
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 

ジブチ共和国 



【表紙の写真】 

（左上）アリサビエに住む少女 

アリサビエは、首都ジブチ市から南に

向かって車で約2時間のジブチ第2の町。 

小高い岩山に囲まれた過ごしやすい町

です。 

（右下）アベ湖の夕焼け 

アベ湖は、エチオピアとジブチの間に

ある塩湖。映画「猿の惑星」の撮影が

行われた場所で、煙突状の石灰堆積物

の柱が見られる神秘的な光景がひろが

ります。 
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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、（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

使う場合に限り、活用していただけます。 

●きっかけづくりの教材です 
  本書で紹介したのはジブチのほんの一面です。本書だけでジブチのすべてがわかるわけではありません。ジブチに

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。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。 

写真の撮影者です。 
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  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、ジブチ共和国のホームシティは、刈谷市でした。 

 

なぜジブチ共和国？ 

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」 

●：201２年教材作成予定の国 

●：2011年教材作成予定の国 

●：2010年教材作成の国 

●：2009年教材作成の国 

●：2008年教材作成の国 

愛知万博／アフリカ共同館 

2011年作成 

予定国 

（31カ国） 

アルメニア共和国 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 カタール国 ギニア共和国 ギリシャ共和国 コートジボワール共

和国 ジブチ共和国 ジンバブエ共和国 スイス連邦 スペイン王国 チェコ共和国 ツバル デンマー

ク王国 ドイツ連邦共和国 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 ペルー共和国 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 
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第1章 

ジブチってどんな国？ 

＝アフリカとイスラムの交差点＝ 



クイズ！ジブチってどんな国？ 

みなさんはジブチって国のこと、聞いたことがありますか？ 

2 

1 

3 

4 
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民族 ソマリア系イッサ族（50%）、エチオピア系アッファール族(37%) 

宗教 イスラム教（94％） 

略史 

1896年 「フランス領ソマリランド」としてフランスの植民地になる 

1946年 フランス海外領土 

1967年 「フランス領アッファール・イッサ」に改名 

1977年 「ジブチ共和国」として独立（グーレド大統領） 

隣国 エリトリア、エチオピア、ソマリア 

１ . ジブチは主に二つの民族が結束して独立した国です。 

２． ジブチの自然や願いを表しています。 

下の世界地図でジブチはどの辺りにあるでしょう？ ○で囲んでください。 

ジブチの公用語（２つ）とローカル言語（２つ）は何でしょう？次の情報から推測してください。 

外務省ウェブサイト 各国・地域情勢 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/djibouti/index.html 

ジブチ共和国は、アラブ諸国とアフリカ大陸の交差点、紅海とアデン湾がぶつかる場所に位置します。 ヒント 

ヒント 

ヒント 

下の国は総人口の大きい順に並べてあります（2010年現在）。ジブチはどことどこの間に入るでしょう？ 

ジブチの人口は日本の山梨県と同じくらいです。 

＞ 
A 

中国 
（約13.5億人） 

B 
日本 

（約1.3億人） 

C 
ソマリア 

（約940万人） 

D 
モーリシャス 
（約130万人） 

E 
グアム 

（約20万人） 
＞ ＞ ＞ 

UNFPA, 「State of World Population 2010（世界人口白書2009） 

ジブチの国旗の色は、それぞれ何を表しているでしょう？ 

二通りの解釈があります。 



ジブチという国 

P.５のこたえと解説です。 まずはジブチという国の位置や概要を 

知る。 

2 

1 

3 

4 
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   アフリカ大陸の北東にあるジブチは、面積

23,200km2（沖縄県や神奈川県と同じくらい

の面積）の小さな国です。インド洋の北西側

にある“アデン湾”と“紅海”がぶつかる場所

にあるので、両方の海が混じり合い、とてもユ

ニークな海洋生態系を作りだしています。また、

紅海を通り抜けて地中海（ヨーロッパ方面）と

インド洋を行き来する船の停泊場所として、

港湾事業がとても盛んです。 

   公用語はフランス語とアラビア語、ローカル言語はソマリ語とアッファール語 

歴史から分かるように、ジブチはもともとフランス植民地なのでフランス語が公用語です。また、宗教から分

かるように、イスラム教徒が90%以上を占めているのでアラビア語も公用語になっています。しかし、民族はソ

マリア系イッサ族（50%）とエチオピア系アッファール族（37%）が多数を占めているので、ローカル言語として

ソマリ語とアッファール語を話します。 

DモーリシャスとEグアムの間 

ジブチの人口は約90万人。186カ国中156位で日本の山梨県（約87万人）と同じくらいです。世界の総人口

約70億人の内、1位はAの中国（約13億5410万人）、Bの日本は10位（約1億2700万人）、Cのソマリアは87

位（約940万人）、Dのモーリシャスは151位（約130万人；他2カ国同位）、Eのグアムは最下位の183位（約20

万人；他3カ国同位）です。（都道府県の人口は2009年時点；世界の人口は2010年時点） 

■空と海／ソマリア系イッサ族  ■土地／エチオピア系アファール族  ▷平和の願い  ★独立の血／結束 

各色については、2通りの説があるため、ここでは両方とも掲載しました。国歌では「土地の■、空の■、平和の

▷、血の★」と歌っています。なお、国歌の曲はジブチ共和国オフィシャルサイト（http://www.presidence.dj/）で

聞けます。 

UNFPA, 「State of World Population 2010（世界人口白書2009）」；総務省統計局, 「人口推計」2010年4月 

アフリカ大陸の北東部に位置するジブチ共和国は、1977年に独立

したばかりの若い国です。南はソマリア、北はエリトリア、西は大国エチ

オピアと陸続きで国境を接しているため、エチオピア人やソマリア人も

ジブチ国内に多く居ます。東は紅海を挟んでイエメンがあるため、アラ

ブ半島からも多くの人が入ってきており、多様に富んだ人種がいます。 

『世界一暑い国の一つ』と呼ばれるジブチは、農作物が育たない不

毛の土地が広がります。そのため、日本のように定住して農作物を育

てるのではなく、この土地には昔からノマッドと呼ばれる遊動民がヤギ

などの家畜を飼い、水や草を求めて点々と移り住んでいました。現在

では、港湾産業の盛んなジブチ市に人が集中して定住しています。 

ジブチ市 

アリ・サビエ州 

アルタ州 ディキル州 

タジュラ州 

オボック州 

http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23243&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23429&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23424&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23422&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23418&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23418&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23413&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23410&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23406&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23400&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23396&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23393&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23391&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23389&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23387&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23241&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23379&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23379&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23376&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23372&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23369&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23359&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23363&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23363&z1=AT53Q7rr


当ててみよう！何の写真？ 
次の写真は、ジブチの写真です。写真からジブチがどんな国か、人々がどんな暮らしをしているか想像してみま
しょう。 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I J 

B A 
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P.７のこたえと解説です。 ジブチに住んでいる人々の生活を知り、 

