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

そんな想いが本書作成のきっかけでした。

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

●国際交流は楽しい！

そんな想いが本書作成のきっかけでした。

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

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

そんな国際交流の楽しさ、大切さを愛知から発信していきたいと考えました。

●人 顔が見える教材を くりた ！●人の顔が見える教材をつくりたい！

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

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

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

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

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

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

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

●未来を創るのはわたしたち！

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

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

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

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

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

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

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

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

こんな教材です！

●ファシリテーター・先生用の教材です
内容については、小学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●参加型で使うことができる教材です
情報・知識を聞くだけでなく、考えたり、作業をしたり、話し合ったりすることによって楽しく学べるとともに、その中

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

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

ければと思います。

●きっかけづくりの教材です

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

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

●使い方は自由です

本書で紹介したのは、ジンバブエのほんの一面です。本書だけでジンバブエのすべてがわかるわけではありません。

ジンバブエに親しみを感じ、関心をもってもらうと同時に、自分たちの地域をふりかえり、地球的課題を考えるきっか

けとして活用してください。

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

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

いときは、活用してください。

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

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

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

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

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

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

●本書の構成とマークの見方

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

用してください。 なお、本書で使っているマークの意味は次の通りです。

プログラムに関する説明です

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。

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。

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 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。

データ等の出典です。

写真の撮影者です。
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なぜジンバブエ共和国？

始まりは、2005年愛知万博「一市町村一国フレンドシップ事業」

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

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

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

●世界各地から訪れる人々に日本や日本人を理解してもらう

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

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

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

学ぶ機会とする

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

せる

この「一市町村一国フレンドシップ事業」をさらに広げ、

つなげていこうと作成したのがこの教材です。

そして、ジンバブエ共和国のホームシティは豊川市でした。

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

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

愛知万博／アフリカ共同館

2012年作成

予定国

（38カ国）

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

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

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

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

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

共和国 マダガスカル共和国 モーリタニア・イスラム共和国 ルーマニア

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

2011年作成

（22カ国）

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

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

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

和国 マレーシア ミクロネシア連邦 メキシコ合衆国 ロシア

2010年作成

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

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

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

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

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

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

200９年作成

（20カ国）

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

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

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

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

200８年作成

（10カ国）

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

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

ジンバブエってどんな国？

＝雄大な自然と豊かな資源をもつ高原の国＝



ジンバブエってどんな国？

ところでみなさんは、ジンバブエのこと、どのくらい知っていますか？

1 ジンバブエはアフリカ大陸にある国って、みなさん、知っていましたか？

では、アフリカのどのあたりにあるのでしょうか。

次の地図から選んでみましょう。

A 北部のあたり

D 東部のあたり

B 西部のあたり

C 南部のあたり

2 ジンバブエがどこにあるか、だいたいの場所がわかりましたか？

次はヒントをもとに、「ここだ！ 」と思うところに、色を塗ってみましょう。

ジンバブエの他にも知っている国があれば、国名を記入してみましょう。

・南半球に位置しています。

・海に面していない内陸国です。

・面積は、アフリカ諸国の中では真ん中くらいの広さです。

・世界三大瀑布「ビクトリアの滝」で有名です。

ヒント

」

3 ジンバブエで主に使われている言葉は何語でしょう？

CBA 英語 アラビア語フランス語

4 ジンバブエには、どのくらいの人が住んでいるでしょう？

A B C約400万人 約3,600万人約1,200万人

5 ジンバブエの国旗、国章に描かれている動物は何でしょう？

A B Cワニ 鳥象

05
1991年にドラマ化され大ヒットした柴門ふみ原作の漫画『東京ラブストーリー』。

原作では主人公「赤名リカ」はジンバブエ育ちという設定です。

A B Cワニ 鳥象



P.5のこたえと解説です。
ジンバブエの概要を把握する。

2 ジンバブエはアフリカ大陸南部の内陸部に位

置し、モザンビーク、ザンビア、ボツワナ、南アフ

リカ共和国と国境を接しています。

1 南部のあたりC

リカ共和国と国境を接しています。

面積は390,580k㎡で、日本（377,947k㎡）とほ

ぼ同じくらいの広さです。アフリカ諸国の中では

54国中26番目の広さです。

地形は大部分が高原であり、亜熱帯地域に位

置しながら過ごしやすい気候となっています。

ザンビア国境の「ビクトリアの滝（ビクトリア

フォ ルズ） は イグアスの滝 ナイアガラの滝

赤道

フォールズ）」は、イグアスの滝、ナイアガラの滝

と合わせて世界三大瀑布の一つに数えられて

います。
ジンバブエ

3 A 英語

19～20世紀、ジンバブエは多くのアフリカ諸国がそうであったように、ヨーロッパの植民地でした。ジ

ンバブエを含むアフリカ南部及び東部の広大な土地を支配していたイギリスの影響で、英語が公用

語となっています。その他、民族の言葉であるショナ語、ンデベレ語が主に使われています。

4 B 約1,200万人

ジ バブ （ ）ジンバブエの人口は1,252万人（2009年）で、日本のおよそ1/10です。

人口構成としては、ショナ族が7割以上を占め、その他ンデベレ族などのアフリカ系、アジア系、ヨー

ロッパ系白人が住んでいます。

5 C 鳥

ジンバブエの国旗・国章ともに描かれている黄色の鳥（ジンバブエの鳥）は グレート・ジンバブエ遺

ジンバブエの国旗・国章

ジンバブエの国旗・国章ともに描かれている黄色の鳥（ジンバブエの鳥）は、グレ ト・ジンバブエ遺

跡にある石彫の鳥で、ジンバブエの栄光の象徴となっています。

ジンバブエとして独立する以前の国旗（ローデシア、ジンバブエ・ローデシア）でもこの鳥のデザイン

が使われていました。

ジンバブエ国旗 ジンバブエ国章

06
国旗の緑・黄・赤・黒の色は、アフリカ諸国で多く使われる色です。

「ジンバブエの鳥」以外にジンバブエの国旗・国章に共通しているデザインは、鳥の後方にある「赤い

星」です。この星は国家の希望と未来を表しています。
ウィキペディア



ジンバブエ ウソ？ホント？クイズ

ジンバブエクイズに挑戦！ これってウソ？ ホント？

ジンバブエとは「砂 ジンバブエの地域 ジンバブエは1年21 3
の城」という意味である。 が国として成立するよう

になって、まだ200年足

らずである。

を通して非常に暑い！

ジンバブエの首都

ハラレには、高層ビルが

立ち並ぶ！

ジンバブエの穀物

自給率はほぼ100％で

ある。

読み書きできる人

の比率（識字率）は非常

に高い。

5 64

ジンバブエでは過

去に「100兆ジンバブエ

ドル」という超高額紙幣

ジンバブエ人の主

食は小麦である。

ジンバブはライオ

ンやゾウ、キリンなどの

野生動物の宝庫である

97 8

ドル」という超高額紙幣

が発行された。

野生動物の宝庫である。

07
メジャー大会通算3勝をあげ、1994年には世界ランキング1位となった、1990年代を代表するゴルファーで

あるニック・プライスは、ジンバブエ育ちです。



P.7のこたえと解説です。 ジンバブエを知ることで親近感をもつ
とともに、知ることの楽しさを体感する。

1 ジンバブエという国名は ジンバブエの主要な言語であるショナ語で「石の家」を意味し×1 ジンバブエという国名は、ジンバブエの主要な言語であるショナ語で「石の家」を意味し、

