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【表紙の写真】

ブリュッセル市庁舎（左上）

１４０４年に建造され、フランボワイヤン（火
が燃え上がる）様式と呼ばれる天にそびえ
る鐘楼は９６メートル、１４４９年に建造されま
した。

バンシュのカーニバル 道化師ジル（右下）

ワロン地方エノー州バンシュで行われます。
神への奉納を象徴するオレンジを観客に
投げたりして町を練り歩きます。
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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。

01



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 どんどん レ ジし 使

●使い方は自由です

本書で紹介したのは、ベルギーのほんの一面です。本書だけでベルギーのすべてがわかるわけではありません。ベ

ルギーに親しみを感じ、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。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、（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（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は出典元または（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。

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。

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。 写真の撮影者です。

02



なぜベルギー王国？

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、ベルギー王国のホームタウンは、長久手町でした。

オランダ王国

キルギス
共和国

タジキスタン
共和国ウズベキスタン

共和国

ベルギ

イタリア
共和国

ボスニア・
ヘルツェゴビナ

フランス
共和国

ポルトガル
共和国

大韓民国

モンゴル国

ベルギー
王国

モロッコ
王国

パキスタン・イスラム共和国

セネガル
共和国

カメルーン
共和国

パナマ共和国

ドミニカ共和国

エルサルバドル
共和国

ボリビア共和国

キリバス
共和国

ラオス人民民主共和国

カンボジア
王国

イラン･イスラム
共和国

アゼル
バイジャン
共和国ベナン

共和国

社会主義
人民
リビア・
アラブ国

フィジー諸島共和国

ガボン共和国

南アフリカ共和国

●：本教材

ニュージーランド

サウジアラビア
王国

アンゴラ
共和国 エジプト･アラブ共和国

ケニア共和国

チャド共和国

●：本教材

●：2008年度教材作成の国

●：2007年度教材作成の国

●：愛知万博公式参加国
愛知万博／ベルギー館
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第1章第1章

ベルギーってどんな国？

＝チョコレート、ダイヤモンド、次にくるのは？＝



クイズ100人に聞きました！
ところでみなさんは、ベルギー王国のことどのくらい知っていますか？

1 下の地図でベルギー王国はどこでしょう？ この辺だと思うところに印をつけよう。

2 ベルギーと言えば何？人、物、イメージなど、何でもいいので思いつくものをできるだけたくさん挙げてみよう！

3 ベルギーで知っている都市の名前は？いくつ思い浮かぶ？

4 知っているベルギー人と言えば？

05
「ベネルクス3国」とは、ベルギー・オランダ（ネーデルランド）・ルクセンブルグの３国を合わせた呼び名で、それぞれの

頭文字を合わせたものです。



ベルギーはどこ？

同じ質問を長久手町の小・中学生102人に
聞いた結果は次のとおりになりました。

まずは「知らないこと」に気づくことから
始めましょう。

ベルギ はどこ？

正解！

48人

残念！

31人

惜しい！

8人

ヨーロッパ
というのは
あってる
15人

ベルギーと言えば？

やはり「ワッフル」「チョコレート」など食べ物のことを答えてくれた人が多かったですね。

でも、他にもいろいろ挙げてくれました。

ベルギーワッフル（８５）／チョコレート（５７）／ビール（３３）／ライオンの丘（１２）／グラン・プラス広場（１０）／

フランダースの犬（９）／ダイアモンド（８）／小便小僧（７）／ワーテルロー（７）／ムール貝（７）／ワイン（３）／

ミニストップとのタイアップ（２）／クッキー（２）／ベルギーソフト（２）／ゴディバ（２）／フライドポテト（２）／

フリッツ（２）／小さい（２）／ソーセージ／ハンバーグ／チーズ／砂糖大根／マッシュポテト／ポテト／

バルベール（水）／フリスク／2つの民族・言語があって対立しながらも共存／観光するところがたくさんある／

ヨーロッパの中でもちょっと田舎の雰囲気のよい町／猫祭り／食べ物がおいしい／平和／のどか／安心／

田舎／レンガを抱いて生きている子ども／鼻が高い／緑がいっぱい／レンガで造ってある家／

ヨーロッパで一番早く家が持てる／お城／黄色／小さいが豊かな国／鉄・機械などの工場や農業・牧畜が

さかん／美しい街／レース／ルーベンスの絵 などなど

ベルギーで知っている都市は？

ブリュッセル（56）／ワーテルロー（４２）／アントワープ（９）／ゲント（９）／ブルージュ（８）／ワロン地方（７）／

ナミュール（７）／ベルギー（５）／アントワープ（４） などなど

知ってるベルギー人は？

ナポレオン（１１）／ブラバン公（２）／レオポルト1世（２）／タンタン（２）／オードリー・ヘップバーン（２）

など

06

３ヶ国語が公用語のベルギー。２～３時間もすればそこは外国、またテレビをつければヨーロッパ９カ国とアメリカの
番組がそれぞれの国の言語で流れています。ベルギー人がひとりでいくつもの外国語を話せることは珍しくありま
せん。



こだわりの国ベルギー！
伝統・文化・グルメなど、たくさんの魅力を持つ国ベルギー。

「今日からあなたもベルギー通！」をめざして、ベルギークイズ１０選に挑戦してみよう！

1 ベルギーの人はチョコレートが大好き！

家の冷蔵庫にチョコレートは欠かせません。

そんなベルギーでは、日本ではあまり一般的ではない

方法でチョコレートが売れられています。

さて、どのように売られているでしょう。

ヒント：チョコレート好きな、ベルギーならではの売り方です。

2 ベルギーのスイーツといえば、チョコレートと並んでワッフルがとても有名です。

さて、次の写真のうち、どちらがベルギーワッフルでしょう。

OPTＣ

BA

3 この二つは、ベルギーの家庭によくある家電製品です。何に使われているでしょう。

BA

4 べルギーと言えば、チョコレート！ワッフル！そしてビール！

ビールの種類がたくさんあることで知られるベルギーですが、クリスマスには、

この季節ならではのビールの飲み方があります。さて、どんな飲み方でしょう。

5 写真のような「小便小僧」を見たことがありますか？

この「小便小僧」の発祥はベルギーで、ベルギーでも有名人です。

彼には、「ジュリアン」という名前もあります。

そんな彼ももうじき４００歳！人気者の彼には、世界中の人々から

プレゼントが届きます。さて、何をプレゼントされるのでしょう。
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プレゼントが届きます。さて、何をプレゼントされるのでしょう。

P.9につづく

小便小僧からビール？ いつも小便をしている小便小僧ですが、もちろん「水」なわけです。ところが「水」が「ビール」

になることも。ビール会社のイベントで小便小僧からビールを出すことがあります。不定期なイベントなので「いつ行け

ばビールを飲めるのか」は残念ながら明確にはわかりません。



Ｐ.7のこたえと解説です。
多様な視点からベルギーのよさや特徴

を知り、理解の幅を広げよう。

1 １個単位だけでなく、なんとキロ単位でも販売されています。

プラリネという １つひとつがきれいに飾られたチョコレ トは トレイにのせてショ ケ スに並べられます 販売プラリネという、１つひとつがきれいに飾られたチョコレートは、トレイにのせてショーケースに並べられます。販売

