
　　　年　　　組　氏名　　　　　　　　　　　　

1.

将来、ベナンで仕事をするとしたら、あるいは、ベナンの人と
いっしょに仕事をするとしたら、どんな仕事をしてみたいと思いますか。
それはなぜでしょうか。

ベナンがかかえている課題を解決するために、
どういう取り組みをしたらよいと思いますか。
あなたの考えを書きましょう。

「ベナン」の冊子を読んで、興味をもったこと、
疑問に思ったことは何でしょうか。

2.

3.

ワークシート

※ 国旗は、国連と同じく3：2 のサイズで掲載しています。
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1  「ベナン」に対して知ったこと、興味をもっ
たことを、まず、生徒同士で対話する時間
をつくる。

2  各自がワークシートに自分の意見を記入。
※ 裏表紙に直接書き込むか、教師が前もって、人数分
のコピーをとって配り、書き込んで回収してもよい。

3  記入したワークシートは、各自のポート
フォリオに加える。

●  感想を文章化する作業を通して、自分
の興味・関心を認識し、今後の行動につ
なげる。

●  国際協力の可能性と大切さに気づく。
●  キャリア教育の視点でアフリカとのつ
ながりを考えることで、職業の選択肢
を広げる。

●  国際社会に対する視野を広げる。

  活用の手順  

紙教材裏表紙の
ワークシートを
授業の振り返りに
活用ください。

ワークシートのねらい



ショート（50分×1～2コマ）

教
材

教材の構成と特徴

教材使用パターン

『みんなが知らないベナンのこと』は、ベナン共和国について知り、興味を抱くための中学生向け動
画・紙教材です。アフリカ編動画・紙教材と組み合わせての使用で、「ベナン」に対するより深い理解
や、生徒の視野の広がりが期待できます。それぞれの教材の構成や特徴は、以下の通りです。

4種類の教材は関連性のある構成になっていますが、状況に応じて切り離して学習するなど、さま
ざまな使い方に対応します。

A 

ア
フ
リ
カ
編
動
画

  ポイント  
　再生時間は約4分。
「アフリカ」に対する
生徒の興味を引き出
すのに適した教材で
す。導入場面での使
用が効果的です。

C 

ベ
ナ
ン
動
画

  ポイント  
　再生時間は約5分。
「ベナン」について
「もっと知りたい」気
持ちを引き出すのに
適した教材です。導
入場面での使用が効
果的です。

フル（50分×4～5コマ）

C  ベナン動画

　動画の視聴後に感想
を言い合うなど、アフリ
カに対する興味を引き
出す対話を促していき
ます。

所要時間例：10～30分

A  アフリカ編動画

　対話しながら見開き
ごとのテーマで読むこ
とができます。考察の
発表、調べ学習、ポート
フォリオなど、導入、展
開、まとめに幅広く活用
できます。

所要時間例：40～70分

B  アフリカ編紙教材 D  ベナン紙教材

　ベナンについての深
い学びにつなげられま
す。ワークシートの活用
や、グループ学習など、
学校の状況に合わせて
展開できます。

所要時間例：90～120分

　ベナンの基本情報を
確認し、ベナンがもつ課
題やJICAの活動に対す
る興味を引き出します。

所要時間例：10～30分

スタンダード（50分×2～3コマ）

C  ベナン動画

　動画の視聴後に感想
を言い合うなど、アフリ
カに対する興味を引き
出す対話を促していき
ます。

所要時間例：10～20分

A  アフリカ編動画 D  ベナン紙教材

　ベナンについての深
い学びにつなげられま
す。ワークシートの活用
や、グループ学習など、
学校の状況に合わせて
展開できます。

所要時間例：50～100分

　ベナンの基本情報を
確認し、ベナンがもつ課
題やJICAの活動に対す
る興味を引き出します。

所要時間例：30～40分
Bは、読む学習にも活用
できる教材です。Cの
授業前に配布しておく
ことで、生徒同士の情報
共有につながります。

ベナンのこと』
みんなが知らない『

B 

ア
フ
リ
カ
編
紙
教
材

  ポイント  
　「アフリカ」の概要
を学ぶための教材で
す。「アフリカ」がもつ
けたちがいの多様性
から、課題解決の方向
性まで、多角的に示し
ています。

  目次  
・巨大な大陸アフリカ！
・けたちがいのダイバーシティ！
・世界がうらやむ資源の宝庫！
・注目のアスリートがひしめく！
・身近なモノでつながっている！
・人もこんなにつながっている！
・こんなふうに進んでいくよ！

