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世界一大きな授業 

「震災から見えてきた教育の大切さ」 

教材＆手引き 

 

 

 

 

 
昨年のキャンペーンに参加した子どもたち（パレスチナ）ⓒGCE   復興支援プロジェクトに参加する子どもたち（日本）ⓒプラン・ジャパン 
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「世界中の子どもに教育を」キャンペーン 2012 

主催： 教育協力 NGOネットワーク（JNNE） ＜途上国で教育協力を行う NGO 23 団体のネットワーク＞ 
共催： 公益財団法人プラン・ジャパン 
特別協賛： 特定非営利活動法人 ワールド･ビジョン･ジャパン 
実施： 「世界中の子どもに教育を」キャンペーン実行委員会（ACE、オックスファム・ジャパン、開発教育協会、 

グッドネーバーズ・ジャパン、シャンティ国際ボランティア会、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン、 
フリー・ザ・チルドレン・ジャパン、プラン・ジャパン、ラオスのこども） 

後援： 文部科学省、外務省、国際協力機構、動く→動かす、ボーイスカウト日本連盟、ガールスカウト日本連盟、 

「持続可能な開発のための教育の 10 年」推進会議 
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世界一大きな授業とは？ 

世界 180か国の NGOや教職員が運営するネットワーク 「教育のためのグローバル・キャンペーン」

（GCE: Global Campaign for Education）では、2003年より毎年 4月に「世界一大きな授業」を実施

しています。「世界一大きな授業」とは、世界中で、同じ時期に、同じテーマで開発途上国の教育の現状

について理解を深める授業を行い、だれもが学校に行けるようアピールする取り組みです。日本では、

開発途上国で教育支援を行う NGOからなるネットワーク「教育協力 NGOネットワーク」（JNNE：Japan 

NGO Network for Education）がキャンペーンを実施しています。  

 
これまでの成果 

「世界一大きな授業」には、世界中から毎年数百万人もの人々が参加し、2008年にはギネス記録にも登

録されました。このキャンペーンは、各国政府の政策にも影響を及ぼしています。先進国では援助額の

増加の動きがみられ、途上国では、14か国における学費の無料化、女子教育の重視、中途退学した若者・

成人向けの教育機会の提供などが行なわれました。その結果、1999年に比べて小学校に入学した子ども

の数は 5200万人増えました。 

 

みんなが動けば世界は変わる！ 

このキャンペーンでは、開発途上国の子ども自身が、自らの状況を変えるために主体的に声を挙げ、国

の教育政策を変える力になっています。また日本では、問題の現状を学んだ参加者が、日本政府のさら

なる教育支援を願うメッセージ･カードを集め、首相に提出しました。世界中の子どもたちが教育を受け

られるようにする為には多くの人が「声」をあげ、よりよい政策に反映することが大切です。一人ひと

りができることを考え、行動を起こしてみましょう。 

この教材のねらい 
1. 災害後の「子ども参加」の実態を知り、途上国の子どもたちの持つポジティブな力を知る。 

2. 日本以外の世界の教育の現状について知り、教育の大切さについて考える。 

3. 子どもたち自身が「子ども参加」に関心を持ち、自分たちに何ができるか考える。 

 

アクティビティについて  
・ アクティビティ 1と 2が基本編です。1と 2を合わせて 45分で実施できます。 

・ アクティビティ 3は発展のプログラムです。必要に応じて実施してください。 

・ アクティビティ 1～3を通しても、1と 2だけ、2と 3だけでも実施できます。 

・ 対象：小学校高学年以上 

・ 人数：20～40名のクラスルームでの実施を想定して作成しています。 

・ 形式：参加型学習ですすめてください。 

 
参加型学習について 
参加型学習をすすめる上で重要なのが、皆が安心して話せる環境をつくることです。最初に、話したく

ないことは話さなくてよい、否定しない、などの約束をつくり、確認した上で学習を始めてください。 
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１．基本の教材＆ワークシート 

アクティビティ１：４択クイズ 

■ねらい 

1. 東日本大震災のことを思い出す。 
2. 東日本大震災の被害に対し、日本が国際的な人道支援を受けたことを知る。 
 

■備品 

世界地図（あれば） 

 

■時間 

15分 

 

■すすめ方 

1. 「世界一大きな授業」をはじめることを説明する。 

2. 挙手や参加型のアクティビティ「部屋の四隅」（次頁参照）などの方法で、クラス全体にクイズを出す。

または、小グループにクイズのワークシートを配布してグループで考えてもよい。 

3. 「クイズの回答と解説」（次頁掲載）を使いながら、答え合わせをする。質問に登場する外国の場所を世

界地図で確認しながらすすめると分かりやすい。 

 

ワークシート 

 
クイズ 
 
Q1 「津波」は英語でなんと言うでしょう？ 
A．tsunami（ツナミ）    
B．big wave（ビッグ・ウェーブ）  
C．hyper wave（ハイパー・ウェーブ）   
D．power wave（パワー・ウェーブ） 
 

