世界の国を知る

世界の国から学ぶ

わたしたちの地球と未来
ベリーズ

【表紙の写真】
（左下）ベリーズ博物館を見学する子どもたち
ベリーズ博物館ではマヤ文明の貴重な
品々を楽しむことができます。

（右上）珊瑚や魚と楽しむダイバー
ベリーズの魅力はなんといっても美しい
海。
透明度が高いカリブ海では、シュノーケリ
ングでも美しい珊瑚礁や色鮮やかな熱
帯魚 見
帯魚を見ることができます。
が
ます。
Belize Tourism Board ウェブサイト
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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。

● 国際交流は楽しい！
『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。

● 人の顔が見える教材をつくりたい！
人 顔が見える教材を くりた ！
「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
気
、
住
人
身近 感
。
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。

● 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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こんな教材です！
次のようなことを考えて作りました。
●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
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
本書で紹介したのは、ベリーズのほんの一面です。本書だけでベリーズのすべてがわかるわけではありません。
ベリーズに親しみを感じ、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。

●使い方は自由です
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
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
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
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。

●本書の構成とマークの見方
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
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。
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。

プログラムに関する説明です。
ファシリテーター・先生用です
ファシリテ
タ 先生用です。

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。

プログラムで付箋を使います。

ちょっとブレイク！一口コラムです。

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。

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
必要に応じてコピ
し配布してください。
コピーし、カード等に切り離して
使ってください。

データ等の出典です
デ
タ等の出典です。
写真の撮影者です。
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なぜベリーズ？
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、ベリーズのホームシティは、みよし市（旧三好町）でした。

愛知万博／中米共同館

ベリーズ
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●：本教材
●：2009年度教材作成予定の国
●：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

2009年度作成
予定
（33カ国）

アゼルバイジャン共和国 アメリカ合衆国 アンゴラ共和国 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 オーストラリア連邦 カナダ グルジア コートジボワール共和国 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 デンマーク王国 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

2008年度作成
（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 ボリビア共和国 モロッコ王国 モンゴル国 ラオス人民民主共和国

2007年度作成
（10カ国）

オランダ王国 ガボン共和国 カメルーン共和国 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

第1章

ベリーズってどんな国？
＝カリブの宝石ベリーズ＝

ベリーズ入門「ベリーズ Ａ to Ｚ」
ベリーズとはどんな国で、何があるのでしょうか。基本的な情報を学んでみよう。

1

ベリーズを知るための26のキーワードを読んで、お気に入りを３つ選んでみよう。

2

お気に入りを発表して、「みんなのベスト3」を決めよう。

rchitecture ベリーズ・シティ
にはコロニアル
建 築
風の建築物が
数多く残ってお
り、イギリス領時
代の歴史がうか
がえます。

iving
ダイビング

ベリーズの魅力
はなんといって
も美しいカリブ
海。世界中のダ
イバーの憧れの
的です。

uanacaste 「とってよいのは
National Park 写 真 だ け 、 残 し
グアナカステ
てゆくのは足跡
国立公園
だけ」をスローガ
ンにした、エコロ
ジカルな自然公
園です。

aguar
ジャガー
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ヒョウに似た大
型肉食獣ジャ
ガー。中米では
古来からジャ
ガーを神格化し
畏敬の対象とし
てきました。

elmopan
ベルモパン

ベリーズの首都
で人口は約2万
人。治安がよく
世界一牧歌的
な首都といわれ
ます。

aye
キ ー

バリアリーフに点
在する小島は
「キー」と呼ばれ
ます。ベリーズに
は700を超える
キーがあります。

Statistical Institute of Belize「Mid-Year Population
p
by District and Sex, 2009」

nglish
英 語

urricane
ハリケーン

eel-billed
Toucan
トウカン

ベリーズは中米
で唯一英語を
公用語とする国
です。クレオール
というベリーズ
独特のなまりが
あります。

orestry
林 業

以前はマホガ
ニーやログウッド
などの林業が主
要産業でしたが、
近年は観光産
業に力を入れて
います。

カリブ海で発生
するハリケーン
の通り道である
ベリーズは、6月
〜 11 月 が ハ リ
ケーンシーズン
です。

1981 年 9 月 21
ndependence
日ベリーズはイ
day
独立記念日
ギリスから独立
しました。この日
は国中をあげて
お祝いします。

ベリーズの国鳥
トウカン。
大きなくちばし
とあざやかな色
彩は動物園の
人気者です。

3人一組のチー
a
Ruta Maya ムでベリーズ川
ルタマヤ
272kmを4日間
かけてくだる世
界第2位の規模
のカヌーレースで
のカヌ
レ スで
す。

useum of 19世紀中ごろに
Belize
立てられた建物
ベリーズ博物館
は 1993 年 ま で
は刑務所として
使われていまし
た。

ational Flag 二 人 の 肌 の 色
の違う人がこの
国 旗
国で平等に働く
人として中央に
描かれています。

プラセンシアの
町 に あ る 1.5km
の小道は世界
一長くて狭い歩
道としてギネス
ブックに載って
います。

イギリス連邦第
ueen
Elizabeth 45 番 目 の 国 ベ
エリザベス女王
リーズ。
お金には国家元
首のエリザベス
女王の肖像が
描かれています。

lacencia
Sidewalk
プラセンシア
サイドウォーク

rchid
ラ ン

eggae
レゲエ

ベリーズは野生
のランが約220
種類もある「ラ
ンの国」
ンの国」。
ブラックオーキッ
ドが国花です。

カリブ海を隔て
た向かい側ジャ
マイカで発祥し
た音楽です。ベ
リーズでは町中
にレゲエが響 い
ています。

wing Bridge ベリーズ・シティ
中心部にある橋
スイングブリッジ
で、船を通 すた
めに橋自体を動
かすことができ
ます。

中米バクは体長
約 2m
2 の大きさ
タピア(中米バク)
でベリーズの国
獣です。アメリカ
熱帯地方に住む
陸上哺乳類で
は最大です。

niversity of 首都ベルモパン
にメインキャン
B li
Belize
ベリーズ大学 パスを構える国
内唯一の国立
大学です。

ictoria Peak 高さ1,120m、国
内で２番目に高
ビクトリア・ピーク
い山です。ちな
みに最も標高が
高いのはドイル
ズ・ディライトと
いう山です。

hale shark 毎年3月〜 6月
の満月前後、ベ
ジンベイザメ
リーズ南部の海
にやってくるの
は世界一大きい
魚のジンベイザ
メ。一緒に泳ぐ
こともできます！

unantunichi ベリーズのお金
シュナントゥニッチ にもデザインさ
遺跡
れているマヤの
遺跡です。シュ
ナントゥニッチと
は「石の女性」を
意味します。

ucatan
Peninsula
ユカタン半島

ベリーズは中央
アメリカ、メキシ
コ南東部のメキ
シコ湾に突出す
るユカタン半島
南部に位置しま
す。

apir

oo
動物園

ベリーズ動物園
では100種類以
上の野生動物
を自然に近い状
態で飼育してい
ます
ます。

A、D、F、S、X：Belize Tourism Board ウェブサイト
B、C：知られざる国々①ベリーズ
G、K：Belize Audubon Society ウェブサイト
H：日本ユニセフ協会 ウェブサイト
I：Belize September Celebrations ウェブサイト
J、Z：The Belize Zoo ウェブサイト
L：La Ruta Maya Belize River Challenge ウェブサイト
M：National Institute of Culture and History （April 2007）
O：はなこよみウェブサイト
P：BPRP(Belize Public Relation Production)ウェブサイト
Q：世界の国々ウェブサイト
T：横浜市立金沢動物園ウェブサイト
U：University of Belize ウェブサイト
V：Belize. Com ウェブサイト
W：Georgia Aquarium ウェブサイト
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もっと知ろうベリーズ！〜クイズに挑戦〜
ベリーズについて、もう一歩くわしくなろう。

1

ベリーズはどこにあるでしょう？世界地図に印をつけてみよう。

2

ベリーズについての情報。ウソ？ホント！

A

ベリーズという国名。

マヤ語で「泥水」という

B

ベリーズの大きさは

日本と同じくらいである。

意味である
意味である。

C

首都がベリーズ・シ

ティからベルモパンに
移ったのは ハリケ ン
移ったのは、ハリケーン
が原因である。

D

ベリーズへ最初に

E

現在のベリーズの人

F

ベリーズにあるマヤ

入植したのは、カリブの

口はマヤ全盛期の人口

遺跡「カラコル遺跡」。カ

海賊だった。

より多い。

ラコルというのはカブト
ムシという意味である。
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ベリーズ・シティ中心部にあるスイング・ブリッジは船を通すために橋を回転させて動かすことができますが、その
動力はなんと人力です。

