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1  「リべリア」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

　　　年　　　組　氏名　　　　　　　　　　　　

1.

将来、リベリアで仕事をするとしたら、あるいは、リベリアの人と
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。

リベリア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。

「リベリア」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
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  ポイント  
　「リベリア」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
・リベリアってどんな国？
・リベリアの中学生のこと
・豊富な食材！
おいしいものがいっぱい！
・日本とリベリアの深い関係
・感染症をどう乗りきってきたのか

リベリアのこと』
みんなが知らない

教材の構成と特徴

教材使用パターン

『みんなが知らないリベリアのこと』は、リベリア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、「リベリア」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 
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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 

リ
ベ
リ
ア
動
画

  ポイント  
　再生時間は約5分。
「リベリア」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  リベリア動画

　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  リベリア紙教材

　リベリアについての
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

　リベリアの基本情報
を確認し、リベリアがも
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  リベリア動画

　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  リベリア紙教材

　リベリアについての
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

　リベリアの基本情報
を確認し、リベリアがも
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。

『

ショート（50分×1～2コマ）

教
材

C  リベリア動画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。

D  リベリア紙教材

　リベリアについての
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

　リベリアの基本情報
を確認し、リベリアがも
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

B 

ア
フ
リ
カ
編
紙
教
材

  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！

  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。
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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「リベリア」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）

「リベリア」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。

「リベリア」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。

「リベリア」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 「リベリア」 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「リベリア」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「リベリア」のイメー
ジをもとに自由に作品をつくり展示する
＊ 「リベリア」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
＊ 「リベリア」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「リベリア」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、

「リベリア」の国旗を作図してみる
＊理　科… 「リベリア」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… 「リベリア」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… 「リベリア」の料理やレシピを調べる
＊保健体育科
 …  「リベリア」で人気のスポーツについて調べる
＊英語科…  「リベリア」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。

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.  リベリア動画を視聴する。

展
開

7.  動画の感想から、リベリア紙教材につな
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。

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 「リベリア」 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

［所見例］

●  「リベリア」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。

●  「リベリア」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。

　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 「リベリア」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「リベリア」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
●  「リベリア」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

  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。

冊子を読んで「リベリ
ア」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。

資料から得た情報を
日本と比べて考察し、
「リベリア」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。

「リベリア」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。

「リベリア」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。

「リベリア」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。

「リベリア」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。

1
コ
マ
め

2
コ
マ
め

3・
4
コ
マ
め

4・
5
コ
マ
め
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　リベリア内戦の終結を大きく後押ししたのはボ
ウイーが率いた女性たちであり、その活動が非暴
力で行われたことも説明しましょう。当時の写真
やボウイーのインタビュー映像、ボウイーが語っ
た言葉などを提示し、女性たちの活動のよい点に
ついて考えるように促します。
　また、内戦復興の途上でエボラウイルス病の流
行があり、経済面や社会面が悪化したこと（学校の
閉鎖やSocial Distancingなど）にもふれ、コロナ
禍で日本の経済状況が悪化したこととの共通点を
説明して、生徒が当時のリベリアの様子を具体的
に想像できるようにしましょう。
　復興や開発に向かっているリベリアの現在の状
況から、困難が目の前に立ちはだかっても、しんぼ
う強く乗り越えていくことの大切さに気づく生徒
の姿を見取りましょう。

「リベリア紙教材」の

＊ 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。

指導のポイント
COMMENTARY AND TEACHING POINTS

リベリアは、内戦とエボラウイルス病の流行という試練を乗り越え、復興・開発に向けて
歩んでいます。そのたくましさとポテンシャルに注目します。

　2～5     ページ

  導入・発問例  
5  女性たちが集まっている
写真を見てどう思った？

6　 サーリーフのように選挙
で選出された女性の大
統領って、今はいるか
な？　
　……キャリア教育
7　 ノーベル平和賞って知っ
ている？  ほかにどんな
人が受賞しているかな？
　……道徳科
8  この英文を読んでみよう。
violence、peaceとはそれ
ぞれどういう意味だろう？
　……英語科

  指導のポイント  

2

1

3

4

　リベリアは建国から現在まで複雑な歴史をたどっていま
す。インターネットなどの記事にふれて、内戦やエボラウイ
ルス病流行当時の様子をよりくわしく調べていきましょう。