Q2 去年（2011年）の 5月に世界から一番たくさんの援助を受けていた国はどこ？ 
A．アフガニスタン  B．ハイチ  C．コンゴ民主共和国  D．日本 
 

Q3 日本はインドからどんな援助を受けたでしょう？ 
A．災害対応部隊の派遣  B．ビスケット  C．毛布  D．応援メッセージ 
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■クイズの回答と解説 

Q1 「津波」は英語でなんと言でしょう？ 答：A．tsunami（ツナミ） 
 「津波」は英語でも「tsunami（ツナミ）」と表記されます。 
 津波は日本だけでなく、世界のほかの地域でも発生しています。 
 最近では、2004年にスマトラ沖地震が発生。インドネシアのストマラ島沖が震源のM9の大地震でした。
このときに発生した津波は、インドネシア、スリランカ、インド、タイ、ミャンマー、モルディブ、マレ

ーシア、バングラデシュ、アフリカ東部沿岸など、広い地域に被害をもたらし、20万人以上の人が被災
しました。ちなみに、この津波は英語では「Asian Tsunami（アジアン・ツナミ）」と表記されています。 

 2011年3月11日に発生した東日本大地震と津波は、Japan Earthquake and Tsunami March2011」（国連）、
「Great East Japan Earthquake and Tsunami」（外務省）などと表記されています。 

 そのほかに、日本語が語源の英語には「judo（柔道）」、「bonsai（盆栽）」、「haiku（俳句）」などと言った
言葉や、最近では「manga（漫画）」や「karaoke（カラオケ）」、「kawaii（かわいい）」もあります。 

 
Q2 2011年 5月に世界から一番たくさんの援助を受けていた国はどこ？ 答：D．日本 

 世界中から援助が寄せられ、東日本大震災直後からの数カ月は、日本は世界一位の「被援助国」でした。 
 出典：国連人道問題調整事務所（UNOCHA）、金額ベース、2011年 5月 26日現在 
 「2012年 2月 6日時点で計 163の国・地域及び計 43の機関が支援意図を表明しています。 
（出典：外務省） 

 アフガニスタン：2011年全体でみると日本よりも援助額は上回っています。アフガニスタンでは長引く
紛争に加えて洪水などの自然災害も発生しており、農業、教育、食料、保健、地雷除去、水衛生といった

分野に援助が寄せられました。 
 ハイチ：2010年の地震から復興が進んでいますが、未だ基本的な生活に不可欠な支援が届いていない人々
も多くいます。特に、現地ではコレラが流行しているため、コレラ対策に支援が寄せられました。 

 コンゴ民主共和国：紛争が終わり復興の道を歩んでいますが、住民は武装集団の襲撃の恐れや避難等がま

だあり、未だ安心した生活を送れていません。また農業、保健、水衛生、栄養、教育といった分野が遅れ

ており、2011年はこうした分野に多く援助が寄せられました。 
 

Q3 日本はインドからどんな援助を受けたでしょう？   答：全部正解 

 外務省のウェブサイトによると、インドからは以下の援助が寄せられました。 
「2011年 3月 28日、インドからの支援隊（国家災害対応部隊）46名が、初の海外派遣として日本に到
着し、翌 29日から 4月 5日まで宮城県女川町で，主に行方不明者の捜索活動を行いました。毛布（26,740
枚）、水（750ｍｌ×約 1.3万本＝約 10トン）、ビスケット（約 10トン）の物資支援がありました。各地
で追悼集会やチャリティ行事が各所で開催されました。2011年 3月 25日までに日本大使館に寄せられた
市民から電話，書簡，電子メール等によるメッセージは 1,000件を超えました」 

 そのほかの国からの援助についても外務省のウェブサイト（http://www.mofa.go.jp/mofaj/saigai/）に掲載
されています。 

■参加型で進めるヒント：「部屋の四隅」 

「部屋の四隅」とは、部屋の四隅に「A」「B」「C」「D」などの 4つの回答と

書いた紙を貼っておき、ある質問に対して参加者が自分の考えのところに移

動する、というとても簡単なアクティビティ。最初の質問に全員が移動し終

わったら、各コーナーの人に、なぜそう思うのか意見を聞きます。次の質問

に移り、また全員が自分の考えのところに移動します。何回か繰り返し、最

後に全体の感想を話し合います。視覚的に様々な意見があることが分かり、

また、体を動かすことで体をほぐし、話しやすい雰囲気をつくります。 

参考：http://www.dear.or.jp/activity/menu01.html（開発教育協会） 
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アクティビティ２：映像『津波の前と後』から知る「子ども参加」 

■ねらい 
1. 災害後の「子ども参加」の実態を知り、途上国の子どもの持つポジティブな力を知る。 
2. 途上国の子どもたちの教育の現状を知る。 
3. 子どもたち自身が「子ども参加」に関心を持つきっかけとする。 
 