世界遺産に登録されている「グレート・ジンバブエ遺跡」に由来します。

かつては、ローデシアと呼ばれる地域でしたが、1980年の独立の際に改名しています。

×
ウソ

2 ×
ウソ

国の成立は200年前よりずっと古く、12～15世紀頃は、グレート・ジンバブエ王国が栄え、

今に世界遺産グレート・ジンバブエ遺跡を残しています。

遺跡の出土品から中国製陶器なども発見されるなど、かなり大規模な交易を行っていた

ようです。

3 ×
ウソ

ジンバブエは亜熱帯地域に位置していますが、国土の大部分が1,000m以上の高原であり、

比較的過ごしやすい気候となっています。

夏の平均気温は25℃～30℃、冬の平均気温は15℃～20℃です。

4 ○
ホント

ジンバブエ最大の都市である首都ハラレは、人口200万

人を超え、イギリス風の街並みに高層ビルが建ち並ぶ大都

市です。

建設時はソールズベリーという名前でしたが、独立から2

年後の1982年にショナ語で「眠らない者」という意味のハ

ラレに改名されました。

5 ×
ウソ

かつては外貨収入の半数を農産物の輸出で得ている農業国で、ヨーロッパからは「アフリカ

の穀物庫」と呼ばれていましたが、近年の経済政策の失敗により農業生産量は激減し、穀物

自給率は54％にまで低下しています。
農林水産省「諸外国・地域の穀物自給率」（2007年試算）

ハラレの夜景

6 ○
ホント

ジンバブエでは、イギリスの植民地時代からジンバブエ独立後も教育に力を注いだ結果、

非常に高い識字率をもつ国になっています。

近年の経済の減衰に比例し識字率も低下しているものの、90％以上の識字率を誇ってい

ます。

7 ○
ホント

ジンバブエでは、2000年代当初から、経済施策の失敗や圧政

に対する欧米各国の経済制裁などにより経済システムが破綻し
ホント

に対する欧米各国の経済制裁などにより経済システムが破綻し、

「ハイパーインフレ」と呼ばれる猛烈な物価上昇が起こりました。

政府は物価上昇に対応すべく高額紙幣を乱発し、このことがさ

らなる混乱を生みだす結果になりました。

100兆ジンバブエドル札（表・裏）

「0」の数はなんと14！

8 ×
ウソ

ジンバブエの主食はトウモロコシです。トウモロコシはサハラより南のアフリカで一般的な主

食です。ジンバブエでは、「サザ」といってトウモロコシの粉をお湯で練ったものに、シチューを

かけて食べるのが一般的です。

9 ○
ホント

ジンバブエには国内最大のワンゲ国立公園を始め多くの公園があり、ライオン、ゾウ、キリ

バ バ ど多 生動物 が

08
紙くずと化したジンバブエドルは、もはや流通していません。100兆ジンバブエドル札など高額紙幣は、おみ

やげとして売っているそうです。

ホント
ン、バッファロー、サイ、カバ、ヒョウなど多くの野生動物を見ることができます。

ウィキペディア



ツーリスト・パラダイス・ジンバブエ

ジンバブエは遺跡や国立公園、大自然など観光資源の宝庫。ジンバブエの見どころを知ろう！

カードには、ジンバブエの主な見どころの説明が書かれています。

説明をヒントに、それぞれどこのことをいっているのか、地図に載せていってみましょう。

ザンビア

カリバ湖

ザンビア

★
首都ハラレ

ジンバブエ第2の都市

ブラワヨ

ボツワナ

南アフリカ共和国

モザンビーク

A ワンゲ国立公園

国内最大約14,000k㎡の広大

な敷地に約90種類の野生動物

がいる。なかでもゾウの頭数は

B グレート・ジンバブエ遺跡

首都から南へ300kmにあり、エ

ジプトのピラミッドに次いで2番

目に大きい石造建築として世

C ビクトリアの滝

アフリカ大陸第4の大河でザン

ビアとの国境をなすザンベジ川

の中流に位置する世界三大瀑

南アフリカ共和国

世界最大級といわれている。 界遺産に登録されている。 布の一つ。

D マナ・プールズ国立公園

ザンビアとの国境沿い、ザンベ

ジ川の氾濫原にある。肉食獣が

少ないため自由に歩くことがで

E マトボ国立公園

ブラワヨ市近くにあり、クロサ

イ・シロサイの集中保護地区と

な ているほか アフリカ最大級

F 東部高地

ニャンガ、チマニマニなどの国

立公園でのサファリ、渓流での

釣り 乗馬やゴルフなどが楽し

09
カリバ湖は1958年に完成したカリバダムによってせき止められてできた人造湖で、水力発電に利用されて

います。

少ないため自由に歩くことがで

きる唯一の自然公園である。

なっているほか、アフリカ最大級

のヒョウの生息地である。

釣り、乗馬やゴルフなどが楽し

める。



P.9のこたえと解説です。 ジンバブエの地理や見どころを楽しみ
ながら知る。

美しい自然に恵まれたジンバブエには10の国立公園があり多くの野生動物を見ることができます美しい自然に恵まれたジンバブエには10の国立公園があり多くの野生動物を見ることができます。