単位は1個単位だけでなく1kgまたは100gあたりの価格で表示され、売られています。種類にもよりますが、大

粒のプラリネで100gあたり5～6粒、値段は300～400円ぐらいです。

ちょっと豆知識 「ヨーロッパとチョコレート」

チョコレートが最初にヨーロッパに渡ったのは、16世紀はじめ、その頃チョコレートは、疲労回復や整腸

など、さまざまな優れた効用のある「薬」として用いられていました。19世紀半ばには、オランダ人バン

2 Ａはブリュッセルワッフル、Ｂはリエージュワッフル 。どちらもベルギーワッフルです。

手軽に食べられるので、ベルギーではリエージュワッフルが人気です。ワッフルシュガーという粒状の砂糖を入

れて焼くため、シャリシャリとしたその食感が好まれます。形は楕円形で少し分厚く焼いてあり、気軽に歩きな

がら食べることができます

ホーテンがカカオ豆のプレス機を開発し、一段と飲みやすいココアが誕生しました。そして1912年、ベル

ギー人ノイハウスによってプラリネが誕生し、チョコレート王国ベルギーへと発展していきました。

がら食べることができます。

それに対してブリュッセルワッフルは、長方形で薄く軽く焼いてあります。

粉砂糖をふりかけ、ホイップクリームやフルーツソース、フレッシュフルーツを

のせて、フォークとナイフを使ってケーキ感覚で食べます。

3 Ａはワッフルメーカー（ワッフル焼き器）、Ｂはフリッツフライヤー（フリッツ

を揚げる電気調理器具）です。ほとんどの家庭にこの両方があり、フリッ

ツフライヤーは、システムキッチンについていることもあります。各家庭で

は、ワッフルメーカーを使ってオリジナルのワッフルを楽しみます。

また、ベルギー料理には、必ずといっていいほど山盛りのフライドポテト

が添えられています。ベルギーでは、フライドポテトは「フリッツ」と呼ば

れ、街角でも売っています。ほとんどの家庭で、このフリッツフライヤーで

大好きなフリッツをたくさん作ります。

4 ビールを温めて飲みます。

ヨーロッパのクリスマスマーケットでは欠かせない飲み物は、グリューワインというワインに香辛料を入れ暖めた

飲み物ですが、ベルギーではワインの代わりに、クリークビール（ビールにチェリーを漬け込んでできたやや甘みの

あるビールで、シナモンも入っている。）を暖めて飲みます。火にかけるか電子レンジで、55-60度ぐらいに暖めて
飲みます。

ちょっと豆知識 「ベルギ 人とビ ル

→P.13は全てベルギービールのグラスです。ビールの種類に比例して、グラス

の種類も多様です。

ベルギー人はビールが大好き。国内には約120の醸造所があり、ビールの銘柄は800種類ほど。

醸造所ごとに写真のようなオリジナルのグラスと、ペーパーコースターがあります。

集めてみると、楽しいですね！

ちょっと豆知識 「ベルギー人とビール」

5 さまざまな衣装がプレゼントされます。

小便小僧とは、1619年に作られ、ブリュッセルのグランプラスから通りを中に入っ

た一角に置かれている、その名の通りの姿をした像のことです。地元でも「マネケ

ン･ピス」（小便小僧）と呼ばれています。街に敵の爆弾が仕掛けられたとき、小便

をかけて導火線の火を消したなどの諸説があります。

小便小僧にはガールフレンドもおり ジャケネ・ピス（小便少女）と呼ばれています

種類 多様 。

様々な形のビールとグラス、
ペーパーコースター
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小便小僧にはガ ルフレンドもおり、ジャケネ ピス（小便少女）と呼ばれています。

ジャンケネ・ピスは、1987年にあるレストランのオーナーによって、客寄せとガン・

エイズ撲滅運動を目的に作られました。いたずら防止のため、鍵のかかった鉄作

に囲まれています。
ジャケネ・ピス



6 ベルギーの伝統工芸に「ボビンレース」があります。

中世には、貴族の服の襟や袖口を飾りました。

良質で繊細なこのレース編みは、もともとは

男性の趣味として広まっていきました。男性の趣味として広まっていきました。

さて！これってウソ？ ホント？

7 ベルギーの主にフラマン地方で１４世紀以降栄えた伝統工芸に「タ
ト 織物があ す 侯貴族 富 象徴 され

ボビンレース

ペストリー」という織物があります。王侯貴族の富の象徴とされて

いたこのタペストリーは、当時どのように使われていたでしょう。

8 「フランダースの犬」という物語を知っていますか？ 題名の「フランダース」とは ベルギーのフラマン地方のこと

タペストリー

8 フランダ スの犬」という物語を知っていますか？ 題名の フランダ ス」とは、ベルギ のフラマン地方のこと

で、そのフラマン地方を舞台にした少年ネロと愛犬パトラッシュのお話です。

この物語は、ベルギーの誰もが知っている有名なお話で、学校の教科書にも載っています。

さて！ これってウソ？ホント？

『フランダースの犬』

幼いときに両親をなくした少年ネロ。アントワープ近くの村で暮らすおじいさんに育てられます。幼いときに両親をなくした少年ネロ。アントワ プ近くの村で暮らすおじいさんに育てられます。

愛犬パトラッシュとともにミルクを運ぶ仕事をしながら、おじいさんと暮らしていました。そんなネ

ロの唯一の楽しみは、絵を描くこと。ベルギーの偉大な画家ルーベンスにあこがれて、画家になろ

うと決心します。ところが頼りにしていたおじいさんが亡くなり、いろんな不運も重なってネロは村

を追い出されることになってしまいます。最後の望みを託した絵画コンクールにも落選してしまい、

失意のネロは憧れだったルーベンスの絵があるアントワープの教会で、その名作「キリストの降

架」をやっと見ることができます。「寒いね、疲れたね、、、」とパトラッシュとともに教会の前で眠っ架」をやっと見ることができます。 寒いね、疲れたね、、、」とパトラッシュとともに教会の前で眠っ

てしまうネロ。 翌朝、教会の前で発見されたネロは、微笑むかのようにパトラッシュとともに永遠

の眠りについていました。

9 ダイヤモンドと言えば、高価な宝石として有名です。ベルギーはこのダイ

ヤモンドの世界最大の集散加工地として有名です。さて、ベルギーでは、

世界のダイヤモンド市場の需要の約何％を扱っているでしょう？

A およそ２０％ B およそ４０％ C ８０％以上

10 ベルギー人はスポーツも大好き！ ベルギーで人気のあるスポーツと言えば、次のどれでしょう。

Ｆ１グランプリC自転車ツーリングBサッカーA

ダイヤモンド

09
世界一のダイヤモンド取引量を誇るアントワープ。中央駅の西側が取引の中心地です。中央駅の地下にある地下鉄
の駅名は、ずばり「ステーション・ダイヤモンド」。



Ｐ.9のこたえと解説です。

6 ウソです。

ボビンレ ス編みは 男性の趣味ではなく 女性のたしなみとして広まりましたボビンレース編みは、男性の趣味ではなく、女性のたしなみとして広まりました。

デザインが描かれた紙を台紙とし、そこにピンを刺し、間に糸を編みこんでいきます。中指ほどの長さのボビン

（糸巻き器）を、早く正確に操りながら糸を編み込んでいく手さばきは、まるでピアノを弾いているかのよう。当時

の画家たちは、このレースの美しさを人物の衣装を通して描き、ボビンレースは絵画を通してヨーロッパ中に伝わ

りました。画家たちの絵が、レース商品を宣伝するファッション誌のような役割を果たしていたということです。１８

世紀ごろ貴族の間で、首回りに白い美しい襟飾りをつけることが流行し、ベルギーのレースは宝石並みの価格で

売買されるようになりました。現在はほとんどが機械編みですが、複雑なレースは今でも手仕事です。

7 中世の城や館の石壁を飾る装飾、また石造りの城の防寒用として作られました。

14～15世紀、フランドル地方で隆盛を極めたタペストリーは、丸めて搬送できるのでヨーロッパ全域に輸出され

広まりました。伝統ある優れた織り技術と色彩のすばらしさには、現在でも高い人気が集まっています。ブリュッ

セルの「王立歴史美術博物館」にはタペストリーのコレクションが展示されています。

8 ウソです。
この作品は、ベルギーではあまり知られていません。「フランダース

の犬」は、１９世紀にイギリスの女流作家ウィーダが、アントワープに滞

在した体験をもとに英語で書かれた物語です。その後アメリカと日

本で映画化され、日本では広く読まれてアニメにもなりました。大勢

の日本人が舞台となったアントワープを訪れていますが、ほとんどの

ベルギー人は「ネロとパトラッシュ」を知りません。１９８５年、ネロとパト

ラッシュが住んだとされるアントワープ近郊の町ホーボーゲンの観光

局前に 二人の銅像が建てられました ２００３年には ネロが最期の時局前に、二人の銅像が建てられました。２００３年には、ネロが最期の時

を迎えたアントワープ大聖堂前の広場に記念碑が作られました。しか

し、アントワープの人々曰く、「我々はこんな悲劇は好きではない」との

ことでした。

ベルギー北部フランドル地方の都市アントワープは、世界最大のダイヤモンド集散加工地で、世界の原石の約

9 C ８０％以上です。

ネロとパトラッシュの銅像

ちょっと豆知識 「ブラッド・ダイヤモンドとキンバリー・プロセス」

ブラッド･ダイヤモンド（別名「紛争ダイヤモンド」）とは、ダイヤモンド産出国において反政府軍が、採

掘した原石を先進国に売り、得た外貨で更なる武装を整え、戦いの長期化を可能にする、そういうダ

イヤモンドのことです

50%～ 85% 、工業用ダイヤモンドの約40% を取り扱っています。アントワープの中央駅西側、ブリュッセルなど

には専門店が集まっています。 アントワープには州立のダイヤモンド博物館があります。

イヤモンドのことです。

エンゲージリングなどにも使われ、幸せの象徴であるはずのダイヤモンドですが、その裏で戦争や紛

争を支え、誰かの命の犠牲につながっているとしたら…。
国際社会がブラッド・ダイヤモンドのような非人道行為を認めないことを確認する、最大のきっかけと

なったのが、２０００年南アフリカキンバリーで開催された会議、キンバリー・プロセスです。ダイヤモンド

産業に関わる国家間による話し合いで、「ブラッド・ダイヤモンドを根絶する」ことに合意しました。具

体的には、ダイヤモンドの原石から宝飾品への一連の流通の中で、「このダイヤはブラッド・ダイヤモ

ド 無 係 保障す が参加 義務付 年ンドとは無関係である」ことを明記し、保障するということが参加国間で義務付けられ、2003年まで

に、42カ国＋EC諸国家が調印しました。日本も、キンバリー・プロセスに調印しています。

10 すべてベルギーで人気のあるスポーツです。
ナショナルチームは、そのユニフォームの色から“赤い悪魔”と呼ばれ１９８２年以来２００２年まで６回連続

ワールドカップに出場しています。

パ と も人気 ある自転車レ “ト ル ド ン ” 年は ベルギ 国内が

A

10

ヨーロッパでとても人気のある自転車レース“トゥール・ド・フランス”。２００８年は、ベルギー国内がコース

の一部になったので、とても盛り上がりました。

ベルギー南東部の都市スパにある、スパ･フランコルシャンサーキットはＦ１グランプリのレーシングコース

です。
C

B



ベルギーを旅しちゃおう！
美しい街並みが続くベルギー、歴史を感じるベルギー、近代的なベルギー。

いろいろな顔を持つベルギーをのぞいてみましょう。

1 C

BA

次の写真の中から、ベルギーの写真だと思うものを選んでみましょう。

D G

H

Ｃ

E I

K

OPTＣ

F J

LL

2 ベルギーにはたくさんの世界遺産があります。日本にある世界遺産についても調べてみましょう。

OPT／JLFlemalＣ
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3 写真の解説やベルギーに関する資料「もっと知ろう！ベルギー！」（→P.14）を読み、自分なりの旅行プランを作って
みましょう。



