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国連SDGs HP（https://www.un.org/sustainabledevelopment/）
The content of this publication has not been approved by the United 
Nations and does not reflect the views of the United Nations or its 
officials or Member States.※ 国旗は、国連と同じく3：2 のサイズで掲載しています。

1  「サントメ・プリンシペ」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　　　　　　　　　　　　

ワークシート

1.

将来、サントメ・プリンシペで仕事をするとしたら、あるいは、
サントメ・プリンシペ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。

サントメ・プリンシペ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。

「サントメ・プリンシペ」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.



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。

サントメ・プリンシペのこと』
みんなが知らない

教材の構成と特徴

教材使用パターン

『みんなが知らないサントメ・プリンシペのこと』は、サントメ・プリンシペ民主共和国について知
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、「サントメ・プリンシペ」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。
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  ポイント  
　再生時間は約5分。
「サントメ・プリンシ
ペ」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）

　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

『

ショート（50分×1～2コマ）

C  サントメ・
 プリンシペ動画

D  サントメ・
 プリンシペ紙教材

　サントメ・プリンシペに
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

D  サントメ・
 プリンシペ紙教材

　サントメ・プリンシペに
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

　サントメ・プリンシペ
の基本情報を確認し、サ
ントメ・プリンシペがも
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

C  サントメ・
 プリンシペ動画

　サントメ・プリンシペ
の基本情報を確認し、サ
ントメ・プリンシペがも
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
D 
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  ポイント  
　「サントメ・プリン
シペ」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
・サントメ・プリンシペってどんな国？
・サントメ・プリンシペの小・中学生のこと
・大航海時代、無人島から
 ポルトガル領に
・クレオール文化
・カカオ中心の農業、
 豊かな海では漁業も

教
材

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。

スタンダード（50分×2～3コマ）

　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  サントメ・
 プリンシペ紙教材

　サントメ・プリンシペに
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

C  サントメ・
 プリンシペ動画

　サントメ・プリンシペ
の基本情報を確認し、サ
ントメ・プリンシペがも
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。

  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。

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！
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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「サントメ・プリンシペ」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）

「サントメ・プリンシペ」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。

「サントメ・プリンシペ」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。

「サントメ・プリンシペ」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「サントメ・プリンシ
ペ」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「サントメ・プリンシペ」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「サントメ・プリンシ
ペ」のイメージをもとに自由に作品をつく
り展示する
＊ 「サントメ・プリンシペ」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
＊ 「サントメ・プリンシペ」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「サントメ・プリン

シペ」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、
「サントメ・プリンシペ」の国旗を作図して
みる

＊理　科… 「サントメ・プリンシペ」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… 「サントメ・プリンシペ」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… 「サントメ・プリンシペ」の料理やレシピを
調べる

＊保健体育科…  「サントメ・プリンシペ」で人気のスポー
ツについて調べる

＊英語科…  「サントメ・プリンシペ」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「サントメ・プリン
シペ」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「サント
メ・プリンシペ」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］

●  「サントメ・プリンシペ」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。

●  「サントメ・プリンシペ」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 「サントメ・プリンシペ」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「サントメ・プリ
ンシペ」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
●  「サントメ・プリンシペ」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、「サ
ントメ・プリンシペ」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。

「サントメ・プリンシペ」
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。

「サントメ・プリンシペ」
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。

「サントメ・プリンシペ」
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。

「サントメ・プリンシペ」
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。

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. サントメ・プリンシペ動画を視聴する。

展
開

7.  動画の感想から、サントメ・プリンシペ
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。

1
コ
マ
め

2
コ
マ
め

3・
4
コ
マ
め

4・
5
コ
マ
め
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　サントメ・プリンシペの自然環
境や産業などについて主体的に
調べ、それをもとに話し合ったり、
それらの情報を整理してまとめた
りする学習に役立つキーワード、
検索ワードを紹介します。