■準備するもの 
・ DVD『津波の前と後』（5分） 

・ DVDを投影するための機材（テレビ、DVDデッキまたはパソコン、プロジェクターなど） 

・ ワークシート（次頁掲載／人数分コピーして用意する） 

 

■時間 
30分 

 

■進め方 
1. 導入：「2004年 12月に発生したスマトラ沖地震から 7

年以上が経ったけれど、被災地や被災した子どもたち

は津波の後にどのような取り組みをしただろう？ 

インドのソバーナスくんの話を聞いてみよう」など、

導入の言葉ではじめる。 

2. 映像『津波の前と後』視聴（5分） 

3. ワークシートを 1人 1枚配布し個人で記入（5分）  

※ワークシートは映像を観る前に配布しておいても

よい。 

※「正解や間違いはないので自分の感じたこと、思ったことをそのまま書けばよい」と助言する。 

4. 4～6人の小グループで 1人ずつ順番に記入したことを発表し、共有する。（10分） 

※このとき、「相手の話すことをよく聞こう」「話すことを否定しない（＝正解や間違いはないので、そう

思ったり、感じたりするのは変だ、というようなことはない）」と助言する。全員の発表が終わったら、

互いに質問し合ったり、意見交換をしたりする時間を設ける。 

5. 各グループで出た意見や話し合ったことを全体に発表する。教師／進行役は適宜、解説を入れる。（10分） 

→ビデオの背景や解説は、11頁以降の解説および資料（パワーポイント）「映像『津波の前と後』制作の

背景」参照 

 

■ポイント 
・ 子どもが社会参加することが地域を変え、社会をよりよく変える力を持つことを確認する。 

・ 災害時には教育を受けることがより困難になるということを確認する。 

・ インドなど、途上国にはまだまだ学校に行けない子どもや、教育環境が不十分な子どもがいることを確認

する。 

・ 子どもが様々な社会的な取り組みに参加し、未来を担っていくためには教育が必要であることを確認する。 

 

■事後の活動 

・ 7項の「アクティビティ1，2：感想シート」をお送りください。【締切日：5 月11 日（金）】 

※お送りいただいたワークシートは6 月に教育協力NGO ネットワークから日本政府に提出します。 

※写真や感想シートは、ホームページや報告書などでご紹介させていただきます。 
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アクティビティ 1、2：ワークシート 

■ソバーナスくんの住んでいるインドはどこにあるでしょう？日本とインドに印をつけてみよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■映像をみて、驚いたことや、はじめて知ったことはありましたか？ 

 

 

 

■ソバーナスくんたちは、子どもクラブでいろいろなことを話し合っています。 

 あなたが興味を持ったことや、もっと知りたいと思ったものに 3つまで○をつけてみよう。 

1. 先生の数が足りないこと 

2. 通学費の問題 

3. 文化クラブや子ども祭り 

4. 仮設住宅の中が暗くて勉強できないこと 

5. 仮設住宅では隣の家の声が聞こえてきて勉強できないこと 

6. 水道ができて水くみが楽になったこと 

7. みんながトイレを使うように伝える劇の上演 

8. 子どもたちが地域を変えるための主役になったと話していること 

9. 将来の資源に対する責任を持つのは子どもたちだと話していること 

 

○をつけた理由は？ 
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アクティビティ 1、2：感想シート 

学校名：                 
 

   年   組   番  名前                   

1. 授業を受けてみて、自分の気持ちに一番近いものを 3つまで選んでみましょう。 

かなしい 不思議だ つらい 

うれしい おどろいた よかった 

不安だ 納得できない 腹が立つ 

しかたがない どうにかしたい （           ） 

2. それぞれの気持ちについて、なぜそのように感じたのか書いてみましょう。 

① （ ）         

         

② （ ）       

         

③ （ ）       

         

 3. 世界中の子どもが学校に通えるようになるために、自分にできることを考えてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

協力：開発教育協会                                               

 

送付先：プラン・ジャパン内「世界中の子どもに教育を」キャンペーン事務局（城谷、奈良崎、浜田、澤柳） 

〒154-8545 東京都世田谷区三軒茶屋 2-11-22-11F 

E-mail: advocacy@plan-japan.org 

TEL: 03-5481-0030  FAX: 020-4662-2085 
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●わたしの提案 
 ～世界中の子どもが学校に通えるようになるために～ 
 
 
 
●わたしがそう思う理由 

アクティビティ３：もし、きみが「子どもクラブ」のメンバーだったら？ 

世界中の子どもが教育を受けられるために野田総理にメッセージを送ろう 

 

■ねらい 

・ 子どもたちが自分の意見を表現し、提案をすることで「子ども参加」の実践の一歩とする。 

・ 実際に国会議員と野田総理に届くメッセージを書いてみることで「政策提言」を体験する。 

・ 世界中の子どもが教育を受けられるようにするには、子どもも含めた世界中の人々の協力が必要であるこ

とを知る。 

 