ジブチに親近感を持とう。 
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1 衣 

A ジブチ人の女性が外出時に着る服 

ジブチはイスラム教の国です。イスラム教の女の人は、家の外では肌や髪を見せてはいけないという決まりがあ

ります。アラブ半島などの厳格なイスラム教の国では、女の人は真っ黒の布で身を隠し、肌や顔を全く見せま

せん。それと比べると、ジブチ人は顔や手を見せ、何よりとてもカラフルな色を好んで着ます。イスラム文化の影

響を強く受けながらも、アフリカの特色を兼ね備えた国なのです。 

B 

2 食 

左手は不浄の手とされているため、一般的には右手ですくうようにして食べますが、一部のレストランでは

フォークとスプーンが置いてあります。Ｃのフランスパン、Ｄのパスタ、Ｅの細長い米が主食です。Ｄの短いパスタは、

手で食べやすいように予め折ってゆでています。肉は、鳥、牛、羊、ヤギ、ラクダ、魚を食べますが、豚肉はイスラ

ム教のタブーなので食べません。ジブチでは昼過ぎに仕事が終わり、学校で給食は出ないので、大人も子供も

家に帰って昼ご飯を食べます。夕飯は、コミュニケーションもかねて外で食べる人も少なくありません。庶民が

外で気軽に食べられる場所（ローカルレストラン）は町中のあちこちにありますが、だいたいは机やイスが屋外に

あるので男の人しか見かけません。イスラム教では、女の人が男の人に見られる場所で食べるのはタブーと

なっているからです。たまにレストラン屋内の２階で食べている女性を見かけます。家の中で食べる場合も、男

性が先に集まって食べ、その後に女性達が食べます。 

フランスパンのサンドウィッチ（中の具はレバー・チキン・ビーフから選べ、ポテトフライやケチャップと混ぜて
ある。） 

C 

揚げてあるチキンと、短いパスタとポテトフライにトマトソースがかけてある。 D 

羊肉の料理に細い米と辛いソースが付いている。アラブ風のスパイスを使ったごちそう。 E 

3 住 

一般的なジブチの建物は、Ｆのように1〜2階の平屋になっています。壁の色は、白や淡いクリームの明るい色の

家や店が多いです。ＧとＨは伝統的な家で、二つとも丸いテントのような形をしていますが、民族の違いにより素

材が違います。現在では、トラディショナルハウスに住んでいる人はあまりおらず、テントのような役割をしてい

ます。観光客が泊まる場合は、中に簡易ベッドや蚊帳がついています。 

キオスク。町中によく見られる、日本のコンビニのような店。コーラやペプシなどの冷たい飲み物、たばこ
や缶詰などの日常品が棚に並べてある。 

F 

ソマリ系のトラディショナルハウス（わらぶき風） G 

アッファール系のトラディショナルハウス（ござ風） H 

ジブチは「熱帯乾燥気候帯」にあり、熱く乾燥している土地が広がります。

雨は１年に数えるほどしか降りません。世界有数の暑い土地で、特に「ハ

ムシン」と呼ばれる北からの熱風の吹く6~9月が酷暑の季節で、平均摂

氏35~45度の日々が続きます。10~5月までが涼季ですが、それでも気

温は平均25~30度程度になります。 

4 気候 

ジブチ郊外でよく見られる風景。岩や土の砂漠で、ところどころ 

「ブッシュ」と呼ばれる背の低い棘のある木が生えています。雨はめ

ったに降りませんが、たまに降ると、茶色い風景が一気に緑色で埋

め尽くされます。（右写真上） 

I 

J ジブチ市から南のアリサビエ市に向かう途中にある砂漠。地面が
ひからびている様子が分かる。（右写真下） 

松村清佳 
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ジブチにまつわるウソ？ホント？ 

ジブチについてのあれこれ…さて、次のカードはホントの話！？ 
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5 6 

7 8 

2 1 3 

4 

09 

     ジブチでは、ある時
刻になるとある高い建物
から、お経のような声が
流れ始めます。その声に
ひかれるように、ぞくぞ
くと男の人たちが建物に
集まります！ 
その理由は… 
『ごはんの配給』 
である。 

     ジブチでは、暑い中で

も子供達は元気に遊んでい

ます。屋外で大人気のスポ

ーツは、サッカー。 

では、屋内で人気のスポ

ーツは… 

『空手』である。 

     ジブチでは、人と人

が出会うときに、まず挨拶

を交わします。 

「アッサラームアレイコム！」 

「ワアレイコムサラーム！」 

この意味は… 

『今日もいい天気だね！』 

『そうだね！』 

     ジブチでは、みんな

音楽やおどりが大好きで

す！日本の演歌のようなソ

マリ音楽も大人気。そんな

中、最近若い子たちが夢中

になっている音楽がありま

す。その音楽とは… 

『ヒップホップ 

やR&B』の 

アメリカ音楽 

です。 

    ジブチ市には、大統領

など偉い人達も泊まれるよ

うに作られたホテルがあり

ます。このホテルを作ったの

は… 

『中国人』である。  

    ジブチでは、雨がほと

んど降りません。 

たまに雨が降ると… 

『いい天気だね！』と言う。  

    ジブチでは、水道管

がとおっている家では、蛇

口から水が出ます。 

シャワーを浴びる時には 

…『お湯も出る』。  

    酷暑の時期、暑さの

収まる夕方になると大勢の

ジブチ人が浜に詰めかけま

す。浜では… 

『海水浴』をする。  

     ジブチでは、サッカー
のほかに人気の屋外ス
ポーツがあります。 
そのスポーツとは… 
『野球』である。  



P.９のこたえと解説です。 クイズを通して、ジブチに興味関心を持とう。 
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1 『ごはんの配給』はウソ。 