また、2件の自然遺産、3件の文化遺産が世界遺産に登録されるなど、観光資源に恵まれた国です。

ザンビア

カリバ湖
マナ・プールズ国立公園D

★
首都ハラレ

ジンバブエ第2の都市

ワンゲ国立公園

ビクトリアの滝

東

部

高

地

C

A

F

ボツワナ

ジンバブエ第2の都市

ブラワヨ

グレート・ジンバブエ遺跡

地

マトボ国立公園

B

E

ボツワナ

南アフリカ共和国
モザンビーク

ジンバブエで見られる主な野生動物

ゾウ サイ▼

▼

▼

▼

▼カバ
シマウマ

キリン

ヒョウ▼
▼

▼

▼
▼

ライオン
アフリカ水牛

10
ゾウ、ライオン、サイ、ヒョウ、アフリカ水牛はサファリで特に人気の高い動物として「ビッグ5」と呼ばれます。

すべて：ウィキペディア
ワニ



圧巻！壮観！ビクトリア！

ジンバブエ最大の観光名所「ビクトリアの滝」について知ろう！

CBA 王様の名前 土地の名前発見者の名前

1 滝の名前の由来になった「ビクトリア」。これって何のこと？

ウィキペディア

2 ビクトリアの滝は、落差108m、幅1,708mの巨大な滝で、流れる落ちる水の量も膨大ですが、小学校

などにある一般的な25mプールを満杯にするのに、何秒かかるでしょう？

CBA 0.2秒 20秒2秒

3 ビクトリアの滝のすさまじさは、流れ落ちた勢いで立ち昇る水煙の高さからも想像できます。

いったいどのくらいの高さまで水煙が舞い上がるでしょう？

CBA 100m 400m200m

4 ビクトリアの滝で行える、スリル満点のアトラクションは次のうちどれ？

A 滝に向かってバンジージャンプ！

C 滝つぼ近くからスタート！ ラフティング

B 滝が、まさに流れ落ちる場所にあるプール！

11
「ビクトリアの滝」の現地名は「モシ・オ・トゥニャ」。「雷鳴のとどろく水煙」という意味です。

C 滝つぼ近くからスタ ト！ ラフティング



P.11のこたえと解説です。 ジンバブエの見どころを知り、関心を高
める。

1 A 王様の名前

ビクトリアの滝は、1855年にイギリスの探検家リビングストンによって、ヨーロッパに初めて紹介され

ました。滝を見て非常に感銘を受けたリビングストンは、当時のイギリス女王の名にちなんで、「ビクト

リアの滝」と命名しました。

1 A 王様の名前

2 A 0.2秒

ビクトリアの滝から1秒間に流れ落ちる水の量は約3,000t（増水期）。8コースある一般的な25mプー

ルに入る水量が約540tだとすると、一瞬で満杯になります。

C3 400m

増水期の水煙は、高さ400m、ときには800mまで立ち昇り、50km

離れた場所からも見ることができるそうです。立ち昇った水煙は雨

B CA す

離れた場所からも見ることができるそうです。立ち昇った水煙は雨

のように降ってきますので、近くで見るときは雨具が必要です。

バンジージャンプは、ビクトリアフォールズ橋から111mの高さを

滝を見ながらジャンプする人気のアトラクションです。降下場所は

ジンバブエ、ザンビアの国境にあたるため、パスポートが必要です。

滝が流れ落ちる場所にあるプールは天然のもので、「Devil’s 

Pool」と呼ばれ、水量の少ない時期には実際に入ることもできま

す

4 B CA すべて

世界三大瀑布の比較

ウィキペディア

す。

ラフティングも水量の少ない時期には滝つぼ近くからスタートす

ることがあります。水量が少ないといっても激流なので難易度の

高いコースです。

Devil’s Pool

ビクトリアの滝 イグアスの滝 ナイアガラの滝

最大落差 108m 82m 51m

幅 1,708m 4,000m 1,203m

ビクトリアの滝は増水期と渇水期で大きく流量が異なるのが特徴です。

ちなみに 落差世界最大の滝は ベネズエラにあるエンジ ルフォ ル（979m）です

1秒あたりの流量（年平均） 1,088t 1,746t 2,407t

1秒あたりの流量
（月平均 ※増水期）

3,000t - -

12
ビクトリアの滝の周辺は高い柵で囲まれた公園が整備されており、間近で滝を見るためには入場料が必要

（20米ドル）。

ちなみに、落差世界最大の滝は、ベネズエラにあるエンジェルフォール（979m）です。



ちょっとブレイク

～偉大な石の家～

グレート・ジンバブエ遺跡

グレート・ジンバブエ遺跡は、ジンバブエの国名の由来にもなった大規模な石造建築遺跡です。現

在、ジンバブエで多数を占めるショナ族によって築かれ、12～15世紀頃に繁栄し、約2,000人が生活

していたといわれています。

遺跡は直方体の花崗岩のブロックを積み上げた円または楕円形の建物の組み合わせで構成されて

おり、この個々の建物はエンクロージャー（囲壁）と呼ばれています。

遺跡の中心は、小高い丘の上に建てられた王の住居や神殿のあった「ヒル・コンプレックス」と、そこか

ら見下ろした位置にある第一婦人の居住区であったとされる「グレート・エンクロージャー」です。

ヒル・コンプレックスのある丘

ヒル・コンプレックスへは人ひとりがやっと

通れるほどの狭い通路があります。

ル コンプレックスのある丘

自然の巨石と石積みの壁をうまく組み てっぺんからの風景自然の巨石と石積みの壁をうまく組み

合わせて建てられています。

てっぺんからの風景

グレート・エンクロージャーの囲壁の高さは11m 小さいブロックがきれいに積まれています。

13
グレート・ジンバブエの遺跡は、一つ一つの石が、モルタルなどの接着剤を使用せず、それぞれを支えながら

積み上げられています。

なお、発見当時のヨーロッパでは、あまりに立派なこの遺跡を、旧約聖書に登場するシバ女王の城だ

と信じ、冒険家や考古学者が多数訪れたたそうです。
栗原良平・純子



第2章第2章

へぇ～！ジンバブエと日本



比べてみよう！ ジンバブエ ウソ？ホント？クイズ

ジンバブエと日本を比べて、似ているところ、違うところをクイズで答えてみよう！

ジンバブエの教育 ジンバブエでは教 ジンバブエの学校21 3
制度は、日本と同じ6・

3・3制である。

育の義務が法律で規定

されている。

はすべて公立であり、私

立学校はない。

ジンバブエではあ

いさつするときやお礼

をするときに手を合わ

せる。

ジンバブエでは何

か断るときに曖昧な態

度をとることは失礼にあ

たる。

ジンバブエでは結

婚の際、牛をプレゼント

する習慣がある。

5 64

ジンバブエのテレ

ビは2チャンネルしかな

い。

ジンバブエでは車

は日本と反対の右通行

である。

ジンバブエではお

やつに芋虫を食べる。

97 8

い。 である。

15



P.15のこたえと解説です。 二つの国を比較しながら両国への関心
を高める。

1 ジンバブエは 小学校7年 中学校4年 高校2年の7・4・2制です×1 ジンバブエは、小学校7年、中学校4年、高校2年の7・4・2制です。