■準備するもの 

・ 資料（パワーポイント）「映像『津波の前と後』制作の背景」 

・ 資料（パワーポイント）を投影するための機材 

（テレビ、CDデッキまたはパソコン、プロジェクターなど） 

・ A5サイズの紙（人数分） 

・ ワークシート（実施報告書／次々頁掲載） 

 

■時間 

45分 

 

■進め方 

1. 教師／進行役が解説（11頁以降）を読み上げながら、資料（パワーポイント）「映像『津波の前と後』制

作の背景」を観る。（10分） 

2. 日本の児童／生徒たちの暮らす地域にも「子どもクラブ」があって、児童／生徒たちはメンバーだと仮定

する。その「子どもクラブ」では、「今日は世界中の子どもが学校に通えるようになるために、どんなこ

とができるか／どんなことをしたいかを話し合う」と仮定する。 

3. 教師／進行役は以下の情報提供と問いかけをする。 

「インドだけでなく、世界中を見渡すと、6,700 万人の子どもが学校に通っていません」 

「世界中の子どもが学校に通えるようになるために、どんなことができるでしょうか？」 

児童／生徒に 1人 1枚、A5サイズの紙を配布し、ソバーナスくんたちの意見を参考に最低ひとつ考えて、

紙に書くよう指示する。ひとつ以上考えてもよい。なぜそう考えるのかも書き加える。（5分） 
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4. 4～6人の小グループをつくり、それがひとつの「子どもクラブ」だと仮定する。ソバーナスくんたち「子

どもクラブ」の名前「メドリズ（＝小さな魚）」を参考に、グループに名前をつける。（5分） 

※あまり深く考えず、フルーツや動物の名前、好きなアイドルグループの名前などをつけてもいい。 

5. グループ内で 1人ずつ紙に書いたことを順番に発表し、共有する。（10分） 

※このとき、「相手の話すことをよく聞こう」「話すことを否定しない（＝正解や間違いはないので、そう

思ったり、感じたりするのは変だ、というようなことはない）」と助言する。全員の発表が終わったら、

互いに質問し合ったり、意見交換をしたりする時間を設ける。 

6. 全員の発表を聞き終えたら、各グループに 1枚ずつワークシート（実施報告書）を配布する。 

ワークシート（実施報告書）は「世界一大きな授業」キャンペーンの一環で、主催団体「教育協力 NGO

ネットワーク」を通して、実際に国会議員と野田総理大臣に届けられることを伝える。 

7. 出た意見や話し合ったことをもとに、グループでワークシートに意見をまとめる。（10分） 

8. 全体に発表する（5分） 

※もし発表するのが難しければ、記入した紙を黙読しながら回覧したり、教師/進行役が読み上げたりし

てもよい。 

 
■事後の活動 

次項の「アクティビティ 3：ワークシート」をお送りください。【締切日：5月 11日（金）】 

※お送りいただいたワークシートは 6月に教育協力 NGOネットワークから日本政府に提出します。 

※写真や感想シートは、ホームページや報告書などでご紹介させていただきます。 

 

■参考資料 

資料「国際協力 NGOによる子ども参加の事例」から実際の取り組みを 1例読んでもよい。 

高校生が「先生」となり 

国会議員を「生徒」に迎えて授業を実施 

世界の教育改善を訴えるメッセージ・カードを 

外務省に届ける高校生 
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アクティビティ 3：ワークシート 

野田佳彦総理大臣殿 

 

 
送付先：プラン・ジャパン内「世界中の子どもに教育を」キャンペーン事務局（城谷、奈良崎、浜田、澤柳） 

〒154-8545 東京都世田谷区三軒茶屋 2-11-22-11F 

E-mail: advocacy@plan-japan.org 

TEL: 03-5481-0030  FAX: 020-4662-2085

●学校/グループ名： 

●「子どもクラブ」のグループ名： 

●グループのメンバーの名前： 

 

●わたしたちの提案  世界中の子どもが学校に通えるようになるために‥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●野田総理大臣や日本の国会議員のみなさんにお願いしたいこと／取り組んでほしいこと 

 

 

 

 

 

 

●「世界一大きな授業」をやって、わたしたちが思ったこと・考えたこと・感じたこと 
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２．解説「映像『津波の前と後』制作の背景」      
 

 

■映像『津波の前と後』を制作する 11～16歳の子どもたち 

映像制作は、国際協力 NGOによる「子どもメディア・プロジェ

クト」の取り組みの 1つです。子どもたちは、まず「子どもの

権利」「ジャーナリスティックなものの見方」「コミュニケーシ

ョン」について学びます。そしてビデオづくりなどを通じて、

自分たちの置かれた現状を客観的に捉え、状況改善に向けた子

どもの声」を発信します。企画、撮影、「収録、編集などのすべ

てを、子どもたち自身が担います。映像完成後に実施するコミ

ュニティ内外での上映会を通じて、「子どもの声」は地域の子ど

もや大人に発信され、上映後に実施される討論会では、「子どもの声」をいかに受け止め、状況改善につなげ

るかについて話し合われます。 

 