ベリーズの概要からさらに一歩踏み込んで
学び、ベリーズへの興味を深める。

P.7のこたえと解説です。

1

ベリーズは中央アメリカのユカタン半島南部に位置する国で
す。北はメキシコ、南と西はグアテマラに接し、東はカリブ海
（ホンジュラス湾）に面しています。
1973年にベリーズという名前に変えるまでは「英領ホンジュラ
ス」という名前でした。

2
A

○
ホント

ベリーズという名前はぬかるみを意味するマヤ語の「Beliz」から名付けられたという説が最も有力です。なぜな
らベリ ズには川が多く 海岸部は湿地帯やラグ ン（小さな沼）に囲まれているからです
らベリーズには川が多く、海岸部は湿地帯やラグーン（小さな沼）に囲まれているからです。

B

×
ウソ

ベリーズの国土の面積は22,963平方キロメートルで、日本の約16分の1です。
四国の1.2倍ほどの大きさの小さな国です。

C

○
ホント

1961年にベリーズを襲ったハリケーンHatti（ハッティ）により数百人が死亡し、当時首都だったベリーズ・シティ
の建物のほとんどが倒壊したために、1970年8月に首都を現在のベルモパンに移しました。

D

○
ホント

カリブ海の島を拠点としてスペインの財宝を狙うイギリス系の「バッカニア」と呼ばれる海賊が17世紀中ごろ
に最初にベリ ズへ入植したのが始まりです ベリ ズに定住し始めたバ カニアは染料となるログウ ドの伐
に最初にベリーズへ入植したのが始まりです。ベリーズに定住し始めたバッカニアは染料となるログウッドの伐
採に従事しており、1670年ごろにおよそ700人のイギリス人がベリーズに定住したといわれています。

E

×
ウソ

現在のベリーズの人口が約33万人であるのに対し、マヤ全盛期の頃にはこの土地に100万人以上の人が住ん
でいました。マヤ文明がいかに繁栄していたか、その大きさがよくわかります。
Statistical Institute of Belize「Belize Mid-Year Population by Age-Group and Sex, 2009」

F

×
ウソ

カラコルとはスペイン語でかたつむりの意味です。グアテマラの国境付近に位置するカラコル遺跡はベリーズ
最大といわれるものです。カラコルの名前の由来は、この地でカタツムリなどの陸生の巻き貝をよく目にするこ
とから来ているといわれていますが、マヤ語の読解がまだまだ研究段階ということもあり、マヤ語での名前は
はっきりと判明していません。熱帯雨林の中に孤立した遺跡はアクセスが困難なため、本格的な発掘作業が始
まったのは、1980年代に入ってからのことです。
ベリーズで最も標高が高いドイルズ・ディライトは常に霧に覆われた雲霧林です。2007年にアメリカの科学者に
よって40種類以上の新種のきのこが発見され、新しい治療薬としての効果が期待されています。
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カリブ海の神秘 ブルーホールの不思議
ベリーズの美しい海にはどんな不思議が隠されているのか考えてみよう。

Belize Audubon Society ウェブサイト

◥ ベリーズ・シティから東へ約100km、カリブ海に浮かぶライトハウス・リーフの中に
ひときわ深い青い色をたたえた場所、それがブルーホールです。
空から見ると、美しいカリブ海の中で、ブルーホールのくっきりとしたディープブルーの
コントラストが見られます。

1

ブル ホ ルはどれくらいの大きさだと思いますか？
ブルーホールはどれくらいの大きさだと思いますか？

2

ブルーホールはどうやってできたと思いますか？

3

ブルーホールにはどんな生き物が住んでいるでしょうか？

4

ベリーズの観光大使になった気持ちで、ブルーホールにキャッチフレーズをつけてみましょう。

5

ブルーホールも含まれる「ベリーズ珊瑚礁保護区」はユネスコ世界遺産です。
あなたのまちにある自慢の場所・もの・文化など「わたし的世界遺産」を選んでみんなに紹介してみよう。
「

09

ブルーホールは、映画「グラン・ブルー」のモデルとなった海洋学者で伝説のダイバー、ジャック・マイヨールも
潜ったという世界中のダイバーにとって憧れの地です。

ベリーズの美しい海と海に棲む生き物に
ついて知り、自然への関心を高める。

P.9のこたえと解説です。

1

直径305m 深さ125mの規模で平均3mの珊瑚礁で囲まれています
直径305m、深さ125mの規模で平均3mの珊瑚礁で囲まれています。

2

ブルーホールは大昔、鍾乳洞が海底に沈降し、天井が崩れ落ちたものと考えられています。
40mほど潜ると、穴の壁面に鍾乳石がぶら下がっているのを見ることができます。

3

サンゴの周りには生き物が集まります。ブルーホールの周りには500種類もの魚と65種類の珊瑚がすんでい
ます。ウミガメやマナティの生息地で、イルカと一緒に泳げるということでも人気です。

Environmental Graffiti ウェブサイト

U.S. Geological Surveyウェブサイト

また、巨大な壷状の形をしたカイメン類が非常に多く生息しているのも
特徴の1つです。珊瑚と同様に植物と間違われますが、無脊椎動物で
す。カイメンの持つ浄化作用がベリーズの海の透明度を高めるのに一
す。カイメンの持
浄化作用が リ ズの海の透明度を高めるのに
役買っているのです。

4

Belize Tourism Board ウェブサイト

美しい海から「カリブの宝石」というキャッチフレーズを持つベリーズですが、ブルーホールの別名は「海の怪物
の寝床」と呼ばれています。深い海の神秘的な様子を表しています。

ベリーズ珊瑚礁保護区
リ ズ珊瑚礁保護区
ブルーホールも含むベリーズ珊瑚礁保護区は1996年12月に
ユネスコの世界自然遺産に登録されました。カリブ海に面する
海岸から20〜40km地点に広がる珊瑚礁群は北半球最大のも
ので、長さは240km、大きさは東京23区の約1.5倍にあたる
9万6300haです。7つの区域からなるベリーズ珊瑚礁保護区は
オーストラリアのグレート・バリアリーフに次いで世界第2位の大
きさを誇ります。南北に陸地に平行して伸びる（＝バリアリーフ）、
ドーナツ状の環礁、マングローブ林、干潟、入り江など変化に富
んだ地形からなり、真珠をちりばめたようなキー（小島）が点在し
ます。
その美しさから世界七大水中景観の一つにも選ばれており、
海洋学者ジャック・クストーはブルーホールについて「地球の四
大ダイビング・ポイントの一つ」と評しました。ベリーズ珊瑚礁保
護区の魅力は、珊瑚礁の織りなす海中の美しさだけではなく、
ウミガメやマンタなど絶滅の危機に瀕している動物が数多く生
息していることではないでしょうか。しかし、近年では観光開発
が進み、海洋汚染による影響が心配されています。
Belize Tourism Board ウェブサイト

ベリーズの海は遠浅の海で、海の中で人が立てる場所も多いです。そのため海にテーブルやバーベキューセット
を持ち込んで、カリブ海の真ん中でバーベキューパーティーができてしまいます。
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マヤ文明のひみつ
ナゾにつつまれたマヤ文明のひみつを探ろう！

マヤ文明は中南米のユカタン半島（ベリーズ、メキシコ南部、グアテマラ）に起こった古代アメリ
カ文明の一つです。ベリーズ全土を3世紀〜9世紀にわたってマヤ族が治め、文化的にも栄え
ました。マヤ文明は数多くの都市が繁栄し、現代の暦に匹敵するほどの驚異的な天文学の知
識や、複雑なマヤ文字、建築や彫刻の高度の技術など、高い文明を誇っていましたが、その多
くがいまだにナゾに包まれています。
★マヤのミステリーに挑戦して、ナゾを解明しよう！レベルが上がるとナゾも難しくなるよ。
ミステリーレベル

1

ミステリーレベル

マヤの人々は当時のヨ ロッパの
マヤの人々は当時のヨーロッパの
人々よりもずっとおいしいものを食
べていました。マヤの人々はどんな
ものを食べていたと思いますか？

ミステリーレベル

【ナゾ解きヒント】

2

マヤの人々は本当の名前を秘密
にしており、普段は 「ニセの名前」
を使っていました。
いったいどうしてだと思いますか？

中世ヨーロッパの農民はパン
を中心とした穀物を主に食べ
ていました。肉類のおかずは
少なく、鍋一つで作れる簡単
な食事です。

3
【ナゾ解きヒント】

マヤの人々が住んでいたのは誰も入り込めないようなジャング
ルの奥地で、長い間その全貌を知ることができませんでした。金
星を観測するための現代の最新機器でようやく観測されたマヤ
地域には網目状の線がびっしりとはりめぐらされていました。網
目はいったい何を目的に作られたと思いますか？