正しい答えは「お祈り」。イスラム教徒は日に数回のお祈りを、決まった

時間にします。男の人はモスクと呼ばれるお寺みたいな建物で、女の人

は家の中で行います。 

2 『空手』はホント。 

ジャッキー・チェンの映画も大人気です。カンフーや空手をごっちゃにして

いる人が多いですが、アジア系の格闘技として人気があります。町中を

歩いていると、小さな子にいきなり仕掛けられることも！？ 

3 『今日もいい天気だね！』はウソ。 

正しい答えは「あなた方の上に平安がありますように！」「あなたにこそね！」。イスラム圏共通のあいさつで（ア

ラビア語）、朝・昼・夜のいつでも使われます。 

もともとダンスが大好きなジブチ人。インターネットや衛星放送など

を通じてアメリカ音楽が入ってきた影響で、若い子達がヒップホップ

やR&Bの曲を振り付けでダンスする姿が見られます。 

4 『ヒップホップやR&B』のアメリカ音楽はホント。 

5 『中国人』はウソ。 
日本の大成建設という企業が、ドバイのプロジェクトによって、ジブチ

で一番立派なホテル「ジブチ・パレス・ケンピンスキー（Djibouti Palace 

Kempinski）」を作りました。 

6 『いい天気だね！』はホント。 
晴れているのが当たり前で、雨の降ることが少ないジブチ。雨が降る

と、いい天気だ！と喜びます。 

7 『お湯も出る』はウソ。 

ジブチで熱いお湯と冷たい水が出る建物は、⑤のケンピンスキーホテ

ルくらいしかありません。ただし、太陽が暑い昼間は水道管が熱せられ

るので、蛇口から出てくる水は暖かくなっています。 

9 『野球』はウソ。 

ジブチで人気の競技の一つに、マラソンがあります。１−２月にはマラソ

ン大会が数回行われます。国際マラソン大会（セミ・マラソン）では、

エチオピアなどの近隣諸国から選手がジブチに来て、競い合います。 

8 『海水浴』はホント。 

ジブチは海に面しているにも関わらず、多くのジブチ人は泳げません。

浜では海水に浸かって、水浴をします。 

２００８年１月に行われたジブチテレ
コムマラソン 

２００８年２月に行われたジブチ国際
マラソン 

ジブチ・パレス・ケンピンスキー 

松村清佳 
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ジブチのオフィスアワー 

日本とは全く異なる気候のジブチでは、人々の生活サイクル

もだいぶ違ってきます。 

ジブチのオフィス・アワーは午前7時から午後1時。日本と比べ

ると2時間も早く始まり、日差しが厳しくなる前の午後1時には

仕事を終えます。日本では学校や仕事先でお昼ごはんを食べ

ますが、ジブチでは午後1時に帰宅して家で食べます。その後は、

夕方までシエスタと呼ばれるお昼寝の時間です。この時間帯の

日差しは特に厳しく、外に車や人がほとんどいなくてお店も閉

まっています（右写真）。 

お店や民間企業は暑さをしのぎやすくなる夕方から再開し、

遅いところでは午後10時頃まで開いています。 

11 

ちょっとブレイク 

～ジブチの生活～ 

2009年6月4日14:30の街中 

緑色の時間帯はオフィス・アワーを表しています。左がジブチ、右が日本。 

（黄緑色：ジブチの官公庁は、5-8月をのぞく月水土のみ午後4-6時も働く。） 

ジブチの民族ダンス 

ジブチは２つの異なる言葉や文化を持つ民族が暮らしているため、民族ダンスもまた異なります。イッサ族のダンス

とアッファール族のダンスは服も踊り方も違うのですが、両民族とも激しく動き、ダンスが大好きなのは同じです。 

松村清佳 



第2章 

へぇ～！ジブチと日本 



比べてみよう！ジブチと日本 
ジブチと日本は似てる？ 違う？ 次の項目について、まずは日本はどうなっているか考え、左の欄に記入しよう。 

ジブチについてはヒントを手掛かりに推測してみよう。 
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1 「暦（こよみ）」は何を使っているでしょう？ 

暦には太陽暦（西暦）と太陰暦（イスラム暦）があります。使っている暦が１つとは限りません。 ﾋﾝﾄ 

2 一般的な休日は何曜日でしょう？ 

ﾋﾝﾄ 日本は２回、ジブチは１回です。ジブチの宗教と関係しています。 

3 祝日は１年に何回あるでしょう？ 

ﾋﾝﾄ 日本と同じ／似ている祝日は３つあります。それ以外の祝日は、ジブチの宗教と関係しています。 

4 主な交通手段として何に乗る？ 

ﾋﾝﾄ ジブチには線路が１本しかありません。 

ﾋﾝﾄ ジブチの  → 
トイレです。 5 トイレでは、何を使っておしりをきれいにする？ 

松村清佳 



P.13のこたえと解説です。 
ジブチと日本を比較することで、ジブチの
生活をイメージするとともに、日本の生活
を改めてふりかえる。 
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ジブチの長距離バス 

1 日本は「太陽暦（西暦）」、ジブチは「太陽暦（西暦）」と「太陰暦（イスラム暦）」の２つ。 

  日本では、欧米等と同じ「太陽暦」を使っています。ジブチでは、通常は「太陽暦」を使いますが、イスラム
教の祝祭日は「太陰暦」で決まるため、太陽暦のカレンダーとは毎年約11日ずつずれることになります。「太
陰暦」では新月を確認してから月が変わるため、前日の深夜になってから、翌日が休日かどうか決まることも
あります。 

2 日本は一般的に、土曜日と日曜日の週２回。ジブチは金曜日の週１回。 

  イスラム教の安息日が金曜日なので、ジブチの休日も金曜日になります。 
ジブチには娯楽施設がなく、また暑いこともあり、休日は家で寝るかTVを見て過ごす人が多いようです。休み
前日の夕方から夜にかけては、いつもより人が街中にあふれ、とてもにぎわいます。  

4 日本は電車・バス・車・自転車など、ジブチはバス・車。 

日本は公共交通機関が発達しており、電車やバスなど様々な交通手段を
使って移動することができます。ジブチには、国外のエチオピアと繋がってい
る１本しか電車の線路がありません。街中の主な交通手段はバスや車になり
ます。街中だけを周回する小さなバスや、他の街との間を往復する大きな
バスがあります。 

ジブチは、アスファルト等で整備されている道路が少なく、自転車に乗ると
よくパンクしてしまいます。長距離バスも、街から街へ移動する間にタイヤが
パンクすることがよくあり、そんな時は街から新たなバスが来るまで数時間
待つことも多いです。 

車を持っている家庭は少なく、同僚の車で送ってもらったり、タクシーを利
用することもあります。日本のタクシーはメーター性で距離や時間に応じて
支払いますが、ジブチでは先に交渉して値段を決めてから乗ります。街内だ
と相場があるので、値切る必要もありません。毎日仕事に通う等でタクシー
を利用する人は、１ヶ月の値段を決めて、専属タクシーにすることもあります。  

5 日本はトイレットペーパー（紙）、ジブチは水 

 日本ではトイレットペーバーを使うのが一般的ですが、ジブチでは水で洗い流します。水で洗うことでより清

潔に保てるし、紙を買う必要もありません。最近は日本でも、ウォッシュレットとして水で洗い流すタイプのトイ

レが広がっています。 

ちなみに、日本は水が豊富にあり、お風呂に入るときは湯船にお湯をはるのが一般的ですが、ジブチは水が
少なくとても貴重です。各家にお湯を作る設備がなく、水しか出ません。ユニットバスのように、トイレと同じ場
所で水浴びをする家庭が多いです。水が出なくなる断水も頻繁に突然おこるため、大きなバケツに貯め水を
しておきます。 

3 日本は１５、ジブチは８。 

  日本の「国民の祝日」：元旦、成人の日、建国記念日、春分の日、昭和の日、憲法記念日、みどりの日、こど
もの日、海の日、敬老の日、秋分の日、体育の日、文化の日、勤労感謝の日、天皇誕生日（アンダーラインは
ジブチと同じ、または似ている祝日。） 
  ジブチの祝日はイスラム教に関わるものが多いです。８つの祝日のうち、太陰暦に基づくイスラム教の祝
日 （毎年ずれる祝祭日）は５つあります：イスラム新年、モハメッド生誕祭、モハメッド昇天祭、断食明け祝
い、犠牲祭。太陽暦に基づく、日本と同じ／似ている祝日は３つあります：元旦（日本と同じ太陽暦の1月1
日）、メーデー（＝労働者の日、日本の勤労感謝の日と似ている）、独立記念日（日本の建国記念日と似て
いる）。 

