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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、小学生高学年以上を対象としていますが、本書自体は、ファシリテーター（参加型プログラムの

進行役）や先生に使っていただくための教材となっています。ことば遣いなど、対象に合わせて直してください。必要

に応じてコピーし、配布していただいても結構です。

●参加型で使うことができる教材です●参加型で使うことができる教材です
情報・知識を聞くだけでなく、考えたり、作業をしたり、話し合ったりすることによって楽しく学べるとともに、その中

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

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

ければと思います。

●きっかけづくりの教材です

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

●使い方は自由です

教
本書で紹介したのは、グルジアのほんの一面です。本書だけでグルジアのすべてがわかるわけではありません。グ

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

して活用してください。

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、（財）愛知県国際交流協会のホームページからダウンロードできます。ただし、著作権

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

う場合に限り、活用していただけます。

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

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

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

●本書の構成とマークの見方

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

用してください。 なお、本書で使っているマークの意味は次の通りです。

プログラムに関する説明です。
ファシリテーター・先生用です。

参加型のプログラムです。
必要に応じてコピーし、配布してください。

プログラムで模造紙を使います。

プログラムでマジックを使います。

プログラムのねらいです。

ファシリテ タ 先生用 す。

ちょっとブレイク！一口コラムです。

プログラムに使う資料です。
必要に応じてコピーし配布してください。

プログラムで付箋を使います。

プログラムでＡ４用紙を使います。
裏紙等を活用してください。

データ等の出典です。

コピーし、カード等に切り離して
使ってください。

応 配布 く 。 デ タ等の出典です。

写真の撮影者です。
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なぜグルジア？

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、グルジアのホームシティは、春日井市でした。

愛知万博／コーカサス共同館

●：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

グルジア

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
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第1章第1章

グルジアってどんな国？

＝強いカラダと温かいココロを持つ国＝



グルジアってどんな国？
ところで、みなさんはグルジアのこと、どのくらい知っていますか？

1 さて、グルジアは次のＡ～Ｇのどの地域にあるでしょうか？

Ａ

Ｄ
Ｃ

Ｆ
Ｂ

Ｅ Ｇ

2

A B

次の写真は、グルジアの写真です。写真を見て、どんな国か想像して模造紙に描きだしてみましょう。

C D

05 Ａ・Ｃ・Ｄ：石川顯法 Ｂ：渡辺笙太郎



P.5のこたえと解説です。 グルジアという国の概要をざっくりと
把握しよう。

1 Ｃ

グルジアは コ カサス（ロシア語ではカフカス）に位置し 北をロ

2

グルジアは、コーカサス（ロシア語ではカフカス）に位置し、北をロ

シア、南をアゼルバイジャン、アルメニア、西をトルコと黒海に面し

ています。

地図

A
B
首都トビリシの街並み

カズベキ山（標高5033ｍ）

グルジアという国

グルジアは、1991年4月9日、旧ソ連邦から独立宣言をし、199２年７月31日に国連に加盟しました。2つの自治

C

D

トビリシの「自由広場」。ソ連時代は「レーニン広場」と
呼ばれていました。

カヘチア地方の中心地テラビ。ワインの生産で有名。

グルジアは、 99 年 月9日、旧ソ連邦から独立宣言をし、 99 年 月3 日に国連に加盟しました。 つの自治

共和国（アブハジア・アチャラ）を含む11の地方からなり、さらに66の地域に分かれます。

国土の面積は四国ほどで、大半は山地。中部のリヒ山脈により、大陸性気候に近い東部と、黒海に臨む温暖な

西部に分かれます。東グルジアは、クラ川沿いに発展し、首都のトビリシ、古都ムツヘタなどがあります。西グルジ

アは、リオニ川が「母なる川」で、クタイシなどの都市があります。

グルジアは、温暖な気候や東西の交差点に位置するため、古くから文化が栄えました。クラ川下流の下カルトリ

地方ドゥマニスィで発見された化石は、180万年前のものとされ、ユーラシア最古の原人として知られます。一方、

歴史的に他民族による度重なる侵略を受け、古くはペルシャ（4世紀）、アラブ（7世紀）、モンゴル（13世紀）、その

後もトルコ ペルシャ ロシアの支配を受けました スタ リンの生誕地でもあります 旧ソ連時代のグルジアは 高後もトルコ、ペルシャ、ロシアの支配を受けました。スターリンの生誕地でもあります。旧ソ連時代のグルジアは、高

級保養地として有名でした。

国土は四国ほどの大きさ、人口も５００万にもいないなど小さな

国ですが、旧ソ連から独立を求めた最初の共和国で、世界最古

のアルファベットの1つであるグルジア語を守り通すなど、愛国

心と独立心の強い、誇り高い文化の国です。ほとんどの人は、グ

ルジア語とロシア語しか話せません

06

ルジア語とロシア語しか話せません。

グルジアの主な輸出品は、柑橘類、ワイン、茶などです。

また、アゼルバイジャンからグルジアを経由してトルコに達する

石油パイプラインは2007年に完成しました。



グルジアにまつわるウソ？ホント？
次のカードは、グルジアについて書かれたものですが、さてホント？？

グルジアは長寿2グルジアという名1 3 グルジアは年中

の国と言われています。称は、この国にある大

きな山の名前に由来し

ます。

寒く、夏も暖房が手放

せません。

グルジアはワイン

の産地として有名です。

64 グルジアは険しい

土地柄のため、昔から

人の行き来が少なく、

文化の交流もほとんど

ありませんでした。

5 グルジアには世界

遺産は１つもありません。

ありませんでした。

2009年現在、グ

ルジア出身の力士は

いません

7 8 グルジア出身の

画家の物語が歌謡曲

になり 日本でもヒット

9 グルジアの多声

音楽の歌謡は無形

遺産として宣言されいません。 になり、日本でもヒット

したことがあります。

遺産として宣言され

ています。
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P.7のこたえと解説です。 クイズを通して、グルジアに対する関