Ｐ.11のこたえと解説です。

ベルギーの代表的な建物や街並みなどの
写真を通して、ベルギーの雰囲気を感じ
取ろう 。

1 以外、すべてベルギーの風景です。G

は、ベルギーのワーテルロー市と姉妹都市提携を結ぶ、愛知県愛知郡長久手町の写真です。

ベルギーは、次の３つの地域に分けることができます。

G

１２枚の写真の解説です（地域ごとに分類 ）

■ブリュッセル首都圏地域

ブリュッセル地域 フラマン地域 ワロン地域

ブリュッセル市内の写真B

第二次世界大戦後、ヨーロッパの共同体として設立された、様々な国際機関の１つである欧州連合。ヨーロッパの国

際機関の多くは、ブリュッセルに集まっています。

ＥＵ（欧州連合）本部A

旧市街地の中心にあるグランプラス（広場）の周りには、このブリュッセル市庁舎を始め、ゴシック様式やバロック様

式の中世ヨーロッパの建築物が建ち並び、世界遺産に登録されています。

ブリュッセル市庁舎C

２年に１度、西暦の偶数年８月第２週末に開催されるイベントで、７０万本のベゴニアの花びらを敷き詰め、グランプ

グランプラス（市庁舎前の広場）のフラワーカーペットD

■フランドル地域

２年に１度、西暦の偶数年８月第２週末に開催されるイ ントで、７０万本の ゴ アの花びらを敷き詰め、グランプ

ラスが巨大な花のじゅうたんになります。

ゲントは、１６世紀に交易と毛織物産業で発達した、パリに次ぐと言われた大都市。聖バーフ大聖堂にはファン・アイ

「 が

E ゲントの聖バーフ大聖堂

ク兄弟作の祭壇画「神秘の子羊」があります。門外不出の貴重な作品です。

アントワープを代表するランドマークの一つ。かつての一等客待合室は現在、雰囲気あふれる素敵なカフェとして

使われています。

F アントワープ中央駅

ブルージュのベギン会院H
１３世紀に設立された女子修道院。現在はベネディクト会女子修道院として利用されています。

ブルージュを含み、フランドル地域に現存する１３カ所のベギン会院は世界遺産に登録されています。

I ブルージュ旧市街区域
運河に囲まれた中世の街並みは「屋根のない美術館」と呼ばれ、世界遺産に登録されています。

12
アントワープなど古い街並みを保存している都市は、景観をとても重要視しています。アパートの場合、ベランダ
の日よけの色も統一されるほどです。



■ワロン地域

J
１８１５年、ナポレオンとヨーロッパ連合軍が戦った戦地です。古戦場は円錐形の丘になっており、その頂上からは、

ワーテルロー古戦場

１８１５年、ナポレオンとヨ ロッパ連合軍が戦った戦地です。古戦場は円錐形の丘になっており、その頂上からは、

広がる農地が見渡せます。

L
ムーズ川とエスコー川、それぞれのドック（船の修理などのために築造された設備）を連絡して、ドイツとフランス

への直通幹線を実現するために作られた船専用のリフト。６７メートルの高低差を水の力だけで船を上下させるた

めのリフト。サントル地方の１９世紀産業遺産がそのまま世界遺産に。

サントル運河のボートリフト

■長久手

めのリフト。サントル地方の 世紀産業遺産がそのまま世界遺産に。

K
ムーズ川流域の、レンガや石でできた家屋が並ぶ街並みです。

デュルビュイの街並み

日本の世界遺産

G
姉妹都市ワーテルロー市のシンボル、ライオン像の丘のライオンを模して作られた記念塔です。

長久手町

１９９３年に法隆寺、姫路城、屋久島、白神山地が日本最初の世界遺産に登録され、現在１４カ所。

◇文化遺産

・法隆寺地域の仏教建造物（奈良県）

・古都京都の文化財（京都府）

・原爆ドーム（広島県）

・姫路城（兵庫県）

・白川郷・五箇山の合掌造り集落（岐阜県）

・厳島神社（広島県）

◇自然遺産

・屋久島（鹿児島県） ・白神山地（青森県） ・知床（北海道）

・古都奈良の文化財（奈良県）

・琉球王国のグスク及び関連遺産群（沖縄県）

・石見銀山遺跡とその文化的景観（島根県）

・日光の社寺（栃木県）

・紀伊山地の霊場と参詣道（和歌山県）

◇世界無形遺産

「能楽」、「人形浄瑠璃文楽」、「歌舞伎」が登録されています。

ビールグラス いろいろ （→P.8）

リーフマンス

(60mm/145mm)

ベルビュー･フランボアーズ

(50mm/170mm)

＝フルート型

デ・ランケ

(70mm/185mm)

＝チューリップ型
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パウエル・クワック

（100mm/420mm）

ヒューガルテン･ホワイト

(120mm/160mm)

＝タンブラー型

ワーテルロートア

(100mm/160mm)

＝聖杯型 ※（グラスの口径／高さ）



参考資料

もっと知ろう！ベルギー！

歴史が香る、ベルギーの街並み！

ベルギーは首都のあるブリュッセル、北部のフランドル、南部のワロン、と大きくわけて３つの地域にわけられます。
３つに共通しているのは、まちの中心に広場があり、その周りはレンガや石で建造された市庁舎や鐘楼などの歴史
的な建物が建ち並び、１０００年の歴史を今に伝える石畳でできた道が続いていること。どのまちもその美しさと歴史
の香る佇まいから、「屋根のない美術館」と呼ばれ、世界遺産に指定されている地域や建物が多いのも特徴の一つ
です。

ベルギーの世界遺産と無形遺産

「世界遺産」とは、ＵＮＥＳＣＯ（ユネスコ／国際連合教育科学文化機関）世界遺産センターが、世界遺産条約に基づき

登録した、各国や地域に住む人びとが誇る文化財や自然環境です。

世界遺産には、文化遺産、自然遺産、二つを併せた複合遺産があり、種類別世界遺産リスト登録件数は2008年7月

現在、文化遺産679、自然遺産174、複合遺産25、合計878となっています。

「ＵＮＥＳＣＯ世界無形遺産 とは 「世界遺産 の対象ではない 民俗文化財 フ クロア 口承伝統など 世界各地の「ＵＮＥＳＣＯ世界無形遺産」とは、「世界遺産」の対象ではない、民俗文化財、フォークロア、口承伝統など、世界各地の

伝統的な文化の表現形式や文化空間といった「無形文化」のことです。

◇ベルギーの世界遺産

①ブリュッセルのグランプラス＜P.11のD＞

②建築家ヴィクトル・オルタの都市邸宅（ブリュッセル）

③ブルージュの旧市街区域＜P.11のI＞

⑥フランドル地方とワロン地方の鐘楼（30か所）

⑦トゥルネーのノートル・ダム大聖堂

⑧新石器時代の燧石（ひうちいし）採掘坑（スピエンヌ）

◇ベルギーの世界無形遺産

④フランドル地方のベギン会院（１３箇所）＜P.11のH＞

⑤プランタン・モレトゥス印刷博物館（アントワープ）

⑨サントル運河のボートリフト＜P.11のL＞

８月に開催される、ブリュッセルで一番古く伝統のある祭り。

①ブリュッセルのメイブーム

サンザシ（Mayboom）の木を植え、町中をブラスバンドや巨人の人形の

行列が練り歩く。

「オメガング」とは「輪になって歩く」の意味で、14世紀にサブロン教会に

祀られたマリア像の周囲を行列したことが起源とされている。 大規模な

歴史宗教行列で、ベルギー最古の歴史がある。

②メッヘレンとデンデルモンドのオメガング
OPTＣ

３日間行われるこのお祭りのクライマックスは、道化師ジルが登場する最終日。ダチョウ
の羽根飾りのついた１メートルもある帽子をかぶって木靴を踏みならしながら踊ったり、
オレンジを観客に投げつけたりして練り歩く。

③バンシュのカーニバル

エノー州の町アトで行われるお祭り 1日目は旧約聖書上の人物に見立てた4m

④アトの巨人祭り

OPTＣエノ 州の町アトで行われるお祭り。1日目は旧約聖書上の人物に見立てた4m

の巨人像による「結婚式」や「戦い」などを再現。2日目はさまざまな巨人が町を行

進する。

モンスのまちをペストから守った聖人ウォードリューを記念するお祭り。彼の遺物
箱を「黄金の馬車」という山車に乗せ町を練り歩き、最後は教会へ戻る坂を一気
に駆け上がる。途中で止まると災いが起こると言われている。市庁舎広場では、