D 

ベ
ナ
ン
紙
教
材

  ポイント  
　「ベ ナン」が もつ
ポテンシャルや課題
を解説。その課題に
JICAがどう協力し
て、解決を模索してい
るかがわかります。

  目次  
・ストーリー
・ベナンってどんな国？
・ベナンの中学生のこと
・ 人々の生活はエネルギーに
満ちている！
・おもしろい祭りがいっぱい
・ ベナンの人たちはこんなに
若い！

C  ベナン動画 D  ベナン紙教材

　ベナンについての深
い学びにつなげられま
す。ワークシートの活用
や、グループ学習など、
学校の状況に合わせて
展開できます。

所要時間例：40～80分

　ベナンの基本情報を
確認し、ベナンがもつ課
題やJICAの活動に対す
る興味を引き出します。

所要時間例：10～20分
A  は、できれば  C  の授業前に、学級活動など
の空いた時間を利用して視聴するとよいでしょ
う。また B  は、読む学習にも活用できる教材で
す。C  の授業前に配布し、生徒が読んでおくこ
とで C  の授業の下地をつくることができます。
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「総合的な学習の時間」の国際理解教育
　学習の成果を存分に発揮するゴール（まとめとなる
活動）を、単元の授業時数に応じて設定しましょう。
　生徒が「アフリカ」や「ベナン」を身近に感じ、自分のこ
れからの生活に関わるものの一つとしてとらえるよう
になる姿を想定するのがポイントです。

国際理解教育（総合） 道徳 社会ほか（教科）

「ベナン」について学ぶことで、異文
化の存在を認める寛容性を身につけ
られるようにする。学ぶにあたって
は、適切な情報を収集したり選択し
たりできるメディア・リテラシーを身
につけられるようにする。

「ベナン」について学び、さまざまな
価値観をもつ人と尊重し合いながら
生きるために視野を広げられるよう
にする。正解が1つではなく、自ら考
え、多面的・多角的な見方ができるよ
うにする。

「ベナン」についての多面的・多角的な
考察を通して、国際社会で主体的に
生きるための資質・能力の基礎を養
えるようにする。個人の社会的な活
動への参画が国の平和や繁栄につな
がることに気づくようにする。

年間指導計画にどう位置づけるか （例）
　この教材は、「総合的な学習の時間」の国際理解教育
での活用が想定されますが、内容の一部を道徳や各教
科学習をはじめ、横断型の学習に位置づけても活用で
きます。また、教育活動全体を通じて行われるキャリア
教育にも適しています。
　教材には、生徒が 「アフリカ」と 「ベナン」 について多
面的に理解し、関心をもつとともに、日本との関わり及

び国際協力について理解するというねらいがあります。
　生徒が興味をもちやすい話題を入り口として、SDGs
やアフリカ諸国の課題にもふれる構成になっていま
す。探究課題の設定や、課題解決に向けた主体的で対話
を通した協働的な学習などに生かしてください。
　年間指導計画の記載例を、以下に示します。

　「アフリカ」特に「ベナン」の文化や歴史から課題
を理解する「知識及び技能」、適切な情報を収集し
考察した結果を人に伝える「思考力、判断力、表現
力等」、学びを自分の生き方に生かそうとする「学
びに向かう力、人間性等」をバランスよく育むこと
ができます。

平成29年・30年改訂

何ができるようになるか

　動画教材では、主体的に学ぶための興味・関心を
引き出すことができます。紙教材では、考えたり話
し合ったり調べたりする活動を通して、主体的・対
話的に学ぶことができます。よりよい課題解決に向
けた「深い学び」にも適しています。

どのように学ぶか

学習指導要領との関連 主体的・対話的で深い学び
（アクティブ・ラーニングの視点）

  たとえば数学で…  

見開きごとの
テーマがあるので
各教科に取り入れ

やすい!