  犠牲祭では羊やヤギを神に捧げます。普段から道ばたにいるヤギや羊
ですが、犠牲祭の前はものすごい数が街の至る所に出現します。トラック
に乗せられて運ばれていたり、家の玄関先につながれている姿をよく目に
します。各家庭の玄関先などで解体が行われ、みんなで分け合います。 
近所の人や貧しい人に配ったりもします。 
  断食明け祝いは、名前の通り断食をする「ラマダン」月が明ける時のお
祝いです。「ラマダン」の間、イスラム教徒は日中に飲食物やタバコをいっ
さい口にできません。日の出前に朝食をすませ、日没とともに食事を始め
ます。断食明けには宴会が催されます。大人も子供も衣服を新調し、綺
麗に着飾って親戚の家を行き来します。この時期は、喜捨（裕福な人が貧
しい人に寄付すること）も励行されます。  

犠牲祭の羊とヤギ 

ジブチのタクシー 

松村清佳 
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比べてみよう！ジブチと日本～学校・産業・社会編～ 

日本とジブチを比べてみたら？ 次のABC どれが正しいと思う？  
この数字と解説を見て、ジブチという国、日本という国を考えてみよう。 

15 

4 女の人は１人あたり平均何人の子どもを産む？ 

1.3人（2008年時点） 

C B A 1.9人 ２.9人 3.9人 

WHO「World Health Statistics 2010（世界保険統計2010）」 

2 ジブチ→日本と日本→ジブチ、どっちの貿易額が多い？ 

C 

B 

A （対日輸出） （対日輸入） 

≒ 

＜ 

＞ 
外務省「政府開発援助(ODA) 国別データブック2009」 

1 小学校で学ぶ子どもは何％？ 

ほぼ100% 

C B A 66% 86% 46% 

UNICEF「世界子供白書2010」 

3 新生児の死亡率。千人あたり何人？ （新生児とは、生後約1ヶ月未満の赤ん坊のこと。） 

C B A 

1人（ 2008年時点） 

6人 16人 36人 

WHO「World Health Statistics 2010（世界保険統計2010）」 

6 お医者さんは国内に何人いる？ 

C B A 

251,889人（2002年時点） 

129人 29人 1290人 

WHO「World Health Report 2006（世界保険報告2006）-Working together for health-」 

5 病院で1年あたりいくら使う？ 

2662ドル/年（2003年時点） 

C B A 47ドル 47０ドル 47０0ドル 

WHO「World Health Report 2006（世界保険報告2006）-Working together for health-」 

8 平均寿命は何歳？ 

C B A 

83歳（2008年時点） 

79歳 59歳 69歳 

WHO「World Health Statistics 2010（世界保険統計2010）」 

7 日本にジブチ人は何人いる？ ジブチに日本人は何人いる？ 

にいるジブチ人 

にいる日本人 

5人（2008年時点） 

C B A 1人 11人 ２1人 

外務省「政府開発援助（ODA)国別データブック2009」 



ジブチに暮らした２年間 〜青年海外協力隊 19年度派遣 松村清佳〜 

P.16のこたえと解説です。 
ジブチが抱えている課題を知るとともに、 

ジブチの経済的ではない豊かさも知り、自分
自身や日本の生活をふりかえる。 

16 

ジブチの人々はとてもオープンでフレンドリー。ジブチ人は男も女も、みんなで集まっておしゃべりをするのが

大好きです。面白おかしく話したり、ホラをふいたりして、笑い合っている風景をよく見かけます。また人と人と

の距離感がものすごく近く、遠慮なく助け合っています。ジブチの自然環境は非常に厳しく、定住に適している

土地とは決して言えません。太陽は熱く、水は少なく、緑はない・・・そんな苦しい土地だからこそ、笑って助け

合いながら生きるジブチ人のたくましさを感じました。また、この国では、物事はとてもスローペースで進みます。

ジブチで暮らしていた時に、「日本では１日でできることがジブチでは１ヶ月かかり、１ヶ月でできることが１年かか

る」とよく思いました。日本では「時間は金なり」や「時間の無駄」という言葉があるように、時間を節約して物

事が非常に早く進みます。時間のペースが違いすぎて、 

初等教育の就学率の問題です。指標は「初等教育純就学率」：初等教育就学年齢の子どもで、初等学校

に就学する子供の数が、その年齢の子どもの総人口に占める割合。（2003-2008年） 

1 B 66% 

貿易額は、対日輸出（ジブチから日本へ輸送）が58万円、対日輸入（日本からジブチへ輸送）が43億

6221万円です（2008年時点）。ジブチ国内の生産物はほとんどなく、多くを輸入品に頼っています。他国

からの輸入品がなかったら、人々は暮らしていけません。 

A 2 ジブチから日本＜日本からジブチ 

ジブチは193カ国中26位とだいぶ高い新生児死亡率をもちます。日本は2番目に低い死亡率（他3カ国同

位）。乳児の死亡率だと、ジブチは76人、日本は3人（千人出産あたり）。16〜59歳の成人死亡率だと、ジ

ブチは309人、日本は65人（千人出産あたり）。 

3 C 36人 

ジブチの女性が生む一人当たりの子供の数は、193カ国中47番目に多いです。日本は韓国などに続いて3

番目に少ないです（他、同位9カ国）。15歳以下の子供の人口の割合は、ジブチは37%（53番目に多い）、

日本は最下位の13%。 

4 C  3.9人 

医療費（一人当たりの医療に対する平均支出）は、日本は192カ国中16位。 

5 A 47ドル 

国民千人当たりの医者の数は、ジブチ0.18人、日本1.98人。 

6 B 129人（2004年時点） 

2008年次の在ジブチ日本人の数は21人ですが、2009年春以降は200人近くまで激増しました（2010年

8月現在）。 

7 21人（2008年時点） 

8 A 
193カ国中、ジブチの平均寿命は154位とだいぶ低い。1位の日本とは、20歳以上の寿命の差があります。

男女別だと、ジブチは、男性57歳、女性61歳。日本は男性79歳、女性86歳。 

59歳 

ジブチのスローペースにはしばらく慣れなかったのです

が、暮らしているうちに、なぜ早くなければならないのか

疑問に思い始めました。人々が気にかけないのだから、

１ヶ月で終わることも１年かけて行ったらいいのではない

か、そんなに生き急ぐ必要はないんじゃないか・・・。日本

に帰って来て１年以上経った今でも、その疑問は消える

ことはありません。 

 ジブチで現地の人々と共に暮らした２年間は、私に

様々なことを教えてくれました。厳しい状況でこそ笑い・

助け合うこと、人との繋がりの大切さ、時間の異なる価

値観・・・そして何より、たくましく生きるということを学び

ました。 ジブチ市の風景 

松村清佳 

C 

http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23243&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23429&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23424&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23422&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23418&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23418&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23413&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23410&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23406&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23400&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23396&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23393&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23391&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23389&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23387&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23241&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23379&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23379&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23376&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23372&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23369&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23359&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23363&z1=AT53Q7rr
http://jp.franceguide.com/magazine/article.asp?idc=23363&z1=AT53Q7rr