⑤モンスのデュカスの祭り

OPTＣ
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に駆け上がる。途中で止まると災いが起こると言われている。市庁舎広場では、
「ドゥドゥ」という熱狂的な音楽とリズムの中、「リュムソン」というドラゴンが登場
する戦いの劇が繰り広げられる。ドラゴンのフサフサの尾を一本でも手に入れる
と幸せが訪れると言われている。 OPTＣ



ビストロ・ベルギーへようこそ！
ベルギーの代表料理をカードにしました。さて、これらはどんな料理なのでしょう？

机の上に、ベルギー料理カードを広げ、グループで「ベルギーグルメ カルタ」をしましょう。

グループの1人が、次のページの料理説明カードを読み、その説明にあうと思う写真カードをカルタの要領で探

してみましょう。

1

＊前菜＊

A B C D

＊主菜＊

E F G H

 
I J K L

M ON P
＊ドルチェ＊

2 あなたの家での料理を思い出して、これらの料理とくらべてみましょう。

似ている料理はありますか。

3 あなたの住んでいるまちの郷土料理を調べてみましょう。それらは、どのような材料（素材）が使われ、どのよ

うに調理されているでしょう ベルギ の郷土料理と特徴を比べてみましょう

15

うに調理されているでしょう。ベルギーの郷土料理と特徴を比べてみましょう。

グランプラス北東部のイロ・サクレ地区には、ベルギー料理のレストランが集中しています。ニックネームはずばり

「ブリュッセルの胃袋」。

八木実枝子ＣA.B.D.I.K.M.P： OPTＣE.J.O： OPT/JPRemyＣF： M.VanhulstＣN：



Ｐ.15のこたえと料理説明カードです。
ベルギーのたべものと日本のたべものの、
似ているところ、異なるところを見つけよう！

ベルギー料理の特徴

フランス料理をベースに、ベルギー郷土の味が加わったものがベルギー料理で、フランス料理のような美しさを持

ちながら、もう少しカジュアルにした感覚。フランスではあまり見かけない食材として、コイやウナギのような淡水魚や、

ワロン地方では秋から冬に、野ウサギなどの”ジビエ”と呼ばれる鳥獣を使った料理もあります。「食通の国」といわれ、

料理の質は高く、ボリュームが多いのも特徴です。グルメな国だけあり、国民一人当たりのレストランの数は世界一

です。

魚介、肉、野菜など、日本と同じような食材を使い、料理の味付けは素朴で優しい味わいであると表現されます。

たくさんの種類のビ ルがあるベルギ だけに ビ ルを味付けに使ったり ビ ルで煮込む料理がたくさんあります

料理説明カード

クルヴェット・グリーズ

たくさんの種類のビールがあるベルギーだけに、ビールを味付けに使ったり、ビールで煮込む料理がたくさんあります。

そして、ベルギーと言えば、チョコレートとワッフル！どの家庭にも、この二つは欠かせないお菓子です。

トマト・オ・クルベット
白アスパラガス・

フランドル風

ブルーチーズ・

シーザーサラダ

北海でとれる灰色の

小エビのこと

ゆでて味付けをした

クルヴェット・グリー

ズをマヨネーズであ

え、くり抜いたトマト

に詰めたもの

フランドル風 シ ザ サラダ

ベルギー名産の白アス

パラガスに、固ゆで卵

のみじん切りの入っバ

ターソースをかけて食べ

るのがフランドル風

ブルーチーズをドレッシン

グに混ぜて、ソテーした

ポークをのせたもの

ブリュッセルの街角に屋

台で売られるつぶ貝。

注文すると、貝といっしょ

ジャンボン・ダルデンヌ マスのオイル焼きムール貝の白ワイン蒸し

ムール貝をセロリ、玉ね

ぎ又はポロ葱のみじ切

りといっしょに蒸したも

カリコル

アルデンヌの森でとれ

る肉を生ハムやパテな

どにしたもの。「アルデ

アルデンヌ地方のマス

料理は有名。

グリルと言っても焼い

によく貝の味のきいた

スープを入れてくれます

ク ヴ ト グリ ズ

の。あつあつのフリッツ

を添えて食べるのがベ

ルギー流

ンヌ産」という名前がつ

いている

てあるというよりは、フ

ライのような感じ

カルボナード

牛肉 黒ビ 煮込

ジビエ料理

秋 解禁とな キジ

小エビのコロッケ フリッツ

イドポ トクルヴェット・グリーズ

（北海でとれる灰色

の小エビ）を使った、

クリームコロッケ

牛肉の黒ビール煮込み。

ビールで煮込むことで

肉が柔らかくなります。

ビールの国ベルギーなら

ではの料理

秋に解禁となるキジ、シ

カなどを料理したもの。

アルデンヌの森で獲れ

るジビエは有名で、多く

の人がワロン地方のレス

トランに訪れます

フライドポテト。

フリッツ（仏語）、フリテ

ン（蘭語）、ポンフリッ

ト（独語）それぞれの

言語で呼ばれます

チョコレートパフェ

バニラのアイスクリー

ムの上からホットチョ

コレートをかけたベル

ギーならではのデ

ブリュッセル・ワッフル

ワッフルには、シンプル

なリエージュ風と、クリー

ムや果物でデコレーショ

ンされたブリュッセル風

プラリネ

ナッツクリームなどの

ペーストであるプラリネ

をチョコレートでコーティ

ングしたもの

クック・ド・ディナン

ディナン名物固焼きクッ

キー。はちみつ、小麦粉、

砂糖で作られ、乳製品を

使わないため、半年くら

16

ギ ならではのデ

ザート

ンされたブリュッセル風

の2種類があります

ングしたもの
い日持ちする。現在、手

に入るのはディナンにあ

る３店だけ



ちょっとブレイクちょっとブレイク

ボナペティ（Bon Appétit/召し上がれ)！
ベルギー料理をあなたの食卓へ その１

リエージュワッフル

ルギ 料理をあなたの食卓 その１

ベルギーを知るにはまず食から。まずは、日本でもおなじみの「ベルギーワッフル」です。

ベルギーには、リエージュワッフルとブリュッセルワッフルがありますが、ここではリエージュワッフルの作

り方を紹介します。リエージュワッフルは、種（焼く前のもの）が固いので厚みがあって密度が濃く、形は

小判型 ワ フルシ ガ という粒状の砂糖を入れて焼くため そのシ リシ リした食感が好まれます小判型。ワッフルシュガーという粒状の砂糖を入れて焼くため、そのシャリシャリした食感が好まれます。

ここでは、ワッフルシュガーのかわりにザラメを使いました。とっておきの秘訣として、牛乳の分量を減ら

し、その分をベルギービールに代えました。やわらかさとしっとり感が増しますよ！ 皆さんのご家庭でも

ぜひ試してみてください。そして自分だけのオリジナルレシピを作ってみてください。

《材料（12コ分）》

強力粉 100ｇ

薄力粉 100ｇ

塩 ふたつまみ

卵（大きめのもの） 1個

イースト 10ｇ

牛乳 70㏄

(牛乳50cc ベルギービール 20cc)(牛乳50cc ルギ ビ ル 20cc)   

無塩バター 100ｇ

ザラメ 75ｇ

さとう 25ｇ

バニラエッセンス 少々

1.牛乳を35～40℃に温めておく

2.ザラメとバニラエッセンス以外の材料をこねる

３.２にザラメとバニラエッセンスを加え、ラップをかけて２８～３０℃で３０分

発酵させる

４.ガス抜きをして８～９つに分けて丸め、オーブンペーパーをしいたバット

に乗せラップをかけ、２８～３０℃で３０分置き２倍程度の大きさになるま

で ２次発酵させる

5.ワッフル型の真ん中に丸くのせ、

軽く抑え蓋をして焼く

0717



第2章第2章

へぇ～！ベルギーと日本



ベルギーにまつわるウソ・ホント！
日本とベルギー、どこは似ていて、どこは違う？ クイズに答えてみよう。

これってウソ？ ホント？

21 3日本は北海道、東
北、関東、中部、近畿、
中国、四国、九州の８
つに地方を区分して

ベルギーの義務
教育は、日本と同じく
中学校までである。

日本では選挙にお
ける投票率が５０％に
満たないこともあるが、
ベルギーでは９０％を超

いるが、ベルギーは東
西南北の４つに地方を
区分している。

えることも珍しくない。

5 64 日本の中央銀行
である日本銀行は、
ベルギーの中央銀行
をモデルに作られた。

日本の国語は日本
語であり、日本どこで
も通じるのと同じく、ベ
ルギーの国語はベル
ギー語であり、ベルギー

日本の地下鉄で
は、ホームでも車内で
も「案内アナウンス」が
流れるが、ベルギーの
メトロ（地下鉄）では案、

ではどこでもベルギー
語で通じる。

（地下鉄） 案
内アナウンスが一切な
く、大変静かである。

97 8ベルギーには、ベ
ルギーに住む日本人
向けに作られた、政府
発行の生活情報月刊
誌がある。

フライド・ポテトに
はケチャップ派の多い
日本だが、ベルギーで
は圧倒的にマヨネー
ズ派が多い。

日本料理にお酒
やみりんを使うのと同
じような感覚で、ベル
ギー人はベルギー料
理にビールを使う。

日本ではほとんどの
街にあるコンビニ。ベル
ギーにはコンビニはなく、
スーパーも夜８時には閉
まる。

1９２３年の関東大
震災の際、ベルギー
では被災地東京を支
援するための募金や
バザーや美術品等の
チャリティが大々的に
行われた

ベルギーの日曜日
は、ショッピングセン
ターもスーパーもレスト
ランも、夜遅くまで開
いている。人や車でに
ぎわい、夜になっても
きらびやかなまちの光

1210 11

行われた。
きらびやかなまちの光
景は日本の
都市と変わ
らない。
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Ｐ.１９のこたえと解説です。