ミステリーレベル

マヤの地域は広大ですが、車輪の
跡が一切残っていません。それには
この網目が大きく関係しています。
マヤの交通手段は何だったかを考
えてみましょう。

4

【ナゾ解きヒント】
マヤの単位は10進法ではなく20進
法です。1から4までは点で表し、5は
棒で表します。20以上の数字は1つ
上の位を使います。そして、位が上
がるごとに上に積み重ねていきます
がるごとに上に積み重ねていきます。

マヤの人々は、私たちと同じくらい天文学や数学に優れており、
「0 ゼロ」を発明していました。また、マヤの人々は私たちが現在
使っている数字とは違う数字を使っていました。ヒントを読んで、
マヤの数字を解読してみよう！これらのマヤ数字はいくつを表し
ているでしょうか？

A

B

C
0
6

11

1

2
7

3
8

4

5

9

10

マヤには時の計算や記録をするための基本的な単位があり、これを使えばマヤ世界が誕生してから経過したとき
を表すことができます。これまでの研究で割り出されたマヤ最初の日は紀元前3114年8月13日といわれています。

ベリーズの歴史の一時代を築いたマヤ
文明について学び、古代のくらしに触れ
る。

P.11のこたえと解説です。

1 マヤの食事
マヤの食事はトウモロコシが中心です。トウモロコシの粉をこねて円形に
延ばして焼いたトルティーヤなどにして食べていました。その他にはかぼ
ちゃ、ジャガイモ、さつまいも、インゲン豆なども食べていました。また、魚
や鹿などの肉類も豊富で、七面鳥や鶏、アヒルを家畜として飼っていま
した。さらに、サポーティーヤの木から樹液をとり、チューインガムとして
食べたり、カカオを栽培してチョコレートを好んで食べていました。マヤの
人々は同じ頃のヨーロッパよりずっと豊富で変化に富んだ食生活を
送っていただけではなく、私たちの食生活にも影響を与えています。マ
ヤの人々が食べていたトウモロコシ、ジャガイモ、唐辛子、カカオなどは
大航海時代を経てヨーロッパ経由で日本にももたらされた中南米産の
食べ物です。これらの食べ物は世界中の食生活を変えました。

ブログPicture in Corozal

2 マヤの名前
マヤの人々にとって名前は魔術的な意味を持っていました。マヤの人々は子どもが生まれると神官を招き、命名
する日を決めた後、「神官により命名された名前」、「父方の姓名」、「母方の姓名」、あだ名のような「本当でない
名前」の4つをつけました。それぞれの名前は用途によって使い分けられましたが、普段は「本当でない名前」つま
りニセの名前を使って生活していました。中でも「神官より命名された名」は一番大事な名前と考えられており、
両親や親しい友人にしか明かしませんでした。なぜなら、マヤの人々は「神官より命名された名」を聖なる名前と
考え おり 子どもが死に瀕した際にそ 名を呼ぶと 生き返る とが きると信じ いたから す 当時 ヤ
考えており、子どもが死に瀕した際にその名を呼ぶと、生き返ることができると信じていたからです。当時、マヤの
女性は一生のうち7〜9人の子どもを生むのが普通でしたが、そのうち半分は病気などで大きくなる前に死んで
しまいました。そのため、マヤの人たちは子どもを非常に大切にし、「社会の宝」としてあらゆることに慎重を期して
いました。名前はその中でも最も重要だと考えられていたのです。

3 マヤの交通
マヤの密林に広がる網目の正体は水路です。マヤの人々は細かい水路網を建設し、交通も輸送も水路を利用し
マヤの密林に広がる網目の正体は水路です
マヤの人々は細かい水路網を建設し 交通も輸送も水路を利用し
て行っていました。そのため、マヤ地域全域は運河が絡み合って筋のようになっていて、湿地帯の水を排水したり、
畑を灌漑し、通路の役目も果たしていました。この大規模な運河網によって数百万人の生活の糧を得ていたので
す。中には幅20mもある長い運河を建設しており、運河を利用して遠くから重い建築資材を運んだと考えられて
います。つい最近までマヤの人々は交通機関もなく、苛酷な環境の中で原始的な農業をしながら、粘り強く独自
の文明を築き上げたと考えられていましたが、今日ではマヤが優れた農耕民であり、貧しい土地をうまく利用す
るすべを知っていたことがわかってきました
るすべを知っていたことがわかってきました。

4 マヤ数字
A

B

112

1984

C

72063

20の位：20×5＝100

400の位：400×4＝1600

8000の位：8000×9＝72000

1の位：5×2＝10
位

20 位
20の位：5×3＋4＝19
3
9 20×19＝380
20 9 380

400の位：400×0＝0
位

1の位：4

20の位：20×3＝60

1600＋380＋4＝1984

1の位:3

10＋2＝12
100＋12＝112

72000＋0＋60＋3＝72063
なぜ20進法？？
な
進法
マヤの人たちが手だけでなく手足両方の20本の指を使って数を数えたからです。

他の文明とは比較にならないほど優れた天文学の知識を持っていたマヤの人々。1年を365日とするマヤの暦は
現在私たちが使用している暦とわずか17.28秒の差しかありません。
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ちょっとブレイク
ベリーズ・マヤ遺跡マップ
ベリーズの密林には20以上のマヤ遺跡が潜んでいます。ベリーズのマヤ地域としての歴史は古く、紀元前2000年
〜1000年ごろには定住が始まった形跡があります。コロンブスがアメリカ大陸を発見し、16世紀にスペイン軍が侵
攻を始めた頃にはもはや栄華を誇った姿は失われていましたが、その長い歴史の間にベリーズがマヤ文化の中心と
なった時期もあります。
マヤ文明が栄えた地域には都市がたくさんありました。しかし、私たちが考える都市とは少し違い、マヤの都市は
神殿や、観測所、競技場、市場など公共の建物として使われていました。人々は普段村に散らばって住み、お祭りや
市場のときに「都市」に集まっていたのです。マヤの村人たちはお祭りや市場のあるときには船で中心部の「都市」に
行き、用事が済むと村に戻るという暮らしをしており、人々は村で質素なわらぶき小屋に住んでいました。つまり、
現在遺跡として残っているような立派な建物は、普段は誰もいない空っぽの「都市」だったのです。
ラマナイ遺跡
ナ 遺跡
「潜ったワニ」という意味のラマナイは
葬祭都市だったと考えられており、先
住民の教会があった場所としても有
名です。16世紀にスペイン軍が攻め
て来るまで人々が住み続けていた場
所 す
所です。
BPRP （ Belize Pubic RelationProduction)
ウェブサイト

クエリョ遺跡
ラマナイ遺跡

アルトゥン・ハ遺跡
ベリーズ・シティ

カハルペッチ遺跡
シュナントニッチ遺跡
カラコル遺跡
Belize Tourism Board ウェブサイト

シュナントニッチ遺跡
ベリーズの2ドル紙幣の裏側
にも描かれているベリーズを
代表する遺跡。古典期に葬
祭用の施設として作られた
と考えられています。最大の
見所はエル・カスティーリョと
呼 ば れ る 、 高 さ 40m の ピ ラ
ミッドで、頂上からは広大な
ジャングルの景色が見渡せ
ます。

Belize Tourism Board ウェブサイト

アルトゥン・ハ遺跡
海岸から10kmほど内陸に
位置しており、一般にジャン
グルの奥深いところで栄え
た都市が多いマヤ文明の中
では珍しい都市遺跡 地の
では珍しい都市遺跡。地の
利を生かして海上交易に
よって栄えたとされていま
す。ベリーズで国宝級の太
陽神キニチ・アハウの頭部
像が見つかったことでも有
名です アルトゥン・ハとは
名です。アルトゥン・ハとは
「岩石の池」という意味です。

カラコル遺跡
グアテマラの国境付近に位置するベリーズ最
大といわれる遺跡。カラコルには紀元前から
人々が住み始め、マヤ古典期の都市国家の
人々が住み始め マヤ古典期の都市国家の
中でも有数の規模と強力な軍事力を誇って
いたことが証明されています。
Belize Tourism Board ウェブサイト
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第2章

へぇ〜！ベリーズと日本

ベリーズと日本のつながり
日本から遠く離れたベリーズですが、いったいどんなつながりがあるのか考えてみよう。

1

日本に住むベリーズ人はおよそ何人いると思いますか？

A

2

0人

10人

C

100人

ベリーズに住む日本人はおよそ何人いると思いますか？

A

3

B

6人

B

60人

C

600人

ベリーズは私たち日本人にとってはあまりなじみのない国ですが、実はちょっと意外なつながりもあります。
あなたの身近なベリーズを探してみましょう！

1 日本でもベリーズ産のものがあります。どんなものがあるか考えてみましょう。

A

B

Cit Products
Citrus
P d t off Belize
B li Ltd.ウェブサイト
Ltd ウ ブサイト

Marie Sharpʼs Fine Foods, Ltd. ウェブサイト

ヒント ● ● ● ● ● ● ● ● を

ヒント ▲▲▲▲▲▲の材料

作っている工場

2 日本の伝統文化の影にマヤの智恵！？
日本の伝統的な着物を染めるために、実はマヤ文化の染料が使われています。
マヤの染料を使って染める下の2つの色は、いったい何を使って染めるのでしょうか？
材料を考えてみましょう。
猩々緋（しょうじょうひ）