心を高めよう。

1 ×
ウソ グルジアという名称は、紀元３～４世紀に活躍したキリスト教の「聖人ゲオルギウス（Gergius）」に由来ウソ グル 名称 、紀元 世紀 活躍 教 聖人 ル ウ （ g ）」 由来

するといわれています。「聖人ゲオルギウス」はアレイウス派のキリスト教徒で、ユリアヌスの「書簡集」

やアンミアヌスの「歴史書」にも登場します。英国王ジョージもこの名にちなんでいるといわれていま

す。（国名「georgia」は、英語読みでは「ジョージア」と読まれます。）グルジア語ではサカルトヴェロとい

い、グルジア人をカルトヴェリと呼びます。ちなみに、首都トビリシは「あたたかい」を意味するトリビに

由来します。グルジアには温泉があるためこの名がつけられたと言われています。

2 ○
グルジアを含むコ カサス地方は長寿社会といわれています それは 彼らの食文化に支えられてい2 ホント グルジアを含むコーカサス地方は長寿社会といわれています。それは、彼らの食文化に支えられてい

るといい、その中の１つにヨーグルトがあります。グルジアでは毎日、家族３人で１リットルくらいもの沢

山のヨーグルト（グルジア語で「マツォニ」）を食べます。日本で大ブームになった「カスピ海」ヨーグル

トのルーツはグルジアだという説もあるぐらいです。また、コーカサスには、豊富な食材をバランスよく

とる食文化があり、生活習慣病を予防し長寿となっているのです。

3 ×
ウソ コーカサス山脈の山岳地帯は、半年近く降雪で道が閉ざされますが、全般的には温暖な気候です。ウソ

グルジア東部は乾燥した大陸性の気候で、主な家畜は羊、穀物は小麦です。一方西部は湿潤な気

候で、豚とトウモロコシを主に育てています。また、黒海沿岸部では柑橘類やお茶が栽培されるなど

農業が盛んです。他にもスキーリゾートのグダウリやバクアニ、温泉施設のあるパスナウリなど、昔は

高級保養地としても有名でした。

4 ×
ウソ グルジアを含むコーカサス地方は、中東、ヨーロッパ、アジア、この３つの地域の中間点に位置し、昔か

ら宗教や文明の十字路に位置してきました 例えば キリスト教 イスラーム教 さらにキリスト教の

5 ×
ウソ

グルジアには世界遺産が３つあります。「ムツヘタの文化財群」、「バグラ

ティ大聖堂とゲラティ修道院」、「アッパー・スヴァネティ」です。中でも古

都ムツヘタは町全体が世界遺産に指定されており、初期キリスト教ゆ

かりの史跡が多くあります このムツ タは聖地として現在でも彼らの

ら宗教や文明の十字路に位置してきました。例えば、キリスト教、イスラ ム教、さらにキリスト教の

中でもアルメニア教会、グルジア正教、ロシア正教といったようにいろいろな宗教が混在しています。

音楽、美術といった芸術もさまざまな国の影響をうけて、独特でよりすばらしいものになっています。

今から5000年以上前、コーカサスの山から湧き出たミネラルウォーターで

育った世界最古のブドウの原種からグルジアワインは生まれ、チグリス・ユ

ーフラテス川を下ってエジプトへ渡りました。クレオパトラはこのグルジアワ

インをこよなく愛し、人々は「クレオパトラの涙」と呼びました。また、ビンが

6 ○
ホント

かりの史跡が多くあります。このムツヘタは聖地として現在でも彼らの

魂の原点、信仰の中心であり続けています。

陶器でできていることも特徴です。

7 ×
ウソ います。大相撲の幕内力士の黒海はグルジア出身で、本名をトゥサグリア・メラヴ・レヴァンといいま

す。２００１年に初来日し、２００３年夏場所には歴代８位タイとなる早さで十両昇進を果たしました。他に

も、臥牙丸、栃ノ心といった力士がいます。

8 ○
ホント グルジア出身の画家 ニコ・ピロスマニは何気なくたたずむ鹿や熊 牛 羊たちを心に映るありのまま8 ホント グルジア出身の画家、ニコ・ピロスマニは何気なくたたずむ鹿や熊、牛、羊たちを心に映るありのまま

描いた画家として親しまれています。フランスの踊り子マルガリータに恋したニコ・ピロスマニは自分

の食料品店を売り払い、花という花を街中で、郊外で、列車で運んでくるものまで買い尽し、彼女の

泊まるホテルの前の通りを花で埋めたといわれています。この話は「百万本のバラ」と題する歌謡曲

になり、ソ連でヒットしたあと、日本でも加藤登紀子が歌い、広く知られています。

9 ○
ホント

グルジアの多声音楽（ポリフォニー）の起源は古く、古代に遡るといわれています。このポリフォニーは

合唱の原点といわれ 西洋と東洋が融合したような独特のリズムと音階さらに 繊細にして高度なハ
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合唱の原点といわれ、西洋と東洋が融合したような独特のリズムと音階さらに、繊細にして高度なハ