日本と同じ3学期制ですが、年度は1月1日から始まり12月31日に終わります。

×
ウソ

2 ×
ウソ

ジンバブエの憲法及び法律に「教育の権利」は規定されていますが、日本のような教育の

義務に関する規定はありません。ただし実態は、小・中学校が義務教育と認識されています。

3 ×
ウソ

ジンバブエの学校形態は大きく分けて公立学校、教会学校、私立学校の3つに分類されま

す。公立・私立ともカリキュラムは旧宗主国のイギリスと似通ったものになっています。なお、

私立学校は授業料が高額なため、主に裕福なジンバブエ人か在住外国人の子女が通って

います。

ジンバブエでは伝統的に あいさつするときやお礼をするときは 手をたたく習慣がありま×

5 ×
ウソ

ジンバブエでは、直接的に「NO！ 」といって断るのは失礼にあたります。断るときはソフトに、

つまり、遠まわしに理由をつけたり、曖昧な返事をしたりすることで断りを表現します。日本と

似ていませんか？！

4 ジンバブエでは伝統的に、あいさつするときやお礼をするときは、手をたたく習慣がありま

す。「いただきます」や「ごちそうさま」のときにも、手をたたきます。

×
ウソ

6 ○
ホント

ジンバブエでは、結婚するときに、結納の品を男性から女性の両親へ贈る習慣があり、その

品目として一般的なものは牛です。

ジンバブエでは、牛は1番の財産の象徴であり、その頭数の多さで権威を表すほど社会的

価値が高い動物です。

7 ○
ホント

ジンバブエには、国営のジンバブエ放送の2チャンネルしかありません。そのかわり、新聞は

政府系のヘラルド、サンデーメール、独立系のフィナンシャル・ガゼット、ジンバブエ・インデペ

ンデント、スタンダード、ニュース・デイ、デイリー・ニュース等数紙あり、人々の情報源となって

います。

8 ×
ウソ

ジンバブエでは車は日本と同じ左通行です。

世界的にみると日本と反対の右通行の国が

多く、日本と同じ左通行の国は他にイギリス、

アイルランド、オーストラリア、インド、インドネ

シア、南アフリカ連邦などがあります。

これらジンバブエを含めた国の共通点は、イ

ギリス連邦の構成国である（あった）こと 宗

9 ○
ホント

ジンバブエではマドラという芋虫をおやつなどでよく食べています。

一般的に芋虫などの昆虫の幼虫やさなぎはタンパク質、ミネラルが豊富で、栄養の摂取水

準が上が た現代では少なくなりましたが か ては世界中で食べられていた記録がありま

ギリス連邦の構成国である（あった）こと。宗

主国であるイギリスにならって左通行になっ

たといわれています。

■左通行の国（日本と同じ）
■右通行の国（日本と反対）

16
ジンバブエでは離婚の際、結納品を返却しなければならない習慣があります。ただし、贈った牛が既に食べ

られてしまった場合は、免除されます。

準が上がった現代では少なくなりましたが、かつては世界中で食べられていた記録がありま

す。日本でもハチノコやイナゴなどが今では珍味として販売されています。



つながってる？ジンバブエと日本

身近にあるものからジンバブエとのつながりを見つけてみましょう。

1 下の絵にはある共通点があります。それはなんでしょうか？

また、ジンバブエとも共通点があります。それはなんでしょうか？

高速インターネット通信 携帯電話 心臓ペースメーカー

乾電池自動車金

シンクフォーク、ナイフ等硬貨

2 上の絵の共通点・ジンバブエとの共通点はわかりましたか？

今やこれらはいずれも、日本の生活の中で当たり前にあるものとなっています。もし、なくなってし

まったらどうなるでしょうか？

想像してみましょう。

シンクフォ ク、 イフ等硬貨

17



P.17のこたえと解説です。 身の回りにあるものからジンバブエとの
つながりを知り関心を高める。

1 P.17の絵の共通点は、いずれもジンバブエで採掘可能なレアメタル（希少金属）が使われていること

です。

ジンバブエの大地からは、白金（プラチナ）、クロム、ニッケルなどレアメタルを含む多くの鉱物が採掘

されています。

レアメタルとは？

「地球上の存在量が稀であるか、技術的・経済的な理由で抽出困難な金属のうち、現在工業

用需要があり今後も需要があるものと、今後の技術革新に伴い新たな工業用需要が予測され

るもの」をいいます。（金はレアメタルに含まれていませんが、貴重かつ身近な製品に多く使われ

ていることから、P.17の絵に含めてあります。）

レアメタルは、他の元素と合金にすることにより、特殊な性能や機能をもつようにできる特徴

があり、ハイテク製品等の製造に不可欠な素材です。また、世界の特定の地域に偏在している

ことが多いという特徴があり ほとんどを海外からの供給に依存している日本にとって 安定供ことが多いという特徴があり、ほとんどを海外からの供給に依存している日本にとって、安定供

給の確保は非常に重要な課題です。
経済産業省「レアメタル確保戦略」（平成21年）

白金（プラチナ）は化学的に非常に安定した（変質しにくい）物質であり、触媒*効果が高いという

特徴があります。

用途としては指輪など装飾品のほか 心臓ペースメーカーや自動車の排気ガス浄化触媒 その他

白金（プラチナ）

用途としては指輪など装飾品のほか、心臓ペ スメ カ や自動車の排気ガス浄化触媒、その他

電子機器に幅広く使用されています。

*触媒・・・通常では起こりにくい化学反応などをスムーズに進めるのを助けてくれるもの

セシウムは常温（28℃）で液体になる非常に珍しい金属です。

用途としては光ファイバーや光電素子*、石油採掘の際に用いる溶液や原子時計などに使用さ

れ ます

セシウム

れています。

*光電素子・・・光エネルギーを電力に変換する部品

錆びにくい性質があるため、金属のメッキとして多用されます。また、合金の材料としても広く使

用されています。乾電池や形状記憶合金などにも使用されています。

ニッケル

常温で液体の金属は、セシウムの

ほかに水銀など4種類があります。

日本の50円、100円、500円といった銀色の硬貨は、ニッケルを含む合金でできています。

ニッケル同様、錆びにくい性質があるため、金属のメッキとして多用されます。また、合金の材料と

しても広く使用されています。

台所まわりで使用されることの多い「ステンレス」という素材は鉄にクロムとニッケルを混ぜた合

金です。

クロム

レアメタルの安定確保に向けた取り組み

レアメタルは、様々な製品に含まれており、またほとんどを輸入に頼っています。

そのため、レアメタルの安定確保に向け、探鉱開発の推進やレアメタルの備蓄、リサイクルの推進、代

替品の開発などが行われています。「都市鉱山*」という考え方も、レアメタルなどの資源確保という視

点から生まれました。
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1円硬貨は100円硬貨などと同じ銀色をしていますが、その原料はアルミニウム100％で、レアメタルは含ま