検索ワード
\ 調べ学習に使える! /

エレン・ジョンソン = サーリーフ

リベリア　リーマ・ボウイー

リベリア　アメリカ

5

6

7

8

  導入・発問例  
1  アメリカの国旗とリベリ
アの国旗はどこが違う
かな？  似ているのはな
ぜ？
　……社会科
2  奴隷が出てくる物語を
知っている？  

　……国語科
3  モンロビアの写真を見
て、どう思った？

4  難民について、どんな
ことを知っているかな？
……道徳科

  指導のポイント  

1822年　
1847年 7月　
1980年　 4月
1989年 12月
1996年 8月　
2002年 2月
2003年 6月
2006年 1月
2018年

アメリカの解放奴隷たちが初めてリベリアに到着
リベリア共和国として独立
サミュエル・ドウ率いる国軍部隊がクーデターを起こし、政権を奪う
第一次内戦が勃発
和平合意調印。暫定政府が発足
第二次内戦が激化
ガーナで停戦合意署名
エレン・ジョンソン=サーリーフが大統領就任
ジョージ・ウェアが大統領就任

 リベリア重要年表 

　リベリアは日本ではあまりなじみの
ない国ですが、歴史的にも経済的にもア
メリカとの関係が深い国です。まずアメ
リカとの国旗の比較を導入に、アメリカ
の解放奴隷によってできた国であるこ
とを解説しましょう。

　内戦中は多くの死者、避難民を出した
だけでなく、兵士として戦う子どもも現
れました。一般の市民や子どもの生活が
どのように内戦の影響を受けたのかを
学び、紙教材11ページ以降に出てくる課
題の理解も促しましょう。 ※ リベリアについて調べ学習を進める際は、内戦などに関連して、中学生

にはインパクトが強すぎる画像などが目にふれる場合があります。注
意してください。

  用語解説  

和平交渉とは、紛争を当事国
が解決するのが難しい場合
に、第三国（者）が関与して、停
戦や平和へのプロセスを話し
合うこと。
2003年、西アフリカ諸国経済
共同体「ECOWAS」と国連の仲
介で、テーラー大統領と反政
府勢力の和平交渉がガーナで
行われた。8月11日に、テーラー
大統領は辞任し、ナイジェリ
アに亡命することに合意。8
月18日には正式にテーラー大
統領と反政府勢力が「アクラ
包括和平合意」を締結した。
2003年10月に暫定政府が発
足した。

＊1   「ガーナで始まった 
和平交渉」

＊1
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　リベリアの中学生に質問をしてみま
した。髪型を凝ってみたり、日本と同じ
ようにサッカーが人気だったりと、2人
の生徒の話は日本の中学生にも身近に
感じられるトピックです。授業の内容や
将来の夢からは、英語教育に力を入れて
いることや、アメリカとの結びつきが強

いことがうかがえます。
　一方、リベリアは就学率が世界でも最
も低い国に入っており、中等教育に進め
る子どもは多くありません。ここで紹介
している中学生がリベリアの平均的な
生徒ではないことを説明してください。

  指導のポイント   

　リベリアの基本的なデータと生活に身近な情報
を取り上げました。英語が公用語であることや、
「なまはげ」に似た「ギオ・デビル」が現れる祭りが
あること、サッカーの元スター選手が大統領であ
ることなどは、生徒も親しみやすい話題です。
　インターネット上にアップされている画像や動
画を利用して、生徒のリベリアへの関心を引き出
し、次の学習につなげましょう。
　また、熱帯雨林が広がるリベリアに生息する野
生動物のコビトカバやマルミミゾウなどを紹介す
ると、生徒がSDGs15に掲げる生物多様性につい
て知るきっかけになります。

  指導のポイント   

　6～9     ページ

「リベリア紙教材」の
指導のポイント

1

3

5

5

88

7

6

4

2

COMMENTARY AND TEACHING POINTS

＊ 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  
5  リベリアの中学生の時間
割と日本の時間割を比べ
てみて、どう思ったかな？

6  学校の休み時間、何をす
る？  英語で言ってみよう。
　……英語科
7  アルファさんのお気に入
りのオートミールはどん
な食べ物だろう？  調べ
てみよう。

　……家庭科
8  2人の将来の夢を聞い
て、どう思ったかな？

　……キャリア教育

＊ 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  地図帳でリベリアの地形
を調べてみよう。
　……社会科
2  リベリアの人口は505万
人。日本の人口の何分の
一かな？
　……数学科
3  ポスターに描かれている
「We can do it !」はど
ういう意味かな？
　……英語科
4  ジョージ・ウェア大統領
がサッカー選手だったと
きの映像を見てみよう。
　……保健体育科

　リベリアで盛んなスポーツや服装、学校生活のことなど、
生徒各自が関心をもったテーマについてインターネットで
調べていきましょう。また日本語だけでなく英語でも検索
してみると、より多くの情報にふれることができ、英語学習
の機会にもなります。

