教材は組み合わせ自由！
6 つのアクティビティから
2 つ以上をえらんで実施してください

1．教材＆ワークシート
アクティビティ 1：クイズ

★

… 6

アクティビティ 2：識字（シミュレーション）

★

実施の難易度：易しい ★～★★★ 難しい

… 9

アクティビティ 3：教育と資金（シミュレーション）

★

… 13

アクティビティ 4：行動する子どもたちのストーリーを読もう（動画＋読み物＋意見交換）★★ … 16
アクティビティ 5：本当に必要な「教育援助」とは？（ロールプレイ）★★★ … 22
アクティビティ 6：首相・外務大臣に手紙を書こう（意見交換＋文章表現）★ … 38
2．授業の後にできるアクション
マララさんの呼びかけにこたえて国会議員に意見を伝える
「Raise Your Voice!（レイズ・ユア・ボイス！＝声をあげよう）」
（政策提言）★★★ … 41
3．終了後の手引き＆報告方法
実施報告を事務局へ送付してください … 46
首相・
小学生～大人まで学べる内容！

私たちは動くべきです。
私も、あなたたちも、私たちも。
それが私たちの務めなのです。

（アクティビティ 5 のみ高校生以上対象）

首相・外務大臣への手紙を書くと
JNNE が日本政府に届けます。
©Alexandra Kensland Letelier

世界一大きな授業 2016
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 NGO22 団体のネットワーク＞
共催： プラン・ジャパン
助成： 日本国際協力システム
協力： 20 世紀フォックス映画、地球対話ラボ
後援： 文部科学省、外務省、全国連合小学校長会、全日本中学校長会、全国高等学校長協会、
日本ユネスコ国内委員会、ユネスコ・アジア文化センター、動く→動かす、国際協力機構、国際連合広報センター、
ガールスカウト日本連盟、児童労働ネットワーク
実施団体：「世界一大きな授業」は教育協力 NGO ネットワーク（JNNE）に参加する次の団体が実施しています．
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、
日本 YMCA 同盟、プラン・ジャパン、フリー・ザ・チルドレン・ジャパン、ラオスのこども
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「世界一大きな授業」とは？
現在、世界に小学校に通えない子どもは 5,800 万人、読み書きができない成人は 7 億 8,100 万人も存在し
ます。こうした事実の背景には、戦争や貧困などはもちろん、教育の機会が与えられなかった人々が直面する
厳しい現実など、さまざまな問題が隠れています。2015 年 9 月に国連総会は「持続可能な開発目標」（SDGs
＝Sustainable Development Goals／通称：エス・ディ・ジーズ）を採択し、2030 年までにすべての子どもが
質の高い就学前教育、初等教育、中等教育を受け、大人の識字率も大幅に改善することを新たな目標として掲
げました。
「世界一大きな授業」とは、そんな世界の現状に目を向け、教育の大切さを、同じ時期に考えようという地
球規模のイベントです。「世界中の子どもに教育を」を合言葉に、2003 年にスタートし、2008 年には、885
万人が参加し、ギネスブックにも登録されました。日本でも 2015 年には、780 校・グループの 72,463 人が参
加しました。
2016 年も、世界中の NGO や教職員たちのネットワークを通じて、世界 100 カ国の小・中・高等学校や、
大学、専門学校、各種団体などで、一斉に開催されます。また、今年からは新たに、授業を受けた若者が地元
選出の国会議員に面会するなどして、日本の教育協力の改善を働きかける「Raise Your Voice!（レイズ・ユア・
ボイス！＝声をあげよう）
」という活動への参加を呼びかけます。

「世界一大きな授業」は
「SDGs」の「ゴール 4＝教育目標」達成のためのアクション

ゴール 4：質の高い教育
「すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する」という目標を 2030 年
までに達成するために、世界の国々が合意したこと。
 すべての人が基礎教育を受けられるようにします。基礎教育とは、幼稚園・保育園、小学校、中学校、高
校で、生きていくために必要な知識や能力を身につけるために受ける教育のことです。
 男の子も女の子も、障害のある子どもや少数民族出身の人、紛争にまきこまれた人たちも、みんな平等に
教育を受けられるようにします。
 すべての若者や大人が読み書きができ、基本的な計算ができるようにします。
 みんなが安全で通いやすく、過ごしやすい場所で勉強できるように学校設備を整えます。

 きちんと訓練を受けて、資格のある先生の数を増やします。
（参考資料：
『私たちが目指す世界 子どものための「持続可能な開発目標」
』、外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000101402.pdf）
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授業を実施される皆さまへ
「世界一大きな授業 2016」公式教材の 3 つの特徴
「世界一大きな授業」公式教材は 2003 年のスタート時より毎年、リニューアルを重ねていますが、今年は
特に 3 つの大きな特徴があり、また、本キャンペーンの目指すものを明確に打ち出した教材となっています。

1．世界の「教育目標」は「EFA」から「SDGs・ゴール 4」へ
2003 年～2015 年までの「世界一大きな授業」は、
「EFA（Education For All／万人のための教育）
」という
教育目標達成のために実施してきましたが、2016 年からは新しい目標である、SDGs・ゴール 4 を反映した内
容となっています。
そのため、全体に、内容や解説、データが変更されています。毎年ご参加くださっている方も、各アクティ
ビティに記載されている解説や資料を確認して、実施してください。
EFA（2000～2015 年）の目標

SDGs・ゴール 4（2015～2030 年）の目標

すべての人に保障する教育の機会

すべての人に保障する教育の機会

・幼児教育

・幼児教育

・初等教育（小学校）

・初等教育（小学校）

・前期中等教育（中学校）

・前期中等教育（中学校）

・成人識字

・後期中等教育（高校）
・成人識字
「質」の高い教育を保障するために、教員を
さらに増やすことも目標にしています。

2．映画『わたしはマララ』の映像を活用
2015 年 12 月、マララ・ユスフザイさんを追ったドキュメンタリー『わたしはマララ』が公開されました。
今回は本映画を配給している「20 世紀フォックス映画」社の協力を得て、本教材に特別に 2 種類の映画のク
リップ映像をご提供いただきました。
「すべての子どもに教育を」をキーワードに、当事者として、活動家として初等教育や女子教育の普及に取
り組む 17 歳のマララさんのことを、ぜひ、動画を通して知ってください。
レ イ ズ

ユ

ア

ボ イ ス

3．マララさんの呼びかけにこたえて国のリーダーたちに意見を伝える「Raise Your Voice!」
さて、マララさんが訴え、SDGs のゴール 4 でも目指している「すべての子どもに教育を」は、どうしたら
実現できるでしょうか…？
個人や民間団体による寄付や支援プロジェクトも効果がありますが、より重要なのは、国が教育に予算を充
て、教員を養成し、質の良い、公平な教育の環境を整えること。つまり、「政策」を改善することです。
途上国政府は、教育予算を増やすよう、努力すること。日本も含む援助国は、教育援助－特に初等教育や女
子教育、低所得国、紛争地域への援助を重視すること。そういった「政策」を実現させるためには、市民から、
世界や国のリーダーたちに意見を述べ、提言することがとても大切です。
マララさんも映画『わたしはマララ』のエンドロールで「Raise Your Voice!（声をあげよう）
」と呼びかけ
ています。各地でリーダーたちに会い、「すべての子どもに教育を」と対話を重ねるマララさんのように、日
本の子どもたちも市民の代表、つまり、国会議員に会い、声を届けることができます。
本教材では、従来も「日本政府への政策提言」を最後のワークに加えていましたが、今年の教材では一歩進
んで、地元の国会議員に働きかけるアクションもご提案しています。日本の援助政策を決めるのは、日本政府。
国会議員は変化を起こす大きな力を持っています。その国会議員を動かすのは、子どもたちも含めたわたした
ち市民の声です。マララさんの呼びかけにこたえて「Raise Your Voice!」してみましょう。

3

© JNNE2016

教材のねらいと 6 つのアクティビティ
■この教材のねらい
1.

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こと。

2.

より良い世界のために活動する子どもたちがいることを知り、自分たちに何ができるか考えること。

3.

日本の教育援助の現状を知ること。

4.

より良い教育政策の実現に向け、日本政府に政策提言すること。

■アクティビティについて
・ アクティビティ 1 は導入となります。すべての対象者に実施していただくのがおすすめです。
・ アクティビティ 2、3、4 は基本的なプログラムです。対象者やテーマに合わせて、3 つの中から 1 つ以上
を実施していただくのがおすすめです。
・ アクティビティ 5 はより深く、教育援助の質について考える発展のプログラムです。
・ アクティビティ 6 はまとめとなります。すべての対象者に実施していただくのがおすすめです。
・ さらに具体的な行動に移したい場合は、「Raise Your Voice!」にチャレンジしてください。
・ 対象：小学校高学年以上（アクティビティ 5 は高校生以上）
・ 時間：45 分～（すべて実施すると 4 時間以上＋αの時間が必要です）
・ 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。

• アクティビティ1：クイズ（対象：小学生以上対象）
導入

基本編

• アクティビティ2：識字（対象：小中学生／高校生以上の2種類）
• アクティビティ3：教育と資金（対象：小学生以上）
• アクティビティ4：行動する子どもたちのストーリーを読もう（対象：小学生以上）

• アクティビティ5：本当に必要な「教育援助」とは？（対象：高校生以上）
発展

授業後の
アクション
Raise Your
Voice!

• アクティビティ6：首相・外務大臣に手紙を書こう（対象：小学生以上）
まとめ

■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、他の人の意見を否定しない、などの約束をつくり、確認した
うえで学習を始めてください。
実際の授業の様子は、約 5 分の YouTube 動画で観ることができます。中高生を対象に実施したアクティビ
ティ 1「クイズ」、2「識字」
、3「教育と資金」、6「手紙（提言）」を実施していますので（教材は 2013 年版を
使用）、参考にしてください。 https://www.youtube.com/watch?v=E7mB-MlQ0SI
4
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教材の使い方
「世界一大きな授業」は 2003 年から毎年実施しています。
毎年参加してくださっている方や、普段から開発教育に取り組んでいる方からは「もう少し発展的なアクティ
ビティがほしい」というご意見があり、初めて参加する方や、小中学生を対象とした方からは「楽しく、基本
的な事柄を学べるアクティビティがほしい」というご意見をいただいています。
教材は、自由にアクティビティを組み合わせて使っていただけるように作成しています。
全部やらなくても大丈夫。授業の時間や対象者に合わせてご利用ください。

■初めて参加する方におすすめのプログラム（小学生以上／45 分～）
①

アクティビティ 1「クイズ」で世界の教育の現状について基本的な情報を共有する。

②

アクティビティ 2「識字」または 3「教育と資金」のどちらかを実施。

③

アクティビティ 6「首相・外務大臣に手紙を書こう」でまとめと提言。

■2 回以上参加している方におすすめのプログラム（中学生以上／60 分～）
①

アクティビティ 4「行動する子どもたちのストーリーを読もう」、アクティビティ 5「本当に必要な教育援
助とは？」のいずれかを実施。

②

アクティビティ 6「首相・外務大臣に手紙を書こう」でまとめと提言。

■2 回以上参加している方、開発教育実践者におすすめのプログラム（高校生以上／90 分～）
①

アクティビティ 5「本当に必要な教育援助とは？」を実施。

②

アクティビティ 6「首相・外務大臣に手紙を書こう」でまとめと提言。

■授業後のアクション「Raise Your Voice!」は生徒・学生・参加者有志で実施しても OK
「Raise Your Voice!」は授業後に、生徒・学生・参加者有志で実施してくださっても OK です。大学生のサー
クルや市民グループでの実施も歓迎します。実施後は、ぜひ、レポートをお寄せください。

■英語版もあります
E マークのついているワークシートや配布資料、パワーポイント資料は英語版も作成していま
ページ上部に○

すので、必要に応じてご利用ください。また、グローバル・サイト（GCE=Global Campaign for Education）
には英語の資料も多数ありますので、併せてご利用ください。 http://www.campaignforeducation.org/en/

教材中のデータは 1 米ドル＝100 円換算しています。また、理解しやすくするために億円以下は四捨五入している場合があります。

昨年の様子（左：佐賀県立鳥栖高校

中：八戸市立中沢小学校 右：ICYE ジャパン）
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１．教材＆ワークシート
アクティビティ１：クイズ
• アクティビティ1：クイズ
導入

基本編

• アクティビティ2：識字（小中学生対象／高校生以上対象の2種類）
• アクティビティ3：教育と資金
• アクティビティ4：行動する子どもたちのストーリーを読もう

• アクティビティ5：本当に必要な「教育援助」とは？
発展

• アクティビティ6：首相・外務大臣に手紙を書こう
まとめ

■ねらい
世界の教育の現状の概要を知る。

授業後の
アクション
Raise Your
Voice!

実施の難易度：★
対象：小学生～大人まで
所用時間：15 分

■すすめ方

準備するもの：

1.