れていません。

*都市鉱山・・・都市でゴミとして大量に廃棄される家電製品などに含まれる有用な資源を

鉱山に見立てたもの



ジンバブエ歴史年表

参考資料

時代 主なできごと 補足

9世紀頃
ショナ族が移住してきて農耕や牧畜による生活をすると
ともに、金の採掘により富を得て、東アフリカ沿岸地域と
貿易を開始

12世紀～
グレート・ジンバブエの建設

15～19世紀中頃
ロズウィ王国が栄え、内陸部に進出してくるポルトガルに
対抗

19世紀
南部から侵入してきたンデベレ族がロズウィ王国を滅ぼ
す。

1889年

ケープ植民地首相のセシル・ローズがイギリス南アフリカ
会社を設立し、侵攻
現在のジンバブエ ザンビアを合わせた地域を植民地化

1893～1897年
この間、ンデベレ族はショナ族と
ともに反乱を起こすものの鎮圧現在のジンバブエ、ザンビアを合わせた地域を植民地化

し「ローデシア」と命名
ともに反乱を起こすものの鎮圧
される。

1922年

経営不振によりイギリス南アフリカ会社がローデシアの統
治から撤退。翌1923年、「南ローデシア」（現ジンバブエ）
が、さらに翌1924年、「北ローデシア」（現ザンビア）が成
立

南ローデシア成立後も、白人政
権による統治が続く。

1953年
南北ローデシアとニヤサランド（現マラウィ）が合併し、

1953年
「ローデシア・ニヤサランド連邦」が成立

1963年
ローデシア・ニヤサランド連邦解消。翌1964年、南ローデ
シアがザンビアとして独立を果たす。

南ローデシアの白人政権は、白
人少数支配による独立を目指
しイギリスと交渉開始

1965年
南ローデシアの白人支配者がイギリスから一方的に独立
を宣言

イギリスは独立の条件として人
種差別政策の撤廃を求めるも
のの聞き入れられず。のの聞き入れられず。

1965年～ イギリスや国連による経済制裁実施。

同様に人種差別政策をとる南
アフリカ共和国などが国連経済
制裁に従わないため十分な効
果に至らず。

1972年～
白人支配に抵抗するアフリカ人によるゲリラ闘争が本格
化

1975年に独立したモザンビーク
はアフリカ人を支援

1979年
アメリカの調停によりアフリカ人に参政権を認め、国名を
「ジンバブエ・ローデシア」に改称

白人の既得権益が保障された
ままであったため、アフリカ人の
抵抗運動激化

1980年4月18日
ロンドンでの全当事者会議により新憲法、停戦協定に合
意。ジンバブエ共和国として独立を果たす。

初代大統領にバナナ、初代首
相にムガベが就任

1987年
大統領制へ移行し、ムガベが大統領に就任。首相職も廃
止し権力を 手に握る

現在もムガベが大統領職にあ
る

年
止し権力を一手に握る。 る。

2000年
白人がもつ大農場を強制収用しアフリカ人に再分配する
「ファスト・トラック」開始

土地を追われた白人富裕層の
海外流出により白人のもつ農
業技術も失われ食糧危機に。

2000年代～
圧政・失政による国際的信用下落から猛烈なインフレー
ションが発生し、経済が大混乱、機能不全に陥る。

高い失業率、インフラの悪化な
どにより治安も悪化
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イギリス南アフリカ会社を設立したセシル・ローズは、世界のダイヤモンド市場を独占する「デビアス社」の

創始者でもあります。
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一緒に考えよう！こんな課題



サイを救え！

ジンバブエに生息するサイも密猟によって絶滅の危機にあります。どうすれば回避できるのでしょうか？

1 現在、地球上にサイの仲間は5種いますが、そのいずれも絶滅の危機に瀕しており、保護対象となっ

ています。

しかし、保護対象となっているにもかかわらず、「角」を狙った密猟者により殺されるサイの数はあと

を絶ちません。

どうしてこのようなことが起こるのでしょうか？

みなさんで話し合 てみまし うみなさんで話し合ってみましょう。

ジンバブエに生息するサイの1種 シロサイ

2 サイの命を守るために、あらかじめ角を切り落とす取り組みが行われています。

このことについて、どう感じますか？

みなさんで話し合ってみましょう。

ジンバブエに生息するサイの1種 クロサイ

3 サイの角を切り落とす取り組みも、一時的な密猟対策にすぎないかもしれません。

では、根本的に解決するために、どんなことが必要でしょうか？

みなさんで話し合ってみましょう。

4 このままでは、サイはいつか絶滅してしまうかもしれません。そのときようやく失ったものの大きさに

気づいても後の祭りです。

サイの例のようなことが、身近にもあるかもしれません。みなさんで話し合ってみましょう。

21
ジンバブエに生息するクロサイは、1980年代には1,700頭ほどいましたが、1996年には315頭にまで激減し

たと推定されています。

ウィキペディア



P.21の解説です。 密猟を通して世界中で起こっている環
境破壊について考える。

現在 サイの仲間はシロサイ クロサイ インドサイ スマトラサイ ジ ワサイの5種が存在しています1 現在、サイの仲間はシロサイ、クロサイ、インドサイ、スマトラサイ、ジャワサイの5種が存在しています。