ベルギーウソホントクイズを通して、日本
との共通点やつながり、文化の多様性に
気づく。

× ギ は 地方と 地方 分かれ1 ×
ウソ

ベルギーはワロン地方とフラマン地方の２つに分かれる。

ベルギーはもともと、ケルト民族が住んでいた地域。紀元前1世紀頃にラテン民族であるローマ帝国に、

８世紀にはゲルマン民族であるフランク族により征服される。フランク族が北から侵入したことにより、

ゲルマン系民族は北部フラマン地方、ラテン系民族は南部ワロン地方に住むようになった。

2 ×
ウソ ベルギーの義務教育は高等学校まで。成績が悪いと落第制度があり、大学進学率は毎年20％程。2 ウソ ベルギ の義務教育は高等学校まで。成績が悪いと落第制度があり、大学進学率は毎年20％程。

3 ○
ホント

ベルギーでは１８歳から選挙権がある。選挙の際に理由なく投票をしないと罰金が科せられる。「選挙は

重要なもの」という意識が国民に行き渡っている。

4 ○
ホント

1871年、明治政府が近代化を進める政策の一環として、欧米に派遣された岩倉使節団は、独立後４０

年を迎え、王国ながら国民の自主性に富み、英、仏などの列強諸国に屈することなく活気あふれるベル

ギーに大きな影響を受けた。中でもベルギー中央銀行は、周辺諸国より新しく整備され、明治政府が目

指す中央銀行にふさわしいものとして、日本銀行のモデルとなった。

5 ×5 ×
ウソ 「ベルギー語」という言語はなく、ベルギーの公用語はフランス語、オランダ語、ドイツ語の３種類です。

北部フランドル地方でオランダ語、南部ワロン地方でフランス語、ドイツに隣接した東部地域でドイツ

語が使用されている。首都のブリュッセルでは、オランダ語とフランス語の両方が使われる。

6 ○
ホント

ブリュッセルの交通手段はメトロ（地下鉄）とトラム（路面電車）。メトロは案内アナウンスがないので、

駅も車内もとても静か。うるさく騒ぐ人も、その辺にしゃがみ込む若者もいない。駅も車内もとても静か。うるさく騒ぐ人も、その辺にしゃがみ込む若者もいない。

7 ×
ウソ

ベルギーに住む日本人のための情報月刊誌があるのはホント。ただ、発行は政府ではなく、ベルギーに

住む日本人有志による編集発行。生活面や文化面、夏休み情報など通常の案内では紹介されないさ

まざまな情報を日本語で紹介。観光インフォメーションやレストランなどにおいてあり、無料。

8 ○
ホント

ベルギー人にとって、フリッツ（フライド・ポテト）にはマヨネーズ！ 文化の違い？ でも、それもあり。

9 ○
ホント

高緯度にあり、葡萄の生産の北限を超えるベルギーでは、ワインの代わりにビールの生産がさかん。ベ

ルギーの伝統的な郷土料理にはその地域ならではのビールがごく一般的に使われている。

11 ○
ホント

その時集まった支援のための寄付金は、アメリカ、イギリスに次ぐ規模となった。

×

10 ○
ホント

本当です。
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12 ×
ウソ 日曜日のベルギーは、ショッピングセンターやスーパーはみな閉店。行き交う人も車も少なく街中が静か。

日曜日は家族とゆっくりくつろぐ日。 人や車でにぎわう日曜日に慣れている日本人には不思議な光景！？

ブリュッセルから東へ電車で約30分のところにある大学都市ルーヴァン。そのルーヴァン大学出身で世界的に

有名な学者の１人が、地理学のメルカトール。世界地図で必ず目にするメルカトール図法の生みの親です。



王侯貴族の栄華
比べてみようベルギーと日本のお城！ お城を通して知るベルギー

1

BA

写真の城は、ベルギー各地に現存する古城です。それぞれの特徴を読んでみましょう。

王宮

・現国王が居住され執務を行う城
１８世紀建造のルイ王朝風宮殿

ガースベーク城

・１３世紀建造
周囲を４０haの森が取り囲む・１８世紀建造のルイ王朝風宮殿

・周囲には広大な公園
・ルイ王朝の食器や銀器の展示
・壮麗な「玉座の大広間」
・有名な画家の
肖像画作品
多数
・ナポレオンが

・周囲を４０haの森が取り囲む
・城の前にイタリア式庭園
・現在は博物館として解放
・歴代城主の中に、スペイン王に抵抗し斬首刑と
なった「悲劇の
王」エグモン
伯爵。（ゲーテ
の戯曲『エグモナポレオンが

ここで宣戦
布告書署名

の戯曲 エグモ
ンド』の主人
公）

OPTＣ

C Dフランドル伯の居城

・１２世紀建造
・レイエ川沿いに建ち塀に囲まれた城
・シリアの十字軍の要塞がモデル
・１４世紀には、造幣局、裁判所、牢獄、製糸工場
として利用
ゲント市の

オーイドンク城

・１６世紀建造
・スペイン・フランドル風ルネサンス様式の代表
的な城
・フランダース地方で最も美しい城
・家具、絵画、銀器など一見の価値有
・現在は結婚・ゲント市の

中心にあり
見張り台から
市内が一望
できる

・現在は結婚
式場、宴会場
として利用
することも
できる

OPTＣ OPTＣ

E Fベルイユ城

・１７世紀に建造され始め、現在に至る
・２５haの１８世紀フランス庭園が有名
・欧州有数の貴族リーニュ家の居城

ラ・ユルプ城

・ソルヴェイ公園の一角にある
・広大な敷地内に農場家屋があり、一般に開放さ
れている

OPT

欧州有数の貴族リ ニュ家の居城
・１５～１９世紀の調度、タペストリー、磁器など美術
品と２万巻の蔵書
・１９００年に大火
で本館焼失

れている
・敷地内建物を利用して、芸術家ジャン・ミシェル・
フォロンの作品約３００点を展示
・庭園にも
フォロンの彫刻
が自然に溶け
込む
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OPT/Alex 
Kouprianoff

Ｃ



G Hアンヌヴォワ城 モダーヴ城

・１７世紀建造 ・１３世紀に作られた城塞基部を利用し、１７世紀世紀建造
・随所に噴水を配した１２haの庭園
・フランスやイタリアを広く旅して城や庭園設計の
知識を深めた城主シャルル・アレクシ・ド・モンペ
リエ
・機械を一切
使わない画期
的な噴水庭園

世紀に作 れ 城塞基部 利用 、 世紀
にフランス様式に全面改築
・３２貴族の家系図を表した１３５平米の天井彫刻
が圧巻
・クリスマスデコレーションが有名
・礼拝堂での
挙式可、貸し
室、レストラン、

首都ブリ セルにある城はＡ フランドル地方にある城はＢ Ｃ Ｄ ワロン地方にある城は Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ

が有名 カフェも併設

K.Van LidthＣ OPTＣ

＊首都ブリュッセルにある城はＡ。フランドル地方にある城はＢ、Ｃ、Ｄ。ワロン地方にある城は、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ。
＊フランドル地方にある城の名前はオランダ語で標記され、ワロン地方にある城はフランス語で標記される。

2 現存する古城の一つ、ウェーヴ城の外部と内部です。どんな特徴があるでしょう。１と２の写真のベルギーの古城
と日本の城とを比較して、似ているところ・異なるところを探してみましょう。日本 城 較 、似 異な 探 みま ょう。

城主の寝室

五角形の建物の中庭

ウェーヴ城の外観
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大広間城主の食事室（ダイニング） 厨房（キッチン）



ちょっとブレイクちょっとブレイク

ナポレオンからベルギーを守った戦いの跡地 ワーテルロー と 古戦場のあるまち長久手町

◆時は１８１５年、ヨーロッパ中にフランス大帝国を拡大する構想のもと東進したフランス・ナポレオン軍と、それを阻

止すべくイギリスを中心としたヨーロッパ連合軍が激突したのが、ここベルギーのワーテルロー市。この戦いでナポレ

オン軍は大敗し、ナポレオンはセントヘレナ島へ流刑となる。ワーテルロー市は、ブリュッセルから南へ１８Ｋｍ、車で約

２０分の距離にある。その南に広がるこの地の中央には、１８２６年に建てられたライオンの像がある。ライオンの像は、

戦いの後に残された大砲を溶かして造られ、フランスが二度と攻めてこないようにフランスの方向をにらみつけてい

る。古戦場であるライオンの像周辺は、現在５Ｋｍに渡って建物が建てられない等の条例により保護されている。ラ

イオン像の丘のふもとにあるパノラマ館には、円柱形の建物の壁面に高さ１２メートル、周囲１００メートルの当時の戦

いの様子を描いたパノラマ壁画がある。ワーテルロー市内には、ウェリントン将軍が滞在した建物が現存し、現在は

博物館として公開されている。ワーテルロー市では、、毎年５月、戦いに参加した人の子孫が当時の服装を身にまと

い、この地に集まって当時の戦いを再現するお祭りが開催される。周辺地域から５０００人ほどがテント持参で集まり

行われるこの祭りの様子は、当時にタイムスリップしたかのようで圧巻。

平成４年（１９９２年）にこのワーテルロー市と長久手町は、「古戦場のあるまち」が

縁で姉妹提携を結ぶ。青少年の相互派遣などを通じて交流を深めあっている。

長久手町は、１５８４年に豊臣秀吉と徳川

家康が戦った「小牧・長久手の戦い」で

家康側の本陣が置かれた場所。町内の

古戦場は、国指定史跡。

長久手町の警固祭りワーテルロー市内にある案内板
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第3章第3章