はじめに：
「世界一大きな授業」をはじめることを説明する。

1．ワークシート（7 頁）

2.

クイズ：挙手や参加型のアクティビティ「部屋の四隅」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

2．世界地図（あれば）
3．PPT 投影機材（適宜）

ト（7 頁掲載）を配布してグループで考えてもよい。
3.

解説：
「クイズの答えと解説」
（8 頁掲載）を使いながら、答え合わせを
行い、世界の教育の現状について説明する。

昨年の様子（福岡 YMCA）

■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）

6

© JNNE2016

E
クイズ・ワークシート ○

やってみよう！ 「世界一大きな授業」 クイズ
Q1

世界では、どのくらいの子どもが小学校に通っていないでしょう？
A．5 人に 1 人（およそ 1 億 4,000 万人）
B．12 人に 1 人（およそ 5,800 万人）
C．25 人に 1 人（およそ 2,700 万人）
D．50 人に 1 人（およそ 1,400 万人）

Q2

ヒント
日本の人口は１億３千万人。
世界の人口はおよそ 72 億人。
そのうち、小学校に通う年令の
子どもは７億人いるよ。

小学校に通えない理由にはどんなことがあるでしょう？
A．学校や先生の数が足りないから。
B．家にお金がないので働かなくてはいけないから。
C．親や地域の人々から学校に行かなくても良いと言われたから。
D．戦争や紛争で、学校がこわされたり、軍に利用されてしまったりするから。

Q3

世界では、小学校に入学しても、途中で通うのをやめてしまう子どもたちが
多くいます。その割合はどのくらい？
A．3 人に 1 人
B．4 人に 1 人
C．10 人に 1 人
D．20 人に 1 人

Q4

すべての子どもが小学校に通い、よい教育を受けるためには「先生が足りない」と
いわれています。世界では、あと何人の「先生」が必要とされているでしょう？
A．6 万人
B．60 万人
C．100 万人
D．160 万人

Q5

世界では、読み書きができない「大人」が
どのくらいいるでしょう？
A．2 人に 1 人（およそ 15 億 5,000 万人）
B．6 人に 1 人（およそ 7 億 8,000 万人）
C．18 人に 1 人（およそ 2 億 3,000 万人）
D．50 人に 1 人（およそ 6,000 万人）
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■クイズの答えと解説

Q1

世界では、どのくらいの子どもが小学校に通っていないでしょう？

［答：B.

12 人に 1 人］

12 人に 1 人（＝およそ 5,800 万人）の子どもが小学校に通っていません。途上国の人々、政府や国際社会
は、教育予算の増加、学費の廃止、教員の質向上などに努め、学校に行けない子どもは 2000 年に比べておよ
そ半分に減少しました。しかし、この減少のうち 4 分の 3 は 2004 年の間に達成されたものであり、特に金融
危機が起こった 2008 年以降、進展はほとんど見られていません。学校に通えていない子ども 100 人のうち 47
人は今後も就学する見込みがありません。

Q2

小学校に通えない理由にはどんなことがあるでしょう？

［答：全部正解］

すべて正解です。これらの背景には、教育への無理解や、女の子や障がいを持つ子ども（障害児）のなど社
会的弱者への差別、児童労働といった、さまざまな問題があります。特に女の子の場合には、学校や通学路が
安全でないこと、水くみなどの家事労働の負担、学校に男女別のトイレや安全な飲料水がないこと、女子教員
の不足などの理由が加わります。特に、小学校に通っていない世界の子どもの半数は、紛争地域に住んでおり、
その割合は 2008 年から上昇しています。過去 10 年に渡り、少なくとも 25 カ国において、学校が軍事拠点、
射撃拠点、武器庫、拘置所等として利用されてきました。また、過去 5 年間で、少なくとも 70 カ国において、
政治、軍事、イデオロギー、派閥、宗教、民族などの理由により、学校は攻撃の対象となってきています 。

Q3

世界では、小学校に入学しても、途中で通うのをやめてしまう子どもたちが多くいます。

その割合はどのくらい？

［答：B.

4 人に 1 人］

途上国の人々・政府や国際社会の努力で小学校の就学率は男女ともに大きく改善しました。しかし、一旦は
入学できたとしても、貧困、家事労働や家族・地域の理解不足などから、年間3,400万人の子どもたちが小学
校や中学校を中途退学しています。特に、途上国全体では3.5人に1人、サハラ以南アフリカ地域では2人に1
人が中途退学しています。また、教育の「質」も課題となっており、学校に通っているかどうかに関わらず、
小学生の年齢の子どもの3分の1が基礎的な学力を身につけていません。

Q4

すべての子どもが小学校に通い、よい教育を受けるためには「先生が足りない」といわれています。世

界では、あと何人の「先生」が必要とされているでしょう？

［答：D．160 万人］

教育の「質」の改善は、先生（教員）にかかっています。しかし、途上国では適切な訓練を受けた教員が足
りなかったり、教員への給料が不十分であったりという状況にあります。世界の 3 分の 1 の国において、国家
基準に基づいた教員訓練を受けた小学校教員の数は 75％以下です。

Q5

世界では、読み書きができない「大人」がどのくらいいるでしょう？

［答：B. 6 人に 1 人］

大人の 6 人に 1 人にあたる 7 億 8,100 万人の人々は読み書きができません。そしてその 3 分の 2 は女性で
す。読み書きができないと、必要な情報を手に入れられないことで様々な不利益を被るばかりでなく、自分の
意思や要求を書面で伝えられず、社会的な権利が大幅に制約されます。
出典：EFA グローバルモニタリングレポート 2013/4、EFA グローバルモニタリングレポート 2015、The UNESCO Institute of Statistics
参考：
「武力紛争下の学校・大学の軍事利用防止のためのガイドライン」セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

このアクティビティのすすめ方を動画で観ることができます。

 https://www.youtube.com/watch?v=E7mB-MlQ0SI
8
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アクティビティ２：識字
• アクティビティ1：クイズ
導入

基本編

• アクティビティ2：識字（小中学生対象／高校生以上対象の2種類）
• アクティビティ3：教育と資金
• アクティビティ4：行動する子どもたちのストーリーを読もう

• アクティビティ5：本当に必要な「教育援助」とは？
発展
授業後の
アクション
Raise Your
Voice!

• アクティビティ6：首相・外務大臣に手紙を書こう
まとめ

■ねらい
1.

世界の非識字者の現状を知る。

2.

文字が読めないことを疑似体験する。

3.

実施の難易度：★
対象：小学校高学年
～大人まで

※小中学生対象と高校生以上対象と 2 種類あります

所用時間：30 分

文字が読み書きできない原因と問題点について考える。

準備するもの：
＜すすめ方 1 の場合＞
1．印刷ラベル（10 頁）

■導入
「先ほどのクイズで、世界では 6 人に 1 人の大人が文字の読み書きができ
ないということを知りましたが、文字の読み書きができないと、どんなこ

2．コップ 3 つ
→ペットボトルでも可
3．水・塩・砂糖（少々）
→コップに水、塩水、

とがあるでしょう？」など、導入の言葉ではじめる。

砂糖水の 3 種類を用意
しておきます
＜すすめ方 2 の場合＞
1．求人広告（11 頁）
＜必要に応じて＞
1．世界地図
2．PPT 投影機材

昨年の様子（PLAN サポーターズ＠EZO）

このアクティビティのすすめ方を動画で観ることができます。

 https://www.youtube.com/watch?v=E7mB-MlQ0SI
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■すすめ方 1 ＜小中学生対象の場合～薬瓶を選ぶ＞
1． 準備：塩水、砂糖水、普通の水を入れたペットボトルまたはコップをそれぞれご用意ください。下のラベ
ルを切り、塩水には A のラベル「毒（ネズミ用）」
、砂糖水には B のラベル「熱冷まし」
、普通の水には C
のラベル「栄養」を貼ります。
2． ストーリーを読む：全体に向け、進行役は以下のストーリーを音読する。
3． ボトルを選ぶ：グループまたは個人で、どのペットボトルの水を飲むか選んでもらう。挙手などで、どの
ボトルを選んだのか、なぜそのボトルを選んだのかを全体で共有する。それぞれの選択肢の中から 1 人ず
つ代表者に前に出てきてもらい、実際に水を飲んでもらった後、それぞれのラベルの意味を伝える。
4．ふりかえり： ボトルを選んだ時、ラベルの意味を知った時、どんな気持ちがしたか全体で共有する。

ストーリー
あなたのお母さんが高熱を出して苦しんでいます。でもこの村にお医者さんはいません。医者のいる町に
は、山道を１日歩いた上にバスに 7 時間も乗らなければたどりつけません。村では学校の先生の家に薬が
少し置いてあり、困ったときには先生から薬をわけてもらっています。先生の家を訪ねてみると先生は町
まで出かけていて留守でした。戸棚には薬のビンがいくつかありますが、先生以外はビンの文字を読めま
せん。いつも熱の出たときに使う薬と同じようなビンが 3 つありましたが区別がつきません。
さあ、どうしましょう？選んだビンの水を飲んだ結果は…？

■印刷用ラベル
ラベルには、ネパールやインドで使われているデバナガリ文字を使って、
A: 「毒（ネズミ用）」
、B: 「熱冷まし」、C: 「栄養」と書かれています。
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■すすめ方 2 ＜高校以上対象の場合～就職先をみつける＞

E
○

1． 準備：3 枚の求人広告 A～C をグループ数分印刷し、点線で左右（タイ語／日本語）に切り分けておく。
2． 求人広告を読む：グループに左側のタイ語の求人広告を配付し、読んでみる。
3． 応募先を選ぶ：グループで、自分が仕事をするのであれば、どの求人に応募するか選ぶ。
4． 全体に共有：グループで、どの求人を選んだのか、その理由を全体で共有する。
5． 意味を伝える：求人広告 A～C の日本語の意味を伝える。
6． ふりかえり： 求人を選んだ時、広告の意味を知った時、どんな気持ちがしたか全体で共有する。
7． 問いかけ：次の問いかけをし、全体で話し合う。

■問いかけ
「読み書きができないとどんなことができないと思いますか？」
回答例：本が読めない／名前を書けない／計算ができない／地図が読めない／自信を持って行動できない
「文字が読み書きできるとどんなことができますか？」
回答例：勉強ができる／本が読める／インターネットが使える／手紙が書ける／メールができる／
小説を書ける／自分の意見を表現することができる／新しい知識・情報を手に入れることができる

■求人広告
A は「給与がよい」、B は「条件がまあまあ」、C は「情報が不十分」な求人内容がタイ語で書かれています。


ลักษณะงาน: งานในสานักงาน
A

・仕事内容：デスクワーク

ค่าจ้าง: 550 บาท

・給料：550 バーツ

・勤務時間：6 時間/日

求人 B

ระยะเวลาทางาน: 10 ชัว่ โมงต่อวัน

・仕事内容：デスクワーク

ค่าจ้าง: 250 บาท

・給料：250 バーツ

ลักษณะงาน: พนักงานเสิ ร์ฟ
C

求人 A

ระยะเวลาทางาน: 6 ชัว่ โมงต่อวัน

ลักษณะงาน: งานในสานักงาน
B

キリトリ

・勤務時間：10 時間/日

求人 C

ระยะเวลาทางาน: 8 ชัว่ โมงต่อวัน

・仕事内容：ウェイター/ウェイトレス

ระยะทาง: 500 เมตรจากสถานี

・距離：駅前徒歩 500 メートル

・勤務時間：8 時間/日
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■解説：識字とは

識字とは？
「識字」とは、日常生活で必要な「読み・書き・計算」ができる能力のことです。現在、成人のおよそ 6 人
に 1 人にあたる 7 億 8,100 万人の人々は読み書きができない「非識字」の状態です。非識字者の割合は、1990
年からは 12％減少しましたが、2000 年からはわずか 1％の減少にとどまっています。非識字者の成人が減少
した理由は、識字率が上昇したというよりは、教育を受けたより若い年齢層の人たちが成人になったことによ
ると分析されています。また、世界の成人非識字者のおよそ 6 割は女性です。
読み書きができないと、必要な情報を手に入れられないことで様々な不利益を被るばかりでなく、自分の意
思や要求を書面で伝えられず、社会的な権利が大幅に制約されます。そのことが、本人ばかりでなく、国や地
域の発展にとっても不利益になるという考えから、識字率は基礎教育の浸透状況を測る指針として、広く使わ
れています。

成人の非識字者の割合（2015 年予想）

成人の非識字率の世界の傾向
20%

18%
14%

15%
男性
36%

10%
女性
64%





5%
0%
2000年

2015年

成人識字の改善の
大きな理由は、教育を受けた
若者が成人になったこと。

成人識字率
サハラ以南アフリカ

成人識字率 50％以下の
14 か国

70%

東南アジア・南アジア

84%

中東・北アフリカ

90%

中南米

98%

東アジア・太平洋地域

99%

中東欧

100%

中央アジア

100%

世界全体

91%

アフガニスタン、ベナン、
ブルキナファソ、
中央アフリカ共和国、
チャド、コートジボワール、
エチオピア、ギニア、
ハイチ、リベリア、
マリ、モーリタニア、
ニジェール、セネガル、
シエラレオネ、南スーダン

出典：EFA グローバルモニタリングレポート 2015、The UNESCO Institute of Statistics, September 2015

■地図資料
識字率を表した世界地図を以下のウェブサイトからダウンロードできます。
・ユニセフ：「子どもと先生の広場」世界の子どもデータ「識字」
http://www.unicef.or.jp/kodomo/data/bod5_6.htm
・ユネスコ（英語）：Adult and Youth Literacy (2015) Fact sheet
http://www.uis.unesco.org/literacy/Documents/fs32-2015-literacy.pdf
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アクティビティ３：教育と資金
• アクティビティ1：クイズ
導入

基本編

• アクティビティ2：識字（小中学生対象／高校生以上対象の2種類）
• アクティビティ3：教育と資金
• アクティビティ4：行動する子どもたちのストーリーを読もう

• アクティビティ5：本当に必要な「教育援助」とは？
発展

• アクティビティ6：首相・外務大臣に手紙を書こう
まとめ

■ねらい

授業後の
アクション
Raise Your
Voice!