ちょっとブレイク 

海でつながるジブチと日本 

17 

～ジブチと日本のこんなつながり～ 

首都ジブチ市の港 

ジブチは国の大部分が土・岩の砂漠や火山岩で覆われ

ているため、農業は未発達で、地下資源にも恵まれていま

せん。国内に資源がないため、食料品や生活品の大部分

を輸入に頼っています。エチオピア-ジブチ間の鉄道輸送

およびインド洋と紅海をつなぐ中継貿易などの港湾サー

ビスが、経済の８割を占めています。 

そんなジブチ市の港湾の存在は、ジブチ人にとっては生

活に必要なものを輸入する生命線および収入源となり、

他国にとってはインド洋と地中海をつなぐ通路の中継点

およびアフリカへの入り口の一つとして重要です。近年で

はドバイ等アラブ諸国の投資が増加しており、東アフリカ

地域における重要な物流拠点として、存在感を急速に示

しつつあります。 

エチオピアとジブチ市をつなぐ１本
の線路 

ジブチ市の近くで入港を待つ船舶 港に停泊中の、日本の会社 “日本郵船
(NYK)” の船舶 

鉄道や港湾以外では、フランス軍やアメリカ軍などの駐留費、国際援助が収入源になっています。2009年3月には

ソマリア沖海賊の対処活動のため、日本の自衛隊も来航しました。それより以前は日本大使館もなく、在ジブチ日

本人はJICAボランティアとその事務所、NGOのAMDA等の20人ぐらいでした。現在(2010年時点)、日本はジブチ近

辺に自衛隊を派遣し、ジブチは海賊対策の護衛活動を行う活動拠点となっています。日本の自衛隊がジブチに駐

屯することで、日本大使館がつくられ、自衛隊以外の日本人も増え、ジブチと日本の交流も広がり始めています。 

「さざなみ」入港式（2009.3.6） 

普段の暮らしの中で、人と人との良い関係を保つことが

大切なように、国と国との関係も良く保つことは非常に大

切です。隣国のエチオピアは海に面していないのでジブチ

の港が必要であり、ジブチでは農作物が育たないため、野

菜や果物などの食料品はエチオピアから列車で運ばれて

きます。日本も食料自給率は７割（2009年時点；生産高

ベース）と10割に満たなく、食料品以外も多くを輸入品に

頼っています。ジブチも日本も他国との関係なしには成り

立ちません。また、日本の自衛隊がジブチに滞在できるの

は、ジブチと日本の良い関係が築けているからです。今後

も両国が仲良くしていく（良い関係を築いていく）ことを

願ってやみません。 

松村清佳 



第3章 

一緒に考えよう！こんな課題 



一緒に考えよう！１つの国に２つの民族 
ジブチには異なる言葉や文化をもつ２つの民族「ソマリ系イッサ族」と「エチオピア系アファル族」が住んでいます。

異文化の人々が同じ国で暮らしていくには、どのような課題があるのか考えてみましょう。 

19 

では、その問題を解決するためには、何ができるでしょうか？ どんなことが大切でしょうか？ 

1 どうして言葉や文化の違う民族が１つの国に暮らすことになったのか？ 考えてみましょう。 

2 ２つの民族が１つの国にどのように住んでいるのか？ 考えてみましょう。 

3 違う民族が同じ国に暮らすには、どのような問題があるのか？ 考えてみましょう。 

5 

4 

私たちは「日本人」というアイデンティティを持っていますが、『民族』という意識はあるでしょうか？ 

ジブチ周辺の地図 



“フランス領ソマリランド”から“ジブチ共和国”へ 

P.19の解説です。 
ジブチの状況を知ることにより、異文化の人
たちが共生するためにはどうすればいいかを
考える。 

20 

 その後、表向きには大きな民族同士の争いは起きていないものの、人々の心には民族意識や差別が根強く残

っています。 

 タジュラ湾をはさんで北側のオボックやタジュラにはアファル族が住んでおり、南側のアリサビエ等にはイッサ

族が住んでいます。それぞれの民族としてのアイデンティティが、ジブチ国民としてのアイデンティティよりも強

いため、国としてまとまることが難しく、発展を妨げている要因の一つになっていると考えられています。 

 経済発展が進みつつある首都ジブチ市には両民族が集まるため、ごく最近では異なる民族同士で結婚をす

る人もでてきました。しかし、ジブチ市内でも住居地区が分かれていたり、民族間で若者同士の小競り合いがお

きたりしています。国内の民族間の問題以外でも、特にジブチ市内には出稼ぎのエチオピア人や難民のソマリ

ア人が多数住んでいて、彼らに対する貧富の差や差別もあります。 

 両民族や外国人が一緒に働く職場では、一般的には公用語のフランス語を話しますが、ある民族が多いと彼

らの言語で話すことが多くなります。例えば、１つの職場にアファル族１０名、イッサ族３名、フランス人１名の場合、

自動的にアファル族同士でアファル語を話す機会が多くなり、他のイッサ族とフランス人は話しに参加できませ

ん。またジブチの社会はコネ社会で、民族内に限らず家族や親戚など近い人をより優遇する傾向があります。そ

の結果、例えば職場の上司がイッサ族の場合、部下にもイッサ族を多く雇うため、組織のトップがどちらの民族

かによって組織全体が偏ります。ちなみに、ジブチ共和国の大統領はソマリ族で首相はアファル族。議員の定数

65議席のうち（議会は１院制）、イッサ族33議席、アファル族32議席と決まっています（2009年時点）。 

 