いずれのサイも絶滅の危機に瀕しており、その主な原因は人間による乱獲で、特に角を目当てにした

密猟が絶えません。

サイの角は古くから工芸品や漢方薬の材料として珍重されてきました。現在は、「絶滅のおそれのあ

る野生動植物の種の国際取引に関する条約（ワシントン条約）」により保護されているため、市場には

ほとんど出回っていません。しかし、中国やベトナムなど東南アジアでは、サイの角が解熱やがんの治

療に効果があるとの噂が広まっており、闇市場では、金や麻薬に匹敵する（上回る）金額で取引され

ているといわれています。

なお、サイの角は骨ではなく、体毛や蹄、人間でいえば爪と同じ「角質」でできており、科学的には上

記のような薬効は認められません。
WWF 世界自然保護基金

2 サイの角は角質からできているので、たとえ折れても時間がたてばまた伸びてきます。

密猟者 角 奪 だ 殺 角 落 体 放 く密猟者は、角を奪うためだけにサイを殺し、角のみを切り落として死体を放置していくことから、サイ

の保護のために、サイを麻酔で眠らせてあらかじめ角を切り落としておくことで、密猟者にとってサイ

の価値をなくし、サイの命を守る取り組みが行われています。

しかし、サイにとって角は、サイ同士がお互いに角をぶつけあい、個体の優劣を決めるためのもので

す。確かに命には代えられないとはいえ、角を失ったサイは自分の姿をみてどう思うでしょうか。

3 近年、取り締まる側も武装強化が図られていますが、それでも密猟があとを絶たないのは、高値で取

引されるという需要があるからです。そのため、生活のために密猟に手を染める場合もあります。

また、密猟の対象になりやすい貴重な動物は、東南アジアやアフリカなど国家財政が厳しい国に生

息することが多く、こうした国では、まず国民が豊かになる施策に重点がおかれ、動物の保護が後回

しにされることも少なくありません。

・消費者に対する教育（貴重生物保護意識の浸透、間違った噂の訂正など）

・取締り・罰則の強化

・貧困の解消、国家財政の健全化

・・・などなど。

密猟をなくすには？

4 現在、絶滅の恐れがある生き物（絶滅危惧種）は、全約47,000種のうち17,000種以上にも上ります。

これは、哺乳類では5種に1種、両生類では、3種に1種にもなります。

サイと同様アフリカゾウも、象牙を狙った密猟により大量に殺されています。密猟以外にも、人間に

生息地 追 絶滅 動物 くさ す生息地を追われ絶滅にひんしている動物はたくさんいます。

さらに広い視点でみると、大気汚染や水質汚染、森林伐採などの環境問題も、失ってからことの重

大さに気づくのではなく、取り返しのつかなくなる前に真剣に考えなくてはならないテーマです。

IUCN 国際自然保護連合

「孝行をしたいときには親はなし」

なんてことにならないように！
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なんてことにならないように！



ハイパーインフレの恐怖！

ジンバブエで実際に起きたインフレを体験してみよう。

1 先月まで、牛肉の値段は、1００g 100円でした。

今月、スーパーに牛肉を買いに行ったところ、100g 200円に値上がりしていました。

来月は、さらに100g 400円に値上がりするとのことです。

もし、こんなことになったら、どう思いますか？

「
では 収入も倍増していたら どう思いますか？

2 値段が上がったのは、世界的な凶作で、牛の飼料も値上がりしたためでした。

収入が増えたのは 国がお金をどんどん発行したためです しかし 同時に米ドルに対してどんどん

「高くて困る！ 」と思った方へ
では、収入も倍増していたら、どう思いますか？

（例：先月 10万円、今月 20万円、来月 30万円）

3 円安になったため、輸入価格が高くなり、牛肉の値段はさらに上昇します。

とうとう、元の値段の1,000倍の100g 100,000円になりました。

同時に、収入も元の1,000倍になっています。

収入が増えたのは、国がお金をどんどん発行したためです。しかし、同時に米ドルに対してどんどん

円安になってしまいました。

どうして円安になったのでしょうか？ また、どんな影響があると思いますか？

同時に、収入も元の ,000倍になっています。

牛肉以外も値上がりしているので、今日のスーパーで買い物の合計金額は10,000,000円もしました。

もし、こんなことになったら、どう思いますか？

4 物価上昇がすすんで支払いの際、お金を数えるのがたいへんになったので、国は新たに

「100万円札」を発行しました。

しかし、物価上昇はとまらず、国はすぐに「1,000万円札」、「5,000万円札」を発行しました。

どもし、こんなことになったら、どう思いますか？

5 新しい高額紙幣を発行しても、支払いのたびに「合計198,120,000円です。」

などというやりとりが行われて数え間違いが起きやすくなりました。また、読む

ときはもっと間違いやすくなっていました。

そこで、国は「1億円」を「1新円」とした新たな基準をつくり紙幣を発行しまし

6 新しい単位「新円」をつくっても 物価上昇はとまりません

そこで、国は 1億円」を 1新円」とした新たな基準をつくり紙幣を発行しまし

た。

これまでの紙幣は銀行で交換する必要があり、銀行の前には長い両替の行

列ができました。

もし、こんなことになったら、どう思いますか？

6 新しい単位「新円」をつくっても、物価上昇はとまりません。

人々は米ドルを使って支払いするようになり、その動きが拡大するにつれ、混乱は落ち着きつつあり

ます。

以上のやりとりを通して、どう感じましたか？

どうしてこのようになってしまったのでしょう？ どうすればよかったのでしょうか？

みなさんで話し合 てみまし う
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みなさんで話し合ってみましょう。



インフレとは？

P.23の解説です。 ジンバブエで実際に起こっているインフ
レを知り、原因を考える。

インフレ（インフレーション）とは、物やサービスの価格（物価）がある期間において持続的に上昇する

経済現象のことです。

インフレは、需要と供給のバランスが崩れることで起こります。日本では、第二次世界大戦直後、物

不足による供給量の減少から、また、戦後の高度経済成長期やバブル期では、旺盛な需要が供給を

上回ることでインフレが起こりました。

ハイパーインフレとは、猛烈なスピードで物価が上昇するインフレのことをいい、経済学者のフィリッ

プ ケ ガンの定義では 月率50%を超えるインフレをハイパ インフレとしていますプ・ケーガンの定義では、月率50%を超えるインフレをハイパーインフレとしています。

また、インフレは貨幣価値の低下を伴います。これは、同じ貨幣の量で買うことのできるモノやサービ

スの量が減るためです。貨幣価値が低下することにより、外国の貨幣に対しても価値が下がり、円安

になることがあります。

100円 200円
牛肉100gが100円から200円に値上がりすると、100円で買え
る量は半分の50gになります。（貨幣価値の低下）
また、牛肉100gを買うことができる貨幣の量は100円＝1米ドル