一緒に考えよう！こんな課題



ベルギーを知れば、ヨーロッパがわかる！？
ヨーロッパの２７カ国が加盟するヨーロッパ連合（ＥＵ）についてみてみましょう。

ベルギーを旅行していた花子さん。

旅行中にお財布に貯まったコインを整理していたときのことです。

お財布の中には、２ユーロ硬貨や、５０ユーロセントなどに混じって、１ユーロ硬貨が１５

枚ありました（真ん中が銀色、周りが金色の硬貨）。

そして、花子さんはびっくり！

どれも同じ１ユ ロ硬貨だと思 ていたら 同じなのは表だけ！裏を返すと １５枚のコ

C D EBA

どれも同じ１ユーロ硬貨だと思っていたら、同じなのは表だけ！裏を返すと、１５枚のコ

インのうち、１０枚は異なるデザインだったのです。

◆ユーロとは、欧州連合（ＥＵ）加盟国27か国中16か国が公式に採用している単一通貨のこと。

F G H I J

◆ユ ロには 紙幣と硬貨がありますが 硬貨の表面の基本的なデザインは各国共通です

1

◆ユーロには、紙幣と硬貨がありますが、硬貨の表面の基本的なデザインは各国共通です。
裏面は各国が独自にデザインをしています。なお、ユーロ導入によりそれまでの各国の通貨
（フランス・フランやドイツ・マルクなど）は現在は使えません。紙幣には７種類あり、各国共通
のデザインです。

上のＡ～Ｊ、１０種類の１ユーロ硬貨は、それぞれどの国の硬貨でしょう？

コインに描かれているものをヒントに 当ててみましょうコインに描かれているものをヒントに、当ててみましょう。

１ アイルランド ２ イタリア共和国 ３ オーストリア共和国 ４ オランダ王国

５ ギリシャ共和国 ６ スペイン王国 ７ ドイツ連邦共和国 ８ フランス共和国

９ ベルギー王国 １０ ルクセンブルク大公国

★ヒント

Ａ：国王Ａの肖像 Ｂ：木と六角形（自由、平等、友愛） Ｃ：国章の鷲 Ｄ：アイリッシュ・ハープ

Ｅ：モーツァルトの肖像 Ｆ：大公の肖像 Ｇ：女王の肖像 Ｈ：古代アテネのふくろう Ｉ：国王Ｉの肖像

Ｊ：レオナルド・ダ・ヴィンチ「理想的な人体図」
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P.26につづく

アールヌーボーとは、「Art Nouveau （新しい芸術）」１９世紀末にヨーロッパで大きなブームとなった装飾芸術です。植
物など自然をモチーフとした自由な曲線が特徴です。その第一人者がゲント出身のヴィクトル・オルタです。彼の
作った作品は、世界遺産に登録されています。



2 ベルギー１カ国を旅しただけで、花子さんのお財布には、ＥＵ加盟国１０カ国ものコインが。

A ＥＵの共通通貨であるユーロですが、どうして各国毎に硬貨のデザインが違うのでしょう。

B ベルギーでこれだけいろいろな国の硬貨がそろうのはなぜでしょう。B ルギ れ け な国 硬貨が う な ょう。

C ＥＵのように、国は違っても、使われる通貨が同じであることの「よい点」は何でしょう。

ＥＵとは

ヨーロッパの２７の加盟国（2007年現在）でつくる

機構の名前。国をこえて、通貨（お金）や関税、法

律、防衛などを共通にし、人の移動などを自由に

するのが目的。ヨーロッパの平和と発展のために

ひとつにまとまろうということで作られた。

もともとは、第２次世界大戦後、ヨーロッパが平和

であり続けるために また２０世紀のはじめの冷戦であり続けるために、また２０世紀のはじめの冷戦

時代には、アメリカや旧ソ連（今のロシアなど）と

いう二つの大国に挟まれ、力の弱っていたヨー

ロッパの再建を目指して作られた組織が今のＥＵ

の原点となっている。

冷戦時代とは、アメリカ中心の西側世界とソ連

中心の東側世界に分かれ、戦争はしていないけ

れど、対立していた時代のこと。

★ユーロ圏 （ユーロを使用しているＥＵ加盟国）

オ ストリア ベルギ キプロス フィンランド フランス ドイツ ギリシャ アイルランド イタリアオーストリア、ベルギー、キプロス、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、

ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ポルトガル、スロバニア、スロベニア、スペイン

★非ユーロ圏 （ユーロを使用していないＥＵ加盟国）

デンマーク、スウェーデン、イギリス、ブルガリア、チェコ、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、

ポーランド、ルーマニア

3 「ヨーロッパの平和と発展のために協力しまとまる」ことを目的に作られたＥＵへの加盟国は、今後さらに増える
見込みです。一方でＥＵの拡大に伴い、こんな問題も起きてきています。

・ＥＵ加盟国間で、より給料の高い国へと労働者が流れていく→仕事の奪いあいが起きる

・ＥＵ加盟国間で、より安い労働力を持つ国へと企業が移転していく→国の利益が減る

・加盟国間の話し合いでは、２０ヶ国語ほどの公用語を使う→たくさんの通訳が必要

などなどです。 さて、そんな課題を超えて、ＥＵに限らず、異なる国同士が、または国内に暮らす異なる民族

同士が協力して共に生きていくため必要なことは何か考えてみましょう。

26
日本の選挙運動で目立つのが、街宣車に乗って名前を連呼する選挙運動。ベルギーでは騒音公害のため禁止さ

れました。そのかわり街頭のいたるところに、政党や候補者のポスターが貼られます。



1

Ｐ.25～26のこたえと解説です。

ＥＵの中心、ヨーロッパの首都ベルギーを通して、その
国の独自性や多様性を認めながら、異なる国どうし
が共に生きていくために大切などことを考えてみよう 。

ユーロ硬貨 各国独自のデザイン と こたえ

A
答え １ユーロ硬貨のデザイン と 特徴 その他の硬貨のデザイン

９
ベルギー
王国

ベルギー国王アルベール2世の肖像とモノグラム
すべてこのデザインです。アルベール2世のモノグラム（右の
○内）は、王冠の下に大文字のAをデザインしたもので年号
の横にあります

0.5ﾕｰﾛ

C

B
８
フランス
共和国

木と六角形とフランスのモットー『自由、平等、友愛』とフラン
ス共和国（French Republic）のＲＦ
他に、フランス共和国を象徴するマリアンヌの肖像画がありま
す

0.5ﾕｰﾛ
種を蒔く人

７

ドイツの国章の鷲
他に、オークの小枝があります。年号と共にアルファベットで造
幣局を表す ト クが刻印され ます （右 ○内）

0.5ﾕｰﾛ
ﾌﾞﾗﾝﾃﾞﾝﾌﾞﾙｸﾞ

D

ドイツ連邦
共和国

幣局を表すミントマークが刻印されています。（右の○内） 門（東西分割
と再統一の
象徴）

１

アイルラン
ド

アイルランドの伝統的な象徴であるアイリッシュ・ハープ（ケル
トの竪琴）と、ゲール語で「アイルランド」を意味するÉireの文
字（右の○内）
他もすべてこのアイリッシュ・ハープを使った同じデザインで

0.5ﾕｰﾛ

E

F

す

３

オーストリ
ア共和国

モーツァルトの肖像
８種類すべて違い、アルプスの花、有名な建造物があります。
１，２，５セント硬貨では数字をドイツ語で表記しています（右の
○内）

0.02ﾕｰﾛ
ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ
（ｱﾙﾌﾟｽの花）

１０ アンリ大公

G

１０

ルクセンブ
ルク大公
国

アンリ大公
3種類のデザインすべて、アンリ大公がモチーフです。国名が
ルクセンブルク語で "LËTZEBUERG" と記されています 0.5ﾕｰﾛ

４

オランダ

ベアトリクス女王の肖像と"BEATRIX KONINGIN DER 
NEDERLANDEN" （オランダ女王ベアトリクス）の文字
２種類あり、いずれも女王が描かれています 0.05ﾕｰﾛ

H

王国

５

ギリシャ

共和国

フクロウが描かれている紀元前5世紀古代アテナイ４ドラクマ
銀貨８種類すべて違い、船、有名人物、ギリシャ神話に登場す
る神があります。ギリシャではユーロセントの代わりに、ユーロ
統合以前のレプタという単位を使用しているので、ΛΕΠΤΑ（レ
プタ／ギリシャ文字）の表記があります（右の○内）