ジブチ市の港は、ジブチ人にとっても東アフリカ地域やアラブ半島の国々にとっても重要です（→ Ｐ.17）。実

は“ジブチ共和国”という国が独立する前からジブチ港は在り、その過程には、利便性の良い土地に目を付けた

フランスが大きく関係しています。 

 かつて、地中海と紅海は繋がっていなかったため、インド洋からヨーロッパ方面に航路で行くには、アフリカ大

陸の南端をまわらなければいけませんでした。その不便さを解消するため、地中海と紅海をつなげる「スエズ運

河」の建設が1859年に始まりました。「スエズ運河」の建設が始まると、タジュラ湾北側にあるオボックの港から

フランスが勢力を拡大し、1896年に“フランス領ソマリランド”として、周辺一帯を植民地化しました。また、オボ

ックの対岸に港町ジブチを開き、エチオピアの首都アディスアベバとの間に線路を敷き「ジブチ・エチオピア鉄

道」（Ｐ．19 ジブチ地図の点線）が建設されました。 

 第２次世界大戦後の1946年、植民地化されていたアフリカ各国の独立が進みましたが、“フランス領ソマリ

ランド”は２つの民族の対立で独立が難しかったため、フランスの海外領土に留まりました。1967年に“フランス

領アファル・イッサ”に改名された後、議会選挙でアファル族の進歩党が圧勝。イッサ族を基盤とする独立アフ

リカ人民同盟も勢力を強め、独立を要求しました。そのため、今から約30年前の1977年に“ジブチ共和国”とし

て独立しました。 

 独立の際には、イッサ族のグレド大統領が就任したけれど、部族対立は収まりませんでした。1991年に民族

同士の内戦が勃発。グレド大統領は大統領の直接選挙制や脱部族政策を導入し、1933年に4選をしました。

1999年には新しい大統領（ゲレ大統領）が当選し、内戦が始まって10年後の2001年に内戦が終結しました。 

２つの民族は今… 

 日本の民族には、古来より本島を中心に住んでいる大和民族の他、沖縄の琉球民族と北海道のアイヌ民族

が住んでいます。日本の本島に住んでいると、民族というものを意識することは少ないのですが、例えばジブチ

では、同じ民族の人を“兄弟”と呼び、血のつながった家族と捉えるのです。『民族』と『家族』の両方についてい

る『族』の意味は、「同じ祖先を持つ人々、同じ血統の人々」です。 

 日本では、祖先から代々続いて来た血族としてのまとまりである「お家」が重要視され、「家」単位での戦（いく

さ）や対立をしていた時代があります。アフリカにおける民族間紛争や民族意識とは、血族の集団が地位や名

声を守り、家系を継承していく感覚に似ているようです。 

日本とジブチの『民族』と『家族』 
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一緒に考えよう！海の生物の利用 
みなさんは、いつも食べている物がどこから来ているか知っていますか？ 

どこで作られているのか？どこで獲られているのか？スーパーやコンビニに並べられる前はどこにあるのでしょう？？ 
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2 みんなは写真の生き物を食べたことがありますか？ 

4 漁師さんの話を聞いて、どう思いましたか？ 

5 漁師さんの心配を解決するには、どうすればよいでしょうか？ 

6 普段、私たちが食べている物はどこから来ているのでしょうか？そこの国や地域ではどのような課題がある
のか調べてみましょう。 

1 下の写真はジブチで撮られました。この生き物は何でしょう？ 

3 ジブチの人々はどうでしょう？ 

近頃、ジブチのサメがずいぶん少なくなった。フカヒレがアジアで高く売れ

るからな。先日もイエメンからサメを獲りに来た人が、違法漁業でつかまっ

ていたよ。このままみんなが無計画に獲っていたら、サメもナマコもいなく

なってしまうかも・・・。お金になるのになぁ。 

ジブチの漁師さん 

松村清佳 



サメの保護について 

海の黒い宝石“ナマコ” 

アジア諸国で人気の“フカヒレ” 

人は“資源”をどのように利用したら良いのか 

P.21の解説です。 
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1 写真はジブチで獲られたサメ（左）とナマコです。 

ジブチのレストランでは、日本ではあまり食べない肉がよく出ます。ラクダや

ヤギの肉、そして魚料理としてサメの肉がよく食べられます。 ジブチのサメ

は近頃だいぶ少なくなったと、漁師さんが言っていました。紅海を挟んで対

岸のイエメンからサメを獲りに来て、違法漁業で捕まる人もいます。サメの

数が少なくなったり、危険をおかしてまで密猟をする理由は、サメのヒレを

乾燥させた“フカヒレ”が中華料理の高級食材としてアジア諸国で高く売れ

るからです。ヒレは切り取ってアジア諸国に高く売り、残りの肉はジブチで安

く食べられます。 

 日本では、サメの肉をそのまま食べることは少ないですが、かまぼこやはん

ぺんなど魚肉の練り物に加工されます。日本は世界有数のフカヒレ生産国

で、江戸時代にはナマコやアワビと共に中国へ輸出されていました。 

“フカヒレ”と同じように、乾燥“ナマコ”が中華料理の高級食材として使われて

います。日本では生のまま、もしくは酢の物として食べられています。中国（香

港）の経済成長が高まるにつれて、乾燥ナマコの需要が高まり、日本から中国

（香港）への輸出が増加しています。ジブチには大きい立派なナマコがいるので

すが、それも中国などに向けて高値で売られると漁師さんが言っていました。

ナマコは海底の砂泥の中に含まれる有機物から栄養を摂取し、きれいになった

砂泥を排泄することから、海の掃除屋とも呼ばれています。 

サメのヒレは高級食材のため、アジアの経済発展が進むにつれて人々の需要は高まって行きます。サメは海洋

生態系の頂点に位置するので、もともと数が少なく、成長が遅く、子供を少ししか生まなく繁殖率が低いため、

サメの絶滅を心配する要因の一つになっています。 

 サメの保護は1990年代からワシントン条約会議で何度も出されるようになり、2000年代からは欧米の自然

保護団体のサメ保護キャンペーンが活発になりました。世界最大のサメ「ジンベエザメ」と「ウバザメ」の保護が

2002年にワシントン条約会議で決定され、続いて「ホホジロザメ」の保護も2004年に決定されました。 

 

人が利用する自然の物は、全て大事な「資源」です。サメやナマコなどの海洋生物はもちろんのこと、石油、森林、

水、動物・・・・・・すべて人が生きて行くのに必要な物です。少量を獲って食べる分には良いのですが、例えば、大

量に獲って大量に売りさばくことを続けていると、資源の量が減ってしまいます。資源には限りがあり、いったん枯

渇してしまうと回復することはとても難しいです。私たちは、海の恵みを少し分けてもらうという謙虚な気持ちで、

バランスよく資源を利用する方法を考えなければなりません。 

フカヒレスープ 

酢ナマコ 

持続可能な社会づくりという視点で、「食」という 

「資源」を考えるとともに、自分の食生活を見直す。 
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ジ・ブ・チ フォトギャラリー 

23 

上空から撮影したジブチ市。平屋が多く、家の間に木を植えています。 

ジブチ市の街中。昼間に人はいませんが、夕方になると店
先に積み上げられたいすが並べられ、食事をするジブチ
人男性が大勢集まります。 

ジブチ市の郊外。低木（ブッシュ）に色とりどりの
プラスチック・バッグが引っかかっています。 

ジブチ市の郊外。お金のない人達が住んでいるゾーン。 

ジブチ市の市場。エチオピアから鉄道で運ばれてきた
野菜や果物は、中央の市場で売られます。 

ジブチ市の修理屋。車とバイクのパンクやエアーチェッ
クをしてくれます。エチオピアから出稼ぎに来た人たち。 

ジブチ市周辺の風景 

松村清佳 
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ジブチの海と海洋保護区 

松村清佳 
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ジブチの人々 

短期ホームステイした家の子ども（左）とその友達（右） 

ジブチ市からアリサビエに向かう途中に住んでいる子ども達 

渡したデジカメをのぞき込んでいる女の
子達。髪の毛を自分たちで編み込む。 

ジブチの国際マラソンを応援するジブチ人 
国土整備環境局で働く人達。青年海外協力隊で
派遣された職場の、同僚たちと一緒に  

学校で観客が
見守る中、 

民族ダンスの 
お披露目 

 