実施の難易度：★

1.

教育のための資金が十分でないことを知る。

2.

教育の普及のためには世界で協力する必要があることを知る。

対象：小学校高学年
～大人まで
所用時間：30 分
準備するもの：

■導入
「先ほどのクイズで、子どもたちが小学校に通えない理由について知りま

1．リボン 25m 程度
→6.2 ㎝、40 ㎝、67 ㎝、

した。その中には、学校や先生の数が足りないなどの理由がありました。

22m の 4 本に切り、

課題のいくつかは、教育にかける予算・資金が増えることで解決できるも

巻いておく

のがあります」など、導入の言葉ではじめる。

→すずらんテープも可
2．印刷用ラベル（15 頁）
3．資料（15 頁／適宜）
4．PPT 投影機材（適宜）

■すすめ方
1.

クイズ１：
「世界中のすべての子どもが高校まで行けるようになるためには、年間あといくら必要といわれているで
しょう？」

※ヒント：日本の 2015 年度の国家予算は 96.3 兆円（うち教育・科学分野予算は 5.4 兆円）

A．約 49 兆円
2.

B．約 19 兆円

C．約 9 兆円（答え：B．約 19 兆円

※正確には 19 兆 1,200 億円）

クイズ２：
「その必要な 19 兆円のうち、日本を含む豊かな国はどのくらいの援助をする必要があるでしょう？」
A．約 10 兆円

3.

B．約 8 兆円

C．約 4 兆円（答え：C．約 4 兆円）

回答と情報の共有：
以下の情報を伝える。 「世界中のすべての子どもが高校まで行けるようになるためには、年間約 19 兆円
（19 兆 1,200 億円）が必要です。このうち、15 兆円は途上国政府が教育予算を増やして負担することが
できますが、4 兆円が足りないので、日本を含めた豊かな国々が支援する必要があります」
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4.

リボンの長さを比べる：
「世界中のすべての子どもが高校まで行ける
ようになるために必要な年間援助額の 4 兆円とはどのくらいの金額
でしょう？世界のゲームソフト市場の規模、世界の軍事費と比べてみ
ましょう」と伝える。生徒 2 人×3 ペア（合計 6 人）に前に出てきて
もらい、巻いたリボンを 1 本ずつ渡す。生徒にリボンの先端を持っ
てもらい、①から順番に引っ張ってもらい、長さを比べる。
※リボンの長さが教室全体に見えるように、長いリボンは移動しなが
ら真っ直ぐになるように引っ張ると、より効果的になる。また、巻い

昨年の様子（左：清心女子高等学校）

たリボンは封筒や箱に入れるなどして、全体の長さが分からないよう
にしておくと、引っ張ったときの驚きが大きくなり、効果的。
①

世界の子どもが高校まで行くのに必要な援助額：4 兆円

→40cm

②

世界のゲームソフト市場：6 兆 7,148 億円（ファミ通、2014）→67cm

③

世界の軍事費：217 兆円（ストックホルム国際平和研究所、2014）→22m

5.

問いかけ：
「世界の軍事費 8 日分のお金で、世界中の子どもが 1 年間学校に通うことができる」と伝える。

6.

実際の援助額を知る：
「必要とされている援助額は、①のリボンの長さ＝40 ㎝ですが、実際におこなわれ
ている援助の額どのくらいかというと‥」と言いながら、6.2 cm のリボンを取り出し、見せる。その後、
「現状の援助額は 6,200 億円で、あと 3 兆 3,800 億円ほど援助を増額する必要がある」ことを伝える。

7.

ふりかえり：リボンの長さを比べて、どう感じたか全体に質問する。

8.

意見交換：教育のための資金が増えることでどのようなことが可能になると思うか、全体に質問する。

■解説：教育のための資金について
持続可能な開発目標（SDGs）ゴール 4（2・3 頁参照）の中では「高校まで通えるようになること」や「質
の高い教育を確保すること」などが新たに加わりました。これを受け、昨年の教材では「世界中のすべての子
どもたちが学校に通えるようになるためには、あと 5 兆円が必要」としていましたが、今年の教材では「世界
中のすべての子どもたちが高校まで行けるようになるためには、あと 19 兆円が必要」と変更しています。
19 兆円のうち、15 兆円は、途上国政府が教育予算を増額して負担できます。それは、経済成長や税収の増
額、予算配分の付け替えにより可能といわれています。そして、不足分の 4 兆円は援助が必要です。この 4 兆
円とは、世界の軍事費の 8 日分にすぎません。しかしながら、現状の基礎教育への支援額は、6,200 億円と少
額です。日本を含む豊かな国は、全体であと 3 兆 3,800 億円ほど援助を増額しなければなりません。援助額を
国の豊かさ（先進国の国民所得に占める日本の割合である 9.96％）に応じて分担したとすると、日本は約 4,000
億円を援助する必要がありますが、現在の日本の基礎教育・中等教育分野への援助額は、334 億 6 千万円（2014
年）となっています。また、日本の政府開発援助（ODA）のうち、基礎教育・中等教育分野の援助額の割合
は 2.5％（2014 年）で、他の国の平均の 6.1％（2014 年）と比べ少ないです。一方、
『外交に関する世論調査』
（内閣府、2014 年度）によると、
「途上国に対して資金協力などの開発協力を日本がすべきである」と答えた
人は 80％に上り、国民の多くが途上国への開発協力を望んでいることが分かります。
SGDs・ゴール 4 を達成するには、途上国政府も豊かな国もさらに努力が必要です。途上国政府は教育にか
ける予算を 3 倍に、豊かな国は教育の援助額を 6 倍にする必要があるといわれており、世界の国々が力を合わ
せることが求められています。
出典：OECD Creditor reporting system 2014 年の政府開発援助支出総額、EFA グローバルモニタリングレポートチームの推計値、
EFA グローバルモニタリングレポート ポリシーペーパー18（2015 年 7 月）
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/infographics-figures/financing-education-by-2015-and-beyond/
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■印刷用のラベル（コピーしてリボンの最後につけるなどしてご利用ください）

教育

E
○

ゲーム

軍事費

■資料

世界の子どもたちが教育を受けるために必要なお金と軍事費の比較図

世界の軍事費
217 兆円

19 兆円
4 兆円

世界中の子どもたちが
高校まで行くのに
必要なお金

必要な援助額は
軍事費の 8 日分

このアクティビティのすすめ方を動画で観ることができます。

 https://www.youtube.com/watch?v=E7mB-MlQ0SI
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アクティビティ４：行動する子どもたちのストーリーを読もう
• アクティビティ1：クイズ
導入

基本編

• アクティビティ2：識字（小中学生対象／高校生以上対象の2種類）
• アクティビティ3：教育と資金
• アクティビティ4：行動する子どもたちのストーリーを読もう

• アクティビティ5：本当に必要な「教育援助」とは？
発展
授業後の
アクション
Raise Your
Voice!

• アクティビティ6：首相・外務大臣に手紙を書こう
まとめ

■ねらい

実施の難易度：★★

1.

現状を変えるために、子どもたち自身が活動していることを知る。

対象：小学校高学年

2.

子ども自身がもつパワーや社会変革のために自分でもできることがある

～大人まで
所用時間：30 分

ことに気づく。

準備するもの：
1．ストーリー（17・18 頁）

■導入

2 種類のうちどちらかを

「先ほどのクイズで、子どもたちが小学校に通えない理由について知りま
した。その中には、学校や先生の数が足りないなどの理由がありました。

1人1枚
2．ワークシート（19 頁）
1人1枚

課題のいくつかは、教育にかける予算・資金が増えることで解決できるも

3．動画（適宜）

のがあります」など、導入の言葉ではじめる。

4．動画投影機材（適宜）

■すすめ方
1.

ストーリーを読む：次のストーリー2 種のうちどちらかを 1 人に 1 枚配付する。生徒は黙読する。
・17 頁：マララ・ユスフザイさん

ノーベル平和賞授賞式でのスピーチ

・18 頁：日本の子どもたちのストーリー

子どもの問題に子どもが取り組む「フリー・ザ・チルドレン」

2.

動画を観る（マララさんのストーリーを選んだ場合）：映画『わたしはマララ』の動画を観る。

3.

内容の確認：わからない言葉や理解しにくい点があれば挙げてもらい、全体で確認する。

4.

個人でワーク：ワークシート「わたしの気持ちは…」を 1 人 1 枚配付する。

5.

グループで共有：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。

6.

全体共有：全体で共有する。
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E
ストーリー1 ○

マララ・ユスフザイさん ノーベル平和賞授賞式でのスピーチ（抜粋）2014 年 12 月 10 日
この賞をいただく最初のパシュトゥン人、最初のパキ
スタン人、そして最年少であることを、とても誇りに
思います。
この賞は、私だけのものではありません。教育を望み
ながら忘れ去られたままの子どもたちのものです。
平和を望みながら、おびえる子どもたちのものです。
変化を求めながら、声を上げられない子どもたちへの
賞なのです。
15 年前、世界のリーダーたちは地球規模の目標

ⓒA World at School 2013

「ミレニアム開発目標（MDGs）」を決めました。
その後、いくらかは進展しています。学校に通えない子どもの数は半分に減りました。とはいえ、成果が全員
に行き届いたわけではありません。来年、2015 年には、世界のリーダーたちが国連に集い、次の目標である
「持続可能な開発目標」を策定します。これは、何世代にもわたる世界の目標になるでしょう。
世界のリーダーたちは、
「開発途上国の子どもたちには初等教育だけで十分だ」と思わないでください。
自分たちの子どもには、数学や科学、物理などをやらせていますよね。リーダーたちは、全ての子どもに対し、
無料で、質の高い初等・中等教育を約束できるように、この機会を逃してはなりません。
いわゆる「大人の世界」であれば理解されているのかもしれませんが、私たち子どもにはわかりません。
なぜ、私たちが「強い」と呼んでいる国々は、戦争をすることに力を注いでしまうのに、世界を平和にするこ
とに努力しないのでしょう？なぜ、銃は簡単に与えてしまうのに、教科書は与えないのでしょう？なぜ、戦車
は簡単につくってしまうのに、学校は建てないのでしょうか？
現代に暮らす中で、私たちはみな、不可能なことはないと信じています。
45 年前に人類は月に到達し、おそらく火星にもまもなく降り立つでしょう。
それならば、この 21 世紀には、全ての子どもたちに質の高い教育を与えられなければなりません。
私たちは動くべきです。待っていてはいけない。政治家や世界のリーダーだけでなく、私たち全ての人が、
貢献しなくてはなりません。私も、あなたたちも、私たちも。それが私たちの務めなのです。
みなさん、これで終わりにしようと決めた最初の世代になりましょう。
誰もいない教室も、失われた子ども時代も、無駄にされた可能性も。
男の子や女の子が子ども時代を工場で過ごすのも、もうこれで終わりにしましょう。
女の子が幼いうちに強制的に結婚させられることも、戦争で子どもの命が失われることも、
子どもが学校に通えないことも、これで終わりにしましょう。
私たちで終わらせましょう。この「終わり」を始めましょう。
今、ここから、ともに「終わり」を始めましょう。
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E
ストーリー2 ○

日本の子どもたちのストーリー

子どもの問題に子どもが取り組む「フリー・ザ・チルドレン」

「世界のために自分にできることをやってみたい！」
という思いで活動している子どもたちが日本にもいることを知っていますか？
子どもが子どもを助けるために活動している「フリー・ザ・チルドレン」とい
う団体があります。
「貧困や児童労働などの搾取から子どもをフリーに（解放）
する」ことと、「子どもには世界を変えることが出来ないという考えからフリ
ーにする」ことを目的としたこの団体を設立したのは、なんと 12 歳の少年で
した。
それは 1995 年のこと。カナダのクレイグ・キールバーガー少年はある朝、マ
ンガを読もうと新聞を開いたところ、ある記事を目にしました。4 歳の時から
工場できびしい労働をさせられていた、自分と同い年のパキスタンの少年が解
放され、「児童労働反対」を訴えていましたが、何者かに射殺されてしまった
という内容でした。クレイグは、これを読んで強いショックを受けました。