映像『津波の前と後』は、スマトラ沖津波・地震の被害を大きく受けたインド東部タミル・ナドゥ州の 11～

16才の子どもたちによって 2005年に制作されました。多くの場面、とりわけ災害時には、子どもの声は後回

しにされがちです。子どもの声を復興や社会改善に取り入れるために映像『津波の前と後』は制作されました。 

「子どもたちが地域開発の主体となった」「将来の資源に責任を持つのは子どもたち」という映像での力強い

メッセージのもと、この地域では、教育や防災について子どもたちの意見が取り入れられ、状況改善につなが

りました。 

 

■子どもクラブとは？ 

子どもたちによる委員会で、国際協力 NGOの働きかけによって結

成されるもの。地域において子どもたちが直面する様々な課題に

ついて話し合ったり、お祭りなどの地域行事を企画・実施したり、

子どもの権利について学んだりします。そして、より良い地域づ

くりに向けて、子どもの視点から情報発信や解決に向けた行動を

行います。 

 

映像『津波の前と後』で紹介されている子どもクラブ「メドリズ」

（小さな魚の意味）は、被災したソバーナス君が国際協力 NGO の支援を受けて結成した子どもクラブです。

子どもクラブでは、子どもたちが直面してきた様々な課題について問題解決に取り組みました。 

例えば、子どもたちが仮設住居での生活後に、政府が準備した家に移り住んだものの、そこが学校から遠かっ

たため、通学費の負担が生じ、親が子どもたちを学校に通わせなくなったという問題が生じました。「メドリ

ズ」の子どもたちの問題提起により、ＮＧＯが政府代表と交渉の場を設定。スクールバスが運行するようにな

ったという成果や、学校の先生による体罰の問題に声をあげ、子どもたちの出席率を上げたなどの成果があり

ます。
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■ソバーナスくんってどんな子？ 

インド東部タミル・ナドゥ州の漁村、ナガパティナムの出身。 

1993年 4月 13日生まれ。被災当時は 11才の小学 6年生。 

＜ソバーナスくんからのメッセージ＞ 

僕は、2004 年 12 月、祖父と弟と海老釣りに出ていたところ、

突然津波に襲われ、九死に一生を得ました。その後、避難所や

仮設住宅で生活を送り、震災の 4ヶ月後に国際 NGOの支援を

得て、「子どもクラブ」を立ち上げました。その後 4 年間はリ

ーダーとして毎週ミーティングを行い、子どもたちが抱える問

題を解決するために行動しました。例えば、政府と交渉して学校が家から遠い子どもたちのためにスクールバ

スを走らせたり、村の避難マップを作ったり、映像（『津波の前と後』）の制作にも取り組みました。2011年 9

月、国際 NGOの招聘により来日し、東日本大震災で被災した小学生や中学生と交流をはかり、経験を交換す

ることができました。将来の夢は船長になることです。津波が起きた後は海を見るのも怖かったのですが、そ

の体験を乗り越えて今は船長を目指し、海洋学を勉強しています。 

 

■インドの教育について ①データ 

インドの教育事情は地域や男女などにより、大きな隔たりが

あります。 
学校・教師の不足、教育の質、教育の重要性の認識がないこ

となど、様々な理由により、子どもたちは充分な教育を受け

ることができません。 
 

 

 

 

■インドの教育について ②教育を受けられない原因は？ 

＜学校の不足＞ 

2002年、 初等教育の義務化・無償化が図られたことにより、

生徒数が急増しました。しかし、生徒数に対して学校の数は

充分ではありません。また、一番近い学校が何十キロも離れ

ていると、交通手段が発達していない限り通うことはできず、

通学費の負担も生じます。また、雨季に道路が冠水したり、

通学途中に野生動物や性犯罪といった危険にあうなど、様々

な困難があります。映像『津波の前と後』では、避難所生活

後に移住した家が、学校から遠くなり、通学費の負担から、

親が子どもを学校に通わせなくなった問題が取り上げられていますが、津波前にも、学校の不足は多くの地域

で問題となっていました。 
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＜教師の不足＞ 
教師の数が足りず、一人の教師が大勢の生徒の面倒をみる場合が数多くあります。教師の多くは一般的な公務

員より安い賃金で働き、社会的地位も低い実情です。生活のために、教師が副業を持つことも多く、午前中は

教師として、午後はアイスクリーム売りとして子どもに接するなどという事例もあります。 

教授法などのトレーニングを受ける機会も、子どもたちに適した教材を活用することも限られ、教育の質に影

響を及ぼしています。 

もっと深める！「世界一大きな授業 2010」の教材「ゴールはひとつ！世界中の子どもに教育を」をご利用

ください。http://www.jnne.org/gce2010/download.html 

 