授業への取り入れ方例

  学年全体で  
＊ クラス、または学年全体で学習発
表会を行う

＊ 次年度入学してくる小学6年生に
向けて伝えたい内容をまとめ、出
前授業をする

  教科横断的に  
＊ ワークシートをまとめ、ポートフォリオに
加える
＊  調べ学習の成果を壁新聞にして、掲示する
＊ 学習して得た情報や「ベナン」のイメージ
をもとに自由に作品をつくり展示する
＊ 「ベナン」の課題から自分にできることを
考え、それをポスターなどで表現する
＊ 「ベナン」の魅力を伝えるCM映像をつくる
など

各教科の授業でも
　各教科の授業では、教材の一部を、学習事項と関連づ
けて活用することができます。下記は、活用方法のほん
の一例です。
＊国語科… 紙教材のストーリーを読んだ感想を文章に

まとめる
＊社会科… 紙教材の内容に関連する「ベナン」のニュー

スを、ネットなどから探して読んでみる
＊数学科… 相似や比などの図形の学習と関連づけて、

「ベナン」の国旗を作図してみる
＊理　科… 「ベナン」のような気候で育つ植物について

気づいたことを言ってみる

＊音楽科… この楽器は何でしょう？  この楽器の音は
どれでしょう？  といったクイズをする

＊美術科… 「ベナン」の伝統的な衣装の色合いや模様の
中に、造形的な美しさを感じ取る

＊技術科… ICT（情報通信技術）について、日本の普及状
況と比べて考える

＊家庭科…「ベナン」の料理やレシピを調べる
＊保健体育科
 … 「ベナン」で人気のスポーツについて調べる
＊英語科… 「ベナン」の公用語や地域ごとに違う言葉を

調べて、聞いたり話したりしてみる

  紙教材  

  動画  

課題の
設定

情報の
収集

まとめ・
表現

整理・
分析

中学校学習指導要領（平成29年告示）
解説「総合的な学習の時間編」9ページより
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  ポイント❸  
ワークシートについて
紙教材の裏表紙に、
授業のまとめで活用
できるワークシートを
用意しています。

考えを
話し合う

日本とのつながりや、
自分とのつながりに
ついて考える

疑問を
抱く

興味を
もって聞く

　この教材では、「アフリカ」 特に 「ベナン」につい
て知るなかで、その国のもつ課題とSDGsとを結び
つけて、よりよい解決方法について考えていくこと
が、一つの発展的な学習活動として考えられます。
　また、JICAなどの国際協力機関の存在に気づき、
どのような活動をしているのかを調べたりして、自
分はどのような社会的活動ができるかなど、生徒
が主体的に進路を選択していくためのキャリア教
育にもつなげられます。

発展的な学習活動

冊子を読んで「ベナン」
に興味をもち、自らの感
想を周囲に伝えること
ができました。

［所見例］

●  「ベナン」について理解を深め
る。

●  多様な文化を認める寛容な心
を身につける機会とする。

●  国際協力を、自分の生活との
つながりの中でとらえ、これ
からの生活に生かそうとする
態度を育てる。

●  「ベナン」のもつ課題に気づ
き、身近な問題に結びつける。

●  課題を解決するために必要な
知識及び技能を身につける。

活動（  50分×4～5コマ）

導
入

1.  アフリカ編動画の視聴。教師は、生徒が
声を出したり画面をじっと見たりする
様子から、アフリカに関心をもつ姿を見
取る。

展
開

2.  動画の内容について、感想を話し合う。
感想から、生徒がアフリカに興味をもっ
た点を拾い出す。生徒の既存知識を生か
しながら、アフリカを身近にとらえられ
るように留意する。