児童労働の問題を企業や政府にうったえる
ための署名を手にしたフリー・ザ・チルド
レンのメンバー。後列中央がクレイグ。

そこで、子どもだからこそ子どもの問題に取り組もうと立ち上がり、クラスメイトに呼びかけたところ、
11 人の仲間が集まり、「フリー・ザ・チルドレン」を設立することが出来ました。
たった一人の少年から始まった活動は、やがて国際的なネットワークとして広がり、カナダ以外にもアメリカ、
ヨーロッパ、日本など 45 カ国で、200 万人以上の子どもたちが活動しました。
「子どもにできることなんて無
いよ」と言われたクレイグくんですが、「子どもだからこそできることがある」と信じ、活動をあきらめるこ
となく続けた結果、途上国に現在まで 650 校以上もの学校建設を行い、5 万 5 千人の子どもが学校に通えるよ
う支援することができました。
日本では、子どもたちが「世界一大きな授業」を国会議員
向けに毎年実施しています。中学生、高校生が「先生」役、
国会議員が「生徒」役になって行う一風変わった特別授業
です。子どもたちが放課後に何度も集まって内容を考え、
実施しています。2015 年度は 5 月 13 日（水）に衆議院第
二議員会館で開催され国会議員 19 名が参加しました。
先生役をやった子どもたちは「子どもだからといって何も
できないわけではない、子どもだからこそ子どもからの目
線で伝えられることもあります。私たちのメッセージが国
会議員に伝わり、政策に反映され、教育への支援が増え、
世界中の子どもが学校に行けるようになったらいい」とい

国会議員のための世界一大きな授業 2015
ⓒGentaro Todaka

きいきと語っていました。
1 人の少年の「世界のために子どもだからこそ出来ることをやってみたい！」という思いから始まった活動の
輪は、今も日本そして世界で広がり続けています。あなたも一緒により良い世界を作ってみませんか？
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E
ワークシート○

わたしの気持ちは…
ストーリーを読んで、今の自分の気持ちに近いもの３つに○をつけてみよう。
この中になければ、欄外に自分の「気持ち」を書いてみよう。

おどろいた

すごい

かわいそう

腹が立つ

わからない

心配だ

自分には
関係ない

納得できない

わくわく
する

○をつけた理由
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■解説

マララ・ユスフザイさんについて

マララさんは、イスラム原理主義武装勢力、タリバンの
支配下にあったパキスタンのスワート渓谷で育ちました。
彼女が 11 歳だった 2009 年、タリバンが女子校を次々と
破壊。マララさんは、女の子が学校に通えない実状を、ペ
ンネームを使ってブログに投稿しました。
タリバン支配下での日常を発信したことで、女の子の教
育をうける権利や平和を訴える人権活動家として、マララ

ⓒAlexandra Kensland Letelier / Plan

さんは欧米メディアから注目されるようになりました。
そして同年、パキスタン政府軍が大規模な軍事作戦によってスワート渓谷からタリバンを追放した後、パキ
スタン政府はマララさんの本名を明かし、「勇気ある少女」として表彰しました。また、ニューヨーク・タイ
ムズ紙にインタビュー記事が掲載されたことがきっかけで彼女の存在が一気に知られるようになりました。
2012 年 10 月 9 日、15 歳のマララさんは通学途中にタリバンのテロリストに襲撃されました。頭に銃撃を
受け、重傷を負いながらも、一命を取りとめましたが、パキスタンに帰るとまた狙われる危険があるため、現
在は家族と共にイギリスで生活し、学校に通っています。
国連で教育問題を担当しているイギリスのブラウン前首相はパキスタンのザルダリ大統領と面会し、すべて
の子どもに教育を受ける権利を求める 100 万人以上の署名を提出しました。また、パキスタン国内でも、市民
団体が女子教育の拡充を訴えるマララさんの活動主旨に賛同する署名活動を展開し、120 万人を越える人々が
参加しました。そして、国連は 10 月 11 日を『国際ガールズ・デー』と定め、国際社会に女の子の教育や、エ
ンパワーメント（社会の中で発言したり行動したりできるように力をつけること）の実現を呼びかけています。
国際社会とパキスタン国内の声を受けて、国連とパキスタン政府が共同で、困難な状況に置かれている女の
子が教育を受けられるよう支援することを目的とした「マララ基金」の創設を発表しました。パキスタン政府
は、1,000 万ドル（約 10 億円）の資金を「マララ基金」に投入することに合意し、この基金の使い道に関し
て、すべての女の子が学校教育を受けられるようにするための支援に用いることを国連に対して約束しました。
2013 年 7 月 12 日、マララさんは国際連合本部で「1 人の子ども、1 人の教師、1 冊の本、そして 1 本のペン
が、世界を変えられる」と教育の重要性について演説。国連は、彼女の誕生日である 7 月 12 日を「マララ・
デー」と名付けました。さらに、2014 年 12 月には、児童労働の撲滅に取り組むカイラシュ・サティヤルティ
さんと共に、ノーベル平和賞を受賞しました。
マララさんの勇敢な取り組みが、世界中の人々の心を動かし、世界の指導者や多くの人々が立ち上がり、教
育における大きな変化がパキスタンをはじめ、世界各地で起ころうとしています。世界中の応援を受けながら、
マララさんは、
「女の子に教育を」というメッセージを発信し続けています。

■解説

フリー・ザ・チルドレンについて

1995 年、当時 12 歳のカナダの少年クレイグ・キールバーガーにより、貧困や搾取から、
また、
「子どもは無力」という概念から子どもを解放するために設立された国際協力 NGO。フリー・ザ・チル
ドレンの日本支部は、1999 年より活動を開始。現在は 1000 人以上の子ども・若者メンバーが、国内外の社会
問題に対して主体的に取組んでいます。
※日本支部の連絡先等は、この教材の最終ページ（「世界一大きな授業」2016 実施団体）をご参照ください。
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■動画 1 ケニア訪問と国連スピーチ編・解説（4 分 50 秒）

・

映画『わたしはマララ』より、前半はケニアの学校を訪問するマララさんの様子、後半は 2013 年 7 月 12
日の「マララ・デー」に国連でおこなったスピーチの様子です。

・

マララさんは、
「マララ基金」の活動の一環で、ケニア以外の国々も訪れています。そこでは、同年代の
子どもたちから話を聞いたり、国や地域の教育政策を決めるリーダーたちと面会し、子どもたちの声を直
接伝えたりして、より多くの子どもたちが教育を受けられるよう、活動しています。

・

ケニアの教育は８・４・４制（初等教育８年・中等教育４年・高等教育４年）で、義務教育期間は６歳～
14 歳（１年生～８年生）までです。映像に出てくる「９年生・10 年生」は、日本の「中学３年生～高校
１年生」に相当します。

・

国連でのスピーチ映像には、たくさんの若者たちが写っています。彼／彼女らは、マララさんと同じよう
に、世界の各地で、すべての子どもが教育を受けられる社会の実現のために活動している若者たちです。

ケニアの教育事情
初等教育就学率（2009-2014）

男 83％

女 87％

（日本の場合：男 100％

中等教育就学率（2009-2014）

男 57％

女 55％

（日本の場合：男 99％

成人識字率

72％

人口（2015）

4,600 万人（日本の場合：1 億 2,600 万人）

10-24 歳人口の割合（2015）

32％ （日本の場合：14％）

児童労働

男 27％

女 100％）
女 100％）

女 25％
出典：世界人口白書 2015（国連人口基金）、世界子供白書 2015（ユニセフ）

■動画 2 映画『わたしはマララ』予告編・解説（2 分 16 秒）

・

映画『わたしはマララ』の予告編です。

・

マララさんが襲撃に遭った後、家族と共にイギリスに逃れ、地元の高校に通いながら、世界の教育のため
に活動している様子がわかります。映像に登場する髭の男性は、マララさんのお父さん、
「ちょっとやん
ちゃだけどね」と話すのは、マララさんの弟です。

・

映像の最後のマララさんのスピーチは、2013 年 7 月 12 日の「マララ・デー」に国連でおこなったスピー
チの様子です。

マララさん略歴
1997 年 7 月 12 日

パキスタンの北部山岳地帯のスワート渓谷に生まれる。

2009 年（11 歳）～

女の子が学校に通えない実状を、ペンネームを使ってブログに投稿。

2011 年（13 歳）

パキスタン政府から「勇気ある少女」として表彰される。

2012 年（15 歳）

通学途中にタリバンのテロリストに襲撃される。
治療のため、家族でイギリスへ。以後、イギリスで暮らす。

2013 年 7 月 12 日（16 歳）

国連がマララさんの誕生日を「マララ・デー」と名付ける。

2014 年 12 月（17 歳）

ノーベル平和賞を受賞。
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アクティビティ５：本当に必要な「教育援助」とは？
• アクティビティ1：クイズ
導入

基本編

• アクティビティ2：識字（小中学生対象／高校生以上対象の2種類）
• アクティビティ3：教育と資金
• アクティビティ4：行動する子どもたちのエッセイを読もう

• アクティビティ5：本当に必要な「教育援助」とは？
発展
授業後の
アクション
Raise Your
Voice!

• アクティビティ6：首相・外務大臣に手紙を書こう
まとめ

■ねらい
1.

援助国と被援助国間で話し合われる援助内容と、援助される側（受益者）のニーズとの違いやギャップに
気付く。また、本当に必要とされる援助とは何かを考える。

2.

日本政府の教育援助の内容や傾向を知る。

3.

NGO が提言している「日本政府の教育援助に望むこと」を知る。

実施の難易度：★★★
対象：高校生～大人まで
人数：最低 14 名

■準備するもの

所用時間：50 分



ワークシート（25 頁／1 人 1 枚）



役割カード A（26 頁／1 セット用意し点線で切り離しておく）



役割カード B ①～⑥（27～32 頁／1 人の役割につき 1 枚）



役割カード B ⑦～⑭（33 頁／1 セット用意し点線で切り離しておく）



援助カード（34 頁／1 セット用意し点線で切り離しておく／役割カード B とセットにする）

（すすめ方 14、15 まで実
施する場合は 70～90 分）
準備するもの：左記参照

※下表参照：NGO と C 国市民の母親および父親の 3 人には援助カードはありません



資料：日本政府の教育援助に対する NGO の提言（36・37 頁／1 人 1 枚）

役割カード B と援助カードの組み合わせ
役割カード B

援助カード

役割カード B

援助カード

① A 国政府

①②

⑧ C 国・母親

無し

② A 国市民

③④

➈ C 国・小学校教員

➈

③ C 国政府

⑤

⑩ C 国・15 歳男子

⑩

④ B 国政府

⑥

⑪ C 国・13 歳女子

⑪

⑤ NGO

無し

⑫ C 国・11 歳男子

⑫

⑥ C 国の校長

⑦⑧

⑬ C 国・9 歳女子

⑬

⑦ C 国・父親

無し

⑭ C 国・8 歳男子

⑭
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■すすめ方
1.

※進行役は会議も含めた全体の進行を担当してください

準備：部屋の中央（または前方）にテーブルを２つ配置し、イスを
６脚・８脚ずつ用意する。

2.

解説：進行役は「これから、経済的に貧しい C という国への教育援
助について、関係者会議を行います」と全体に伝える。

3.

昨年の様子（東海大学）

状況設定と全体共有：

全員にワークシート（25 頁）を配布する。進行役は全体に「Ｃ国ってこんな国」までを、音読する。
4.

協力者を募る：進行役は「この会議への協力者を 14 名募集します。協力してくれる人は前に出て来てく
ださい」と、参加者の中から 14 名の協力者を募り、部屋の中央（または前方）に集まってもらう。その
他の生徒・参加者は、オブザーバーとしてワークシートにメモをとりながら会議を見守るように伝える。

5.

役割カード A を配る：協力者１人につき１枚ずつ、役割カードＡ（26 頁）を裏にして配布する。

6.

着席する（協力者の 14 名）
：役割カード①～⑥は「援助する側・Ａ国の政府」
「Ａ国の市民」
「援助される
側・Ｃ国の政府の担当者」
「援助する側・Ｂ国の政府」「NGO」「Ｃ国の小学校の校長」の順に座る。
「Ｃ
国の市民」たち（８人）は少し離れたところに座る。

進行役

（
Ａ国市民
援助国Ａ

Ｃ
国
の
市
民
（
８
人
）

援助国Ｂ
被援助国Ｃ

役
割
カ
ー
ド
を
一
人
一
枚
配
布

Ｃ国の校長
ＮＧＯ

会議参加者（６人）
役名の名札を用意するか板書すると分かりやすい

会
議
参
加
者

）

そ
の
（他
会
議の
を生
見徒
守・
る
）参
加
者

7.