貨幣の価値が下がると？

牛肉100g

1米ドル 1米ドル であったのが200円＝1米ドルになり、円はドルに対し半分の価値、
つまり円安になります。（外国の貨幣に対する貨幣価値の低下）

上で示したとおり、インフレが起こると外国の貨幣に対する貨幣価値が低下するケースがあります。

日本のケースでいうと、円安になった場合、輸出産業で利益が出やすくなり、また海外からの旅行者

が増えるなどし、国内の景気上昇の一因となることが考えられます。一方、海外からの輸入価格が上

ジンバブエのハイパーインフレ

がり、物不足、価格上昇などの一因となることが考えられます。輸入より輸出が多い日本では、程度に

もよりますが、円高より円安の方がメリットが多いといえるかもしれません。

また、貨幣の価値が下がることで、預貯金のメリットが失われます。例えば、車を買うために100万円

の預貯金があったとしても、車の値段が倍になれば預貯金の価値は半分になってしまいます。一方、

ローンを組んでいた場合、100万円のローンの価値も半分になるため、返済しやすくなります。

ジンバブエのハイパ インフレ

ジンバブエはかつて「アフリカの穀物庫」と呼ばれるほどの農業大国でした。白人支配が長らく続い

たジンバブエでは、その間、白人大土地所有者による先進的農業が行われていたからです。しかし、

1990年代から目立つようになる不正、国家の私物化、失政・圧制等により国内アフリカ人の不満が高

まると、ムガベ大統領は、白人所有地をむりやり取り上げ、アフリカ人に分配する政策をとります。これ

により、ジンバブエを離れる白人が続出し、白人がもつ農業知識・技術が失われ、さらに農場での雇

用が失われ、収穫量は激減し、大量の失業者であふれました。

イギリスは、この土地強制没収に対し、経済制裁を行います。ただでさえ、収穫減で物不足に陥って

いたところ、この経済制裁でさらに物不足になり、1日に3度も商品が値上がりするなどインフレが加速

します。しかし、ムガベ大統領がとった政策は「商店・企業は販売価格を半額にせよ。売り惜しみする

者は罰する。」という、信じがたいものでした。

当然、商売にならないため、商店などは店を閉めます。闇市が横行しインフレはとまらず、100万、

1,000万、1億ジンバブエドルなどの高額紙幣が乱発され、とうとう「100兆ジンバブエドル」が発行さ

れました。その間、数度の通貨単位切り下げ（デノミ）が繰り返され、経済は混乱を極め、完全に破たれました。その間、数度の通貨単位切り下げ（デノミ）が繰り返され、経済は混乱を極め、完全に破た

ん・崩壊しました。

現在は、紙くずになったジンバブエドルに替わり、米ドルや南アフリカ共和国の通貨「ランド」がジン

バブエで流通しており、一応の落ち着きを取り戻しています。

左：売る物がなくなったスーパー
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右：飲食店での6人分の支払額

名取正司



フォトギャラリー

アフリカゾウ。
性格は荒く人が襲われて亡くなることもあります。

シロサイ。
アフリカの哺乳類の中で最も絶滅が危惧されています。

こんなバランシングロックも。

スーツケースも頭に載せて運びます。

◆

もちきれないほどの大量の札束ですが、
2008年3月20日時点の価値は約8,000円です。

ス ツケ スも頭に載せて運びます。

栗原良平・純子

ムジュ ルという土ジンバブエの主食サザ

ダニエル・サルボ25

◆以外：名取正司

ムジュールという土。
妊娠した女性が週に何度か食べるそうです。
ミネラルが豊富なんでしょうか？！

ジンバブエの主食サザ。
ビーフシチューと野菜は最もポピュラーな付け合わせ。
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そして未来へ

※ Ｐ．28の「世界各国からの援助・支援」については、2012年作成教材に当該国の他、下記の国の写真とエピソードが

アイスランド・キューバ・スウェーデン・
ブルンジ

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

掲載されています。

教 材 掲載されている国

アイルランド・カタール・グアテマラ・
トンガ

アメリカ・ウガンダ・カザフスタン・ベトナム・モロッコ

アルメニア・コンゴ民主共和国・
シンガポール・ドイツ

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

アルゼンチン・エクアドル・ツバル・
バングラデシュ

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

諸島 ブ タオーストリア・ソロモン諸島・ブータン・
ブルネイ

ウズベキスタン・ガボン・ジブチ・スリランカ・デンマーク・ベリーズ・ベルギー

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

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

ギニア・クロアチア・コスタリカ・サモア・

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

タンザニア
フィ ド フ ス マレ シア 南アフリ

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

ジンバブエ・ニカラグア・ペルー・
ルーマニア

ケニア・スーダン・ニュージーランド・ヨルダン・ラオス



未来を語ろう！～忘れない。日本の強さと世界の優しさ～
2011年3月11日14時46分18秒、東日本大震災が発生。津波により多くの方たちが犠牲になり、多くの街が
壊滅しました。この災害で、私たちが学んだことは…？

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

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

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

価されたという報道も流れました。Ｐ.28～29の資料を見て、どんなことを感じますか？

東日本大震災写真保存プロジェクト

3 『PRAY FOR JAPAN』(→Ｐ.29）の中に、こんなメールが紹介されていました。

未来の歴史の教科書に「この大地震で壊滅的な被害を受けたが、日本は見事に

さて、みなさんはどんなふうに書かれていてほしいと思いますか？

日本はどうなっていたいでしょう？

みなさんの住む地域はどうなっていたいでしょう？

立ち直っていった。」というふうに書かれていてほしいです。

みなさんの住む地域はどうなっていたいでしょう？

日本は国際社会の中でどんな存在でありたいでしょう？

そして、世界の国々、この地球はどんなふうになっていて欲しいでしょう？

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

4 それぞれが考えた教科書を、みんなで読みあってみましょう。

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

壊滅的な被害を受けました。」の続きを考えてみましょう。
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5 さて、みなさんが考えた未来の地球、未来の日本、未来の地域を創るために、今、私たちにできることは何で

しょう？ グループで話し合ってみましょう。



世界各国からの援助・支援

派遣された救助チーム
専門家チーム

２４２４カ国/地域

在外公館で受け付けた
義捐金総額

人的支援・物資支援寄
付金等の支援の申し出
（支援意図の表明）

外国政府等からの援助
物資・寄付金の提供

派遣された人数

２４２４カ国/地域

＋５機関

1,200 名以上
（11月1日現在）

約８４億

５,０００万円

（9月15日現在）

（支援意図の表明）

（11月1日現在）

１６３カ国/地域

＋４３国際機関

（11月1日現在）

１２６カ国/地域
国際機関

総額１７５億円以上

（ ） （ ） （ ） （ ）

ルーマニア
ブカレスト第２区の子どもたちの
発案で、日本を支援するための
絵画展が開かれました。

ニカラグア
4月15日、リセエ・フランス・ニカラグア・
ヴィクトル・ユーゴ校（小・中・高校）生徒
が、震災へのお見舞いと連帯を表明する
会を実施。

ヨルダン
日本大使館の前で市民が追悼
の集会を行いました。

ラオス
4月7日、ラオス国立文化会館で開催
されたチャリティ・コンサート「Heartfelt 
Friendship：Give our Love to Japan」の
終盤に、多くの市民がメッセージを寄
せ書きした「日本支援の大旗」が、外
務副大臣から日本大使に手渡されま