■インドの教育について ②教育を受けられない原因は？ 

＜貧困＞ 

学費は無償化されても、制服、教科書、学用品や通学費などが負

担となり、子どもを学校に通わせることができない貧困家庭もあ

ります。また、家計を助けるために子どもたちが働かなくてはな

らないという場合、親が教育の重要性を認識していないという場

合もあります。 

 
＜女の子への配慮の欠如＞ 

貧困家庭の多くは、女の子より男の子の教育にお金を使います。また、学校内で性的嫌がらせを受けるなどの

理由から学校へ行けないこともあります。早すぎる結婚、トイレが男女別に分かれていないこと、女性教師の

少なさなどが、さらに女の子から学校を遠ざける要因となっています。 

もっと深める！「世界一大きな授業 2011」の教材「女の子と女性の教育」をご利用ください。 

 http://www.jnne.org/gce2011/download.html 

 

＜学校での体罰＞ 

生徒の 3人中 2人が教師による体罰を経験しているとの報告があります(インド政府 2007）。 

学校での体罰により子どもたちが学校から遠ざかり、中退するケース、親が子どもを学校に通わせないケース

があります。 

 

■インドの保健・衛生 

子どもの命を奪う世界で 2番目の原因＝下痢 （2009年ユニセフ） 

世界では約 8億 8,400万人が安全な飲料水を利用できず、約 26億

人が基本的な衛生施設を利用できません。水と衛生の欠乏より、

毎年約 180万人の子どもが下痢のために死亡し、それは 5歳未満

児の死亡率の 17％に及びます。(ユニセフ 2010年、UNDP2006年) 

 

とりわけインドをはじめとする南アジアは屋外で排泄する人の

割合が高い地域です。インドでは、トイレの普及や設置がなされていないために、毎日 10万トンもの人

糞が畑や川の土手などで排泄されており、非常に不衛生な環境が作り出されています。インドの総人口

の 55％（約 6億人）が、トイレにアクセスできずに生活しています。(ユニセフ 2011年)              

また、毎日 5歳未満のインドの乳幼児 1000人が下痢や肝炎、その他汚い水を口にしたことや不衛生な生活環
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境によって引き起こされる病気でなくなっています。（ユニセフ 2009年） 

女性や女の子たちへの影響も深刻です。なぜなら女性や女の子たちは水汲みの負担が大きいからです。 

これらの課題に対し、国際協力 NGOなどは、井戸や給水タンクの設置、トイレの設置・普及、衛生教育や啓

発活動などに取り組んでいます。 

 

■インドのお祭り 

インドでは「毎日お祭り」と言ってよいほど、宗教や地域で

のお祭りが盛んに行われています。全国的に催されるお祭り

のひとつに「ガネーシャ祭り」があります。このお祭りは、

ヒンドゥー教の神様であるガネーシャ神の誕生を祝うもの

です。ガネーシャ神は知恵と学問と繁栄の神様で、ヒンドゥ

ー教徒から最も愛されている神様の 1人です。 

 

このお祭りの期間は家や地域によって違いますが、長くて 10

日ほど続きます。祭りの期間、広場にはガネーシャ神の像が飾られ、人々は新しい服を着て、お菓子を作り、

家族でガネーシャ神に祈りを捧げたり、親戚の家を訪問したりして過ごします。祭りの最後の日には、来年も

またガネーシャ神と再会できる事を祈り、歌って踊りながらこのガネーシャ神像を海や湖に運び、沈めます。 

 

子どもクラブでは、地域で催される大小様々なお祭りについて、子どもたちが話し合い、お祭りを盛りあげる

ためにできることなどを話し合います。 
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３．資料「国際協力 NGOによる、子ども参加の事例」    
 

■日本における子ども参加～国際協力への取り組み 
①教育協力ＮＧＯネットワーク「世界一大きな授業」 

高校生が国会議員を対象に途上国の教育事情をテーマに授

業を実施。中高生がメッセージ・カードを日本政府に提出 

CD資料①（「世界中の子どもに教育を」キャンペー

ン 2011報告書） 

②フリー・ザ・チルドレン・ジャパン 

「子どもによる、子どものための」国際協力団体。「Kids Can

（子どもだからこそできるんだ）！」を合  

言葉に、子どもによる国際協力活動を推進 

www.ftcj.com/ 

 

■日本における子ども参加～東日本大震災への取り組み 

③ワールド・ビジョン・ジャパン  

「子どもに笑顔を 地域に夢 プロジェクト」 

南三陸の復興まちづくりに子どもたちの声を取り入れる活動 

CD資料②（ワールド・ビジョン・ジャパンの子ども参

画プロジェクト） 

④セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン          

「SOFT（Speaking Out From Tohoku）」  

これからのふるさとの中心となっていく子どもたち自身が声を

あげ、参加することで、より良いまちづくりを目指す活動 

CD資料③（『HOPE』） 

⑤プラン・ジャパン                    

子どもマガジン『Go Ahead～前進～』  

被災地の復興に向けた子どもたちの声を発信するとともに、

子どもたちに「世界とのつながり」を感じてもらうことを目的に

制作 

「未来を写そう！プロジェクト」  

「防災」「避難所生活」をテーマに被災地の中学生が映像を、

小学生が写真を撮影。 

 