役割カード B と援助カードのセットを配る：協力者に、それぞれの役の状況が書かれた役割カード B と
援助カードのセットを渡す。それぞれ、カードを黙読する。

8.

役割の紹介と会議の開始：進行役は「ここは C 国です。これから C 国に対する教育援助についての会議
を行います。会議には 6 人が参加していますので、紹介します（それぞれに立ってもらい、誰がどの役を
しているか全員に示す）。そして、こちらに座っているのが C 国に暮らす皆さんです（他の席に座ってい
る「C 国の市民」の人々を指す）。それでは、C 国に対する教育援助についての会議を始めてもらいまし
ょう」と言い、会議を開始する。
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9.

会議の実施（ロールプレイ）＆援助カードの提示：
会議参加者の６人は、役割カードの指示に従い、順番に発
言する。適宜、援助カードを机の上に出す。進行役は、参
加者全員にもカードの内容が見えるように、出された援助
カードを板書する（図参照）。

会議での発言の順番
1．援助国 A の政府の担当者
2．A 国の市民（寄付者）
3．援助される側である C 国の政府の担当者
4．援助国 B の政府の担当者
5．NGO
※C 国の校長はここでは発言しない

10. 質疑応答：進行役は NGO が発言した後に
「みなさん、ありがとうございました。では、さっそくこの 6 人の方々で C 国への教育援助について話
し合っていきたいと思います。まずは、質問のある方、どなたからでもけっこうですので、どうぞ」と言
い、質疑応答を開始する。質問者が率先して出てこない場合は、名指しして質疑応答を進める。
11. 会議の終了：質疑応答が終わり、話し合いが煮詰まった頃、進行役は「Ｃ国の学校の校長先生」に合図し
て発言を促す。その発言をもって会議を終了する。
12. Ｃ国の市民の発言＆援助カードの提示：進行役は「さて、ここにいる C 国の人々はどのようにお考えな
のか、聞いてみましょう。一人ずつ自己紹介をしてください」と指示する。
「Ｃ国の市民」役は、一人ず
つ役割カードを順不同に読みあげる。適宜、援助カードを机の上に出す。進行役は、参加者全員にもカー
ドの内容が見えるように、出された援助カードを板書する（図参照）
。
13. ロールプレイの終了とふりかえり：進行役は「みなさん、ありがとうございました。以上で、会議は終了
です」と全体に伝える。次いで、以下の問いかけをしながら、全体でふりかえりを行う。協力者の 14 名
は、役を離れて、ふりかえりに参加する。
1．「C 国の市民の役になった皆さんは、どんな気持ちで会議を見ていましたか？」
2．「会議の中で話し合われた援助内容とその援助を受ける側のニーズは合っていましたか？」
3．「援助国 A はどこの国の政府を象徴していると思いますか？」
4．「どうしたら本当に必要とされる教育援助が実現できると思いますか？」
進行役は出された意見を板書し、まとめる。

【以降は時間に余裕があれば実施してください】
14. 日本政府の教育援助について知る：参加者に１枚ずつ資料１を配布し、援助国Ａが日本政府を象徴してい
ることを紹介する。
15. NGO の提言を読む：参加者に１枚ずつ資料２を配布し、日本の NGO が政府にどのような提案をしてい
るのかを紹介する。（→「アクティビティ６

図：板書例

首相・外務大臣に手紙を書こう」へつなげる）

※あらかじめ「援助カード」を印刷し張り出しても良い

したい援助

してほしい援助

高等教育（A 国政府）

教員の給与（先生）

使わなくなった鉛筆 300 本

女子教育（女の子）

（A 国の市民）

障害児教育（男の子）

参加者から机の上に出された援助カードは、全員が見えるように進行役が板書をする。
「したい援助」と「してほしい援助」に分けると、援助する側とされる側のギャップが対比しやすい。
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ワークシート

E
○

 C 国への「教育援助」についての関係者会議が開かれます
ここはＣ国です。今日はこれから、Ｃ国に対する「教育援助」についての会
議が開かれることになりました。
会議には、
（1）援助する側・Ａ国の政府の担当者（2）Ａ国の市民（3）援助
する側・Ｂ国の政府の担当者（4）援助を受ける側であるＣ国の政府の担当者
（5）Ｃ国の小学校の校長先生（6）国際ＮＧＯのスタッフ、の６人が参加して
います。



C 国ってこんな国

Ｃ国は、いわゆる「開発途上国」と言われる国です。石油や天然ガス、鉱物といった資源はなく、工業的な
発展はしていません。約 30 年前に独立しましたが、国の中では紛争が続いています。
国民の８割は農業をして暮らしていますが、土地も荒れていて乾季になると農作物が枯れてしまうこともあ
り、豊かな生活とは言えません。識字率は 60％と低く、教育に関する問題がたくさんあります。



会議で話し合われるポイントをメモしましょう
会議に参加している人

主張やポイント

（1）援助する側・A 国の政府

（2）A 国の市民（寄付者）

（3）援助する側・B 国の政府

（4）援助される側・C 国の政府

（5）C 国の小学校の校長先生

（6）国際 NGO のスタッフ
そのほか気付いたことなど
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E
役割カード A ○


（役割カード①）

キリトリ

（役割カード②）

援助国 A の政府の担当者

（役割カード③）

A 国の市民（寄付者）

（役割カード④）

援助される側・C 国の
政府の担当者
（役割カード⑤）

援助国 B の政府の担当者

（役割カード⑥）

国際 NGO のスタッフ

（役割カード⑦）

C 国の小学校の校長先生

（役割カード⑧）

C 国の市民

C 国の市民

小学校の先生

3 人の子どもを持つ母親

（役割カード➈）

（役割カード⑩）

C 国の市民

C 国の市民

2 人の娘を持つ父親

15 歳の男の子

（役割カード⑪）

（役割カード⑫）

C 国の市民

C 国の市民

13 歳の女の子

11 歳の男の子

（役割カード⑬）

（役割カード⑭）

C 国の市民

C 国の市民

9 歳の女の子

8 歳の男の子
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役割カード B‐①
役割カード①

E
○

援助する側・A 国の政府の担当者

［自己紹介］
●あなたが最初に発言してください。
●文中の指示にしたがって、援助カード①を提示してください。
●太字の部分はあなたの主張したい部分なので、強く発言してください。

ごほん。みなさん、はじめまして。A 国の政府を代表して来ました○○（あなたの名前）です。
我が国は、戦後の工業発展を遂げて急成長し、先進国の仲間入りを果たした国です。発展した私たち A 国
は ODA というお金を使って開発途上国に多大な支援をしてきました。今年からは C 国へも教育分野の援助を
行うことになりました。内容としては、高等教育*を特に重視した援助を行いたいと計画しておりまして、そ
のための予算を用意しているのです。（ 援助カード①「高等教育」を机の上に提示してください）
具体的な援助内容に関しては、後で質問があればお答えします。私たちの援助でより多くの若者が我が国の
大学で学べるようになるでしょう！

●後に質問する時間があるので、以下の質問例を参考に質問してください。

［質問例］ほかの質問をしてもかまいません


B 国政府へ：これまで C 国へは、どのような教育援助をしてきたのですか？

［A 国の情報］
質問に回答する時などに参照してください。答えられない時は「調べておきます」と回答してください。
文中の指示にしたがって、援助カード②を提示してください。


A 国の市民の ODA に対する意識や関心は低い。



これまで、低所得国ではなく、主に中所得国に高等教育分野で援助をしてきた。



昨年はアフリカの基礎教育に 25 億円、東アジア・太平洋の高等教育に 400 億円の教育援助を行った。



C 国への具体的な援助内容：C 国から留学生を毎年 100 人大学に受け入れる。奨学金と渡航費、生活費
などの学生が留学に必要な費用を賄う。
（ 援助カード②「留学生 100 人受け入れ」を机の上に提示してください）

*高等教育とは、大学・大学院、海外からの留学生への奨学金などのことをいいます。

［援助カード（したい援助）］

援助カード①

援助カード②

高等教育

留学生 100 人受入
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役割カード B‐②
役割カード②

E
○

A 国の市民（寄付者）

［自己紹介］
●2 番目に発言してください。Ａ国政府の担当者の次です。
●文中の指示にしたがって、援助カード③と④を提示してください。
●太字の部分はあなたの主張したい部分なので、強く発言してください。

はじめまして。私は○○（あなたの名前）と申します。A 国から来ました。
今日は C 国の政府の方から子どもたちの様子を伺えるということで、とっても楽しみにしてきました。
私の趣味は旅行です。毎年、長い休みになると海外旅行に行きます。一番最近行った国は C 国です。いつ
か行ってみたいとずっと憧れていましたが、ようやく訪れることができました。そこで出会った子どもたちが
忘れられません。きらきらした瞳で元気いっぱい走り回っていました。話を聞くと学校には行っていないと言
っていました。私はそんなかわいそうな子どもたちに学校で勉強してほしいと思い、帰国してから何かできる
ことがないか考えました。そこで、友人や親戚にお願いして不要な文房具を集めて寄付しようと思いつきまし
た。使わなくなった鉛筆を 300 本集めました。子どもたちのためにどうぞ、使ってください！
（ 援助カード③「使わなくなった鉛筆 300 本の寄付」を机の上に提示してください）
必要があれば、C 国の子どもたちへのノートや文房具のための寄付を募ることもできます。
（ 援助カード④「ノートや文房具の寄付」を机の上に提示してください）
かわいそうな子どもたちのためだったら、何だってできますよ！

●後に質問する時間があるので、質問例を参考にしてください。

［質問例］ほかの質問をしてもかまいません


C 国政府へ：特に困っていることは何ですか？

［援助カード（したい援助）］

援助カード③

援助カード④

鉛筆 300 本

ノートや文房具
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役割カード B‐③
役割カード③

E
○

援助される側・C 国の政府の担当者

［自己紹介］
●3 番目に発言してください。A 国の市民（寄付者）の次です。
●文中の指示にしたがって、援助カード⑤を提示してください。
●太字の部分はあなたの主張したい部分なので、強く発言してください。
みなさん、今日はわざわざ遠くから、こんな貧しい C 国へようこそいらっしゃいました。C 国の○○（あ
なたの名前）です。A 国市民の○○さん（前出）、鉛筆のご寄付を、ありがとうございます。せっかくご寄付
いただいたのに申し訳ないのですが、実は C 国でも鉛筆や文房具は手に入るのですよ…。
私の国、C 国は自然がとても美しい国です。しかし、資源が乏しく、大変に貧しい国でもあります。学校に
行けない子どもたちが大勢います。この国には教育分野にあてられる予算がないのです。
（ 援助カード⑤「教育のための予算」を机の上に提示してください）
しかし、数年前から先進国の皆さんの援助によって、たくさんの子どもたちが小学校に行けるようになりま
した。ありがとうございます。
学校で勉強すれば、子どもたちが夢を叶えることができる。私の国も A 国や B 国の様に発展し、豊かな暮
らしが手に入るはず、そう信じていますが、教育予算が少なく、十分な数の教員を雇うことができません。
私たちに引き続き援助をしていただけるということで、心から感謝しています。
どうか、これからも力を貸してください！皆さんの援助を本当に頼りにしています。

●後に質問する時間があるので、質問例を参考にしてください。

［質問例］ほかの質問をしてもかまいません


A 国政府へ：高等教育を重視した教育援助とは、具体的にはどんな援助をしてくれるのですか？

［C 国の情報］
質問に回答する時などに参照してください。答えられない時は「調べておきます」と回答してください。


国の教育分野の予算は全体の 10％（世界平均は 15％。国家予算の少なくとも 20％を教育に配分すべき
と言われている）。女子の 3 分の 2 が一度も学校へ通ったことがない。また、トイレを備えた学校は 4
校に 1 校で、そのうち女子用は 3 校に 1 校しかない。



都市部の最富裕層の男子はほとんどが小学校に入学し、小学校修了率は 90%、中学校修了率は 70%に達
した。しかし、農村部の最貧困層の女子で小学校に入学したのは 50％と低く、小学校修了率は 25％、中
学校修了率は 10%に過ぎず、都市部と農村部で格差が拡大してしまった。

［援助カード（してほしい援助）］

援助カード⑤
教育のための予算
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役割カード B‐④
役割カード④

E
○

援助する側・B 国の政府の担当者

［自己紹介］
●4 番目に発言してください。C 国の政府の担当者の次です。
●文中の指示にしたがって、援助カード⑥を提示してください。
●太字の部分はあなたの主張したい部分なので、強く発言してください。
私は B 国の政府を代表して来ました○○（あなたの名前）と言います。どうぞよろしく。
私の国は以前から C 国に援助してきました。それにより、C 国の子どもたちの小学校の入学率は 10 年間で
拡大しましたね。本当に良かったです！これまで基礎教育*への援助額は少しずつですが上げてきました。
これからも、C 国へは基礎教育分野への援助をしていく予定です。
（ 援助カード⑥「基礎教育」を机の上に提示してください）
今日は、C 国の方に、どんな援助が必要なのかを聞きに来ましたので、お話を聞かせてください。