本黒（ほんぐろ）

猩々緋色見本：
タ ナ 色彩株式会社ウェブサイト
ターナー色彩株式会社ウェブサイト

A
15

トウガラシ

B

赤い土

C

虫

A

植物の幹

B

岩

C

コーヒー

猩々緋を染めるための染料は意外なものが使われています。その染料がスペインに輸出され始めた当初は、染料の
正体を秘密にし、「穀物の粒で染める」と偽っていました。秘密にするほどの染料の正体とは…（答えは16ページ）

日本とのつながりを知って、ベリーズを
身近に感じる。

P.15のこたえと解説です。

1 B

およそ10人：日本には11人のベリーズ出身者が住んでいます。

法務省「登録外国人統計」（2008年）

2 B

およそ60人：ベリーズには57人の在留邦人がいます。

外務省「海外在留邦人数調査統計」（2008年）

3 1

A

オレンジジュース

2 猩々緋： C 虫

本黒：

B

ペパーソースの材料、ハバネロ（唐辛子）

A

植物の幹

誰もが一度は口にしたことがあるベリーズ産
ベリーズ産のオレンジやグレープフルーツを使用している日本の飲料メー
カーは多数存在しています。例えば大手スーパーで取り扱われているプラ
イベートブランドのグレープフルーツジュースは、100％ベリーズ産の「ホワイ
トマーシュ」という品種のグレープフルーツを使っています。ベリーズ産オレン
ジの価格はブラジル産オレンジの約4倍もするにもかかわらず 多数の飲
ジの価格はブラジル産オレンジの約4倍もするにもかかわらず、多数の飲
料メーカーがベリーズ産オレンジを採用している理由は、ベリーズ産オレン
ジの品質の高さにあります。

ベリーズのソウルフードが日本にも進出
世界のペパーソース大会でグランプリをとったこともある「ハバネロペパーソース」は日本でも販売されており、
世界
大会
」
本
販売
、
レストランで見かけたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。実はこのソースは「マリーシャープス」と
いう会社の商品でベリーズ産なのです。このソースはベリーズの飲食店に入ると必ずといっていいほど、テーブル
に置いてあります。
マリーシャープスのペパーソースは世界でもっとも辛い唐辛子である、
ハバネロペパーを使用して作られています。マリーシャープスはただ辛いだ
けのペパーソースではありません。野菜の旨みを生かした
けのペパ
ソ スではありません。野菜の旨みを生かした、無着色、手作り
無着色 手作り
の正真正銘のハバネロペパーソースで、「ベリーズの食文化そのもの」と
言われるほど。日本人にとってのしょうゆのようにベリーズ人に愛されて
いる味なのです。

Marie Sharpʼs Fine Foods, Ltd. ウェブサイト

戦国武将の陣羽織も、京都の着物も実はマヤの色！
マヤ文明で使われていた代表的な天然染料の一つコチニールは、
マヤ文明で使われていた代表的な天然染料の
チ
ルは
赤色の染料でウチワサボテンに寄生する、えんじ虫とも呼ばれるコ
チニールカイガラムシのメスを熱処理して作ります。室町時代から
江戸時代にかけて来日したポルトガル人やオランダ人がはおって
いた鮮やかな赤色に、織田信長や豊臣秀吉など多くの戦国武将た
ちはとてもあこがれ、マントや陣羽織としてこぞって着ました。コチ
ニ ルの青みがかか た赤色は猩々緋（し うじ うひ）と呼ばれ
ニールの青みがかかった赤色は猩々緋（しょうじょうひ）と呼ばれ、
今でも食品の着色料や口紅の赤色として使われています。

ブログ知識の泉Haruʼsトリビア

松戸市ウェブサイト

GOO's Homepage
ウェブサイト

また、ベリーズの国旗にも描かれているベリーズ原産のマメ科の樹木ログウッドは、マヤ語
で「黒」を意味する黒色の染料です。イギリスでは礼服用の糸を染めるのに利用されていま
。日本
明治維新
フ
スか 輸入 れ、平安時代か 培 れ 染色技術
した。日本へは明治維新とともにフランスから輸入され、平安時代から培われた染色技術
を用いて黒染に取り入れられました。以来、京都の高級黒地着物である京友禅の「本黒（三
度黒）」を染めるには欠かすことのできない染料とされています。

ログウッドはイタリアの高級ブランド、プラダのオートクチュールの黒い服を染めるのに使われたことでも知られて
います。マヤが生み出した黒はプラダをも魅了する美しい黒なのです。
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ベリーズの学校〜シャニークさんの1日〜
ベリーズの学校や子どもたちのくらしについて知ろう。

ベリーズの子どもたちはどんな1日を送っているのでしょうか。
13歳の女の子シャニークさんの1日を紹介します。
シャニーク・アガスティンさん（13歳）
■今 一緒に住んでいる人は？
■今、
緒に住んでいる人は？
母親、兄2人、姉4人、妹1人、弟1人
■好きな授業は？
数学（理由：楽しいから）
■嫌いな授業は？
社会（理由：退屈だから）
■よくする遊びは？
フットボール
■将来、なりたいものは？
小学校の先生（理由：楽しそうだから）
■尊敬する人は？
母親
（理由：いつも笑顔で明るくて楽しいから）
JICA青年海外協力隊事務局発行
『クロスロード』2008年9月号

■日本について知っていることは？
すし、着物

1

皆さんの1日はどんなスケジュールですか？
平均的な1日のタイムスケジュールをつくってみましょう。

2

皆さんの1日とシャニークさんの1日を比べて
共通点や違う点を探してみよう。
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ハリケーンが来ると、ベリーズの学校は休校になります。休校のお知らせはFMラジオで行います。

P.17の解説です。

1日のスケジュールを比較し、ベリーズ
の学校や子どもたちの日常生活に触
れる。

ベリーズの教育制度
ベリーズの学校制度は8・4・4制です。幼稚園の2年と小学校の6年を足した8年と、中高校（中学校と高校が一
緒になった学校）が4年、大学の4年に分かれています。大学進学を希望する学生は中高校の6年生に編入され、
2年間かけて必要な単位を取得します。（中高校5年生はありません。）
義務教育期間は5歳〜13歳までの8年間で、小学校卒業前にはPSEという卒業試験があり、その結果によって受
験できる中高校が決まります。成績の悪い教科があると進級・進学はできません。そのため同じ学年でも皆の年
が同じではなく、年の近い兄弟が同じ学年ということもあります。学校は9月1日から8月31日までの3学期制で、
授業は公用語の英語で受けます。
ベリーズ政府は1980年代以降義務教育にかかる予算を増やし、学校数を増やしました。その結果、小学校の
就学率97％（2006年）、中学校の就学率は71％（2005年）に達しました。しかし、小中学校がない地方もあり、ベ
リーズの子どもたちの3割は小学校までで教育を終えてしまっています。過去10年ほどベリーズにおける新増労
働人口の3分の2は学歴が小学校以下であり、学歴・技術を持たない若年層の失業者が増加しているという課題
も残っています。

ベリーズの学校
ベリーズの学校では日本のように情報や教材が豊富でないため、
小学校でも講義形式が多く、実習授業や教室外での授業はほとん
どありません。生徒は先生の話を聞き、板書を静かにノートに写すと
いう授業です。ちなみに、教科書は学校から借りて使うため、書き込
みはしません。
また、ベリーズの学校にも校則があります。学校によっても違いま
すが、「制服を着て校章をつけること」や「携帯電話の持ち込み禁
止」があります。ベリーズの女の子は生まれてすぐにピアスの穴をあ
けることが多いので、「派手なアクセサリーは禁止」となっており、学
校でつけてもいいピアスや指輪の数が決められていることがありま
北村絋子
す。
ベリーズの学校には給食がありません。家に帰って食べる生徒もいますし、近所の屋台で買ってきたり、ランチ
ボックスを持ってきて食べる生徒もおり、様々です。昼休みは1時間30分程度と長いので、自由に食べて、たっぷり
遊びます。

ベリーズの子どもたち〜日本のこと知ってる？知らない？〜
日本から遠く離れたベリーズの子どもたちにも「ポケモン」や「ドラゴン
ボール」、「NARUTO−ナルトー｣など日本のアニメは人気です。でも、ベリーズ
の子どもたちは日本のアニメとは知らずに見ている子が多いです。日本人
が少ないベリーズでは、日本がどこにあって、どんな国かを知らない人がほと
んどなのです。また、空手は人気の習い事の一つで、放課後に希望者が参
加しています。
ベリーズの子どもたちは授業中、とても積極的です。自分から進んでみん
なの前で歌いますし、どんどん手を挙げて発表します。完璧でなくても自信
を持って「できる！」と言えるベリーズの子どもたちはとても明るく元気で、お
おらかです。