ーモニーを併せ持ち、この印象的な響きは一度聴いたら忘れることはできません。グルジア人は、様々

な宗教と共存してきた寛大さが自分たち民族の誇りであるといいます。様々な文化との接点が壮大

な音楽を作り上げたのかもしれません。



長寿の素！？ グルジアの食卓
グルジアの食卓にはどんな料理が並ぶのでしょう？

次の食材のうち、グルジア料理に使われる食材はどれでしょう？

Ａ～Ｆの料理の写真も参考に考えてみましょう。

ヨーグルト 牡蠣チーズ カニ イクラ

七面鳥牛肉 鶏肉豚肉 羊肉

大根 レタス キャベツ トマト玉ねぎ

みかん ぶどうさつまいも 米じゃがいも

A CB

D E F
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P.9のこたえと解説です。 食をとおして、グルジア人の日常生活に

触れよう。

Ｐ．９のカードのうち、グルジア料理に使われないのは、牡蠣、カニ、大根、さつまいもです。

グルジア料理の主食は、パンです。古くからある伝統的なパンで、ナンに似ています。その他、フランスパンに似た

固いパンやとうもろこしの粉でつくったチャディと呼ばれるパンもよく食べられます。

魚、イクラ、キャビアは食べますが、カニや牡蠣、タコ、アサリ、イカ、ウニなどは食べません。魚料理より肉料理の方

が多く、肉は、牛、豚、羊、鶏、七面鳥すべて食べます。

温暖な気候なので、野菜は豊富で、スープやサラダ以外にも野菜料理はよく食べますが、大根、さつまいも、白菜、

春菊、やまいも、たけのこ、ショウガなどはグルジアにはありません。グルジア正教の習慣で、年に4回、動物性の食べ

多くの文化に影響を受けつつも独特のグルジア料理

春菊、 、 け 、 。 教 習慣 、年 回、動物性 食

物（肉、牛乳、チーズ、バター、卵、魚）を食べない期間があるので、その間は野菜だけの料理を食べます。

グルジアは、様々な国の支配を受け、その文化の影響を受けて

きたので、料理にもその影響が残っています。特に、西グルジアは

トルコ料理 東グルジアはイラン料理の影響が強いため 西と東でトルコ料理、東グルジアはイラン料理の影響が強いため、西と東で

は、料理も少し異なります。例えば、西グルジアでは、とうもろこしパ

ンがよく食べられるのに比べ、東グルジアでは小麦粉のパンがよく

食べられます。また、西グルジアでは鶏や七面鳥がよく食べられる

のに比べ、東グルジアでは牛肉や羊肉がよく食べられます。

全体的には、野菜料理が豊富で、いんげん、なす、きゃべつ、カリ

フラワー、トマトなどがよく使われます。ハーブやスパイスがよく使わフラワ 、トマトなどがよく使われます。ハ ブやスパイスがよく使わ

れるのも、グルジア料理の特徴です。

チーズもよく使われますが、グルジア料理でチーズは、牛乳の中

でゆでられたり、十分軟らかくなるまで煮られたり、串にさして焼か

れたり、フライパンで炒められたり、生地にくるんで焼かれたり、水に

浸して軟らかくされたり、つきくずされたり、バターやスパイスで味

付けされたり…ととても独特な使い方をします。

グルジアの典型的な朝食

パン、チャイ（紅茶）、チーズ、ソーセージ、

バラ肉のハム、ヨーグルト

A グルジアサラダ

トマトとたまねぎが基本です。

B アジャブ・サンダリ

なす、にんじん、じゃがいも、たまねぎ、トマトなどを煮込んだ
ハチャプリ

チーズの入ったグルジアのパンです。

写真のハチャプリには、卵も入っています。

なす、にんじん、じゃがいも、たまねぎ、トマトなどを煮込んだ

料理です。

C ヒンカリー

グルジア風ギョウザです。コショウがきいています。

D マツォニス・スピ

日本グルジア文化協会

ヨーグルトスープ。水でうすめたヨーグルトを火にかけ、みじん切りにして炒めたたまねぎとご飯を入れ、最後に

卵を流し入れます。

E カマルヒ

蒸し焼きにした魚にソースをかけていただきます。

F ペラムシ
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F ペラムシ

ぶどうジュースのゼリー。



ちょっとブレイクちょっとブレイク

カスピ海ヨーグルトはグルジア産？

長寿の国の健康の源として「カスピ海ヨーグルト」は日本でも

人気ですが、実は、このカスピ海ヨーグルトは、グルジア産と言わ

れています。グルジア語でヨーグルトは「マツォーニ」。日本のヨー

グルトに比べると固く サワ クリ ムのようですグルトに比べると固く、サワークリームのようです。

トビリシでは 牛乳売りのおばさんが各家庭を

ヨーグルトスープ

プチ フォトミュージアム

トビリシでは、牛乳売りのおばさんが各家庭を
回り、マツォーニも売っています。

マツォーニはビンに入って売られ、空になったビンは新しいマツォ
ーニを買うとき、おばさんに戻します。右は高級品のマツォーニ。
素焼きの壺に入っています。

日本グルジア文化協会

＜材料（4人分）＞

プレーンヨーグルト 500ｇ

水 ヨーグルトの1.5倍

小麦粉 大さじ ３～４杯

たまねぎ １／２個たまねぎ １／２個

バター 25ｇ

卵 1個

塩 少々

にんにく ２片

ディル（香草） 少々 ゴツィリゼ・児島メデア

2

3

1 鍋にヨーグルトと水、小麦粉を入れて、泡だて器で混ぜる。

①を火にかけ、小麦粉が鍋の底にたまらないように時々混ぜ、沸騰したら火を止める。

玉ねぎをみじん切りにし フライパンにバタ をひいて 炒める

4

3

5

6

玉ねぎをみじん切りにし、フライパンにバターをひいて、炒める。

卵を器などに割り、フォークなどで混ぜておく。

②を泡だて器で混ぜながら④の卵を入れる。

⑤に③の玉ねぎを入れ、塩で味をととのえる。
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7 皿に注いで、みじん切りしたにんにくとディルを入れれば、できあがり！