●後に質問する時間があるので、質問例を参考にしてください。

［質問例］ほかの質問をしてもかまいません


A 国政府へ：昨年はどの地域で、どのくらいの教育援助を行ったんですか？

［C 国の情報］
質問に回答する時などに参照してください。答えられない時は「調べておきます」と回答してください。


C 国への教育分野の援助では基礎教育を中心に援助してきた。



基礎教育分野への援助額は A 国の 3 倍多く、留学生への奨学金などの高等教育は A 国の半分ほどである。
*基礎教育とは、幼稚園、小学校、成人のための識字教育などのことをいいます。

［援助カード（したい援助）］

援助カード⑥
基礎教育
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役割カード B‐⑤
役割カード⑤

E
○

国際 NGO のスタッフ

［自己紹介］
●5 番目に発言してください。B 国の政府の担当者の次です。
●太字の部分はあなたの主張したい部分なので、強く発言してください。
はじめまして、こんにちは。私は非政府組織である教育 NGO で働いている○○（あなたの名前）です。
皆さん、「持続可能な開発目標」、通称エス・ディ・ジーズという目標が 2015 年 9 月に国連で採択された
のを知っていますか？17 ある目標の 4 つ目は「質の高い教育」を目指すもので、2030 年までにすべての子ど
もたちが幼児教育、小学校、中学校、高校まで通えるようにしようと世界中のリーダーたちが合意したもの
です。わたしたち NGO は、この目標を達成するために、各国政府に政策提言をしたり、啓発活動をしたりし
ています。
今日の会議では C 国への教育援助について話し合うということですが、まず NGO の立場から言わせてもら
いますが、この目標を達成するためには世界の国々の協力が不可欠です。ですから、C 国は教育予算を増やす
べきです。また、援助する側である A 国政府と B 国政府にも、後で色々と質問をさせてもらおうと思います。
よろしくお願いします。

●後に質問する時間があるので、質問例を参考にしてください。
●ほかの人が質問しない時は、積極的に質問してください。

［質問例］ほかの質問をしてもかまいません


C 国政府へ：C 国の子どもの入学率は確かに上がりましたが、「すべての」の子どもたちなのですか？女
の子や農村部などの全国の子どもたちの就学状況について把握していますか？



A 国政府へ：高等教育への援助とおっしゃいますが、A 国に C 国の留学生を受け入れることで、援助は
ほとんど A 国内で使われると思います。それについてどう考えていますか？

［NGO が持っている情報］
質問に回答するときなど必要に応じて参照してください。


C 国の国民一人が A 国に留学する費用は、230 人の生徒が C 国内で中学校・高校・専門学校といった中
等教育を受ける費用に匹敵する。



学校に行っていない子どもの数は、アフリカ：2,990 万人、アジア・太平洋：560 万人である。



小学校就学年齢にある 6 億 5,000 万人の子どものうち、2 億 5,000 万人は読解と算数の基礎的なスキルが
ない。その半数は小学校に通っているのにも関わらず、最低限の学習基準にも到達していない。
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役割カード B‐⑥
役割カード⑥

E
○

援助される側・C 国の小学校の校長先生

［自己紹介］
●質疑応答が終わり、話し合いが煮詰まったところで、最後に発言してください。
●発言するタイミングは進行役が合図します。
●文中の指示にしたがって、援助カード⑦と⑧を提示してください。
●太字の部分はあなたの主張したい部分なので、強く発言してください。
このような場に呼んでいただき、ありがとうございます。大変光栄に思います。私は C 国のとある町の小
学校で校長をしております、○○（あなたの名前）と申します。全国の教員を代表して来ました。
私の小学校には数年前は毎年入学する子どもの数は 60 人でしたが、海外からの教育援助で入学率は倍以上
になり、今では 130 人の子どもが毎年入学してきます。それは素晴らしいことです。しかし、生徒の数が増
えたことで教員や教材が足りず、教室はいつもぎゅうぎゅうです。
（ 援助カード⑦「教員・教材の支援」を机の上に提示する）
また、教員の給料は以前と変わらず低く、毎月の給料だけでは家族を養えない状態です。私自身も週に 2 日
は工場で働かなくてはいけません。教員は皆、毎日学校で教壇に立ちたいと思っているはずですが、今の給料
では到底無理なのです。（援助カード⑧「教員の給料の向上」を机の上に提示する）
さて、そろそろ、授業が始まる時間です。私は学校へ行って始業のベルを鳴らさなくてはいけませんので。
皆さんの貴重なお話が聞けてよかったです。子どもたちの現状を知ってもらい、誰が、どんな援助が必要なの
か、すべての人が教育を受けられるようにはどうしたらいいのか、よく話し合って教育援助をしていただける
ことを心から願っています。今日は本当にありがとうございました。

●これで会議は終了です。

［援助カード（してほしい援助）］

援助カード⑦

援助カード⑧

教員・教材

教員給与の向上
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役割カード B‐⑦⑧➈⑩⑪⑫⑬⑭

役割カード⑦

C 国の市民

父親

子どもには教育を受けさせる必要はないと思って
いるよ、だって女の子２人だしね。どうせ何年かした
ら嫁に出すので。息子が生まれたら学校に通わせるつ
もりなんですけどね。

役割カード➈

C 国の市民

役割カード⑧

C 国の市民

E
○

キリトリ

母親

私自身は学校に行っていません。３人の子どもたち
は、読み書きができるように学校に通わせたいと思っ
ていますが、家畜の世話や家事、きょうだいの子守り
を手伝ってもらわなくてはいけないので、子どもたち
全員を学校に通わせる余裕はありません。

教師

役割カード⑩

C 国の市民

15 歳男子

僕がもっと小さかった頃、村に小学校ができまし
私は○○校長先生（前出）の学校で働いています。 た。もちろん毎日通いました。友だちもできたし、何
実は、私は、教員訓練を受けたことがありません。そ

より楽しかった。でも、勉強は得意じゃなくて、さっ

れどころか高校卒業資格もありません。いつも、どう

ぱり先生の言っていたことが分からなくって、結局、

やって生徒に教えていいのか分からず悩んでいます。 簡単な文章を理解することすらできなかった。
Ｃ国の政府にはもっと教育分野へ予算を割いても

「先生の教え方がもっとよくなれば…」って外国の

らい、教員養成や給料に充ててもらいたいです。

人たちが言ってた。もう 15 歳だけど、中学校へは通

（→援助カード➈を机の上に提示してください）

ってません。
（→援助カード⑩を机の上に提示してください）

役割カード⑪

C 国の市民

13 歳女子

家は貧乏で、おばあちゃんも病気で私が働いて家計
を助けないといけないの。通っていた学校を中途退学
して、今は工場で毎日洋服をミシンで縫ってます。働
いてるときは私は 17 歳って嘘をついてます。だって、
「児童労働」になっちゃうから。私の作った洋服はど
この誰が着るんだろう？
（→援助カード⑪を机の上に提示してください）

役割カード⑬

C 国の市民

9 歳女子

役割カード⑫

C 国の市民

11 歳男子

学校は楽しい。字が読めるようになったし、計算だ
ってできる。将来の夢はお医者さんになること。だけ
ど今は、紛争で軍が校舎をつかっていて、学校へ行け
なくなってしまったんだ。友だちから軍に入らないか
って誘われてるんだけど、どうしよう…。
（→援助カード⑫を机の上に提示してください）

役割カード⑭

C 国の市民

8 歳男子

私の村は学校から遠くて、毎日歩いて 2 時間かかるん

僕は歩くのが生まれつき苦手。椅子に車輪が付いてい

です。学校には女子用トイレがなくて、生徒の数が多

たら学校へもいけるのになぁ。学校には一度も行った

くて教室はいつもぎゅうぎゅう。座るところも足りな

ことがないけど、僕は頭が良いからクラスで一番にな

いし、黒板も小さくて、よく見えない。せっかく学校

れるはずだよ！でも、近所の小学校には入学を断られ

に着いても、先生が来ない日もあるから悲しい。先生

てしまったんだ。友だちはみんな学校に行っているの

が増えたらもっと質問できるし、勉強できるのにな。 に…。
（→援助カード⑬を机の上に提示してください）

（→援助カード⑭を机の上に提示してください）
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援助カード

（援助する側・A 国の政府／援助カード①）

高等教育

（A 国の市民／援助カード③）

使わなくなった鉛筆 300 本

（援助を受ける側・C 国の政府／援助カード⑤）

教育のための予算

（C 国の学校長／援助カード⑦）

教員・教材の支援

（C 国の市民・教師／援助カード➈）

教員の給料の向上
教員のための研修
（C 国の市民・13 歳の女の子／援助カード⑪）

児童労働の廃止
女子の教育の機会
（C 国の市民・9 歳の女の子／援助カード⑬）

十分な数の教員

E
○

キリトリ

（援助する側・A 国の政府／援助カード②）

留学生 100 人受け入れ

（A 国の市民／援助カード④）

ノートや文房具の寄付

（援助する側・B 国の政府／援助カード⑥）

基礎教育

（C 国の学校長／援助カード⑧）

教員の給料の向上

（C 国の市民・15 歳の男の子／援助カード⑩）

教えるのが上手な教員

（C 国の市民・11 歳の男の子／援助カード⑫）

軍による教育施設利用の禁止

（C 国の市民・8 歳の男の子／援助カード⑭）

障害児の教育の機会
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■解説：
「教育援助」の傾向と課題

A 国の政府‐日本政府の特徴を反映


日本政府の「教育援助」をもとに A 国の状況設定をしています。



詳しくは、資料 1（36 頁）
、資料 2（37 頁）をご参照ください。



他の援助国と比べて、日本政府の「教育援助」には、以下の２つの大きな特徴があります。
①アフリカなどの低所得国よりも、アジアなどの中所得国への配分が多い。
②基礎教育・中等教育分野*への配分が少なく高等教育**への配分が大きい。中でも、日本に留学する奨
学金への配分が大きく、途上国内で使われる援助が少ない。
*基礎教育・中等教育：幼児教育、初等教育（小学校）、中等教育（中学校・高校）、成人のための識字
教室など
**高等教育：大学・大学院や留学生の奨学金など

B 国の政府‐援助国全体の特徴を反映


援助国全体の「教育援助」の傾向をもとに B 国の状況設定をしています。日本政府よりも、低所得国へ
の配分が大きく、また、基礎教育分野への配分が大きい。



詳しくは、資料 1（36 頁）
、資料 2（37 頁）をご参照ください。

C 国の政府‐教育の質の改善、特に教員養成と給与保障が必要とされている


特に、低所得国の状況をもとに C 国の状況設定をしています。



国家予算の少なくとも 20％を教育に配分すべきであるといわれていますが、2011 年の世界平均は 1999
年とほどんと変わらず、15％となっています。



過去 10 年間で、教育へのアクセスや入学率は大幅に改善しましたが、教育の「質」の向上は進んでいま
せん。依然として、訓練を受けた教員が不足していること、教室がせまいこと、教材が不足している、と
いった課題があります。



多くの低所得国では、教員不足のために低学年や貧困地域で学級規模が大きくなり、教育の質が悪化して
います。また、教員不足を抱える国では、教員給与のための予算を増やす必要があります。しかし、2008
年から 2011 年の期間に、教員養成と現職教員の研修に対する援助は「教育援助」全体の２％に留まって
います。

C 国の市民


現在、世界に小学校に通えない子どもは 5,800 万人、文字の読み書きができない大人は 7 億 8,100 万人
もいます。こうした事実の背景には、紛争や貧困などはもちろん、教育への無理解や女の子や障害者など、
社会的弱者への差別といった、さまざまな問題があります。



このロールプレイでは、最も支援を必要としている C 国の市民たちは、会議に参加することはできませ
ん。C 国の政府や学校長が述べることは、必ずしも市民全体のニーズを反映しているとは限りません。特
に、弱い立場に置かれた人々の意見が反映されない可能性が高いのです。

出典：EFA グローバルモニタリングレポート 2013/4（http://jnne.org/img/GMR2013japanese%20version.pdf）
※このアクティビティは『
「援助」する前に考えよう‐参加型学習と PLA がわかる本』
（開発教育協会）を参考にしています。
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資料：日本政府の教育援助に対する NGO の提言

E
○

途上国で教育支援を行う教育協力 NGO ネットワーク（JNNE）では
日本政府に以下の 4 つの提言をしています。
提言 1：基礎教育援助の割合を増やしてください。
提言 2：紛争下や紛争の影響を受けた国、低所得国への配分を増やしてください。
提言 3：技術協力と財政支援の両方を途上国のニーズに応じて行いましょう。
提言 4：教育のためのグローバル・パートナーシップ（※GPE 基金）にもっと拠出を。
※GPE 基金：基礎教育普及のために 2002 年に設立された国際的な援助の枠組みのこと。