TREK EARTHウェブサイト

ベリーズの学校では授業のベルは自動もありますが、一般的には手動のベルが多く、大きなハンドベルのような
ベルを使います。
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ちょっとブレイク
ベリーズ料理ってどんな料理？
ベリーズ料理は、カリブ海、メキシコ、スペイン、マヤの食文化が融合して形成されています。長年にわたって、イ
ンド、中国、ナイジェリア、近隣の中央アメリカの国々から移民を受け入れたことや、観光事業によって欧米料理が
取り入れられたことで、国際色豊かなものとなりました。
食事の中心は粉にしたトウモロコシを薄い丸型にして焼いたトルティ ヤですが 米も食べます トルティ ヤや米
食事の中心は粉にしたトウモロコシを薄い丸型にして焼いたトルティーヤですが、米も食べます。トルティーヤや米
とともに食べるのは、鶏、牛、豚などの肉料理が多く、リカドと呼ばれる香辛料を利かせたものやハバネロやハラ
ペーニョなどの唐辛子でスパイシーに仕上げています。ココナッツミルクもよく使います。また、ベリーズはカリブ海に
面しているため、エビや貝、魚料理も食べられています。
チモーレ
ブラック・リカドという黒いスパイスを使って、野菜、芋、ゆで卵などを煮込ん
ブラック
リカドという黒いスパイスを使って、野菜、芋、ゆで卵などを煮込ん
だ真っ黒なスープが特徴的です。イカ墨とはまったく別のものです。真っ黒な
見た目にびっくりしますが、日本人の口にも合います。

エスカベーチェ
酢をたっぷりつかったすっぱいスープで、暑い季節によく食べられます。カリッ
と焼かれた鶏肉と玉ねぎの組み合わせが特徴です。トルティーヤと一緒に
食べられます。

フ シ セレ
フィッシュ・セレ
ガリフナの人々の代表的な食事です。魚、芋、野菜をココナッツミルクで煮込
んだコクと旨みがたっぷりの料理です。
※ガリフナ：カリブ族と西アフリカ人の混血による民族
BPRP（Belize Public Relation Production) ウェブサイト

ライス＆ビーンズレシピ
ベリーズで最もポピュラーな食べ物で、主食のように毎日のように食べ
ているベリーズ人もいるほどです。見た目は赤飯に似ています。牛、豚、鶏、
ギブナット（食用ネズミ科の動物）のいずれかの煮込みと一緒に食べる
のが一般的です。
MediaSaborウェブサイト

材料（4人分）
米（研いだ後、20分以上置いておく）………2カップ
レッドキドニービーンズ……………………2/3カップ
豆の煮汁………………………………1・1/2カップ
ココナッツミルク………………………1・1/2カップ
塩………………………………………ひとつまみ
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作り方

1
2

豆は一晩水につけておく。

3

②に米、ココナッツミルク、塩を加えて炊飯する。

①を20分程度煮て、豆と煮汁を炊飯器に入れる。

第3章

一緒に考えよう！こんな課題

みんなのまちをきれいなまちに！
ベリーズのごみ問題について考えてみよう。

1

この写真はベリーズのあるまちの写真です。たくさんのごみであふれていますが、どんな場所の写真だと思い
ますか？

A

B

村田浩子
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2

あなたがこの場所の近くに住んでいるとしたら、どう思いますか？

3

あなたがこのまちのリーダーだったら、まちをきれいにするためにどんなことができるでしょうか。
「ベリーズ・クリーンアップ作戦」を企画し、模造紙に企画書を作ってみましょう。

4

全員で企画を発表し、感想を話し合ってみましょう。

5

あなたのまちをきれいに保つために、自分たちがこれからできること、しようと思うことを1つ宣言しましょう。

ベリーズ国内には信号機が6機しかありません。しかし、停電で止まってしまうことも多く、信号に慣れていない
ベリーズの人は無視して通り過ぎてしまうこともしばしばです。

ベリーズの事例から、ごみ問題を世界共
通の課題として捉える。

P.21のこたえと解説です。

1

A

ベリーズ・シティの道路脇
ベリ
ズ・シティの道路脇。

B

ベリーズ・シティのごみ捨て場。：自動車（写真中央）まで捨ててしまう人もいます。

ベリーズのごみ問題

森島啓司

ベリーズは廃棄物処理施設がなく、廃棄物の分別回収やリサイ
ベリーズは廃棄物処理施設がなく
廃棄物の分別回収やリサイ
クルシステムがありません。ごみ収集車によって回収されたごみは、
処理されることなくごみ処理場に溜められていく一方です。昔なら
土に返るものがほとんどだったので問題にならなかったごみが、
人々の暮らしの変化に伴って、土に返らないプラスチックのごみが
増えてきたことで問題になってきているのです。ごみ処理場の周
辺に一般住居はありませんが
辺に
般住居はありませんが、不法定住者の集落のすぐそばにご
不法定住者の集落のすぐそばにご
みの不法投棄がされ、ただでさえ住環境の悪い地域がさらに不衛
生な環境になっています。そのほかに悪臭、地下水の汚染、周辺の
マングローブ林への影響が懸念されています。

さらに、このごみ問題は陸地の環境問題だけに止まりません。ごみは海に流れ出し、海洋汚染の原因になるから
です。海洋汚染はベリーズの財産である美しい海や珊瑚に深刻な影響をおよぼしつつあります。観光産業によって
経済成長しつつあるベリ ズにとって ごみ問題は近隣住民の生活に悪影響を与えるだけでなく その影響は経済
経済成長しつつあるベリーズにとって、ごみ問題は近隣住民の生活に悪影響を与えるだけでなく、その影響は経済
にまでおよび、今後重大な課題となると予想され、対応が急がれています。

美しい海を守るために〜ベリーズの取り組み〜
ベリーズでは今後、廃棄物処理・リサイクルシステムの構築をして、ごみ処理への対応を始めるほか、
3R：reduce(減らす）、reuse（何度も使う）、recycle（再生利用する）の実践など環境教育にも取り組んでいく方針です。
3R：reduce(減らす）
reuse（何度も使う） recycle（再生利用する）の実践など環境教育にも取り組んでいく方針です
そのために、今後JICAの日本人ボランティアをベリーズへ派遣し、小中学校での環境教育を行うとともに、全国的な
リサイクル活動や市内の美化活動を展開していくことが計画されています。また、2008年からはベリーズから日本へ
環境について学ぶための研修員が派遣され、リサイクルや環境に配慮した観光開発の研修を受けています。
また、ロブスターやコンク貝といった海産物を養殖する試みも動き出しており、近年深刻になりつつある漁業資源
の乱獲を防ぐとともに、零細漁民への貧困対策としても効果が期待されています。

他人ごとじゃない！！日本のごみ問題
日本全体のごみの量は1年間で一般廃棄物は約5,204万t、東京ドーム140杯分にもなります。1人あたりでは
1日1,116g（2006年度）のごみを出していることになります。ごみ処理をするためにはお金がかかります。年間1人
あたり約1万5,000円もの費用、つまり税金がかかっていることになります。しかも、年々その額は増える一方です。
このままごみが増え続ければ いつかは処分場もいっぱいになってしまいますが
このままごみが増え続ければ、いつかは処分場もいっぱいになってしまいますが、
日本にこれ以上処分場を増やすのは難しくなっています。日本のごみ処理場
は、このままではあと15年ほどでいっぱいになってしまうといわれています。
家庭から出るごみのなんと6割はビニール袋や紙包みなどの包装容器。ご
みの分別やリサイクルはもちろん、包装の少ない商品を選んだり、使い捨てを
やめるなど、ごみを減らすために私たちができることはまだたくさんあります。
みんなで3R：reduce(減らす） reuse（何度も使う） recycle（再生利用する）を
みんなで3R：reduce(減らす）、reuse（何度も使う）、recycle（再生利用する）を
実践し、きれいなまちづくりを目指しましょう。

ベリーズの海に生息するマナティはボートのスクリューで傷ついたり、海洋汚染の影響で絶滅の危機に瀕しています。
ベリーズのごみ問題は海に住む生き物にも影響を与えます。
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多文化共生ってなんだろう〜人種のモザイクベリーズ〜
さまざまな文化を持つ人と一緒に暮らす社会について考えてみよう。

1

ベリーズに住んでいるのはどんな人たちでしょうか？下の写真のどの人がベリーズ人か考えてみよう。

左上の写真：National Institute of Culture and History （April 2007）
その他の写真：Belize Tourism Board ウェブサイト

