写真後ろ中央）と子どもたち
2005年から毎年、子どもたちが灯篭と千羽鶴を広
島に送っています。きっかけは、 カリネさんが佐々
木貞子さんの話を子どもたちにしたこと。
8月6日、原爆ドーム横の元安川に、アルメニアの子
どもたちが作った灯篭も流されているのです。

長谷川有彦



第4章

そして未来へ

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

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

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

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

※ Ｐ．28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

掲載されています。

教 材 掲載されている国
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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…？

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．２８～２９の資料を見て、どんなことを感じますか？

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。

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

しょう？ グループで話し合ってみましょう。

3 『 PRAYFORJAPAN 3.11 世界中が祈りはじめた日』(→Ｐ．２9）の中に、こんなメールが紹介されていました。

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？

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

壊滅的な被害を受けました。」の続きを考えてみましょう。

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

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。

東日本大震災写真保存プロジェクト



世界各国からの援助・支援

28

派遣された救助チーム
専門家チーム

派遣された人数

２４カ国/地域

＋５機関

1,200 名以上
（11月1日現在）

在外公館で受け付けた
義捐金総額

約８４億

５,０００万円

（9月15日現在）

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）

（11月1日現在）

１６３カ国/地域

＋４３国際機関

外国政府等からの援助
物資・寄付金の提供

（11月1日現在）

１２６カ国/地域
国際機関

総額１７５億円以上

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）』

※ 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。

エジプト
被災者へのお見舞いを目的に
行進が行われました。
「がんばれ日本、がんばれ東北」

アゼルバイジャン
４月2日、ケルベジェル地区（ナゴルノ・カラバフ紛争
により、アルメニアに占領されている地域）の生徒
が被災者へのメッセージと小遣いを出しあった義捐
金を日本大使館に届けました。

ドイツ
４月１５日、バイエルン歯科
連合の約8600名の会員に
よる義援金が日本歯科医
師会に送金され、被災者
へのお見舞い、被災地の歯
科医への支援メッセージが
記帳されました。

スイス
４月３０日、ジュネー
ブ音楽院でチャリ
ティ・コンサートが開
催されました。

タイ
3月20日、チェンマイ・サイクリン
グ・クラブは、チャリティ・サイクリ
ングを実施しました。

コンゴ民主共和国
４月10日に開催された追悼マラソ
ン大会で選手が着用したＴシャツ。

カンボジア
日本大使館で市民による記帳が
行われました。

シンガポール
3月14日～4月1日、人道支援団体マー
シー・リリーフが岩手県に赴き、日本国内
で調達した救援物資を被災地に届けた
ほか、おかゆ等を被災地に送付しました。

パプアニューギニア
4月2日、ココポ・ラバウル地
域の住民が、チャリティ・イ
ベントを実施し、400名以
上が参加しました。

カナダ
ビクトリア市のSelkirk montessori
schoolでは，生徒の発案でチャリ
ティ・イベント「Hope for japan・
がんばれ日本」を開催し、「春が
来た」の斉唱、俳句披露、千羽
鶴贈呈、ソーラン節の踊り、自作
Ｔシャツの販売、ベークセール等
を実施しました。



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

29 『ＰＲＡYＦＯＲＪＡＰＡＮ 3.11世界中が祈りはじめた日』（講談社）

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、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。

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、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。

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

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。



参 考 資 料



目で見るアルメニア
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● 宗教 ●

主としてキリスト教
（東方諸教会系の
アルメニア教会）

● 民族 ●

アルメニア系 ロシア系 アッシリア系
その他 (アルメニア共和国国勢調査)

● 気候帯 ●

ステップ気候

●言語●

公用語はアルメニア語

（インド・ヨーロッパ語族に属

し 独立の一語派をなす。

独自の文字を持つ）

◆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・民
族・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２０１1(ユニセフ） ◆日本の面積：総務省統計局
「日本の統計2011」 ◆気候帯：外務省ウェブサイト「探検しよう！みんなの地球」 ◆平均気温・年間降水量：Environment and
natural resouces in RA for 2010 “1.Brief characteristics of hydrometeorological conditions of RA territory in 2010” ◆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」（平成２２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）