CD資料④『Go Ahead～前進～』 

 

DVD資料②  

（『津波が来るとは思わなかった』（5分）） 

DVD資料③  

（『被災地の記憶 ～私たちのメッセージ～』10分） 

www.plan-japan.org/topics/news/110315jishin/ 

⑥フリー・ザ・チルドレン・ジャパン   

「Kids Can! チョコレートプロジェクト」  

中高生による活動。チョコレート販売利益で東日本大震災の

被災地支援やインドの農村地帯に井戸をつくる活動を実施。 

CD資料⑤（「チョコレートプロジェクト報告書」 

 

 

■世界における子ども参加 

World Vision India 「ライフ・スクール」 

子どもたちが主体的に行動を起こし、コミュニティを変革する

開発を促すことを目的とした啓発プログラム。 

CD資料⑥（JNNE（2009）『子どもの参加を促すガイ

ド』39-43頁） 

Aasaman Nepal / セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン  

 ｢子どもエンパワーメント委員会｣ 

だれもが教育を受けられるようにという目標のもと、地域で子

どもによる子どものための識字クラスを実施。 

 

CD資料⑥（JNNE（2009）『子どもの参加を促すガイ

ド』26-32頁） 
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チャイルド・ファンド・ジャパン 「自己啓発プログラム」 

子どもの自尊感情を育み行動につなげるためのプログラム。

フィリピン西部ビサヤ地方にあるギマラス州では子どもたちの

声によりジャンクフード販売禁止条例が成立。 

 

CD資料⑥（JNNE（2009）『子どもの参加を促すガイ

ド』33-38頁） 

 

Plan India 『輝く子ども時代』 

中退せざるを得なかった子どもたちを、子どもクラブメンバー

が学校に戻すという内容の動画（約 11分） 

 

DVD資料④ 『輝く子ども時代』（5分） 

 

シャンティ国際ボランティア会  

アフガニスタンの子ども図書館で、読書、劇、工作、絵画、詩

の朗読などの活動に参加する子どもたちの動画。 

 

『子ども図書館活動紹介映像』 

http://sva.or.jp/afghan/20110911/lib/lib201109061

321.html 

（サイト下部） 

ＡＣＥ（エース） 「子ども権利クラブ（Child Dignity Club）」 

ガーナのカカオ生産地域で、子どもを危険な児童労働から守

り質のよい教育を受けられるようにすることをめざすプロジェ

クトを実施。子ども権利クラブを設け、子どもたち自身が問題

の解決に取り組んでいます。 

 

CD資料⑦ 子ども権利クラブ（Child Dignity Club） 

http://acejapan.org/choco/smile/item_126.html 

GCE 「Global Campaign for Education」 

パレスチナ、ウクライナ、アフガニスタン、バングラデシュ、デ

ンマーク、ケニア、インド、アルジェリア、コロンビアなど世界

100か国以上で、世界一大きな授業を実施。子どもたちが教

育の大切さを学び、啓発。  

 

CD資料①（「世界中の子どもに教育を」キャンペー

ン 2011報告書） 

 

４．終了後の手引き 
・ 次項の実施報告書をお送りください。【締切日：5月 11日（金）】 

※写真やワークシート、感想シートをお送りいただければ、ホームページや報告書などでご紹介させてい

ただきます。 

・ 教材や映像教材は返却不要です。引き続きご活用ください。 

・ キャンペーン事務局より、2012 年 7月中旬に参加証（クラスごと）をお送りします。 
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世界一大きな授業 実施報告書 
 

●参加人数                         人 
  

●実施日 2012年            月 日 
 
●学校・グループ名                  
 
●参加証の希望枚数          枚 
 ※参加証は学級ごとの発行が可能です（クラス名は各校でご記入ください）。報告書は各校 1部ずつとなります。 

 

学校の住所 〒 

電話：                         FAX：  

E-mail:            
担当者名   
 
写真や感想シートを報告書などに使用させていただいても良いですか？ 
※参加者のお名前は、イニシャルのみを使用します。  （   ）はい   （   ）いいえ 
 
このキャンペーンに関するご意見・感想 
 

 
 

 
送付先：プラン・ジャパン内「世界中の子どもに教育を」キャンペーン事務局（城谷、奈良崎、浜田、澤柳） 

〒154-8545 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22-11F 

E-mail: advocacy@plan-japan.org 

TEL: 03-5481-0030  FAX: 020-4662-2085 

FAX: 020-4662-2085  

「世界中の子どもに教育を」キャンペーン 2012事務局宛 （担当： 城谷、奈良崎、浜田、澤柳） 
締切日： 2012年 5月 11日（金）   

5月 11日（金）までに FAX、郵送、またはＥメールで、この報告書をご提出ください。 
参加証は 2012年 7月に、参加クラス数分お送りします。 
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「世界中の子どもに教育を」キャンペーン実行委員会の構成団体（NGO） 