検索ワード
\ 調べ学習に使える! /

リベリア　スポーツ

soccer　George Weah

リベリア　服装

 教育制度の概要 
●学校制度
　6・3・3・4年制
●義務教育期間
　1学年（小学校1年生）
　～9学年（中学校3年生）
●教育概要・特色
　・ 初等教育として小学校、前期中等教
育として中学校、後期中等教育として
高等学校、高等教育として大学など
がある

※ 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。

＊2＊1

  用語解説  

1976年に初めて確認された
病。40℃を超える発熱、頭痛、
筋肉痛、のどの痛みなどの症
状が出る。感染したときの致
死率が高く、2、3日で急激に症
状が悪化する。予防接種や特
別な治療法がなく、症状に応
じて対症療法が行われる。

＊2  「エボラウイルス病」

国内で人々が行う消費と国内
の企業が行う投資を合わせた
民需、政府支出、輸出額から輸
入額を引いた貿易収入を合計
した金額。一定の期間に生産
された物やサービスの価値の
合計金額。一国の経済規模を
示す指標。国内総生産。

＊1  「GDP」

＊お役立ちサイト
Basic education UNICEF Liberia
（unicef）
https://www.unicef.org/liberia/
basic-education

●粗就学率※

　小学校　85％（2017年）
　中学校　50％（2017年）
　高等学校　30％（2015年）
（UNESCO“National Monitoring”）
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　リベリアの特産品であるパームオイルは、食用だけで
はなく洗剤や化粧品にも使用されます。ハバネロは激
辛料理に使われていたり、キャッサバはタピオカの原材
料にもなったりと、すでに日本でもなじみのある食材で
す。生徒が知っていることや、新たに調べてわかったこ
とを発表してもらいましょう。
　米の話題は稲の生態や稲作のしくみ、品種の違い、食
料自給率の問題など、多角的な学びに広げることができ
ます。

  指導のポイント   

食料の安定供給
　リベリアでは、内戦により農業インフラの普及や機械
化が遅れ、米の生産量や生産性が低いので、米の消費の
約6割を輸入に頼っている状況です。自給率が低いと経
済的な負担が大きく、安定した食料供給も難しいといっ
た問題があることを伝え、JICAの協力を紹介します。

  リベリアの課題について   

　リベリアの料理について調べ、つくり方がわかれ
ば、家庭科の時間などに実際につくってみるのもよ
いでしょう。アフリカで栽培される稲は、日本とは品
種が異なるものです。稲の生態から理科の学習に発
展させることもできます。

検索ワード
\ 調べ学習に使える! /

リベリア　料理　レシピ

アフリカ　米

モンロビア　ジャパン・フリーウェイ

「リベリア紙教材」の
指導のポイント

3

4

10～13     ページ

1

2

＊ 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
7 86

COMMENTARY AND TEACHING POINTS

  発問例  
1 （事前学習をふまえて）
食べたいと思った料理は
ある？
　……家庭科
2  キャッサバって知ってい
る？  どんな気候の場所
で育つのかな？
　……技術科
3  稲が育つには、どんな条
件が必要かな？
　……理科
4  食料自給率が低いと、ど
んなことが心配かな？
　……社会科

  指導のポイント   

　リベリアは道路やエネルギーなどのインフラの課題がありますが、地
下資源が豊富でポテンシャルが高い国です。リベリアで生産されるゴム
は日本のタイヤ製品などにも使われています。日本と結びつきのあるリ
ベリアを支援することは、私たちの生活を支えることにもつながるとい
う視点を、生徒がもつようにします。
　また森林は地球温暖化の一因であるCO2を吸収する役割もあります。
森林保護は地球規模で取り組むべき課題だと、生徒が理解できるように
導きましょう。

＊ 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  
5 柔道が盛んな国は、日本
のほかにどこがあるかな？

　……保健体育科　
6  モンロビアの場所を地
図で調べてみよう。

　……社会科
7  モンロビアの人口密度
を割り出してみよう。
　……数学科　
8  電気がないと、どんなと
きに困るかな？  リベリア
ではどんな発電方法が
よいか、気候や自然環
境から考えてみよう。

　……技術科

電力供給の安定化
　ふだん、生活のどんな場面で
電力を使っているかを生徒一
人一人が振り返り、電力の必要
性を確認したうえで、リベリア
の現状とJICAの取り組みを紹
介します。

  リベリアの課題について   

モンロビアの渋滞
　交通渋滞は大気汚染や経済
的損失にもつながることを伝
え、JICAの協力を紹介します。

（くわしくは15ページ）（くわしくは15ページ）

  用語解説  

圧縮した空気に軽油・重油を噴射し、燃焼させて
動力を生み出す発電機。

＊2  「ディーゼル発電機」

ファイアストン（Firestone）は、アメリカの大手
タイヤ会社で、1926年にリベリアに巨大なゴム
農園をつくり、労働者に過重労働などを強いた。
後に日本のタイヤ会社ブリヂストンの子会社と
なり、現在はアメリカの事業を統括するブリヂス
トン アメリカス（Bridgestone Americas, Inc.）
に改称。　