冬は熱いまま、夏は冷やして、パンと一緒にいただきます。



第2章第2章

へぇ～！グルジアと日本



数字が大きいのはどちら？まちがえたらドボン
日本とグルジア、どちらの数字が大きい？

1 次の項目は、グルジアの方が数字が大きいものばかり…と思ったら、１つだけ日本の方が数字が大きいものが

混ざっています。グループに分かれ、各グループ1枚ずつ順番に、グルジアの方が数字が大きいと思うカードを選ん

でいきましょう。ただし、間違えた段階でドボン！ ドボンにならないよう気をつけて、Let’s スタート！

A C DB石油輸入量の多

い国ランキング
国民のうち、キリス

ト教徒の割合

数の数え方に使う

考え方＝○○進法

（○○にはいる数）

方言の数

E F G H陸続きで隣接

する国の数

サッカー

世界ランキング

失業率 国内に存在する

気候区分の数

I J K北京オリンピック

での金メダルの数

5歳未満の子ども

の死亡率

原人の化石の

発掘数

自殺者数

ランキング

L

M 国の名前が

変わった回数

国内最古の

文献が書かれた年

（○○年前）

ブドウの

固有種の数

紛争が原因で

発生した難民の数

N O P

2 解説を聞けばわかるように、数字が大きいことが必ずしもいいことではありません。上の項目を見て、どんなこ

とに気づきますか？ グルジアと日本 両国について気づいたことを話し合ってみましょう
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とに気づきますか？ グルジアと日本、両国について気づいたことを話し合ってみましょう。



P.13のこたえと解説です。
様々な数字を比較することによって、
グルジアという国をより具体的に
イメージする。

Jドボン！！ なのは… 北京オリンピックでの金メダルの数です。
2008年に開催された北京オリンピックでの金メダル獲得数は、グルジア３、日本９でした。日本は、ソフトボール、2008年に開催された北京オリンピックでの金メダル獲得数は、グルジア３、日本９でした。日本は、ソフトボ ル、

レスリング63ｋｇ級の伊調馨、55ｋｇ級の吉田沙保里、競泳男子200メートル平泳ぎの北島康介などでした。グルジ

アは、柔道男子90ｋｇ級、レスリング等で金メダルを獲得しています。ちなみに北京オリンピック開幕の２００８年８月８

日、グルジア紛争が勃発しました。（→P.21)

A グルジア9位以下 日本2位
グルジアも日本も石油資源には恵まれておらず、輸入に頼るしかない国ですが、石油の輸入量の多い国ベスト８の中に、グ

ルジアは入っていません。ルジアは入っていません。

B グルジア60％強 日本2％
グルジアの半分以上の人が、グルジア正教徒です。

C グルジア２０進法 日本１０進法

グルジア語でたとえば、３０は「２０と１０」、４０は「２０の２倍」、５０は「２０の２倍と１０」…という言い方をします。

D グルジア１８種類 日本１６種類
これはかなり微妙な数字ですが、グルジアの方が若干多いようです。

E グルジア１３．３％ 日本３．９％

グルジアでは高い失業率が深刻です。仕事がある人もその多くは近隣の国々へ出稼ぎにいっている状態です。

F グルジア４カ国 日本０カ国
グルジアは「ロシア連邦」、「アゼルバイジャン」、「アルメニア」、「トルコ」の４カ国と接しています。

G グルジア１０８位 日本３５位G グルジア１０８位 日本３５位
サッカーが人気な国が多いですが、グルジアではサッカーより格闘技（→P.16)やラグビーが盛んです。

H グルジア４種類 日本３種類
グルジアは、小さな国土にも関わらず、国土の大部分が山岳地帯であることや、黒海に面していることなどからさまざまな気

候が存在しています。主に、温帯、亜熱帯、高山気候、大陸性気候（冷帯）。日本は主に、温帯、亜熱帯、亜寒帯の３種類の気候

区分を持ちますが、大部分は温帯です。

I グルジア３％ 日本０ ４％I グルジア３％ 日本０．４％
グルジアの妊婦死亡率及び乳幼児死亡率は、近隣諸国（旧ソ連新独立国や欧州連合諸国）と比べて高く、深刻な状況に

あります。理由としては、体制移行期の混乱、経済の低迷、公共サービスに対する低いコスト意識、適切な医療戦略の欠如な

ど様々な問題があげられます。他にも武力紛争のために避難を余儀なくされて必要な治療を受けることができないという状

況も高い死亡率の要因となっています。

K グルジア（少なくとも）６個体 日本０個体
グルジアで発掘された原人は「ドマニシ原人」とよばれ、アフリカ大陸から初めて移動した人類の祖先といわれています。

（ ）（→P.17）

L グルジア８６位 日本６位
ランキングにするとかなり差が出ますが、実際の数を見てみると、日本が１０万人あたり２４．４人、グルジアが１０万人あたり２４．

４人とほぼ同じような数字です。

M グルジア１０回以上 日本０回
国の名前だけでなく、国境自体も変わっているため、必ずしも現在のグルジアと一致するわけではありません。今でも、南オ

セチアおよびアブハジアの独立問題を抱えていますセチアおよびアブハジアの独立問題を抱えています。

N グルジア約１６００年前（５世紀） 日本約１３９５年前（６１５年）
日本の最古の文献は「三経義疏」、グルジアは「Tsamebay tsmindisa Shushanikisi, dedoplisaと言われています。実はグルジア語