松村清佳 



第4章 

そして未来へ 



ランキングで考える元気な地球のつくり方 

今、日本は元気でしょうか？ 地球は元気でしょうか？ 

1 まずは、次のニュースを読んでみましょう。 

2 では、Ｐ. 29の資料を見てみましょう。国際通貨基金（ＩＭＦ）による2010年の「国内総生産（ＧＤＰ）」「人間開

発指標（ＨＤＩ）」「国民総幸福度（ＧＮＨ）」の国別ランキング上位を表した表です。（→詳細P.28）Ａ～I にはど

この国が入ると思いますか？ また、①のニュースとこれらの表を見て、どんな感想を持ちましたか？ 

みんなで話し合ってみましょう。 

3 では、これから日本はどんな国を目指していったらいいと思いますか？自分自身がどんな国で暮らしたいかを
考え、次のカードの優先順位の高いものから下のように並べ、その理由も考えてみましょう。（下のカード以

外に新しいカードをつけ加えてもＯＫです。） 

4 グループでそれぞれが考えたランキングを共有し、その理由もお互いに伝えてみましょう。 

5 グループで話し合ってみて、どんな感想を持ちましたか？全員で感想を話し合ってみましょう。 

6 では、グループのみんなが暮らしやすい国を実現するために大切なことは何だと思いますか？「国が元気」と
いうのはどういうことだと思いますか？ グループでまとめ、模造紙を２つに分けて、左半分に書き出してみま

しょう。 

7 さて、みんなが⑥で書いた模造紙をもう一度見てみましょう。日本が元気になった時、日本以外の他の国
は元気ですか？日本が元気になることで、他の国の元気を奪ってはいませんか？ 