0.02ﾕｰﾛ
ｺﾙﾍﾞｯﾄ艦
(中世の船)

I

J

６

スペイン

王国

スペイン国王ファン・カルロス１世とモノグラム、国名ESPAÑA
カルロス１世のモノグラムは、王冠の下に大文字のＭをデザイ
ンしたもので国名の横にあります。（右の○内）他に、サンティ
アゴ・デ・コンポステーラ大聖堂（フランスからの巡礼道が世
界遺産）があります

0.5ﾕｰﾛ
文豪ｾﾙﾊﾞﾝﾃｽ
（『ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ』
の著者）

２

イタリア

レオナルド・ダ・ヴィンチ「理想的な人体図」とイタリア共和国
（Republic of Italy）のＩＲを重ねたモノグラム（右の○内） 0.05ﾕｰﾛ
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イタリア

共和国
８種類すべて違い、他に国内の有名な建造物、芸術作品があ
ります

ﾛｰﾏのｺﾛｯｾｵ



2

A １ユーロ硬貨の表は共通で、裏は各国独自のデザインになっていることの意味は、ヨーロッパ全体の平和を追

求するためには すべてを統一するのではなく 各国の独自性と多様性を認めながら 統一を追求することが求するためには、すべてを統 するのではなく、各国の独自性と多様性を認めながら、統 を追求することが

大切、という考えの現れ。表は共同体としてのヨーロッパを表し、裏は独立した１国ずつであることを表す。

B ベルギー一国で、多くのＥＵ加盟国の硬貨が集まるわけは、ベルギーには、以下の理由で世界中の人々が集まり、

ヨーロッパの中心とされているから。

・ベルギーは２度の世界大戦で大きな攻撃を受け占領され大きなダメージを受けたものの 戦後のヨーロッ・ベルギーは２度の世界大戦で大きな攻撃を受け占領され大きなダメージを受けたものの、戦後のヨーロッ

パの歴史の中で、ヨーロッパの経済的統合を目指す重要な役割を果たしてきた

・ベルギーの首都ブリュッセルには、ＥＵの本部がある

・ブリュッセルには、ＥＵ本部だけではなく、ＮＡＴＯ（北大西洋条約機構）などの国際機関が５０以上集まる

・ベルギーには、ＥＵ加盟国との貿易を行うために、世界各地から進出してくる多国籍企業が２０００社以上ある

・ベルギーの首都で、人口約１００万人

・その内約３０万人は外国人

・外国人としては、約１５万人がヨーロッパ系、その他、アフリ

カ系、中東系、アジア系、そして、国際機関や多国籍企業

ブリュッセル 豆知識

カ系、中東系、アジア系、そして、国際機関や多国籍企業

で働く外国人多数

・約５万人がＥＵ関連事業に従事

・ブリュッセル域内総生産の約１０％は、ＥＵ関連産業による

・外交官やＥＵ官僚への多様な優遇あり

（税制度の特典、路上駐車スペースなど）

・海外企業などの進出で市内の物価高騰（家賃など）

EU本部

海外企業などの進出で市内の物価高騰（家賃など）

EU議会

C 国が違っても統一通貨（共通のお札と硬貨）があることのメリット（よい点）

・どの国に行っても両替の必要がない ・両替手数料がかからない

・国が違ってもＡＴＭが利用できる ・商品の価格が統一通貨で表示されるので比較しやすい

EU議会

EU旗

・国が違ってもＡＴＭが利用できる ・商品の価格が統一通貨で表示されるので比較しやすい

・各国国際通貨間の為替変動リスクがない ・国境を越えて企業が他国へ進出しやすくなる

・消費が拡大する などなど

＊逆に、通貨は共通でも財政は各国政府が個別に行っているので、すべてを協調することは大変

＊課題は、ＥＵ加盟国間の労働力の流動 → 高い給料のところに人は移動、安い労働力のところに会社は移動

28

ワーテルロー（Waterloo）という地名は“湿地帯”という意味があり、世界に数十か所あります。ちなみに長久手町の名前の
“クテ”は湿地を表し、“長く伸びた湿地”がその由来です。両市町は“古戦場のある町”というだけでなく、名前の由来、
大都市のベットタウン（ワーテルロー市はブリュッセルの南部、長久手町は名古屋市の東に隣接）、人口規模など、よく似
ていますね。



フォトギャラリー

サンカントネール門

１８８０年のベルギー独立５０周年を記念して建設

グランプラスのフラワーカーペット
2年に1度のイベント。７０万本のベゴニアの
花びらで、広場が花のじゅうたんに

イーペルの猫祭り
３年に１度のお祭りで、町中は猫一色に

OPTＣ

プラリネ作り ショコラティエ
クワックのビールグラスプラリネ作り

チョコレート職人が木枠でできた
型にチョコレートを流し込んで作る

飲むチョコレートで、溶けたチョコレート
に生クリーム、プラリネがセットに

29

OPTＣ

クワックのビールグラス
気に入って持ち帰るお客さ
ん続出！ それを防ぐ苦肉の
策として靴を預かったお店
もありました。



送られた服を着た小便小僧送られた服を着た小便小僧

ブリュッセル中央駅
フランス語（左）、

オランダ語（右）の両方
の表記があります。

フォロン・ミュージアム

ブリュッセル市内を
走るトラム（路面電車）

フォロン ミュ ジアム
ラ・ユルプ城の敷地内にあり、オブ
ジェ、ポスターなどの作品を展示

アトミウム
年 ギ 博 際 ギ

フォロンの作品
１９５８年ベルギー万博の際のベルギー
パビリオンは素粒子を表す

デュルビュイの街中にあります。
水をも作品の中に絞り込んでいます。

ブルージュの運河と街並み 運河沿いの家々には花が飾られ、周囲の建物を彩る
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OPTＣ



ちょっとブレイクちょっとブレイク

ボナペティ（Bon Appétit/召し上がれ)！
ベルギー料理をあなたの食卓へ その２ルギ 料理をあなたの食卓 その２

ムール貝のワイン蒸し（ムール・オ・ヴァン・フラン）

《材料（1人分）》《材料（1人分）》

ムール貝 1 kg

白ワイン 80 cc

水 250 cc

ポロねぎ（ない場合は長ネギ） 1/2本

玉ねぎ 1/2個

セロリ 1/2本

バタ 10バター 10ｇ

パセリ 適量

1.塩水につけて砂抜きしたムール貝をたわしで洗い、汚れや砂をきれいに落とす。

野菜は食べやす 大きさ 小 切 にす野菜は食べやすい大きさ、小口切りにする。

2.大きな鍋を温め、バターと野菜を入れ、こげないように中火で軽くいためる。

3.ムール貝、白ワイン、水を入れて蓋をし、強火で蒸し焼きにする。

時々蓋をしたまま鍋全体をふり、味をいきわたらせる。

4.貝の殻が開き、火が通ったら完成。ここで火を通し過ぎると、身が硬くなってしまうの

◆食べ物が豊かな国として知られるベルギー。秋･冬を代表する味覚の一つに、ムール貝があります。7月から、

秋 冬 そして4月初旬までがム ル貝料理のシ ズン 初ム ル貝が市場に出る7月中旬になるとみんなそわそ

で気をつける。

5.仕上げにきざんだパセリをふりかけ、彩りと香りを添える。

秋、冬、そして4月初旬までがムール貝料理のシーズン。初ムール貝が市場に出る7月中旬になるとみんなそわそ

わとしだすのが、ベルギーの季節の風物詩です。

◆一人前で大きな鍋に1～1.5kgほど入っていて1人で食べるのは多いと思うかもしれませんが、貝殻の重さも

含まれているので意外と食べられます。家庭によって作り方もそれぞれ違い、スープに生クリームを加えて濃厚

にし、白ワインのかわりにベルギーの白ビールを加えることもあります。また残った汁を使ってリゾットを作ったり

もしますもします。

◆山盛りのフリッツが添えられたムール貝の鍋。ベルギーの人たちはこれを“スープ”といいます。最初の1粒を食

べたら、空になったその殻をピンセットのように使い、もう一方の手の指先で押さえた貝の身をつまみ出し、２粒

目以降を食べます。スープもその殻の片方をはずしてスプーンのようにすくっていただきます。季節のおいしい料

理、ムール貝。究極はベルギー人にならって、手で食べるに限りますね。
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第4章第4章