2

日本にはどんな国から来た人が住んでいると思いますか？

3

一つの国に色々な民族の人が住んでいると、どんないいことがあると思いますか？または、どんな困ったこと
があると思いますか？

4

困ったことをなくすためにはどうすればいいか考えてみましょう。

マヤの人々は主に農業で生計を立て、自然と共存する自給自足に近い暮らしをしています。
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P.23のこたえと解説です。

1

多民族国家ベリーズを通して、違いを認
めあえる社会について理解を深める。

その他10%
ガリフナ6%
マヤ11% メスチソ
49%
クレオール
25%

左の写真はすべてベリーズ人です。

A
G

B
F

A メスチソ：インディオと白人の混血
C
E

B インド系
D

C ガリフナ：東カリブの黒人で独自の文化を持つ
D 中国系：ベリーズには中国や台湾系の人も多く住む

外務省「各国地域情勢：ベリーズ」
（200９年）

E メノナイト：アーミッシュのような昔ながらの暮らしを守っているドイツ系の人々
F クレオール：黒人とヨーロッパ人の混血
G マヤ系

2

日本には2,217,426人の外国人が住んでおり、その出身国はおよそ200もの国に及びます。中でも中国が
もっとも多く、韓国・朝鮮、ブラジル、フィリピンと続きます。愛知県には228,４３２人の外国人が住んでおり、ブ
ラジルがもっとも多くを占めます。
法務省「登録外国人統計」（2008年）

人種のモザイクベリーズ
ベリーズには実に多くの人種・民族が一緒に暮らしており、国旗に白人男性と黒
人男性が描かれていることからも多民族一体の国であることがわかります。ベリーズ
が多民族国家になったのは ヨ ロッパからの入植者の移住により 労働力として大
が多民族国家になったのは、ヨーロッパからの入植者の移住により、労働力として大
勢の黒人奴隷が連れてこられたこと、また植民地政策により大勢が植民地内に集め
られたことなどにより、混血が進んだことの結果といえます。ベリーズの人口の最も
目立つ特徴の一つが民族的、文化的に多様なことなのです。
Coat of arms： Belize. Com ウェブサイト

ベリーズの多文化共生
ベリ
ズの多文化共生
様々な文化を持つ人々が共存しているベリーズですが、時に違う民族に対し
て批判めいたことを言ったり、ステレオタイプが存在したり、全く問題がないわけ
ではありません。ベリーズはまだ新しい国です。ベリーズの人々はこれからも同じ
国の国民として生きていくために、お互いを理解しあう努力を続ける必要がある
でしょう。例えば、ベリーズの小学校ではお互いの文化を紹介する、「カルチャー
デ
デー」を開いて、子どもの頃から互いの文化を学び、尊重するような教育が行わ
ど
化 学び 尊重
教育が行
れています。
ベリーズのそれぞれの民族は独自の文化と言語、独自の価値観を守って生
きてきました。違った種類のコミュニティがベリーズという一つの国で一緒に、し
かしそれぞれが独立して暮らしているのがベリーズの多文化共生といえるので
はないでしょうか。

Embassy of Belize in Washington D.C.ウェブサイト

「違い」を認め合う、多文化共生の社会づくり
私たちはそれぞれ得意なことや苦手なことが違い、家庭環境や経済状況などの違いがあります。その「違い」は
個性でもあります。それぞれの個性を尊重し、互いの「違い」に寛容なベリーズの人々から私たちも学ぶべきとこ
ろがあるのではないでしょうか。今後、少子化やグローバル化が進み、日本に住む外国人の数はますます増えると
いわれています。日本でも様々な文化を持つ人が 緒に暮らすようになるでしょう。今、私たちには誰にとっても
いわれています。日本でも様々な文化を持つ人が一緒に暮らすようになるでしょう。今、私たちには誰にとっても
暮らしやすい多文化共生の社会づくりが求められています。

ベリーズでは街を移動すると、住んでいる民族がかわるため、オレンジウォークやコロザルではスパニッシュ系文化、
ダングリガではガリフナ文化、プンタゴルダではマヤ文化というように、街によってガラリと印象が変わります。
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ちょっとブレイク
誇り高き民、ガリフナの歴史
ガリフナとは、先住民のカリブ族とアメリカ大陸に奴隷として連れてこられた西アフリカ人との混血による民族で
す。ベリーズ、ホンジュラス、グアテマラのカリブ海沿岸地域において、現在も独自の文化を守りながら生活していま
す。ガリフナ文化の独自性は、ユネスコの無形文化遺産に登録されていることでも証明されていますが、その歴史も
また数奇な運命をくぐり抜けた独特なものです。
1653年、西インド諸島に奴隷を運んでいた船がセント・ヴィンセント島付近で難破する事故が起こりました。島の
岸まで泳ぎ着いて何とか生き延びた奴隷の人々は、カリブ族に助けられ、やがて島に定住するようになりました。その
後、カリブ族との間で混血が進み、しだいにガリフナの直系の先祖である「ガリナグ族」としてまとまりをもつようにな
っていきました。西アフリカのさまざまな地域から集められた黒人とカリブ族とが互いの文化を交流させた結果、「ガ
リナグ族」は独特の言語、宗教、音楽を身につけるようになっていったのです。

しかし、18世紀後半になるとイギリス人入植者がサトウキビ畑を
開墾するため、セント・ヴィンセント島に進出し始めるようになり、「ガ
リナグ族」を奴隷にしようともくろむようになります。そんなイギリスに
対して「ガリナグ族」は、フランスと手を組み、自分たちの島を守るた
め果敢に戦いました この戦いは32年にもおよぶ長期戦となり イギ
め果敢に戦いました。この戦いは32年にもおよぶ長期戦となり、イギ
リス軍は辛くも勝利を収めましたが、やむなく「ガリナグ族」の奴隷化
を断念せざるをえませんでした。その代わりに、島に住む全ての「ガリ
ナグ族」を追放することに決めたのでした。
イギリス人によって家々は焼き払われ、食料も充分にない劣悪な
環境に移住させられた「ガリナグ族」の人々は、その人口が半年間で
5 000人から2 000人に激減してしま たといわれています そして
5,000人から2,000人に激減してしまったといわれています。そして、
1797年、生き残った「ガリナグ族」を乗せた8隻のイギリス船は、当面
の食料と最低限の生活道具とともにロアタン島に彼らを置き去りに
しました。

Belize Tourism Board ウェブサイト

UNESCOウェブサイト
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その後、「ガリナグ族」はホンジュラスのトルヒーリョ、
ベリーズのダングリガ、ホプキンス、グアテマラのリビン
グストンなどカリブ海沿岸の地へと移り住み、やがて
彼らは「ガリフナ族」としてアイデンティティを持つ民族
とな ていきました
となっていきました。
現在、ガリフナの総人口は約30万人。ベリーズ、ホン
ジュラス、グアテマラ、ニカラグアの大西洋岸に暮らし
ています。民族発祥以来一度も奴隷化されたことのな
い誇り高い自由を愛する民である彼らは、カリブ族から
続く先住民の文化と西アフリカ人の文化を融合させて
独自の伝統を現在もかたくなに守りながら生活してい
ます。

ガリフナの音楽を奏でる楽器には、アフリカから伝えられた太鼓ガラオン、カリブの先住民が聖なる道具として
使っていたシャカ（マラカス）、そのほか亀の甲羅や拍子木、ほら貝などが使われます。

第4章

そして未来へ

世界を変えるスピーチ
地球は今、様々な課題を抱えています。
あなたが今、一番気になる課題は何ですか？

1

みなさんは、「グローバルイシュー（地球的課題）」ということばを聞いたことがありますか？
原因が特定の地域だけでなく地球全体に関係している、深刻化すれば地球全体に影響がある、解決には
地球全体の長期的な協力が必要である…そんな課題を「グローバルイシュー」と呼びます。
具体的にどんな課題があると思いますか？ グループでできるだけたくさん模造紙に書き出してみましょう。

2

それぞれのグループが書き出した課題を発表し、みんなで共有しましょう。

3

今みんなで出し合った課題の中で、あなたが一番気になる課題は何ですか？
グループで話し合って、１つ選んでみましょう。
また、その課題について世界はどういう状況なのか、日本はどういう状況なのか、調べてみましょう。

4

さて、グループで選んだ課題を解決するための会議が開催されることになり、5分間のスピーチをすることに
なりました。なぜその課題に関心があるのか、その課題についてどんなことを思っているのか、その課題を解決す
るためにどうすればいいと思うか…などを盛り込んで、スピーチの原稿をグループのみんなでつくってみましょう。

5

では、会議の会場を想定して、実際にスピーチをしてみましょう。

6

ここに、「伝説のスピーチ」と言われている12歳の少女のスピーチがあります。この少女は、カナダに住む日系
4世のセヴァン・カリス＝スズキ。遊ぶことが大好きなふつうの女の子です。そのふつうの女の子が、世界中のおと
なたちを感動させたスピーチです。聞いてみてください。（Ｐ.29〜31）