［提言 1］基礎教育援助の割合を増やしてください
政府開発援助（ODA）の内訳
プログラム
援助等

DAC（援助国）平均

日本

10.0%
緊急援助
6.4%
プログラム
援助等

社会
分野
34.6%

25.0%

工業等
15.4%

緊急援助
9.2%
工業等
9.5%

農業分野
6.0%

経済
分野
9.6%

社会
分野
20.3%

基礎教育
中等教育
2.5%

基礎教育
中等教育
6.1%

経済
分野
40.8%

農業分野
4.6%

日本の援助は、経済分野への配分が多く
基礎教育分野への配分が少ない。

教育分野の政府開発援助（ODA）の内訳

基礎教育 38%

DAC平均

中等教育 19%

基礎教育 31%

日本

0%

10%

20%

高等教育 43%

中等教育 22%

30%

40%

50%

高等教育 47%

60%

70%

80%

90%

100%

日本の援助は、高等教育（中でも留学生への奨学金）への配分が多く、基礎教育への配分が少ない。
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［提言 2］紛争下や紛争の影響を受けた国、低所得国への配分を増やしてください

E
○

教育分野の政府開発援助（ODA）の内訳
日本

DAC平均

日本の援助は、以前まで低所得国
（サハラ以南アフリカなど）よりも
中低所得国（アジアなど）への配分

低所得国
47％

中所得国
53％

中所得国
56％

低所得国
44％

が多い傾向にありましたが、低所得
向けの配分も増えてきています。
今後も、この傾向が継続し、より改
善していくことが大切です。

・「分類不能」は除外してあります。
・低所得国は、2013 年の 1 人あたりの国民所得（GNI）が 1,045 ドル以下の国、中所得国は、1,046 ドルから 12,745 ドル
以下の国を指します。
※出典：OECD Creditor reporting system2014 年の政府開発援助支出総額

［提言 4］教育のための GPE 基金へもっと拠出しましょう
GPE 基金への拠出金額（2015 年）
132億円

85億円
59億円

56億円

53億円
32億円
12億円

英
国

デ
ン
マ
ー
ク

米
国

ノ
ル
ウ
ェ
ー

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ベ
ル
ギ
ー

9億円

8億円

5億円

5億円

3億円

ド
イ
ツ

ス
イ
ス

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

日
本

教育のためのグローバル・パートナーシップ基金（GPE 基金）は、すべての子どもが小学校に行けるよう
になるための不足している資金を支援する国際機関。現在 60 か国の低所得国が対象となっています。日本の
拠出金額は人口 480 万人のアイルランドより小額です。
なお、GPE への拠出金を含む多国間機関（世界銀行、ユニセフ等）による教育援助事業に対して、日本政
府は、2013 年度に 89 億円を拠出しました。ただし、この額には、基礎教育以外の教育援助（高等教育等）も
含まれています。
※出典：Global Partnership for Education, Final Pledge Report – Second Replenishment Pledging Conference, 2014.
（拠出額は 2015 年 2 月 2 日の為替レートで日本円に換算）
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アクティビティ６：首相・外務大臣に手紙を書こう

• アクティビティ1：クイズ
導入

基本編

• アクティビティ2：識字（小中学生対象／高校生以上対象の2種類）
• アクティビティ3：教育と資金
• アクティビティ4：行動する子どもたちのストーリーを読もう

• アクティビティ5：本当に必要な「教育援助」とは？
発展

• アクティビティ6：首相・外務大臣に手紙を書こう
まとめ

授業後の
アクション
Raise Your
Voice!

■ねらい
1.

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。

2.

実際に日本政府に届く手紙を書いてみることで「政策提言」を体験する。

3.

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。

実施の難易度：★
対象：小学生～大人まで
所用時間：45 分
準備するもの：
1．ダイヤモンド・ランキン
グのワークシート
（39 頁）1 人 1 枚

■ すすめ方
1.

問いかけ：全体に以下の情報提供と問いかけをする。

2．首相・外務大臣への手紙
（40 頁）グループに 1 枚

「世界中を見渡すと、5,800 万人の子どもが小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？」
2.

ダイヤモンド・ランキング：ダイヤモンド・ランキングのワークシートを 1 人 1 枚配付し、個人で作業す
る。次に、4～6 人の小グループでシートを見せ合い、理由を発表する。質問などがあれば互いに質問し
あっても良い。その際、
「このワークシートには正解や間違いはないので、よく聞き合うことを大切にし
よう」と声かけする。

3.

政策提言：小グループで「ダイヤモンド・ランキング」のワークシートや意見交換をもとに、「首相・外
務大臣への手紙」を書く。

4.

全体共有：全体で共有する。

■ 発展
「A」を選んだ人は「授業後のアクション Raise Your Voice!」に取り組む、
「B」を選んだ人は実際にどんな
NGO があるのか調べてみる、
「I」を選んだ人は投稿記事を書いてみるなど、実際の行動につなげたい。
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E
ワークシート「ダイヤモンド・ランキング」○

世界中の子どもが学校に通えるために‥
あなたが「大切だ」と思うことから◇の中に A～I を記入して、
順番に並び替えてみましょう。

大切だと思う

A.
B.
C.
D.
E.
F.

世界中の子どもが学校に通えるように日本の政府に働きかける
お金や物などを集めて教育に関わる NGO などに寄付をする
現地に行って学校を建てる
教育の大切さや途上国の暮らしについてもっと調べてみる
文化祭や学園祭を通じて、多くの人に教育の大切さを発表する
特になにもしない

G. 国際交流の活動を推進し、外国人と友だちになる
H. 友だちや家族に話をする
I. 新聞や SNS に自分の意見を投稿する

ほかに自分のアイデアがあれば空いているスペースに自由に書いてみよう！
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首相・外務大臣への手紙

E
○

わたしたちの政策提言
世界中の子どもが学校に通えるようになるために、
日本政府にお願いしたいこと、取り組んでほしいことは‥

「世界一大きな授業 2016」をやって、わたしたちが感じたこと、考えたことは‥

学校またはグループの名前：
グループの人数：
（

）人

グループメンバーの名前：
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２．授業の後にできるアクション

レ

イ

ズ

ユ

ア

ボ

イ

ス

Raise Your Voice!

マララさんの呼びかけにこたえて国のリーダーたちに意見を伝えよう

• アクティビティ1：クイズ
導入

基本編

• アクティビティ2：識字（小中学生対象／高校生以上対象の2種類）
• アクティビティ3：教育と資金
• アクティビティ4：行動する子どもたちのストーリーを読もう

• アクティビティ5：本当に必要な「教育援助」とは？
発展

• アクティビティ6：首相・外務大臣に手紙を書こう
まとめ

授業後の
アクション
Raise Your
Voice!

「世界一大きな授業」に参加し、日本の教育援助について知った後に
自分の選挙区の国会議員に、国際協力や教育援助についての見解を聞いてみませんか？
昨年 2015 年は、初等教育の完全普及や成人識字率の 50%の改善などを目標とする「万人のための教育（EFA）」
目標の達成期限の年であるにもかかわらず、いまだに 5,800 万の子どもが小学校に通えず、7 億 8,100 万人の
大人が読み書きできません。
日本は先進国の一員として、この問題を解決するための責任がありますが、日本の政府開発援助（ODA）
予算は減少傾向にあり、平成 9 年度の 1 兆 1,687 億円をピークに平成 27 年度はわずか 5,400 億円へと半減し
ました。一方、
『外交に関する世論調査』
（内閣府、2014 年度）によると、
「途上国に対して資金協力などの開
発協力を日本がすべきである」と答えた人は 80％に上り、国民の多くが途上国への開発協力を望んでいるこ
とが分かります。ODA の予算を増やし、国民が望む分野に ODA を使うには、有権者の代表である国会議員
から日本政府に働きかける必要があります。
マララさんも映画『わたしはマララ』のエンドロールで「Raise Your Voice!（レイズ・ユア・ボイス＝声を
あげよう）
」と呼び掛けています。各地でリーダーたちに会い、
「すべての子どもに教育を」と対話を重ねるマ
ララさんのように、日本の子どもたちも市民の代表、つまり、国会議員に会い、声を届けることができます。
日本の援助政策を決めるのは、日本政府。国会議員は変化を起こす大きな力を持っています。その国会議員
を動かすのは、子どもたちも含めたわたしたち市民の声です。
マララさんの呼びかけにこたえて「Raise Your Voice!」してみましょう。

41

© JNNE2016

■Raise Your Voice!を実施するための 5 ステップ

 仲間を募る！
1 人でもいいけれど、できれば 3 人以上のチームをつくろう。
そして、アンケート用紙（44～45 頁）をよく読んで
アンケートの内容について理解しましょう。

 国会議員を探す！
自分の選挙区を調べます（「東京○区」などの名前がついています）
。
そして、その選挙区から選出された国会議員の名前を調べます。
衆議院議員と参議院議員の 2 種類あるので、複数の国会議員が見つかるはず！
議員事務所の連絡先を調べましょう。
東京の議員会館ではなく、地元にある議員事務所の連絡先を調べるのがポイントです。
衆議院議員一覧：http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/syu/1giin.htm
参議院議員一覧：http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/186/giin.htm

 議員事務所に連絡！
地元の議員事務所に電話で連絡をして
直接会ってインタビューできるかどうか依頼します。
会えない場合は、ファクスまたはメールでの回答を依頼。
議員本人でなく、秘書の方が代理で対応してくれる場合も OK。

会える！場合

会えない！場合

 インタビュー実施！

 アンケート実施！

インタビューする前に、事前にアンケートを

アンケートをファクスかメールで送ります。

ファクスかメールで送ります。

（電話インタビューを実施しても OK）

当日は、時間に遅れないよう事務所を訪問。

お手紙（鏡文）で、自己紹介をして、
「世界一大きな

自己紹介をして、
「世界一大きな授業」で学んだこと

授業」で学んだことや考えたことを伝えてください。

や考えたことを伝え、インタビューを開始してくだ

2 週間以内に回答してもらいましょう。

さい。終了したら、協力へのお礼を伝えましょう。

回答が届いたら、協力へのお礼を伝えましょう。

※アクティビティ 6 で書いた「手紙」も活用しよう

※アクティビティ 6 で書いた「手紙」も活用しよう

 「世界一大きな授業」事務所へ報告！
回答を得たら、事務局にアンケートの回答のコピーや
やってみた感想を E メールでお送りください。
インタビューの際に写真を撮れたら送ってください。
締切は 6 月 30 日（木）です。
E メール：gce.japan.campaign@gmail.com

届いたアンケートは「世界一大きな授業」ウェブサイトに順次掲載していきます。
また、議員会館でおこなうロビイングにも反映させますので、お楽しみに！
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■ホントに対応してもらえる‥？もちろん！昨年はこんな風に回答が届きました

穴見陽一衆議院議員（自民党・大分県）
大分県立芸術文化短期大学の学生たちが実施

行田邦子参議院議員（無所属・埼玉県）
東京国際大学 学生団体興~kou~のメンバーが実施

■アンケート用紙（44～45 頁）の使い方‥相手のお名前、自分たちの名前と連絡先を入れよう
アンケート用紙（word）は「世界一大きな授業」のウェブサイトからダウンロードしてください。
ダウンロードしたら、黄色くなっている部分は書き加えて使ってください。

 http://www.jnne.org/gce2016/about.html
みなさんの学校や
グループ名
リーダーの名前

お送りする日にち

衆・参議院の種類と
議員さんのお名前

議員さんのお名前

みなさんの学校やグループ名
連絡先のファクスかメール
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2016 年 X 月 X 日
衆議院／参議院議員
XXXX 様
日本政府による教育援助についての質問
大学・団体・サークル・ゼミ名
住所
代表者

氏

名

私（たち）は（団体の簡単な紹介）です。私（たち）は、
「世界一大きな授業」というキャンペーンに
参加しました。そして、昨年 2015 年は初等教育の完全普及や成人識字率の 50%の改善などを目標とする
「万人のための教育」目標の達成期限の年であったにもかかわらず、いまだに 5,800 万の子どもが小学
校に通えず、7 億 8,100 万人の成人が読み書きができないことを学びました。
日本は先進国の一員として、
この問題を解決するための責任があると感じました。
また、今年からスタートした「持続可能な開発目標（SDGs）
」においても、「質の高い教育」を 2030
年までに達成することを、日本を含む世界の国々が合意したことを学びました。
そこで、XXXX 議員に日本政府による教育援助についてのご意見を伺いたく、質問をさせていただき
ます。どうかご回答のほどよろしくお願いします。
いただいたご回答は、
「世界一大きな授業」のウェブサイト（http://www.jnne.org/gce/）で公開させて
いただきます。
質問は以下 6 問です。
1. 日本の政府開発援助（ODA）予算は減少傾向にあり、平成 9 年度の 1 兆 1,687 億円をピークに平成
27 年度はわずか 5,421 億円へと半減しました。ODA 予算のあり方についてどう思われますか。
（ ）増やすべきである
（ ）現状程度でよい
（ ）減らすべきである
（ ）わからない
コメントあればお願いします