の言語は現代までほとんど変化していないため、現代のグルジア人でも古代グルジア語を理解することはさほど難しくありま

せんが、一方今私たちが日本の古代文学を読もうと思うと、文法を一から学ばなければいません。

O グルジア５００種 日本1種
グルジアには、ブドウの品種は数千種以上あるといわれ、固有種も数多く存在します。ワインに使われるのは、主にサペラヴ
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グルジアには、ブドウの品種は数千種以上あるといわれ、固有種も数多く存在します。ワインに使われるのは、主にサペラヴ

ィ種、ムツヴァネ種、アレキサンドゥレウリ種などです。ちなみに、日本の固有種は、甲州種です。

P グルジア15万人以上 日本0人
南オセチア紛争により、多くの難民が生まれてしまいました。



おもしろことわざ大集合！日本と似てる？似てない？

ことわざは、その社会の考え方や価値観、社会を表します。
ことわざで、グルジアの社会に触れてみましょう。

1 次に並んでいるのは、グルジアのことわざの一部です。さて、（ ）に入る言葉は何でしょう？

①～③から選びましょう。また、その意味も考えてみましょう。

A 兄弟のところへ行く道は、 （① 短い ② 長い ③ まっすぐである）

B 兄弟がいないのはわるい。

しかし （① 兄弟が多いのは ② 姉妹がいないのは ③ 友人がいないのは）もっと悪い。

C 賢者もたまに （① 怒る ② まちがえる ③ 忘れる）

D 蒔いたものは （① 刈り入れよ ② 世話をせよ ③ 自然に任せよ ）

E 無精者にとっては、どんな（① 遊び ② 仕事 ③ 家庭 ） も難しい。

F だれでも他人の （① 戦争 ② 家庭 ③ 仕事 ）については賢いF だれでも他人の （① 戦争 ② 家庭 ③ 仕事 ）については賢い。

G 目と目が遠ざかれば （① 心は ② 心は近づく ③ 心も遠ざかる ）。

H 水に流される者は （① わら ② 苔（こけ） ③ 糸 ） をもつかもうとする。

I （① 10回測ってから ② 10回聞いてから ③ 10回考えてから ） 切りなさい。

J （① まっすぐ歩けば ② 平和に歩けば ③ 速く歩けば ） 君は遠くへ着くだろう。

K 止まっている水は（① 腐る ② 温かい ③ 透明である ）。

L ニワトコの木に（① ブドウ ② ニワトコ ③ ワイン ） はならない。

※ニワトコ ： スイカズラ科の落葉低木

2 上のことわざに似た日本のことわざはありますか？ あるいは、反対の意味の日本のことわざはありますか？
日本のことわざと比べてみましょう。

3 ことわざに触れてどうでしたか？ グルジアと日本の考え方は似てるでしょうか？ それとも違いますか？
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3 ことわざに触れてどうでしたか？ グルジアと日本の考え方は似てるでしょうか？ それとも違いますか？

ことわざを通して感じたことをみんなで話し合ってみましょう。



P.15のこたえと解説です。
ことわざを通して、グルジアの人々の
考え方に触れ、日本との共通点を知ることに
より親近感を持とう。

A 兄弟のところへ行く道は、① 短い。兄弟のところ 行く道は、① 短い。

「兄弟には頼みやすいし、行きやすい」という意味。この地域は、伝統的に子どもの多い家族が多く、兄弟にまつ
わることわざがたくさんあります。でも、なぜか姉妹にまつわることわざはあまりありません。

B 兄弟がいないのはわるい。しかし、③ 友人がいないのはもっと悪い。

Ａと矛盾するようですが、「兄弟よりも友人の方が助けになることがある」という意味です。

C 賢者もたまに ② まちがえる。C 賢者もたまに ② まちがえる。

まさに、「猿も木から落ちる」「弘法も筆のあやまり」です。

D 蒔いたものは ① 刈り入れよ

「自業自得」という意味です。

E 無精者にとっては、どんな ② 仕事も難しい。

暇な人ほど忙しがる暇な人ほど忙しがる。

F だれでも他人の ① 戦争 については賢い。

「傍目八目（おかめはちもく）」

G 目と目が遠ざかれば ③ 心も遠ざかる 。

「去る者は日々に疎し」

H 水に流される者は ② 苔（こけ） をもつかもうとする。

ヨーロッパでは、わらではなく、コケなのです。

I ① 10回測ってから 切りなさい。

「念には念を入れよ。」

J ② 歩 ば 遠く 着くだJ ② 平和に歩けば 君は遠くへ着くだろう。

「急がばまわれ」 ゆっくり急ぎなさい。

K 止まっている水は ① 腐る 。

「頭も使わないと鈍る。」という意味です。

L ニワトコの木に ① ブドウ はならない。
ニワトコの果実

「瓜の蔓に茄子はならぬ」「蛙の子は蛙」。

ちょっとブレイク グルジアの格闘技

コーカサス地域は 格闘技王国としても有名ですが グルジアも例外ではありません バルセロナ

ニワトコの果実

コ カサス地域は、格闘技王国としても有名ですが、グルジアも例外ではありません。バルセロナ

オリンピックで日本の小川直哉を破った柔道のハハレイシュヴィリはグルジア出身ですし、アテネオ

リンピックでは、同じく柔道のズビアダウリが独立グルジアに初めての金メダルをもたらしました。柔

道以外にも、レスリング、サンボ（ロシアの護身用格闘技）、少林寺拳法、空手、合気道など格闘技に

対する関心が高く、トビリシには道場が数多くあります。

日本の相撲界で活躍する黒海もグルジア出身です。同じく相撲の露鵬、白露山兄弟は、北オセチ
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ア共和国出身です。グルジア人とオセット人は、南オセチア州を巡って対立していますが（→P.21)、