7

スピーチをしてみてどうでしたか？
他のグループのスピーチや「伝説のスピーチ」を聞いてどんなことを感じましたか？
感想を話し合 てみましょう。
感想を話し合ってみましょう。
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P.27の解説です。

地球の課題を知り、自分自身の課題と
してその解決について考えてみよう。

グローバルイシュー（地球的課題）と持続可能な社会
「グローバルイシュー」には様々な課題が含まれますが、大きく「人権」と「環境」の２つに分けられます。
「グ
バル
には様 な課題が含まれますが 大きく「人権 と「環境
に分けられます
例えば、1992年ブラジルのリオ・デ・ジャネイロで開催された地球サミットで採択された、21世紀に向けた持続可
能な開発を実現するための行動計画『アジェンダ21』では、貧困、人口問題、健康と環境、人間居住、大気保全、
森林減少、砂漠と干ばつ、生物多様性の保全などの課題をとりあげています。また、2000年の国連ミレニアム・サ
ミットで採択されたミレニアム開発目標では、2015年までに達成すべき目標として下記の8つの項目を掲げ、
189の加盟国が公約しました。
それらに掲げられているそれぞれの課題は 「貧困の問題が紛争につながる」「紛争がさらなる貧困を生みだ
それらに掲げられているそれぞれの課題は、「貧困の問題が紛争につながる」「紛争がさらなる貧困を生みだ
す」「紛争は最大の環境破壊である」「環境が破壊されれば、ますます貧困になる」といったようにつながっており、
原因にも結果にもなり得る悪循環をつくりだしています。さらに、地域における課題、たとえば「多文化共生」など
の課題も地球の課題と共通する部分が多く、つきつめれば同じ原因で問題が起こっていたりします。
「持続可能な社会」とは、「持続可能な開発」、つまり、次世代のニーズを満たす可能性を損なわないで環境を
利用し、現在の世代のニーズを満たす開発が行われる社会のことを言います。グローバルイシューを解決しない社
会は 持続「不可能」な社会なのです
会は、持続
不可能」な社会なのです。

ミレニアム開発目標（ＭＤｓ）
「今日われわれが直面する主たる課題は、グローバリゼーションが世界のすべての人々にとって前向きの力とな
ることを確保することである」とする国連ミレニアム宣言では、国際社会の支援を必要とする喫緊の課題に対す
る具体的数値目標として、8の目標、21のターゲット、59の指標を掲げています。
● 貧困と飢餓をなくそう！（極度の貧困と飢餓の撲滅）
地球上では、5人に１人が1日1ドル未満の所得で生活をし、7人に1人が慢性的な飢えに苦しんでいます。また、
もっとも裕福な1％の人々が、もっとも貧しい57％の人々と同じだけの所得を得ています。所得貧困により、十分な
栄養を得られない、適切な教育や保健医療を受けられない、安定した職を得られないという困難に多くの人々が
苦しんでいるのです。
● 小学校に通えるようにしよう！（普遍的初等教育の達成）
1億1,500万人の子どもが学校に通っておらず、多くは南アジアとサハラ以南アフリカに住んでいます。途上国で
は5人に1人が学校に通っていないことになり、その5分の3は女の子です。また、世界中の成人のうち6人に1人が
読み書きできません。その数は、8億7,600万人で、その3分の2は女性です。
● 男女の差をなくそう！（ジェンダーの平等の推進と女性の地位向上）
教育を受けていない母親から生まれた子どもは、教育を受けている母親から生まれた子どもに比べ、栄養不良
や5歳未満で死亡する割合が2倍になるというデータがあります。また、教育を受けた母親の子どもの就学率も高く
なっています。
● 赤ちゃんを守ろう!（乳幼児死亡率の削減）
2002年 1 000人の子どものうち5歳未満で亡くなった子どもの数は 先進国では7人 南アジアでは97人
2002年、1,000人の子どものうち5歳未満で亡くなった子どもの数は、先進国では7人、南アジアでは97人、
サハラ以南のアフリカでは174人に上ります。その背景には、貧困による不十分な食糧、不衛生な水、不公平な
医療サービスが挙げられるほか、紛争や災害などで抵抗力の弱い子どもたちが犠牲となっているのです。
● お母さんを守ろう！（妊産婦の健康の改善）
51万5,000件に上る妊産婦の死亡の99％は途上国で起こっています。先進国では、2,900人に1人の妊産婦
死亡率がサハラ以南アフリカでは13人に1人です。
● 病気をふせごう！（ＨＩＶ／エイズ、マラリア、その他の疾病の蔓延防止）
ＨＩＶ感染者の90％以上が途上国の人で、サハラ以南アフリカは感染者全体の70％を占めています。毎年5億人
がマラリアに感染し、100万人以上が死亡しています。このうち90％はサハラ以南アフリカに住んでいます。
● くらしを良くしよう！（環境の持続可能性の確保）
世界の森林は、2000年までの10年間で日本の国土面積の2.5倍にあたる約9,400万ヘクタールが減少しました。
そのうちの96％がアフリカと南米の熱帯林です。エネルギーの消費量は、世界の上位10カ国が全体の65％を占め
ており、そのほとんどが先進国です。世界の10億人以上が安全な水を利用できずにいます。下水道などの基本的
な衛生施設を利用できない人は26億人にのぼります。
● 世界のみんなで助け合おう！（開発のためのグローバル・パートナーシップの推進）
ミレニアム開発目標の達成には世界的な協力体制の下での取り組みが必要です。もはや開発は、国連や政府
やＮＧＯだけが取り組むものではありません。世界中の人々が協力しなければいけないのです。
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この星をこれ以上こわし続けないで
〜12歳の少女が地球サミットで語った伝説のスピーチ〜
こんにちは、セヴァン・スズキです。エコを代表してお話します。
エコというのは、子ども環境運動（エンヴァイロンメンタル・チルドレンズ・オーガニゼーション）の略です。
カナダの12歳から13歳の子どもたちの集まりで、今の世界を変えるためにがんばっています。
あなたたち大人のみなさんにも、ぜひ生き方を変えていただくようお願いするために、
自分たちで費用をためて、カナダからブラジルまで1万キロの旅をしてきました。
今日の私の話には、ウラもオモテもありません。
なぜって、私が環境運動をしているのは、私自身の未来のため。
自分の未来を失うことは、選挙で負けたり、株で損したりするのとはわけが違うんですから。
私がここに立って話をしているのは、未来に生きる子どもたちのためです。
世界中 飢えに苦しむ子どもたち ため す
世界中の飢えに苦しむ子どもたちのためです。
そして、もう行くところもなく、死に絶えようとしている無数の動物たちのためです。
太陽のもとにでるのが、私はこわい。オゾン層に穴があいたから。
呼吸をすることさえこわい。空気にどんな毒が入っているかもしれないから。
父とよくバンクーバーで釣りをしたものです。数年前に、体中がんでおかされた魚に出会うまで。
そして今、動物や植物たちが毎日のように絶滅していくのを、私たちは耳にします。
それらは、もう永遠にもどってはこないんです。
私の世代には、夢があります。
いつか野生の動物たちの群れや、たくさんの鳥や蝶が舞うジャングルを見ることです。
でも、私の子どもたちの世代は、もうそんな夢をもつこともできなくなるのではないか？
あなたたちは、私ぐらいの歳のときに、そんなことを心配したことがありますか。
こんな大変なことが、ものすごいいきおいで起こっているのに、私たち人間ときたら、
まるでまだまだ余裕があるようなのんきな顔をしています。
まるでまだまだ余裕があるようなのんきな顔をしています
まだ子どもの私には、この危機を救うのに、何をしたらいいのかはっきりわかりません。
でも、あなたたち大人にも知ってほしいんです。あなたたちもよい解決法なんて、もっていないっていうことを。
オゾン層にあいた穴をどうやってふさぐのか、あなたは知らないでしょう。
死んだ川にどうやってサケを呼びもどすのか、あなたは知らないでしょう。
絶滅した動物をどうやって生きかえらせるのか、あなたは知らないでしょう。
そして、今や砂漠となってしまった場所にどうやって森をよみがえらせるのか、あなたは知らないでしょう。
どうやって直すのかわからないものをこわしつづけるのは、もうやめてください。
ここでは、あなたたちは政府とか企業とか団体とかの代表でしょう。
あるいは 報道関係者か政治家かもしれない
あるいは、報道関係者か政治家かもしれない。
でもほんとうは、あなたたちも、だれかの母親であり、父親であり、姉妹であり、兄弟であり、おばであり、
おじなんです。そして、あなたたちのだれもが、だれかの子どもなんです。
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私はまだ子どもですが、ここにいる私たちみんなが同じ大きな家族の一員であることを知っています。
そうです。50億人以上の人間からなる大家族。
いいえ、じつは3千万種類の生物からなる大家族です。
国境や各国の政府がどんなに私たちを分けへだてようとしても、このことは変えようがありません。
私は子どもですが、みんながこの大家族の一員であり、ひとつの目標に向けて心をひとつにして
行動しなければならないことを知っています。
私は怒っています。
でも、自分を見失ってはいません。
私はこわい。
私はこわい
でも、自分の気持ちを世界中に伝えることを、私はおそれません。
私の国でのむだづかいはたいへんなものです。
買っては捨て、また買っては捨てています。
それでも物を浪費しつづける北の国々は、南の国々と富をわかちあおうとはしません。
物がありあまっているのに、私たちは自分の富を、そのほんの少しでも手ばなすのがこわいんです。
カナダの私たちは、十分な食べものと水と住まいを持つめぐまれた生活をしています。
時計、自転車、コンピュータ、テレビ、私たちの持っているものを数えあげたら何日もかかることでしょう。
2日前ここブラジルで、家のないストリートチルドレンと出会い、私たちはショックを受けました。
ひとりの子どもが私たちにこう言いました。
ひとりの子どもが私たちにこう言いました
「ぼくが金持ちだったらなぁ。もしそうなら、家のない子すべてに、食べものと、着るものと、薬と、住む場所と、
やさしさと愛情をあげるのに。」
家もなにもないひとりの子どもが、わかちあうことを考えているというのに、
すべてを持っている私たちがこんなに欲が深いのは、いったいどうしてなんでしょう。
これらのめぐまれない子どもたちが、私と同じぐらいの歳だということが、私の頭をはなれません。
れ
ぐ れな 子
が、私 同 ぐ
歳
う
が、私 頭
なれ
。
どこに生れついたかによって、こんなにも人生がちがってしまう。
私がリオの貧民街に住む子どものひとりだったかもしれないんです。
ソマリアの飢えた子どもだったかも、中東の戦争で犠牲になるか、
インドで物乞いしていたかもしれないんです。
もし、戦争のために使われているお金をぜんぶ、貧しさと環境問題を解決するために使えば、
ぜ
ば
この地球はすばらしい星になるでしょう。
私はまだ子どもだけど、そのことを知っています。
学校で、いや、幼稚園でさえ、あなたたち大人は私たち子どもに、世の中でどうふるまうかを教えてくれます。
たとえば、
争いをしないこと
話し合いで解決すること
他人を尊重すること
ちらかしたら自分でかたづけること
ほかの生き物をむやみに傷つけないこと
わかちあうこと
そして欲ばらないこと
ならばなぜ、あなたたちは、私たちにするなということをしているんですか。
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なぜあなたたちが今、こうした会議に出席しているのか、どうか忘れないでください。
そしていったいだれのためにやっているのか。
それはあなたたちの子ども、つまり私たちのためです。
みなさんはこうした会議で 私たちがどんな世界に育ち 生きていくのかを決めているんです
みなさんはこうした会議で、私たちがどんな世界に育ち、生きていくのかを決めているんです。
親たちはよく「だいじょうぶ。すべてうまくいくよ」といって子どもたちをなぐさめるものです。
あるいは、「できるだけのことはしてるから」とか、「この世の終わりじゃあるまいし」とか。
しかし大人たちは、もうこんななぐさめの言葉さえつかうことができなくなっているようです。
おききしますが、
私たち子どもの未来を真剣に考えたことがありますか。
父はいつも私に不言実行、つまり、
なにを言うかではなく、なにをするかでその人の値打ちが決まる、といいます。
しかし、あなたたち大人がやっていることのせいで、私たちは泣いています。
あなたたちはいつも私たちを愛しているといいます。
あなたたちはいつも私たちを愛しているといいます
しかし、いわせてください。
もしそのことばがほんとうなら、どうか、ほんとうだということを行動でしめしてください。
最後まで私の話をきいてくださってありがとうございました。
『あなたが世界を変える日〜12歳の少女が環境サミットで語った伝説のスピーチ』
セヴァン・カリス＝スズキ／著 ナマケモノ倶楽部／編・訳 学陽書房発行