ペルー
「がんばれ、日本」のスローガン
の下、折り鶴を集める箱が各日

した。 系機関に設置されています。

ケニア
3月25日、ワンガリ・マータイ女史
（ノーベル平和賞受賞者）が、犠牲者
を追悼し、被災地の復興を祈念する
植樹を行いました

ジンバブエ
市民より、「放射能汚染等により
日本の皆さんが飲料水に困って
いると知 た 個人的にミネラル

ニュージーランド
クロフトン・ダウンズ小学校
の生徒代表から義捐金の小

スーダン
4月4日から11日まで、母国に帰国した
在日スーダン人有志が働きかけ、スーダ
ン海外労働者活動支援事務局が、被災
者への弔意 激励と日本国民との連帯

植樹を行いました。 いると知った。個人的にミネラル
ウォーターと医薬品を日本に届け
たい」等の申し出がありました。

28外務省ウェブサイト「がんばれ日本！ 世界は日本と共にある」『世界各地での支援の様子（フォトギャラリー）』

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

の生徒代表から義捐金の小
切手が手渡されました。

者への弔意・激励と日本国民との連帯
を呼びかける週間を開催しました。



心が温かくなるメール ～『 PRAYFORJAPAN 3.11世界中が祈りはじめた日』より～
2011年3月11日14時58分、ツイッターに「prayforjapan（日本のために祈る）」

という投稿が届きました。

そしてそれ以降、何十万というメッセージが世界中から次々に寄せられました。

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

ウェブサイトを立ち上げました。そこには、海外からのメッセージの他に、

日本国内で起きた心温まるエピソードも寄せられました。

そうしたメッセージやエピソードは『日本の財産である』と、1冊の本に

まとめられています。

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

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

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

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

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

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

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

心温まった。東京も捨てたもんじゃないな。

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

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

の少しの戻れなかったお客さんは、今日わざわざ店に足を運んでくださいました。

日本っていい国。

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

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

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

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

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

る姿に日本人の誇りを見た。

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

被災地で実践されていた。この国の東北の方々を、日本を、誇りに思います。

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

くちゃ。

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

る。私たちが、頑張ろう。

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

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

本当にどうもありがとう！！

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

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

国連からのコメント



参 考 資 料



目で見るジンバブエ

イギリス領だった1965年に白人中心の国ローデシアとして独立宣言した際には緑

● 人口 ● ( 2009年)

イギリス領だった1965年に白人中心の国ロ デシアとして独立宣言した際には緑、
白、緑の縦縞の国旗が使用されましたが、この国は国際社会からは受け入れられ
ませんでした。19８０年にジンバブエとして独立し、現在の国旗が制定されました。
緑は農業、黄色は富や鉱山資源、赤は独立の戦いで流された血、黒は黒人の国民、
白は平和と進歩、鳥の後ろの赤い星は希望を表しています。

● 面積 ●● 人口 ●

127,156,000人

12,523,000人

( 2009年) ● 面積 ●

377,947ｋ㎡

390,000ｋ㎡

● 宗教 ● ● 民族 ●

＞

キリスト教
土着の伝統宗教

ショナ族
ンデベレ族 白人

●言語●

英語 ショナ語

ンデベレ語

● 通貨 ●

2009年1月に複数外貨制を導入
主に米ドル 南アフリカ・ランドを使用

ハラレ

首都

● 平均気温 ●
ー7時間

● 日本との時差 ●

● 気候帯 ●

北部：温帯夏雨気候
南部：ステップ気候ハラレ

18.1℃

名古屋

16.6℃

正午 19:00
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◆国旗：『世界の国旗』吹浦忠正監修（Ｇａｋｋｅｎ）、 『世界の国旗と国章大図鑑』苅安望編著（平凡社） ◆面積・首都・宗教・民族・言
語：外務省ウェブサイト「各国・地域情勢」 ◆通貨：外務省ウェブサイト「各国・地域情勢」、JICAウェブサイト「世界の現状を知る（世
界の様子（国別生活情報））」 ◆人口：世界子供白書2011(ユニセフ） ◆日本の面積：総務省統計局「日本の統計2011」 ◆気候
帯・平均気温：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：愛知県ウェブサイト「－ポケット情報あいちー
土地・気象、人口、農林漁業、事業所（平成22年）」 ◆日本との時差：「世界の国一覧表 2007年版」（財団法人世界の動き社）



日本との
貿易主要品目

● ●● 主要産業 ●

ニッケル フェロクロム

輸送機械

（農）たばこ 綿花
（鉱）プラチナ クローム アスベスト

ニッケル 金

● 人口増加率 ●
（2000～2009年）

0.0％

0.1％

● 一人あたりのＧＮＩ ● (2009年)
995米ドル以下

37,870米ドル

5歳未満児の死亡者数
（出生1000人あたり）

● ● (2009年)
（出生1000人あたり）

3人

90人

● 在留邦人数 ●
74人 （2011年7月現在）

● 出生時の平均余命 ●
(2009年)

46年

99人 (2010年 法務省 外国人登録者数）

● 在日当該国人数 ●
83年

● 成人の総識字率 ●
（2005 200８年）

● ●初等教育
純就学/出席率

● 都市人口の比率 ●
（2005～200８年）

91％

（2005～2009年）

純就学/出席率

90％

(2009年)

67％

38％

都市人 率
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◆主要産業・日本との貿易主要品目・在留邦人数：外務省ウェブサイト「各国・地域情勢」 ◆ 在日当該国人数：法務省ウェブサイ
ト「登録外国人統計統計表」 ◆一人あたりのGNI・出生時の平均余命・５歳未満児の死亡者数・人口増加率・成人の総識字率・初
等教育純就学/出席率・都市人口の比率：世界子供白書２０１1（ユニセフ）



ジンバブエ地図
モザンビーク

ザンビア

マショナランド西部

マショナランド中央

北マタベレランド

マショナランド東部

ハラレ

ミッドランズ

ボツワナ

ミッドランズ

南マタベレランド
マスィンゴ

マニカランド

ボツワナ

南アフリカ共和国

モザンビーク

南マタベレランド

アフリカ

南アフリカ共和国
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アフリカ
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参考文献・データ等の出典

● 外務省ウェブサイト

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

「探検しよう！ みんなの地球」

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

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

「世界各地での支援の様子（フォトギャラリー）」世界各地での支援の様子（フォトギャラリ ）」

http://www.flickr.com/photos/mofaj_tohoku/collections/

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

● 公益財団法人日本ユニセフ協会ウェブサイト『世界子ども白書2011』

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

● ジンバブエ共和国大使館 http://www.zimtokyo.jp/index1.html 

● 在ジンバブエ日本国大使館 http://www.zw.emb-japan.go.jp/home/index.html

● ジンバブエ公園 野生動物管理庁 http://www zimparks org/● ジンバブエ公園・野生動物管理庁 http://www.zimparks.org/

● Zimbabwe.NET 青年海外協力隊体験記inジンバブエ http://zimnet.zouri.jp/index.html

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

● 『地球の歩き方 南アフリカ』 地球の歩き方編集室 著 （ダイヤモンド社）

ご協力いただいた方たち 【敬称略】

● 名取正司

2011年度教材作成チーム

碧南市 犬山市 あま市 長久手市 扶桑町

特定非営利活動法人 NIED・国際理解教育センター

公益財団法人 愛知県国際交流協会
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