そして未来へ



『多文化共生社会』ってどんな社会？
地球のみんなが一緒に生きていくということは
どういうことなのでしょう？

みなさんは、『多文化共生社会』ということばを聞いたことがありますか？

「多くの文化が共に生きる社会」というのは、いったいどんな社会でしょう？

「多文化共生社会に必要なこと」を黄色い付箋紙に、「多文化共生社会にあってはいけないこと」を青い付箋

紙に書き出してみましょう。付箋1枚に1項目ずつ、できるだけたくさん書いてみてください。

1

4～6人のグループに分かれましょう。

各グループで模造紙を用意し、半分に区切ります。左側には「必要なこと」、右側には「あってはいけないこと」を

貼っていきます。みんなの意見を共有するために、1人ずつ読み上げながら貼ってください。また、他のメンバー

が似たようなものを貼った時はその近くに貼ってください。

2

多文化共生社会に
必要なこと

多文化共生社会に
あってはいけないこと

模造紙にまとめたことをもとにグループで「多文化共生社会とは……な社会」という文章をつくってみましょう。

では、そんな社会を実現するために、私たちにできることは何でしょう？

3

4 では、そんな社会を実現するために、私たちにできることは何でしょう？

一人ひとり、A4の紙に「私たちにできること7か条」を書いてみましょう。

一人ひとりがつくった7か条をもとに、グループで「多文化共生社会を

実現するための7か条」にまとめ、右のように模造紙に書いてみましょ

多文化共生社会とは

な社会

そんな社会を実現する
ための7か条★

★１

5

4

う。
★１

★２

★３

★４

★５

★６

全員で発表し、感想を話し合いましょう。6

★７
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号外！号外！20年後の新聞です
20年後の地域と地球はどうなっているでしょう？
どうなっているといいでしょう？

まずは、グループで新聞名を決めましょう。
○

２０××年○月△日 ２０××年○月△日

みなさんは新聞記者です。20年後の明日発行する新聞記事を書いているところです。

20年後はどんなニュースが新聞に載っているでしょうか？ だれにでもわかりやすいことばでまとめてみましょう。

1
模造紙を横にして半分に区切り、

新聞名と日付を書き込みましょう。

○
☆
新
聞

20年後地域と地球がこんな風になっている

といいなと思うことを想像し、ニュース記事に

まとめてみましょう。模造紙の右半分に地域のニュースを、左半分に地球のニュース（あるいは、ベルギーの

）を書きます

2

ニュース）を書きます。

全員で発表し、感想を話し合ってみましょう。3

さて、今の生活を続けていったとき、ニュースにまとめたような地域や地球が実現できると思いますか？

が グ プ

4
実現するために、自分がやろうと思うことを1つ決めて、グループで共有しましょう。
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多文化共生社会

1990年の入管法改正により、主に南米からの日系人が多く日本に住むようになりました。近所や学校、職場に外

国籍の方がいるのがあたりまえの状況の中でことばの問題、文化･生活習慣の違いからくるトラブル、子どもたちの

教育問題 近年 経済悪化 雇用 問題などさまざまな課題が生じ ます した課題 取 組む中教育問題、近年の経済悪化による雇用の問題などさまざまな課題が生じています。そうした課題に取り組む中で目

指しているのが、「多文化共生社会」の実現です。この「多文化共生社会」とは、「国籍にも、性別にも、年齢にも、障

害の有無にも関わらず、すべての人が暮らしやすい社会」と位置づけられています。特に、2006年には、総務省から

各自治体に向けて「地域における多文化共生推進プラン」が出されました。その中では、特に外国籍住民も暮らし

やすい社会を創るために、次のようなことに取り組んでいくと書かれています。

● コミュニケーション支援

多言語による情報提供 相談窓 設置 日本語学習 支援など多言語による情報提供、相談窓口の設置、日本語学習の支援など

● 生活支援

入居差別の解消、教育にかかる情報提供、進路指導、就業支援、就業環境の改善、外国語対応可能な病

院・薬局等の情報提供、医療通訳者の派遣、健康診断･健康相談の実施、高齢者や障害者への対応、災害時

の通訳ボランティアの育成、災害時の情報の多言語化など

● 多文化共生の地域づくり

地域住民 啓発 多文化共生 拠点づくり 外国籍住民 地域社会 参画推進など

地球的課題（グローバルイシュー）

一国では解決することが難しい、人類共通の課題を「地球的課題」「地球規模の課題」「グローバルイシュー」とい

います。大きく分けると４つ。これらの課題は、包括的かつ相互的に関連しています。

● 地球環境

地域住民への啓発、多文化共生の拠点づくり、外国籍住民の地域社会への参画推進など

● 地球環境

先進国の経済成長などに伴うオゾン層破壊、地球温暖化、酸性雨、砂漠化、海洋汚染、ごみ問題、野生生物の

絶滅など地球規模で発生している課題です。

● 貧困と開発

南北問題に伴う貧困。それによる食糧不足、飢餓、衛生面での問題、教育の問題、児童労働などこどもや女性

など弱者にかかる問題、持続可能でない開発による環境破壊など。地球規模の構造的な課題なので、途上国だ

けでは解決できません。けでは解決できません。

● 平和と安全

核兵器や生物化学兵器など、国境に関係なく被害を及ぼす兵器の根絶、テロの問題、地域紛争の解決と平和

維持、児童兵士の問題などです。

● 人権

民族差別や紛争などにおける難民の問題、貧困と開発のために過剰な労働を強いられる女性や子どもの問

題、人間として最低限必要なものさえ保障されない極度の貧困の問題などです。

地域の課題と地球の課題はつながっている ～「持続可能な」社会を創るため～

題、人間として最低限必要なものさえ保障されない極度の貧困の問題などです。

地域の課題と地球の課題は別のものと考えてしまいがちですが、だれもが暮らしやすい「持続可能」な社会を創

るという意味では共通しています。また、地域の課題を解決していけば地球の課題の解決にもつながりますし、地球

の課題を解決しなければ、地域の未来もないのです。の課題を解決しなければ、地域の未来もないのです。

地域の課題も地球の課題も「だれかが解決してくれる」ものではありません。途上国の多くの課題も原因を突き

詰めていけば、わたしたちの日常生活につながってきます。わたしたち一人ひとりが地球の一員として、地域の一員

として、自分の問題として、解決に向けて取り組んでいかなければ、次世代に課題を持ち越してしまうことになるの

です。
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目で見るベルギー

ブラバント公家の紋章『黒地に赤い舌を出した黄色いライオン」に由来しますブラバント公家の紋章『黒地に赤い舌を出した黄色いライオン」に由来します。

ベルギーは1830年独立運動に立ち上がりましたが、その当時は青白赤のフランス

三色旗をそのまま使っていました。やがて、独立が承認され、1831年1月の憲法で

正式に現在の国旗が制定されました。

面積人口

30,528ｋ㎡

（日本の約１2分の１）

377,887ｋ㎡

人口

１，０５８万人（２００７年）

128百万人

≒

オランダ語

言語

オランダ語

フランス語

ドイツ語

キリスト教（カトリック）
宗教

首都
ブリュッセル

ユーロ

通貨

キリスト教（カトリック）

が大勢

西岸海洋性気候

気候帯

平均気温 年間降水量

西岸海洋性気候

－8時間

日本との時差

ウッケル

10.2℃

名古屋

15.4℃
ウッケル
822.8ｍｍ

名古屋
1565ｍｍ

正午 20:00

◆国旗：『世界の国旗』吹浦忠正監修（Ｇａｋｋｅｎ）◆人口・面積・首都・民族・通貨：外務省ウェブサイト「各国・地域情勢」◆日本の人口：世
界子供白書２００８（ユニセフ） ◆日本の面積：総務省統計局「日本の統計」 ◆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：気象庁観測部観測課観測統計室「日本気候表」（S46～H12年の平均）
◆言語・日本との時差：世界の国一覧表（財団法人世界の動き社）
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主要産業

化学工業 機械工業 金属工業

日本との
貿易主要品目

学 業 機械 業 属 業

食品加工工業 医薬品 自動車 ダイヤモンド
有機化合物

自動車･自動車部品
建設機械・電算機器

都市人口の比率

一人あたりのＧＮＩ

米ド （ 年世銀）

66％（２００６年）

97％（２００６年）

都市人口の比率38,600米ドル（2006年世銀）

38,410米ドル（2006年世銀）

出生時の平均余命5歳未満児の死亡者数
（出生1000人あたり）

82年

79年

（出生1000人あたり）

0人（2006年）

４人（2006年）

在留邦人数

6,658人（2006年10月現在）

初等教育
純就学/出席率

（2000～2006年）
人口増加率
（1990～2006年）

在日当該国人数

6,658人（2006年10月現在）

692人（2006年12月現在）

９9％

0.2％

0.3％

◆主要産業・日本との貿易主要品目・在留邦人数・在日キルギス人数：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・成人の総識字率・初等教育純就学／出席率：人口増加率：世界子供白書
２００8（ユニセフ）
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ベルギー地図

ヨーロッパ
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オランダ

ブルッヘ
（ブルージュ） アントウェルペン

西フランデレン

東フランデレン

ヘント

フラームス ブラバント

ルーヴェンブリュッセル

アントウェルペン

リンブルグ

ハッセルト

ブラバン ロワンモンス

エノー
ナミュール

ワーブル

リエージュ

リエージュ

ル ヴェンブリュッセル

ドイツ

フランス

ナミュール

リュクサンブール

ナミュ ル

リ クサンブ ル

アルロン

ルクセンブルクヨーロッパ
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「ベルギーってこんな国」ふりかえりシート

位置は？地形は？気候は？ こんな所がある 人々はこんな生活してる

ベルギーってこんな国

ベルギーの素敵なところ ベルギーから学ぶことベルギ の素敵なところ ベルギーから学ぶこと
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「地球の未来を創る」シート

多文化共生社会を実現するために

「地球の未来を創る」ためにしたいこと

地球の課題を解決するために
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● 外務省「各国地域情勢」
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ご協力いただいた方 【敬称略】

● ボヴィー 美弥子
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