彼らは仲の良い力士です。



ちょっとブレイクちょっとブレイク

トマケリソース（プラムのソース）

＜材料＞

グルジアで、ソースに使われるのは植物性の材料だけ。中でも、トマケリというプラムのソースは各家庭で作られ、

よく食べられます。酸味が強く、肉料理などに添えて出されます。

プラム 2ｋｇ

水 ６００ｃｃ

にんにく ３片

コリアンダー １０ｇ

（できれば花や実も一緒に）

コリアンダーシード（粉） 小さじ１コリアンダ シ ド（粉） 小さじ１

唐辛子 小さじ１

ペニローヤルミント 小さじ３

塩 小さじ２．５

ゴツィリゼ・児島メデア

1 洗ったプラムを鍋に入れて 水を６００ｃｃ注ぐ。1 洗ったプラムを鍋に入れて、水を６００ｃｃ注ぐ。

2 沸騰して実が柔らかくなったら火を止め、プラムをざるに移し、ざるごと別の鍋に入れる。

3 プラムを手かスプーンで混ぜながらつぶす。（ざるに種と皮だけが残るまでつぶす）

4 種と皮は捨て、鍋に残ったピューレ（約１３００ｇ）に唐辛子、ペニローヤルミント、コリアンダーシード、

塩を入れる。

5 にんにくと リ ンダ （茎は入れな ）を じん切りにし 鍋に入れ よくかき混ぜる5 にんにくとコリアンダー（茎は入れない）をみじん切りにして鍋に入れ、よくかき混ぜる。

すぐに食べる場合は、器に入れ冷ましていただきます。保存する場合は、もう一度火にかけ、沸騰し

てから５分たったら火を止め、熱いうちに、煮沸して消毒したビンに入れます。冷めたら、カビが生えな

いように少量のサラダ油を注ぎ、ふたをします。冷蔵庫で半年以上保存できます。

ユーラシア大陸最初の原人ゼズワとムズィアユーラシア大陸最初の原人ゼズワとムズィア

グルジアの首都トビリシから８５キロ南東に位置するドマニシ。この街は、

中世初期、ビザンツ、アルメニア、イランなどへ向かう隊商路が通る重要

な街でした。ここで、初期原人の骨、石器、動物の骨などが発見されたの

です。その骨は、ユーラシア大陸で発見された人骨の中で一番古く、１７０

～１８０万年くらい前のものと考えられています。その原人には男性ゼズワ、
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１８０万年くらい前のものと考えられています。その原人には男性ゼズワ、

女性ムズィアというグルジアの名前がつけられています。

さらに古い人骨がアフリカ大陸で発見されており、ゼズワとムズィアは

アフリカから移動してきたと思われますが、その理由はいまだ謎です。



第3章第3章

一緒に考えよう！こんな課題



グルジア紛争から考えること ～戦争でも平和でもない状況～

「グルジア紛争」は複数の国、民族がからみあった複雑な背景をもつ紛争です。

そして多くの傷跡を残しました。多く 傷跡 残 。

1 まずはグルジア紛争についての参考資料（P.２１）を読んでみましょう。

2 参考資料をもとにそれぞれの国の関係を、模造紙に、国カード、線や矢印などをつかって視覚的に整理して

みましょう。

ロシアグルジア アメリカアブハジア

自治共和国

南オセチア

自治州

ヨーロッパ諸国

日本自治共和国自治州 日本

3 次に、「それぞれの思いカード」（P.20)にかかれている内容を読み、模造紙の関係するところに貼りましょう。

4 では想像してみましょう。みなさんは、日本の指導的な立場にいるリーダーです。
ある時、日本で暮らしている外国人が言いました。「どうして、私たち、日本語を学ばなければいけないの？ 私た

ちは私たちの国の言葉で暮らしたい！ 日本の中に、私たちの独立国を創ることにします！！」

さて、みなさんなら、どうしますか？

5 ①～④の作業を踏まえて、最後にみんなで考えてみましょう。正しい答えがあるわけではありません。思ったこ
と、感じたことを何でも、出し合ってみましょう。

A 紛争はどうして起こってしまうのだと思いますか？

C

B グルジアの問題は、今でも完全に解決したわけではありません。いつまた同じような紛争が起こるとも

しれません。紛争が起こっているわけではないけれど、平和とも言えない状況です。平和とはいったい

どういう状況のことを言うのでしょう？ 「平和な社会」に欠かせない要素とは何でしょう？

「国」とは何でしょう？ だれにも暮らしやすい国に大切なことは何でしょう？
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では、そうした「平和な社会」「だれもが暮らしやすい国」を創るために、わたしたちにできることは何で