3.  アフリカ編紙教材を配布し、見開きごと
に対話しながら読む。

ま
と
め

4.  生徒の気づきや疑問を拾い出し、教材、
他教科の教科書、書籍、インターネット
などで調べてみるように促す。

導
入

5.  前時の復習。アフリカについて各自が調
べた情報も共有し合う。

6.  ベナン動画を視聴する。

展
開

7.  動画の感想から、ベナン紙教材につなげ
る。紙教材を配布し、資料として読んだ
り、調べ学習のリソースとして活用した
りする。

8.  生徒がもっと知りたいと思ったテーマ
をあげ、自分が調べたいテーマ（探究課
題）を決める。

9.  同じテーマに決めた者同士でペアや
グループをつくり、 調べ学習 を進める
（ICT活用）。

10.  調べたことをスライドにして、プレゼン
テーションする（ICT活用）。

ま
と
め

11.  感想について簡単に対話し、ワークシー
トを記入する。

12.  ワークシートをポートフォリオに加える。

　この教材は ① 知らない文化に興味をもって調
べる活動、② 異文化を認め合う寛容性を育む話し
合い活動、③ 「ベナン」のもつ課題や国際協力につ
いて考察する活動など、さまざまな学習活動に対
応します。それらの活動での生徒の姿を見取り、評
価につなげられます。
　ここに生徒の活動の姿の見取りと評価の例（所
見）を紹介します。

学習活動と評価 （例）

指導計画と授業展開の例
TEACHING PLANS AND EXAMPLES

このページでは、主に総合的な学習の時間の「国際理解教育」にこの教材を位置づけたときの
単元のねらい、評価の観点、授業展開や評価の例を紹介しています。

授業展開例 （フルバージョン）

ねらい

知識・技能
●  教材を活用し、人々の暮らし、
産業、地理、気候、歴史、文化
などを通して「ベナン」を知
る。

●  地図帳や教科書など、各教科
の資料や教材をリソースとし
て再活用する。

思考・判断・表現
●  「ベナン」とのつながりを身近
なものとしてとらえ、自ら学習
テーマを設定する。

●  学んだ内容を分析・再構築し、
他者にわかりやすく説明した
り作品として表現したりする。

学びに向かう力
●  ペアやグループでの協働学習
を通して、友達と交流したり
他者の考えにふれたりして、
人との違いや多様性を楽しみ
ながら学び合う。

評価の観点
資料から得た情報を日
本と比べて考察し、「ベ
ナン」のもつ課題を自
分の身近な問題として
とらえることができまし
た。

調べたテーマについて
日本がどう関わってい
るかを考察し、結果を
わかりやすくまとめてプ
レゼンテーションするこ
とができました。

「ベナン」のもつ課題に
関心や疑問を抱き、それ
を自らの学習テーマとし
て設定し、調べ学習に
も主体的に取り組みま
した。

「ベナン」のもつ課題に
着目し、自分で調べた
情報や友達が調べた
情報を整理しながら話
し合いを進めることが
できました。

「ベナン」について調べ
た情報について、ペア
の人とよく話し合いな
がらプレゼンテーショ
ンの内容を決めていく
ことができました。

「ベナン」のもつ課題を
SDGsと関連づけて考
察し、よりよい解決方法
について話し合うこと
ができました。

国際協力機関がどのような活動をしているかを調べ、自分が将来、どのような活動に参画できるかについて考えることができました。

  ポイント❶  
社会科の地図帳な
どの生徒の持ち物
や、学校図書館の
本なども活用しま
しょう。

  ポイント❷  
解説が必要な用語
は、8ページ以降の
「指導のポイント」に
掲載があります。

1
コ
マ
め

2
コ
マ
め

3・
4
コ
マ
め

4・
5
コ
マ
め
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　ベナンは、先進国に比べれば国民の
生活水準は低く、多くの課題があります
が、治安は安定しており、近年では著し
い経済成長を続けていることに着目し
ます。日本と同様に地下資源が乏しい国
で、そのためにICT産業の育成に力を入
れていること、スマートフォンで決済や