2. 2013 年の日本の二国間 ODA 実績額のうち 28%
（54 億 400 万ドル）
が経済インフラの支援に使われ、
基礎教育（初等、中等、識字教育）の支援にはわずか 2.6%しか使われませんでした。他の先進国と
比べてこの割合は 3 分の 1 にすぎません。日本の基礎教育援助額についてどう思われますか。
（ ）増やすべきである
（ ）現状程度で良い
（ ）減らすべきである
（ ）わからない
コメントあればお願いします
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3. 日本は、従来、自助努力の考えに基づき基礎教育援助においても、学校建設や教員研修などのプロジ
ェクト型の支援が中心でした。一方、すべての子どもが学校に行けるようになるには、70 カ国で課
せられている学費の無償化や、160 万人もの教員不足の解消のために年間 260 億ドルが不足している
ので、先進国からの財政面の支援も期待されています。基礎教育分野への財政支援のあり方について
どう思われますか。
（ ）積極的に財政支援を行うべきである。
（ ）プロジェクト支援を補完する目的であれば財政支援も行うべきである。
（ ）従来通り財政支援よりもプロジェクト支援を重視すべきである。
コメントあればお願いします

4. 2013 年の日本の教育援助額実績のうち 38%が日本で学ぶ留学生への支援などの高等教育に配分され、
基礎教育分野は 15%でした。ユネスコによると 1 人のネパール人留学生が奨学金を得て日本に留学
する費用は、229 人の子どもがネパール国内で中学校に通うための費用に相当します。ODA の増額
が難しい状況化において日本の教育援助の配分についてどう思われますか。
（ ）基礎教育分野への配分を増やすべきである。
（ ）現状程度で良い。
（ ）高等教育分野への配分を増やすべきである。
（ ）わからない。
コメントあればお願いします

5. 低所得国の初等教育完全普及目標の達成を支援するための財政支援を行うための多国間機関として
世界銀行の主導により「教育のためのグローバル・パートナーシップ」
（GPE）が 2002 年に設立さ
れました。先進国は GPE への拠出が期待されていますが、日本の拠出額は年間 3 億円（2015 年）で、
拠出額全体の 1%にすぎません。GPE への拠出額についてどう思われますか。「教育のためのグロー
バル・パートナーシップ」
（GPE）への拠出額を
（ ）増やすべきだ
（ ）現状程度で良い
（ ）減らすべきだ
（ ）わからない
コメントあればお願いします

6. 貴議員が日本政府の基礎教育援助の拡充、改善のためにできることがあれば教えてください。

ご協力ありがとうございました。ご回答は、大学・団体・サークル・ゼミ名、担当 XXX（FAX かメール
アドレスを入れる）までお願いいたします。
お名前
（

所属政党

）衆議院議員、
（ ）参議院議員（←どちらかにチェック願います）

45

© JNNE2016

３．終了後の手引き＆報告方法
実施内容によって３種類の報告方法があります
１．実施報告

２．首相・外務大臣への手紙

３．「Raise Your Voice」

全員ご送付ください。

実施した場合のみ

実施した場合のみ

ご送付ください。

ご送付ください。

ウェブから報告

メール、郵送にて送付

ウェブサイト上の

事務局まで、メール添付または郵送のいずれかでお送りください。

「報告フォーム」に記入し

 gce.japan.campaign@gmail.com

送信してください。

 〒154-8545 東京都世田谷区三軒茶屋 2-11-22-11F

 http://www.jnne.org/gce/

プラン・ジャパン内「世界一大きな授業」事務局

「世界一大きな授業」事務局宛

「参加証」をお届け

日本政府へ届けます

ウェブに掲載・公開

報告していただいた方には事務局

事務局で取りまとめ、

事務局で取りまとめ、

より 1 件につき 1 枚の「参加証」を

日本政府へ届けます。

「世界一大きな授業」の

メールでお送りします。

ウェブサイトに掲載します。

「実施報告」は、昨年まではファクス、E-mail でも受付けていましたが、今年よりウェブからの報告のみに変更しました。

２０１６年６月３０日（木）までにご送付ください
・

「1．実施報告」
「2．首相・外務大臣への手紙」
「3．Raise Your Voice」ともに、6 月 30 日（木）
必着です。たくさんのご報告をお待ちしております。

・

「1．実施報告」に「2．首相・外務大臣への手紙」に記載された「わたしたちの政策提言」
「感じたこと、
考えたこと」を入力いただくとウェブサイトに掲載されます。
「2．首相・外務大臣への手紙」をメール添
付・郵送で送るだけではウェブサイトには掲載されませんので、ご注意ください。

・

報告や写真は、ホームページや報告書などでご紹介させていただくことがあります。掲載を希望されない
場合は、その旨をお書き添えください。

・

事務局より、2016 年 8 月下旬に 1 申込につき 1 枚、報告書をお送りします。

ご寄付での協力をお願いします
本教材の作成、キャンペーンの運営には、年間およそ 100 万円の資金が必要です。
昨年は参加された方々より、延べ 111,600 円のご寄付をいただきました。
運営には、ご寄付以外に、繰越金や賛同金、助成金等を充てておりますが、決して余裕のある財政状況とはいえ
ません。皆さまのご寄付でのご協力が必要です。
寄付金は 1 口 1,000 円より募集していますので、ぜひ、ご協力をお願いいたします。
［みずほ銀行］新宿西口支店

普通 4839927

教育協力 NGO ネットワーク

［ゆうちょ銀行］記号 10110（店番 018）番号 43575271（普通預金 4357527）教育協力 NGO ネットワーク
※領収書は銀行の振込票をもって代えさせていただきます。活動・会計報告は 9 月末に「世界一大きな授業」ウェブサイトで掲載します。
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昨年の「世界一大きな授業」の実施報告より
■わたしたちの政策提言


現地の生の声を直接聞いてその人たちが本
当に求めているものを支援してほしい。
（北海道大谷室蘭高等学校）



どういった国でどのようなことが起きてい
るのかということを学ぶ機会をもっと増や
してほしい。（北海道大谷室蘭高等学校）



非平和的なことにお金を使うか、これからの
世界中の未来を考えて教育費にお金を使う
のはどちらがいいか考えてください。
（岩手

たくさんの政策提言・感想を「実施報告」に掲載しています！
http://www.jnne.org/gce2015/impression.html

県立不来方高等学校）


日本政府は最善を尽くしていると思うけれど、
「自分たちはここまで」と決めつけずに、これからも支援
に取り組んでほしい。
（新潟県魚沼市立須原小学校）



ODA についての日本国民に対する認知度・関心度の向上にも、しっかりと取り組んで、その効果と実績
を出してほしい。
（宇都宮大学）



日本政府にまず、日本の教育から取りくんで欲しいと思います。日本では今、子どもの貧困、教育の格
差が深刻になっています。政治をする人たちには十分な教育を受けられていない子どもたちに援助をお
願いしたいです。各国が自国の教育に力を入れることによって世界全体が少しずつ良くなります。まず、
国民の教育に対する意識を深める必要があります。
（東京都足立高等学校）



もっと先生の数を増やして先生が楽になれるようにしたらいいと思う。
（横浜市立瀬谷さくら小学校）



世界中から紛争を無くすように努力してほしいです。
（鹿児島県東市来中学校）



大人ばかりが先に話を進めるのではなく、この問題の中心である子どもたち（私たち）からも意見を直
接聞いてほしい。
（福岡県・いわはし英語ワークショップ）

■感じたこと、考えたこと


ぼくは、字や本が読めない人がいっぱいいるなんて、しりませんでした。こういうべんきょうができて
よかったです。せかいじゅうには、いろいろなことがあるんだなとおもいました。もっといろんなこと
をしりたいです。
（札幌市立南の沢小学校）



12 歳の少年のエッセイを読んで、自分より年下なのに、すごく行動力があり、見習わなきゃいきないな
と思いました。
（一関市立興田中学校）



政府に任せっきりにせずに一人一人が行動することが大切だと分かりました。
（盛岡第一高等学校）



国の政策がどんな優先順位で行われているのかが知りたいと思った。日頃、政府の意思決定の仕組みに
ついて考える機会はなかったが、参加型授業であえて視座の高い政府目線で何が途上国にできるのか考
えることが出来たことは非常に貴重だった。
（東北大学



西出ゼミナール）

自分たちがまず世界の教育のことを「知る」ことが大事で、こうやって授業で知ったことを広めていき
たいと思います。
（上尾市立東中学校）



世界が抱える問題は私たち子どもにも大きく関係していることに気づかされた。ほんの少しでもいいか
ら私たちにできることをしていきたい。（小山城南高校）



マララさんのスピーチなどから、子どもであっても行動をおこさない理由にはならないと思った。行動
に移すことの大切さを感じた。
（晃華学園高等学校）



これを話し合うだけじゃ意味がないから行動に移していきたい。
（宮崎県五ヶ瀬中等教育学校）
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「世界一大きな授業」2016 実施団体
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

NPO 法人 オックスファム・ジャパン

学校向けプログラム

TEL: 03-5844-3630 URL:http://www.dear.or.jp

国際協力 NGO オックスファムは、貧困を克服しようと
する人々を支援し、貧困を生み出す状況を変えるために
活動しています。緊急人道支援、長期開発支援、アドボ
カシー（政策提言）
、キャンペーンやアウトリーチを通し
て、貧困のない世界の実現を目指します。
NPO 法人 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する教育
NGO です。教育現場で使える国際理解や ESD 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。
NPO 法人 グッドネーバーズ・ジャパン

TEL: 03-6423-1768

TEL: 03-5360-1233

TEL: 03-5367-6640

TEL: 03-5481-0030

TEL: 03-6321-8948

TEL: 03-3755-1603

・開発教育冊子『世界を変える若者のチカラ』
の配布
・スタッフの講師派遣

URL: http://www.ftcj.com

貧困や搾取から、また、
「子どもは無力」という概念から
子どもを解放するために設立された国際協力 NGO。1000
人以上の子ども・若者メンバーが、国内外の社会問題に
対して主体的に取組んでいます。

NPO 法人 ラオスのこども

国内では 35 の都市に YMCA があり、YMCA に
よる国際協力活動についての学びやボランティ
ア活動の機会を地域に提供しています。

URL: http://www.plan-japan.org

途上国 51 か国で、子どもとともに地域開発を進める
NGO。さまざまな困難に直面する途上国の女の子たちの
問題を訴え、教育プロジェクトなどを通して、彼女たち
が「生きていく力」を身に付け、途上国の貧困軽減を目
指す Because I am a Girl キャンペーンを実施。
NPO 法人 フリー・ザ・チルドレン・ジャパン

・
「絵本を届ける運動」子どもの本が足りない国
に日本の絵本に訳文シールを貼る活動。
・
「もので寄付するプロジェクト」家にある読ま
なくなった本や CD、DVD やゲームを譲ってく
ださい。

URL: http://www.ymcajapan.org

世界 119 の国と地域にひろがる国際団体で、平和、子ど
もの権利、青少年教育などの分野で、地域のニーズに即
したプログラムを提供しています。
公益財団法人 プラン・ジャパン

・パネル「働く子ども達のはなし」の貸出
（A4～A3 のパネルと働く子どもの紹介文）
・古着・古本・書き損じはがき等を、学校や
地域で集めて寄付

URL:http://www.sva.or.jp

アフガニスタン、カンボジア、ミャンマー、ラオス、ミ
ャンマー難民キャンプで絵本出版、図書館活動、学校建
設、教材開発、教員研修などの教育・文化支援事業を行
っています。
公益財団法人 日本 YMCA 同盟

「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。先生向
けのワークショップや研修会も随時開催。

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。世界中の子ど
もたち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。
公益社団法人 シャンティ国際ボランティア会

世界の貧困、途上国の教育や保健衛生、気候変
動が貧困にもたらす影響、貧困削減とビジネス、
アドボカシーや途上国における活動をはじめと
する国際協力 NGO の役割などのテーマについ
て講師派遣を行います。

・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
・
「はたらく子どもシミュレーション・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

URL: http://deknoylao.org/

ラオスの人々の絵本、紙芝居などの作品づくりを応援し、
日本の絵本にラオス語の翻訳を貼ってラオスに
小学校などに届けています。日本では、日本の絵本にラ
送りませんか。貼った人のサイン入り絵本が子
オス語を張り、ラオスに送るボランティア活動に多くの
どもたちに楽しく読まれます。
人が参加しています。
© 教育協力 NGO ネットワーク（JNNE）：この資料の著作権は、教育協力 NGO ネットワーク（JNNE）に属します。
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