＊1  「ブリヂストン  ファイアストン
　　  アメリカス」

＊1

＊2

12 13The Republic of Liberia The Republic of Liberia



Liberia
 · 

L
ib

e
r

ia
 ·
 L

ib
eria · Liberia

 · L
ib

e
r

ia
 · Liberia · 

＊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/））

検索ワード
\ 調べ学習に使える! /

リベリア　エボラウイルス病　感染経路

リベリア　マラリア　予防薬

　エボラウイルス病、マラリアとはどのような病
気なのか、感染経路や予防法について調べ、その
うえで感染を抑えるにはどんなことが大切か、主
体的に考えてみましょう。

「リベリア紙教材」の
指導のポイント

14～15ページ

1

3

4

2

＊ 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  ギニア、リベリア、シエラ
レオネの場所を調べて
みよう。
　……社会科
2  14ページの写真を見て
どう思ったかな？

3  エボラウイルス病の感
染経路や症状について
調べてみよう。
　……保健体育科
4  マラリアにはどんな予防
法があるのか調べてみよ
う。
　……保健体育科

　エボラウイルス病もマラリアも日本にはない感染症です
が、新型コロナウイルス対策の例から、自分たちの身に引きつ
けて考えられるように導きましょう。感染症の流行は命をお
びやかすだけでなく、経済の疲弊、医療崩壊にもつながりま
す。日本の身近なニュースと照らし合わせながら、エボラウイ
ルス病が流行した当時のリベリアの様子を説明しましょう。

  指導のポイント   

医療の不足
　感染症を乗り切ってきたリベリアですが、妊娠・出産時に
女性が亡くなる割合や、乳児死亡率が高いという課題があり
ます。内戦による破壊や老朽化で、医療施設や資機材が不足
していただけでなく、エボラウイルス病の影響で医療従事者
も不足し、運営管理やサービスの提供方法もうまくいってい
ない現状があります。ハード面（施設や機材）とソフト面（医
師の数や質、職員の能力）の両方を改善していく必要性に生
徒が気づくようにして、JICAの活動を説明しましょう。

  リベリアの課題について   

（くわしくは15ページ）

SUPPORT OF JICA 

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　リベリア

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】

小規模な農家の
生産性UP!

　リベリアでは、全人口の
35％以上が栄養失調の状態
にあります。SDGs 9「技術革
新」を通じて、農業の生産性を
高め、SDGs 2「すべての人に
安全で栄養のある食料を確保
する」ことが重要です。
　JICAでは、リベリア政府と
ともに、需要が急増している
米の生産性向上に
協力しています。

食料の安定供給
• 課題 •

JICAの協力活動
【紙教材13ページ】

・リベリアに「ジャパン・フリーウェイ」
・発電機の

 メンテナンス能力を強化!

　人口急増への対応や産業振興
のためには、道路や電気などのイ
ンフラ整備が必須です。また、これ
らのインフラは学校や病院などが
機能するためにも重要です。
SDGs 7「すべての人にエネル
ギー」やSDGs 9「道路などの質の
高いインフラを提供し」、SDGs 8
「持続可能な経済成長を実現す
る」ために、JICAでは、幹線道路
の改修に加え、発電機運用の実践
的なスキルや持続可能な電力供給
の方法論など、重油発電施設の適
切な運用・整備に必要な知識・経験
の習得に協力しています。

産業インフラの不足
• 課題 •

JICAの協力活動
【紙教材15ページ】

・「日本・リベリア友好母子病院」
 の建設と、内戦からの復旧・
 機能の強化

・保健医療サービスに関わる
 人々のスキルアップ

　SDGs 3「予防できる原因で
赤ちゃんや幼い子どもが命を
失うことがないようにする」
ためには、質が高く、災害な
どにも強いインフラづくりが
大切です。
　JICAでは、日本・リベリア
友好母子病院の施設補修や機
材提供、職員研修に協力し、母
子保健サービス専門家の派遣
なども行っています。

医療の不足
• 課題 •

　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）
　リベリアにおいては、「成長の加速化と貧困層の底上
げ」を開発目標に、産業人材育成、社会的弱者の経済・社
会参加の促進などの分野で協力活動を行っています。
上記は、その一例です。

リベリアの課題とそれに対するJ
ジ ャ イ カ

ICAの協力
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