送金をすることが日常的になっている
ことなどを話しましょう。
　八

はち

村
むら

塁
るい

さんについては、ベナンと日本
を自分のルーツとして誇りに思ってい
る点を押さえ、自分のルーツを振り返っ
て考えようとする生徒の姿を見取りま
しょう。＊お役立ちサイト

「ベナン紙教材」の

　ベナンのICT事情や観光地などについて、生徒が主
体的に調べるためのキーワード、検索ワードを紹介
します。

＊ 発問を取り入れやすい教科の一例を示
していますが、ほかの教科でも取り入
れられます。

＊ 発問を取り入れやすい教科の一例を示
していますが、ほかの教科でも取り入
れられます。

REVEALING BENIN（ベナン大統
領府）
http://revealingbenin.com/en/

ベナン共和国基礎データ（外務省）
https://www.mofa.go.jp/mofaj/
area/benin/data.html

駐日ベナン共和国大使館へ
ようこそ
http://www.beninembassy.jp/?lang=
ja

指導のポイント
COMMENTARY AND TEACHING POINTS

急成長しているICT産業や観光産業に焦点を当て、まだあまり知られていないベナンの新しい顔を
紹介していきます。後半では人々の生活の様子を取り上げます。

　2～5     ページ

  導入・発問例  
1  ベナンに観光！  何を見
てみたい？  PR文をつく
ろう。
　……国語科
2  セメシティやビーチリゾー
トの写真を見て、気づい
たことを言ってみよう。

3  ベナンがお手本にしてい
るルワンダと、いろいろな
データで比べてみよう。
　……社会科
4  観光産業でICT（情報
通信技術）を活用できる
のは、どんなときか考え
てみよう。
　……技術科

  導入・発問例  
5  奴隷が出てくる物語を
読んだことはある？  どん
な話？
　……国語科
6  レリーフに彫られた動物
は何かな？
　……美術科
7  八村塁さんが出ている
NBAの試合の映像を見
てみよう。
　……保健体育科
8  八村塁さんがジャケット
の裏地の左右に日本とベ
ナンをイメージした絵を
入れたとき、それを記者た
ちに見せたとき、どんなこ
とを思っただろう？  気持
ちを想像してみよう。
　……道徳科  指導のポイント  

15世紀
18世紀
19世紀後半～
1960年
1975年
1990年

ヨーロッパ人が到来する
ダホメ王国が栄える
フランスの介入が始まる
ダホメ共和国として独立
ベナン人民共和国となり、社会主義国家建設が目指される
ベナン共和国に国名変更

 ベナン重要年表 

3

1

2

4

検索ワード
\ 調べ学習に使える! /

ベナン　ICT

ベナン　アボメイの王宮群　画像

ベナン　奴隷貿易　ウィダ

奴隷制度　歴史　アフリカ

5

6

7

8

  用語解説  

1994年の内戦でフツ人の過激派によるツチ人の大虐殺が起
こり、80万～100万人が亡くなった。内戦後ICT関連業が急速
に発展し、今は世界をリードするICT立国となっていることか
ら「アフリカの奇跡」とよばれている。

＊1  「ルワンダ」

15世紀以降、ヨーロッパの国々が南北アメリカ大陸や西インド
諸島を支配すると、農園や鉱山で働く労働力が必要になった。
ダホメ王国をはじめとするアフリカの王国は、奴隷狩りを行い、
ヨーロッパの武器や綿織物などと奴隷を取り引きした。ヨーロッ
パ人によるこのような奴隷貿易を「大西洋奴隷貿易」という。

＊2   「奴隷貿易」

＊2

＊1
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　6～9     ページ

　ベナンの日常生活について知るためのQ＆Aです。
ベナン国内でも、北部と南部では気候が異なり、衣食
住にも違いが見られます。インターネットで検索する
と、ほかにもさまざまな情報が出てきます。
　ベナンの南部は、高温多湿の熱帯雨林気候で、年に
2回の雨季があります。中部や北部はサバナ気候で、
乾季には気温が40℃を超えることもあります。赤道に
近い地域と日本の気候を比べて、グラフや数値からわ
かることをまとめましょう。