地球サミット
この伝説のスピーチは、1992年6月11日、ブラジルのリオ・デ・ジャネイロで開催された国連の地球
サミット（環境と開発に関する国際連合会議）の会場で、世界の指導者たちを前に行われました。
リオの地球サミットは、1992年6月3日〜14日開催され、約180の国と地域の代表、国連機関、
約8,000のＮＧＯ（非政府組織）が参加、延べ4万人を超える人々が集まった史上最大規模で、その後の
様々な活動に大きな影響を与える会議となりました。
様々な活動に大きな影響を与える会議となりました
この会議では、持続可能な開発に向けた地球規模の新たなパートナーシップを構築するための「環境
と開発に関するリオデジャネイロ宣言（リオ宣言）」とその行動計画「アジェンダ２１」が合意されました。
また、「気候変動枠組条約」と「生物多様性条約」が提起されました。会議開催後、「生物多様性」といっ
た用語が一般にも知られるようになり、さまざまな地球環境問題や生態系、絶滅危惧種等に対する
一般の関心が高まるきっかけになりました。
国際連合による環境や開発を議題とする会議は約10年ごとに開催されており、2002年に南アフリ
カ共和国のヨハネスブルグで開催された「持続可能な開発に関する世界首脳会議（環境開発サミッ
ト）」は第2回地球サミットとも呼ばれています。
なお、この第2回地球サミットをきっかけに日本の提案により、2005年からの10年間を「持続可能な
開発のための教育の10年」とすることが決定されました。これは、「環境教育」「開発教育」「人権・平和
教育」を3つの柱とし 「共生と公正を基本とした循環型の社会づくり」を目的としています
教育」を3つの柱とし、「共生と公正を基本とした循環型の社会づくり」を目的としています。
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目で見るベリーズ
ベリーズの国旗は1981年の独立時に制定されました。青、赤、白の3色はこの国の
結束を表しています 2人の肌の色の違う労働者が支える紋章の盾には 帆船と
結束を表しています。2人の肌の色の違う労働者が支える紋章の盾には、帆船と
ベリーズの林業で使う道具であるパドル（櫂）、斧、ノコギリが描かれています。紋章
の上にはマホガニーの木、下のリボンにはラテン語で「森とともに栄える」と書かれ
ています。紋章は18世紀から19世紀にかけてマホガニーによる林業が基幹産業
だったベリーズの歴史を象徴的に表しています。
面積

人口

22,963ｋ㎡
（日本の約16分の1。
四国より少し大きい。）
377,887ｋ㎡

33万人

128百万人
≒

言語
英語（公用語）、スペイン語、
英
（公
）
クレオール語、マヤ語、ガリフ
ナ語 等
宗教
キリスト教（カトリック、プロ
テスタント、英国国教会）等

民族
その他
10％
ガリフナ 6％
マヤ
11％

メスティーソ
49％

首都 ベルモパン
クレオール
クレオ
ル
25％

通貨

気候帯
亜熱帯性気候

ベリーズ・ドル
1米ドル＝2 00ベリ ズ ドル
1米ドル＝2.00ベリーズ・ドル
（固定）

平均気温
年間降水量

日本との時差
−15時間
15時間

ベリーズ
26.4℃

名古屋
15.4℃

名古屋
ベリーズ
2011.7ｍｍ 1565ｍｍ

正午

3:00

◆国旗：ベリーズ国政府ウェブサイト◆人口： Statistical Institute of Belize「Belize Mid‐Year Population by Age‐Group and Sex, 2009」
◆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２００9（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

日本との
貿易主要品目

農業（砂糖、柑橘類、バナナ）、
水産業、林業、観光業

果汁 天然真珠
果汁、天然真珠

船外機、自動車

一人あたりのＧＮＩ
3,800米ドル（2007年世銀）

37 670米ドル（200７年世銀）
37,670米ドル（200７年世銀）

在留邦人数

出生時の平均余命

都市人口の比率

57人（2008年10月現在）
在日ベリーズ人数

76年

49％（２００7年）

83年

66％（２００7年）

11人（2008年現在）

5歳未満児の死亡率
（出生1000人あたり）
25人（2007年）

４人（2007年）

成人の総識字率
（2000〜2004年）
77.1％

初等教育
純就学/出席率
（2000〜2007年）
97％

人口増加率
（1990〜2007年）
2.6％
0.2％

◆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／出席率：人口増加率：世界子供白書
２００９（ユニセフ）◆成人の総識字率: UNESCO Institute for Statistics (UIS) Literacy and Non Formal Education Section「Youth (15-24)
and Adult (15+) Literacy Rates by Country and by Gender for 2000-2004」（March 2004）
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ベリーズ地図

メキシコ
コロザル

オレンジウォーク
ベリーズ
ベルモパン

カヨー
スタンクリーク

グアテマラ

トレド

ホンジュラス

カリブ海周辺
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カリブ海周辺
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