 
これらの団体は、市民の立場から途上国における教育支援を行っています。また、国内では、募金受付、事務局訪問受け

入れ、講師派遣、教材・資料の貸し出しをはじめ、多彩に機会を設け、みなさんの参加を呼びかけています。 
 

団体 主な活動 学校向け教材 

（特活）ACE（エース） TEL: 03-3835-7555  URL: http://acejapan.org 
 
 

「児童労働」の撤廃と予防に取り組んでいます。チ
ョコやサッカーボールなど身近なモノを通じて児
童労働を伝える活動や、インド・ガーナの子ども支
援を行っています。 

・「おいしいチョコレートの真実」 
 教材＆DVD（販売） 
・児童労働写真パネル（貸出） 
・サッカーボール縫い体験キット（貸出） 

（特活）オックスファム・ジャパン TEL: 03-3834-1556  URL: http://www.oxfam.jp 
 
 

オックスファムは世界 98か国で、貧困から立ち上
がる人々を支援し、貧困の根本的な解決を目指し活
動する国際協力団体です。 

・ハンガーバンケット（世界の食料格差
を体感するワークショップ）ほか 
・写真展リレー（パネル貸出：無料） 
・英語で学ぼう 世界の貧困 

（特活）開発教育協会/DEAR  TEL: 03-5844-3630  URL:http://www.dear.or.jp/ 
 

 
全国の教員やNGOとともに開発教育を推進してい
ます。教育現場で使える教材の作成、ワークショッ
プや教員研修、政策提言に取り組んでいます。 

「ワークショップ版・世界がもし100人
の村だったら」「写真で学ぼう！地球の 
食卓」「貿易ゲーム」など教材を多数出
版しています 

（特活）グッドネーバーズ・ジャパン TEL:03-5848-4633  URL:http://www.gnjp.org/ 
 

 
子どもは国の未来・国の基礎。子どもがどのような
教育を受けるかでその国の未来が変わります。国際
NGOグッドネーバーズは、世界中の子ども達が教
育を受けられる環境づくりを目指して様々な地域
開発を行っています。 

・学校向け教材 
・パネル「働く子ども達のはなし」 
・A4～A3 のパネルと働く子どもの紹介
文 

（公社）シャンティ国際ボランティア会  TEL: 03-5360-1233  URL:http://www.sva.or.jp 
 タイ、カンボジア、ラオス、ミャンマー（ビルマ）

難民キャンプ、アフガニスタン、で、おはなし、絵
本出版などの図書館活動と学校建設を中心とした
教育・文化支援活動を行っています。 

・「絵本を届ける運動」日本の絵本に翻
訳文を印刷したシールを貼り付ける活
動 
・「リサイクル・ブック・エイド」読ま
なくなった本の寄付 

（公社）セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン TEL:03-6859-6869  URL:http://www.savechildren.or.jp 
 国連公認の国際 NGO。子どもの権利の実現を目指

し、日本を含む世界約 120 か国で、教育や保健栄
養など、子どものための支援活動を展開していま
す。 

・世界の子どもの状況や国際協力活動、
子どもの権利を知るための教材販売 
・参加型学習プログラムの実施 
（事務局訪問受け入れ時） 

（特活）フリー・ザ・チルドレン・ジャパン TEL: 03-3835-0221  URL:http://www.ftcj.com 
 1995 年、カナダにて当時 12 歳のクレイグ・キー

ルバーガー少年によって設立された国際協力団体
です。子どもが主体的に活動することを大切にして
います。つまり、「子どもが子どもを支援する」国
際協力を合言葉に活動しています。 

・リーダシップトレーニング講座 
・子ども活動応援ウェブサイト 
・「はたらく子どもシュミレーション・
カードゲームセット」（貸出） 
・子ども向け書籍 
・「働く子ども紹介パネルセット」貸出 

（公財）プラン・ジャパン TEL: 03-5481-0030  URL:http://www.plan-japan.org 
 途上国 50か国で、子どもとともに地域開発を進め

る国際 NGO。途上国の子どもと手紙などで交流す
るプラン・スポンサーシップが特徴。クラス単位で
の交流もできます。 

・クラス交流「ガオ村チャンネル」 
・子ども用サイト「プラン・スクール」 
・世界の国ボックス教材（貸出） 
・写真パネル(貸出) 

（特活）ラオスのこども TEL: 03-3755-1603  URL:http://deknoylao.org 
 

ラオスの人々の絵本、紙芝居などの作品作りを応援
し、小学校などに届けています。日本では、日本の
絵本にラオス語を貼り、ラオスに送るボランティア
活動に多くの人が参加しています。 

日本の絵本にラオス語の翻訳を貼って
ラオスに送りませんか。貼った人のサイ
ン入り絵本が子どもたちに楽しく読ま
れます。 

 