  指導のポイント   

「ベナン紙教材」の
指導のポイント

6

7

1

4

3

2

8

5 5

COMMENTARY AND TEACHING POINTS

　アフリカ伝統の布や衣服は、日本でも売られていま
す。綿花が生地になり衣服になる過程を調べる、手に
入る生地を使って家庭科の授業でマスクや巾着袋な
どの作品をつくる、ベナンの料理をつくってその感想
を発表し合うなど、横断的で体験的な学習につなげま
しょう。

検索ワード
\ 調べ学習に使える! /

ベナン　料理　主食

ベナン　住居　ソンバ人

ベナン　服　パーニュ

＊ 発問を取り入れやすい教科の一例を
示していますが、ほかの教科でも取り
入れられます。

＊ 発問を取り入れやすい教科の一例を示
していますが、ほかの教科でも取り入
れられます。

  発問例  
1  ベナンはどの気候帯に
属しているか調べよう。
　……社会科
2 （各自で調べてきて）芋
を主食としている国は、
ほかにどこがある？  どん
な食べ方ができる？
　……家庭科
3  左下のグラフの気温をも
とにベナンの年間の平
均気温を求めてみよう。
　……数学科
4  ベナンの服にはどんな
特徴がある？
　……家庭科

  発問例  
5  ランチの時間が長いね！　
君なら何をして過ごす？

5  トレーダーって何だろう。
知っている？

　……キャリア教育
7  自分の名前の由来を知っ
ている？   どんな意味？

　……国語科
8  国際公務員ってどんな
仕事？  どうしたらなれる
か知っている？

　……キャリア教育

  用語解説  

  指導のポイント   

　天然資源に恵まれないベナン
は、教育が国の発展に重要であ
ると考えて普及に取り組んでい
ます。しかし、学校や教室の数が
足りない、教師の数や質の不足
などの問題もかかえています。中
学校を卒業する子どもの割合は
20％程度です（UNESCOのGEM
レポート・2018年より）。
　この紙教材では実際にベナン
の2人の中学生に回答してもらい
ましたが、彼らが平均的なベナン
の中学生というわけではない点
に留意してください。

  指導のポイント   

●学校制度
　6・4・3・4年制　新学期は変動制（9月末～10月上旬）
●義務教育期間
　6～16歳
●学期制
　3学期制 1学期：10～12月
 2学期：1～3月
 3学期：4～6月
● 教育概要・特色
・ 初等教育6年次に中等教育前期の入学試験がある
・ 中等教育前期の4年次に行われる試験の成績に応
じて、中等教育後期の教育課程などが決まる
●粗就学率※

　小学校　117％（2019年）
　中学校（中等教育前期）　74％（2016年）
　高等学校（中等教育後期）　37％（2016年）
　（UNESCO“National Monitoring”）

 教育制度の概要 

※ 粗就学率（総就学率）は、留年や入学の遅れなど、定められた就学年齢
でない子どもの就学が含まれるため、100％を超えることがあります。

熱帯地方で栽培される芋の
一種。西アフリカでは、重要
な食料となっている。

＊1  「ヤム芋」
主に西アフリカで使われ
るアフリカ伝統の民族布。
衣服に使うだけでなく、部
屋のインテリアにも用いら
れる。

＊2  「パーニュ」

＊1
＊2
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「ベナン紙教材」の
指導のポイント

＊ 発問を取り入れやすい教科の一例を示
していますが、ほかの教科でも取り入れ
られます。

2

4

10～13     ページ

1
3

＊ 発問を取り入れやすい教科の一例を示
していますが、ほかの教科でも取り入
れられます。

5

6

8

7

COMMENTARY AND TEACHING POINTS

  発問例  
1  写真の水の上で暮らす
生活を、どう思うかな？

2  なぜバイクタクシーが多
いのだろう。考えてみよ
う。

3  ダントパ市場の20haっ
て、どのくらいの大きさ？
自分たちが住んでいる
市の面積と比べよう。
　……数学科
4  もしもダントパ市場に
行ったら、どんなものを
買ってみたい？
　……家庭科