しょう？

D



「グルジア紛争」関係図 例

P.19の解説です。
グルジア紛争の事例を通して、平和な社
会、暮らしやすい社会を創るために大切な
ことを考えよう。

ロシア

旧
ソ

独立承認・支援

ロシア軍駐在

非難
アブハジア

自治共和国

南オセチア

自治州

ソ
連
諸
国

非難

グルジア

アメリカ合衆国
ヨーロッパ諸国

日本

支援親米

グルジア紛争が残した傷跡 ～それぞれの思いカード～

タマジ・ビルトベリシビリくん

（グルジア人 １５歳）

グルジア紛争以来、タマジくんは

部屋に閉じこもり、パソコンゲー

ソソ・ハルクヘリくん

（グルジア人 １５歳）

紛争が終わって半年近くたった頃、

南オセチアの少年 10歳

ロシアは英雄だよ！

ムばかりしている。

グルジアの軍人で、いつも一緒に

ゲームをしてくれた大好きなお父

さんは、紛争に出撃して行方不

明になってしまった。

母アナさんによると、タマジくん

がゲームをするのは「父親を忘れ

ないため だという

紛争 終 半 頃、

金色できれいなものを拾った。

それが不発弾だったなんて・・・

ソソくんは不発弾で左手を失って

以来、小さな音にも脅え、意味もな

く三つ下の妹に怒鳴り散らしたりす

るなど人が変わってしまった・・・。

左手と一緒に「キックボクサーになり

突然グルジアが僕たちのところに

攻めてきた時、ロシア軍が助けに

きてくれたんだ。

ロシアによる独立承認以来、街中

のあちこちで「ありがとう ロシア」ないため」だという。

「僕は僕たちの国を攻撃してきた

ロシアがとても憎い。」

たい」という大切な夢も失ってしま

ったのである。

のあちこちで「ありがとう、ロシア」

の横断幕がかかる。

ココイトイ大統領（南オセチア） ロシア

旧ソ連崩壊後、州、共和国などの

独立 が 悩

アメリカ、ヨーロッパ諸国

日本など

シアによる南オセチア自治州とグルジア紛争から1年たって、犠

牲者をしのぶロウソク集会がひら

かれた。

「グルジア軍の攻撃の目的は南オ

セチア住民の根絶にあった。

ロシアの功績は決して忘れない。」

大統領はこのようにのべた。

そして 攻撃を受けた都市ツヒン

独立問題がロシアを悩ませている。

少しでも資源を掌握したいロシア

は、ロシア統合を望んでいる南オセ

チアを支援してきた。また黒海への

ルートを確保するために、アブハジ

ア自治共和国も支援。CIS諸国に

資源を供給しているロシア。反ロシ

ロシアによる南オセチア自治州と

アブハジア自治共和国の独立承

認は「グルジアの領土保全と主

権の侵害だ」と非難した。

一方で、中東だけでなく、カスピ

海の石油を確保したいという思い

もあり、ロシアを通らないバクー・
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そして、攻撃を受けた都市ツヒン

バリには、ジャノサイド（集団殺害

）博物館を開館する。

アのグルジアに対しては、天然ガス

価格の2倍値上げを要求したりし

ている。

トリビシ・ジェイハンパイプライン

の中継地であるグルジアを援助

することは重要。



参考資料

グルジア紛争

グルジ 紛争 経緯

モンゴル系の軍事指導者 ティムール

グルジア紛争の経緯

アブハジア
自治共和国

ロシア連邦

南オセチア

北オセチア共和国

チェチェン共和国

南オセチア
自治州

アジャリア

黒海

トビリシ

2008年 4月16日 ロシアが、分離・独立を求める南オセチアとアブハジアとの公式関係を樹立

トルコ アルメニア アゼルバイジャン

アジャリア

自治共和国

8月7日 南オセチアにグルジア軍が軍事攻撃

8月8～10日 ロシア軍が南オセチア及びグルジア領域に侵攻、空爆

8月12日 フランスの仲介で休戦

8月26日 ロシアが南オセチアとアブハジアの独立を承認

８月29日 グルジア、ロシアと国交を断つ

グルジア紛争をとりまく背景

月 日 グルジア、 シア 国交 断

10月10日 南オセチアとアブハジアを除くグルジア全領土からロシア軍が撤退

● 複雑な民族構成
1991年ソ連崩壊に伴い、グルジアは独立を宣言しましたが、その際、北オセチア州はロシアに、南オセチア州はグ
ルジアに属することになりました。南オセチア州の多数派であるオセチア人は、グルジアがグルジア語使用を強要し
たことに反発し、自治共和国への昇格、ロシア領北オセチア州との統合を要求して、紛争が起きました。さらに、グル
ジアに属するアブハジア共和国は、温暖で豊かな農産物が採れる地域ですが、多くの民族が混在していました。
1992年当時の民族構成は、グルジア人45％、アブハズ人17％、ロシア人15％、アルメニア人15％、ギリシア人３％。
グルジア人による支配に反発し、共和国としての独立を目指す動きがありましたが、グルジアがグルジア語による教
育を行おうとトビリシ大学の分校をアブハジア内に設置しようとしたことに反対したアブハズ人がグルジア人を襲
撃しことから1992年暴動に発展し、多くのグルジア人が難民となりました。

● グルジアの反露感情● グルジアの反露感情
1989年4月6日、アブハジアの分離要求に反対する約100人の人々が、グルジア庁舎前でハンガーストライキを
始めました。そして9日早朝、アフガニスタンから撤退した旧ソ連軍が、戦車で住民に突撃し、多くの犠牲者が出ると
いう、トビリシ事件が起こりました。もともと独立心が高く、ロシアからすると厄介な存在のグルジアでしたが、この事
件をきっかけに、反露感情が高まり、独立を求める世論が一挙に加熱したのです。独立後も、ロシアの影響をできる
だけ受けないような親欧米路線をとりました。