● 通貨 ●

ドラム

1918年にロシアから独立した時に国旗が制定されましたが、その後旧ソ連の一部と
なり、国旗は変えられました。1991年にソ連が崩壊し、社会主義とは決別したことを
示し、再びこの国旗が用いられることになりました。青色は古くからアルメニアの色で
国土を表し、赤は戦いで流された血を、オレンジは勇気を表しています。

● 人口 ●

127,156,000人

( 2009年)

3,083,000人

ー5時間

● 日本との時差 ●

正午 17:00

● 面積 ●

377,947ｋ㎡

29,800ｋ㎡

（日本の約13分の1）

≒

首都

エレバン

● 平均気温 ●

エレバン

14.4℃

名古屋

16.6℃

● 年間降水量 ●

エレバン
493ｍｍ

名古屋
1,730ｍｍ
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◆ 主要産業・日本との貿易主要品目・在留邦人数：外務省ウェブサイト「各国・地域情勢」 ◆ 在日当該国人数：法務省ウェブサイト
「登録外国人統計統計表」 ◆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・人口増加率・成人の
総識字率・初等教育純就学/出席率・1日1.25米ドル未満で暮らす人の比率：世界子供白書2011（ユニセフ）

● 一人あたりのＧＮＩ ● (2009年)

37,870米ドル

3,100米ドル

83年

● 出生時の平均余命 ●

(2009年)

74年

● 成人の総識字率 ●

（2005～200８年）

100％
99％

（2005～2009年）

● ●
初等教育

純就学/出席率

● 人口増加率 ●

（2000～2009年）

0.0％

0.0％

(2009年)

67％

64％

● 都市人口の比率 ●

（1994～2008年）

１日1.25米ドル未満で

暮らす人の比率
● ●

4％

化学製品 有機化合物 たばこ等

建設用・鉱山用機械 電気機器等

日本との
貿易主要品目

● ●
● 主要産業 ●

宝石加工（ダイヤモンド）

機械製作

3人

5歳未満児の死亡者数
（出生1000人あたり）

● ● (2009年)

22人

29人 (201０年 法務省 外国人登録者数）

● 在日当該国人数 ●

● 在留邦人数 ●

5人 （2011年5月現在）



アルメニア地図

イラン

グルジア

トルコ

アゼルバイジャン

アゼルバイジャン

シラク
ロリ

エレバン

エレバン

アララト

シャニク

アラガツォトゥン

アルマヴィル

コタイク

タヴシュ

ゲガルクニク

ヴァヨツ・ゾル

中東
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中東
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参考文献・データ等の出典

ご協力いただいた方たち 【敬称略】

● 長友明子

2011年度教材作成チーム
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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

● 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２０１1』

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

● アルメニア政府観光局ＨＰ http://www.armeniainfo.am/

● 原子力百科事典 ATOMICA ＨＰ http://www.rist.or.jp/atomica/

● エリーネサールック！世界の料理 http://www.geocities.jp/eline_saglik/

● 世界料理マップ 食の基礎知識とレシピ e-food http://e-food.jp/map/ 

● アララトの国から―アルメニア生活記― http://armeniajapan.blog54.fc2.com/

● 『PRAYFORJAPAN 3.11世界中が祈りはじめた日』 prayforjapan.jp編 講談社

● 日本アルメニア友好協会ＨＰ http://homepage3.nifty.com/armenia/

● 「アルメニアを知るための６５章」 中島偉晴 メラニア・バグダサリヤン編著 明石書店

● 「中央ユーラシアを知る事典」 小松久男 梅村坦 宇山智彦 帯谷知可 堀川徹編集 平凡社

● 「地球の歩き方 ロシア ウクライナ ベラルーシ コーカサスの国々‘０８～ ’０９」 ダイヤモンド社・

ダイヤモンド・ビッグ社

● 「よくわかる世界の紛争 大図解 第１巻」 安部直文 著 汐文社

● 「ニュースがわかる！世界の紛争地図－最新版 民族・宗教・テロ・領土・利権」

世界情勢を読む会 編 日本文芸社

● 「アルメニア」開発途上国国別経済協力シリーズ 財団法人 国際協力推進協会

● 「コーカサスを知るための６０章」 北川誠一 前田弘毅 廣瀬陽子 吉村貴之編著 明石書店

碧南市 犬山市 あま市 長久手市 扶桑町

特定非営利活動法人 NIED・国際理解教育センター
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