  発問例  
5  宗教に関連した行事で、
日本で行われているも
のは何があるかな？
　……国語科
6  エグングンの衣装を見
て気づくことはある？
　……家庭科
7ヴォドゥンの祭りの映像
を見てみよう。
　……音楽科
8  イスラーム教、キリスト教
について、どんなことを
知っているかな？
　……社会科

  用語解説  

  指導のポイント  

　奴隷たちによってベナンからアメリ
カ大陸や西インド諸島に伝わったヴォ
ドゥン（ブードゥー）は、一部では黒魔術
を行う呪いの宗教として見られること
がありますが、本来は生活に根づいたア
ニミズム信仰です。ベナンでは森や道な
どに社をつくり、神様がまつられていま
す。日本でも八百万の神の信仰があり、
道や山の守り神をまつってきたことと

あわせて解説すると、身近なものとして
感じられるでしょう。
　現在のベナンではヴォドゥンだけで
はなく、イスラーム教やキリスト教の祝
祭も行われています。日本のお盆とクリ
スマスが共存していることを例に説明
すると、生徒の理解も得やすいでしょ
う。伝統的なものと近代的なものの両方
があることに着目しましょう。

＊1

＊2

  指導のポイント   

　ノクエ湖はギニア湾につながり、海水と淡水がまざ
り合う汽水湖になっています。ノクエ湖でとれた魚はダ
ントパ市場でも販売されます。ノクエ湖、ギニア湾、ダ
ントパ市場の位置関係を調べて、実際の生活をイメー
ジさせます。
　ガンビエはアフリカいちの水上集落で観光地として
も人気がある一方、そこでの生活は災害や水質汚染の
影響を受けやすいという課題に気づくことも大切です。

水産業のインフラ不足
　JICAのコトヌー漁港での協力は、フードロスをなくす
だけでなく、漁業の効率化、海洋資源をむだにしないよ
うにするなど、さまざまな面での効果があります。生徒
だったらどのSDGsの目標と結びつけるか、根拠とあわ
せて聞いてみると、SDGsへの理解が深まります。

  ベナンの課題について  

 （くわしくは15ページ）

＊3

ギニア湾とつながり、淡水と
海水がまざり合う汽水湖。日
本にも、サロマ湖（北海道）や
浜名湖（静岡県）などの汽水湖
がある。

＊1  「ノクエ湖」
バイクの後部座席に乗客を乗
せて走る。アフリカやアジア
の国で同じような営業形態が
見られる。ベナンでは「ゼミ
ジャン」といわれる。

＊2  「バイクタクシー」
イスラーム教の暦の第9番目
の月。イスラーム教徒はさま
ざまな欲を捨てるため、日が
出ている間、断食を行う。

＊3  「ラマダン」ベナン　水上集落　暮らし　　　

ベナン　ヴォドゥン　帰らずの門

ブードゥー　エグングン　ザンべド

検索ワード
\ 調べ学習に使える! /

　都市や祭りの様子を写した写真や動画を編集し
てベナンのPR動画をつくってICT活用学習につな
げたり、水上集落での暮らしを紹介する劇を発表す
るなどの動的な学習活動につなげたりしましょう。
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  指導のポイント   

　ベナンでは、2025年以降、15～65歳未満の生産年齢人
口が一定の割合を超え、経済成長が促される時期（人口
ボーナス期）に突入します。その経済成長を確実に進める
には、質の高い教育が不可欠です。現在のベナンでは、教
室の不足、教育設備の不備などの課題があり、習熟度は高
くありません。きちんと教育が受けられなかったらどう
なるか？  グループでの話し合いなどをまじえ、自分の
生活に引き寄せて考える機会をつくりましょう。