● 石油資源を取り巻く攻防～バグー・トビリシ・ジェンハンパイプライン～
1999年 アメリカや西ヨーロッパの国々が中心となって「バグー・トビリシ・ジェンハンパイプライン」（ロシアを通ら
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1999年、アメリカや西ヨ ロッパの国々が中心となって「バグ ・トビリシ・ジェンハンパイプライン」（ロシアを通ら
ないパイプライン）の契約を成立させると、ロシアは猛反発しました。元々グルジアを含むこのカスピ海周辺の地域
はソ連に属し、その豊かな資源はすべてソ連が握っていたのです。一方、アメリカ・西ヨーロッパの国々は今まで石
油を中東地域に依存してきましたが、カスピ海からも石油が輸入できるようになれば、石油の値段も低くおさえる
ことができ、中継地であるグルジアは重要なのです。



第4章第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.25～27）

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？

感想を話し合ってみましょう。感想を話し合 てみましょう。
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グローバルイシュー（地球的課題）と持続可能な社会

P.23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 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「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。

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す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

ミレニアム開発目標（ＭＤｓ）

会は、持続 不可能」な社会なのです。

「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。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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～12歳の少女が地球サミットで語った伝説のスピーチ～

この星をこれ以上こわし続けないで

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。

ぜ ばもし、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、

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。

地球サミット

『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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目で見るグルジア

1991年のソ連崩壊で独立したこの国は中世にさかのぼる歴史があります。２００4年1

人口

月に大統領となったサーカシビリが、EUやNATOに接近する政策を展開する中、国旗

も変更されました。イングランドと同じ「聖ジョージ」の十字架ですが、英語のジョージ

アとグルジア語のグルジアは同じ意味です。

面積

㎡4.３百万人（２００９年 国連人口基金）

128.2百万人

69,700㎡
（日本の約5分の1）

377,887ｋ㎡

≒

公用語はグルジア語

言語宗教

主としてキリスト教

(グルジア正教)

首都 トビリシ民族

(2009年 CIA The World Factbook)

通貨

ラリ

（1ドル=1.67ラリ)

気候帯

西部：温暖湿潤気候

グルジア人
83.8%

アゼルバイジャン人
6.5%

アルメニア人
5.7%

ロシア人1.5％

(2009年3月末日現在）北部山地：Dfa、高山気候

平均気温 年間降水量

－５時間

日本との時差

名古屋
15.4℃

トビリシ
13℃

名古屋
1565ｍｍ

トビリシ
495.8ｍｍ

17:00正午

◆国旗：『世界の国旗』吹浦忠正監修（Ｇａｋｋｅｎ） ◆人口・面積・首都・言語・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） ◆日本との時差：海外旅行 ＪＴＢ[グルジアの基本情報]
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日本との

貿易主要品目

主要産業

農業、食品加工業、鉱業

化学製品等

自動車、ゴムタイヤ・チューブ等

農業、食品加 業、鉱業

一人あたりのＧＮＩ

2,120米ドル（2007年世銀）

37,670米ドル（2007年世銀）

在留邦人数 都市人口の比率出生時の平均余命

（20０７年）

在日グルジア人数

１９人（20１０年1月現在）

５０人（200８年12月現在:法務省） 66％（２００7年）

5２％（２００7年）

83年

71年

（20０７年）

5歳未満児の死亡率 （出生1000人あたり）

３０人（2007年）

４人（2007年）

１日１ドル以下で
暮らす人の比率

（2005年）

初等教育
純就学/出席率

（2000～2007年）

４人（2007年）

人口の年間増加率

（ １９９０～2007年）

13％９5％ -１．３％

0.2％

◆主要産業・日本との貿易主要品目・在留邦人数・在日グルジア人数：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・1日1ドル以下で暮らす人の比率・成人の総識字率・初等教育純

就学／出席率：世界子供白書２００9（ユニセフ）
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グルジア地図

アブハジア自治共和国
ロシア

アジャリア

トビリシ

自治共和国

トルコ
アルメニア

ゼアゼルバイジャン

西アジア
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西アジア
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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「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

● 財団法人日本ユニセフ協会「世界子供白書２００９」

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

● 日本グルジア文化協会

http://www.music-tel.com/georgia/

● Medea’s Home Page

http://www.geocities.jp/medeageo/index.htmlhttp://www.geocities.jp/medeageo/index.html

● コーカサスの秘密 （渡辺笙太郎）

http://www.geocities.jp/nam995yabuka/samkhedrogza01.html

● 写真で見るロシアと旧ソ連の国々

http://www/asahi-net.jp/~ri8a-iskw/index.htm.

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

● 『ロシアを知る事典』（平凡社）

● 『世界ことわざ大事典 柴田武 谷川俊太郎 矢川澄子 編著 （大修館書店）● 『世界ことわざ大事典』柴田武 谷川俊太郎 矢川澄子 編著 （大修館書店）

● 『地球の歩き方 A31 ロシア ウクライナ ベラルーシ コーカサスの国々 2008～2009年版』

（株式会社 ダイヤモンド・ビック社）

2009年度教材作成チーム

安城市

東海市

東海市国際交流協会

長久手町

甚目寺町

東郷町

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

みよし市
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