日本だけでなく、日本を含めた地球全体が元気になるために大切なことは何でしょう？⑥の模造紙の左半

分に書いたアイデアにつけ加えたり修正したりするものがあれば、右半分に書き出してみましょう。 

9 このアクティビティに正解はありません。これまでの作業を通して、どんなことを感じましたか？ 
感想をみんなで話し合ってみましょう。 

8 グループで考えたことをみんなで共有しましょう。 

日本のＧＤＰ、中国に抜かれ世界第3位に！ 

ＧＤＰ（国内総生産）は国の経済力を表す指標で、その国で1年間つくられたものや提供された

サービスなどの金額をすべて合計した数字。内閣府が2010年2月14日発表した10年の日本の

名目ＧＤＰがドル換算で5兆4,742億ドル（479兆2,231億円）となり、中国の名目ＧＤＰ５兆8,786億

ドル（39兆7,983億元）を下回り、世界第3位になりました。日本は1968年以来世界第2位の経済

大国でしたが、43年ぶりにその座を明け渡しました。 

経済力の強い国 

古くからの伝統文化
を守り続ける国 

平和な国 

自然豊かで環境を 
守る国 

食料自給率の高い国 

多様な人々を受け入
れる多文化共生の国 

誰もが平等な国 

誰もが高い質の教育
を受けられる国 

高 

↑ 

優先順位 

↓ 

低 
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国の状況を表す様々なランキング 

P.27のこたえと解説です。 
｢豊かさ」の指標を通して、だれもが暮らし

やすい社会とはどんな社会なのか考えよう。 

2 A アメリカ合衆国 B インド C ドイツ 

D E F 

● 国内総生産 （GDP：Gross Domestic Product） 

GDP（国内総生産）とは、日本の国内で、1年間に新しく生みだされた生産物やサービスの金額の総和のこと

です。GDPはその国の経済の力の目安によく用いられます。また、経済成長率はGDPが1年間でどのくらい伸び

たかを表わすものです。経済が好調なときはGDPの成長率は高くなり、逆に不調なときは低くなります。GDPは

市場価格をベースに計算されるため、物価の変動の影響をうけます。その物価変動を考慮しないものを「名目

GDP」、物価変動を考慮したものを「実質GDP」といいます。例えば、2009年から2010年に名目GDPが100兆か

ら200兆になったとしても、物価が2倍になっているとすると、実質GDPは100兆のままです。 

GDPと似たものに、GNP（Gross National Product:国民総生産）があります。GDPが国内で新たに生産された物

やサービスの付加価値の合計額であるのに対し、GNPは国内に限らず海外の日本企業の生産額も含みます。 

以前はGNPがよく使われていましたが、最近は、国内の景気をより正確に測る指標としてGDPがよく使われま

す。また、GNPとほぼ同一のものとして、GNI（Gross National Income:国民総所得）があります。1993年の国連に

よる勧告に基づき、日本政府が導入した国民経済計算の体系（９３ＳＮＡ）では、ＧＮＰの概念を廃止し、ＧＮＩを導入

しています。 経済産業省キッズページ 

●人間開発指標 （ＨＤＩ： Human Development Index） 

人間開発の3つの基本的な側面「健康で長生きできるかどうか」「知識を得る機会があるかどうか」「人間らし

い生活を送れるかどうか」について、長期にわたる進歩の度合いを測定するための総合的な指標。国連開発計

画が毎年発表している「人間開発報告書」で報告されますが、その内容は年々修正されています。2009年ま

では、出生時平均余命、成人識字率および初・中・高等教育の総就学率、そして米ドル建て購買力平価

（PPP）に換算された1人当たりの国内総生産（GDP）に基づいて算出していましたが、2010年には新たな３項目

が追加されました。それは、 

  ◎不平等調整済み人間開発指数 

      健康状況と教育状況、それに所得の分配状況に関して、どの程度の不平等が存在するかにもとづい 

て、国ごとのHDIの数値に修正を加えた指標 

  ◎ジェンダー不平等指数 

      女性の健康の水準と教育の水準、政治や職場への参加の度合いを考慮に入れて、国の中での男女の

格差を把握し、同時に国家間の比較を行うことを目的とする指標 

  ◎多次元貧困指数 

      健康、教育、生活水準など複数の側面における世帯レベルの貧困状況を把握するための指標 

 です。また、これまでの米ドル建てPPPに換算された1人当たりのGDPにかわって、米ドル建てPPPに換算され

た1人当たりの国民総所得（GNI）を用いて、生活水準については算出されています。さらに、2010年の報告書

のテーマは、まさに｢国家の真の豊かさ」。HDIは、人間の「幸福」は金銭だけでは決まらず、みずから選択し追求

するに値すると考える人生計画を実現できる可能性がどの程度あるかによって決まってくると考えています。 

ブータン王国のジグメ・シンゲ・ワンチュク国王が1976年、国際会議で提唱した国家建設の開発理念。「国に

とって大切なのはＧＮＰ（Gｒoss National Product：国民総生産）よりＧＮＨ（Gｒoss National Happiness：国民総幸福

度）なんです。ペットボトルの水がよく売れる国はGNPは上がるが、自然破壊がなく、川の水が飲める国はGNH

が高い。塾で疲れた子どもたちより、自然の中で遊べる子ども達の方が幸福度が高い。」ブータンは、独自の文

化と徹底した環境保護政策から観光客が増加しており、1人当たりの国民所得は870ドルと、インドより大きく

なっています。最近では、物質的な豊かさと精神的な豊かさを共に示す基準として、「基本的生活度合い」「文

化の多様性」「感情の豊かさ」「健康」「教育」「時間の使い方」「自然環境」「コミュニティの活力」「良い統治」な

どGNH指標作りが、日本などの学者たちの間で進められています。Ｐ.29の表は2006年イギリスのレスター大学

の社会心理学者エードリアン・ホワイト氏が、全世界約８万人の人々に聞き取り調査を行った各種国際機関

（ユネスコ、CIA、WHOなど）の発表済みレポート（100種以上）のデータを分析して行った「ＧＮＨランキング」です

（イラクなどの紛争地域を除外した世界178カ国を対象）。なお、この調査で日本は90位でした。 

●国民総幸福度 （ＧＮＨ： Ｇｒｏｓｓ Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ） 

G デンマーク H スイス I オーストリア 

ノルウェー オーストラリア ニュージーランド 

人間開発報告書2010 
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国内総生産（ＧＤＰ） 
[2010年] 

１ 

２ 中国 

３ 日本 

４ 

５ 

６ ロシア 

７ ブラジル 

８ 英国 

９ フランス 

10 イタリア 

11 メキシコ 

12 韓国 

13 スペイン 

14 カナダ 

15 インドネシア 

16 トルコ 

17 オーストラリア 

18 イラン 

19 台湾 

20 ポーランド 

21 オランダ 

22 アルゼンチン 

23 サウジアラビア 

24 タイ 

25 南アフリカ 

26 エジプト 

27 パキスタン 

28 コロンビア 

29 マレーシア 

30 ベルギー 

人間開発指標（ＨＤＩ） 
[2010年] 

１ 

２ 

３ 

４ アメリカ合衆国 

５ アイルランド 

６ リヒテンシュタイン 

７ オランダ 

８ カナダ 

９ スウェーデン 

10 ドイツ 

11 日本 

12 韓国 

13 スイス 

14 フランス 

15 イスラエル 

16 フィンランド 

17 アイスランド 

18 ベルギー 

19 デンマーク 

20 スペイン 

21 香港（中国） 

22 ギリシャ 

23 イタリア 

24 ルクセンブルク 

25 オーストリア 

26 英国 

27 シンガポール 

28 チェコ共和国 

29 スロベニア 

30 アンドラ 

国民総幸福度（ＧＮＨ） 
[2006年] 

１ 

２ 

３ 

４ アイスランド 

５ バハマ 

６ フィンランド 

７ スウェーデン 

８ ブータン 

９ ブルネイ 

10 カナダ 

11 アイルランド 

12 ルクセンブルク 

13 コスタリカ 

14 マルタ 

15 オランダ 

16 ｱﾝﾃｨｸﾞｱ・ﾊﾞｰﾌﾞｰﾀﾞ 

17 マレーシア 

18 ニュージーランド 

19 ノルウェー 

20 セーシェル 
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目で見るジブチ共和国 

平均気温 

ジブチ 

29.8℃ 

名古屋 

16.4℃ 

ジブチ 
259.3ｍｍ 

名古屋 
1,580ｍｍ 

◆国旗：「世界の国旗」吹浦忠正監修（Ｇａｋｋｅｎ）◆面積・首都・民族・通貨・言語・宗教：外務省ウェブサイト「各国・地域情勢」◆人
口：世界子供白書２０１０（ユニセフ） ◆日本の面積：総務省統計局「日本の統計2010」 ◆気候帯・平均気温・年間降水量：外務省
ウェブサイト「探検しよう！みんなの地球」 ◆名古屋の平均気温・年間降水量：愛知県公式ウェブサイト 「－ポケット情報あいちー土
地・気象、人口、農林漁業、事業所」 ◆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） 

ジブチはフランスの植民地でしたが、1977年に独立し、国旗を制定しました。青い色

は全人口の48%を占めるソマリア系のイッサ族を表し、緑は38%を占めるエチオピア

系のアファル族を、白は平和と平等、星は国民の統合の象徴です。 

アラビア語   
フランス語 

 

●言語● 

ステップ気候  砂漠気候 
 

●気候帯● 

●年間降水量● 

ソマリア系イッサ族 

エチオピア系アファール族 

●民族● 

    イスラム教（94%） 

●宗教● 

ジブチ 

首都 
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23,200ｋ㎡ 

377,944ｋ㎡ 

≒ 

●面積● 

ジブチ・フラン 

●通貨● 

●人口● 

12７,293,000人 

849,000人 

－6時間 

●日本との時差● 

正午 18:00 

(2008年) 



◆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・１日１．２５米ドル未満で暮らす人
の比率：世界子供白書２０１０（ユニセフ） 

再輸出品 

自動車、タイヤ 

日本との 
貿易主要品目 

●         ● 

（運輸）ジブチ鉄道  ジブチ港湾サービス 

● 主要産業 ● 
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0.1％ 

1.9％ 

（2000～2008年） 

● 人口増加率 ● 

83年 

55年 

● 出生時の平均余命 ● 

(2008年) 

● 都市人口の比率 ● 

(2008年) 

66％ 

87％ 

38,210米ドル 

1,130米ドル 

● 一人あたりのＧＮＩ ● 
（2008年） 

95人 

●          ● 
5歳未満児の死亡者数 
（出生1000人あたり） 

(2008年) 

４人 

（1992～2007年） 

19％ 

 １日1.25米ドル未満で  

暮らす人の比率 
●                ●  

39人（2010年11月現在） 

7人（2010年11月現在） 

● 在留邦人数 ● 

● 在日当該国人数 ● 

初等教育 

純就学/出席率 

（200３～200８年） 

66％ 

●              ●  



ジブチ地図 

ディキル 

エリトリア イエメン 

エチオピア 

ソマリア 

アルタ 

アリ・サビエ 

ジブチ 

ジブチ 

タジュラ 

オボック 
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アフリカ 
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アフリカ 



参考文献・データ等の出典 

● 外務省「各国・地域情勢」 

     http://www.mofa.go.jp/mofaj/ 

● 外務省「政府開発援助(ODA) 国別データブック2009」 

● 外務省「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 

● 総務省統計局「日本の統計」  

     http://www.stat.go.jp/data/nihon/index.htm 

● 総務省統計局, 「人口推計」2010年4月 

● 財団法人日本ユニセフ協会「世界子供白書2010」 

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

● UNFPA, 「State of World Population 2010（世界人口白書2009）」 

● WHO「World Health Statistics 2010（世界保険統計2010）」 

● WHO「World Health Report 2006（世界保険報告2006）-Working together for health-」 

ご協力いただいた方 【敬称略】 

松村清佳（ＪＩＣＡ青年海外協力隊ＯＢ）  

2010年度教材作成チーム 

   安城市   犬山市   江南市      

   新城市   あま市   長久手町    

特定非営利活動法人 NIED・国際理解教育センター  

財団法人 愛知県国際交流協会 
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