医療不足
　医療機関にかかれないことは、生死に直結する問題で
す。これまでのベナンの学習を振り返り、身近な問題と
して考えるよう声かけをしましょう。

  ベナンの課題について  

 （くわしくは15ページ）

「ベナン紙教材」の
指導のポイント

14～15ページ

1
3

4

2

　ベナンの学校や医療の現状については、数値データ
を用いて日本と比べるなど、課題が明確に見えるよう
にしましょう。その際、生徒が国連などの信頼のおけ
るデータにたどりつけるようにしましょう。たとえば、
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME 
Human Development Reports（国連開発計画）のサイ
トを開くように促しましょう。（http://hdr.undp.org/）
（例：小学校の就学率※を調べる場合）
①Data Centerをクリック
② Download data by indicator：Dimensionから、調べ
たい分野を選択（Education）
③ 調べたいデータ名をクリック（Gross enrollment ratio, 

primary（% of primary shool-age population））
④Submitをクリック
⑤ 調べたい国を探す（国名をクリックすると詳細情報を見
ることができます）

※ 初等教育への総入学者数を、同レベルの公式学齢人口に対する
割合で表した就学率

＊ 発問を取り入れやすい教科の一例を示
していますが、ほかの教科でも取り入
れられます。

COMMENTARY AND TEACHING POINTS

  発問例  
1  若い人の人口が多いこと
でよい点は何だろう？
　……社会科
2  赤ちゃんが元気に育つ
にはどんなことが大切だ
ろう？
　……保健体育科
3  読み書きができずに大
人になると、どんな点で
困るだろう？  作文に書
いて発表してみよう。
　……国語科
4  教室や学校の設備が足
りなかったら、どんなこと
で困るだろう？

ベナンの課題とそれに対するJ
ジ ャ イ カ

ICAの協力

SUPPORT OF JICA 

　JICA（独立行政法人 国際協力機構）は、日本の政府開発援助
（ODA）を一元的に行う実施機関として、開発途上国への国際
協力を行っています。くわしくは、アフリカ編教材の指導書
やJICAの公式サイトでも確認できます。（https://www.jica.
go.jp/index.html）
　ベナンにおいては、持続的成長の促進に向けたインフラ整備、
農業や水産・養殖業の収益性・生産性向上ならびに人材育成、国
民生活の環境改善（安全な水・医療・教育へのアクセス向上）を重
点分野として、協力活動を行っています。上記はその一例です。

JICAとは

国際協力　日本　JICA

国際協力　国連　SDGs

JICA　各国における取り組み　ベナン

検索ワード
\ 国際協力について知る！ /

JICAの協力活動
【紙教材11ページ】

新鮮な魚を
市場へ

　SDGs 9「持続可能な産業」
で、SDGs 14「魚のとりすぎを
なくす」と同時に、SDGs 2「だ
れもが安全に食料を得られ
る」ようにするという視点か
らJICAの協力活動を説明し
ましょう。JICAは、コトヌー
漁港での保管機材、内陸部へ
の魚の輸送機材の調達にも協
力しました。

水産業のインフラ不足
• 課題 •

JICAの協力活動
【紙教材14ページ】

赤ちゃんとお母さんを
守る病院建設

　SDGs 3「すべての人が妊娠
出産に関する保健サービスを
得られるようにする」ために
も、医療不足は解決すべき大
きな問題です。JICAでは、人
口の多いアトランティック県
で超音波診断装置をはじめと
する医療設備を提供したり、
技術指導を行ったりして、多
くの母子が医療を受けやすく
するために協力しました。

医療不足
• 課題 •

JICAの協力活動
【紙教材15ページ】

子どもたちのために
教室を増やそう

　ベナンの就学率は向上して
いますが、まだSDGs 4「質の
高い教育」が提供できている
とはいえません。JICAでは、
教室や教室に付帯する施設、
教室家具の整備に協力しまし
た。今後、1教室あたりの児童
数の変化や就学率の向上効果
を調査していきます。

教室の不足
• 課題 •

教室の不足
　過密な教室の写真を見せ、もし自分たちの学校が同じ
ような状態だったらどうだろうか、生徒たちに考えても
らうようにします。

＊下線部（　　  ）は、SDGsの169のターゲットからの記載です。（SDGs CLUB／UNICEF参照。https://www.unicef.or.jp/kodomo/sdgs/）
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