検索ワード
\ 調べ学習に使える! /

観光　エコツーリズム

大航海時代　植民地

サントメ・プリンシペ　食料自給率

一般相対性理論　わかりやすく

  指導のポイント  

1470年ごろ  

1822年  

19世紀
1975年 7月
1990年 8月
2003年  

2016年 7・8月

ポルトガル船によって無人島のサントメ島とプリンシ
ペ島が「発見」される
プリンシペ島に初めてブラジルのカカオが持ちこま
れる
カカオ栽培が大きく発展
ポルトガルより独立　ダ・コスタ大統領就任
憲法改正（複数政党制への移行）
軍の一部によるクーデター未遂が起こる  
国際仲介国などの活動により無血終結
大統領選挙　エヴァリスト・カルヴァリョ大統領選出

 サントメ・プリンシペ重要年表 
　サントメ・プリンシペ民主共和国は、先
住民が住んでいたわけではなく、大航海
時代にポルトガル船によって「発見」され
るまでは無人島でした。そのため、国土に
は赤道直下の島国という環境に育まれた
固有の動植物が多数生息していて、その
後に移り住んだ人々は、自然と共生しつ
つ漁業や農業を営んでいます。
　一方で、統計上は世界最貧国とされる
この国には、経済発展の必要性も出てきて
おり、エコツーリズムなど、自然を守りつ
つ経済発展する方法を模索しています。
　この国の置かれた状況を題材にして、
貴重な自然環境の保全と経済発展とい
う相反するような概念を、いかに両立し
ていくかを生徒が考えるきっかけにしま
しょう。

「サントメ・プリンシペ紙教材」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

サントメ・プリンシペ民主共和国は「自然環境との共生」がテーマ。貴重な固有の動植物が多く
生息している島国で、その自然を守りつつ発展を目指す様子を紹介します。

　　2～5     ページ

  導入・発問例  
1 （岩山をさして）写真の
これ、何だろう？  どう
やってできたのかな？
　……理科
2  サントメ・プリンシペの
国旗と同じ色の組み合
わせで、旗をデザインし
てみよう。
　……美術科
3  サントメ島とプリンシペ
島を地図帳で探そう。
　……社会科
4  オボ国立公園ってどんな
ところ？  行ってみたい？

  導入・発問例  
5  赤道が通る国はどこ？　
地図帳で調べてみよう。

　……社会科
6  エコツーリズムって知っ
ている？  調べてみよう。
　……理科
7  君が暮らす町に観光客
が来たら、何をすすめる
といいかな？
　……キャリア教育
8  アインシュタインって
知っている？  どんな人？

＊お役立ちサイト
サントメ・プリンシペ民主共和国基礎データ
（外務省）

国際理解教育教材：世界の国を知る・世界の国か
ら学ぶ 「わたしたちの地球と未来」（愛知県国際
交流協会）https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/stp/data.

html http://www2.aia.pref.aichi.jp/koryu/j/kyouzai/
index.html

4

1

3

2

5

6

8

7
＊1 ＊2

＊3

  用語解説  

特定の限られた地域にしか生
息していない生物種のこと。

＊1  「固有種」

自然環境や歴史文化を体験
し、学ぶとともに、対象となる
地域の自然環境や歴史文化の
保全に責任をもつ観光のあり
方のこと。

＊2  「エコツーリズム」

「重力とは質量によって生じた
時空のゆがみである」という
理論。重力レンズ効果や宇宙
の膨張、時間の遅れ、重力波な
どが実験で確認された。

＊3  「一般相対性理論」
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  指導のポイント   

 教育制度の概要 

●学校制度
　6・6・4年制　新学期は10月～
●義務教育期間
　6～12歳（6年間）
●教育概要・特色
　・ Secondary Educationのうち、前期の

3年間は中学校、後期の3年間は高等学
校となる

　サントメ・プリンシペでは、小学校の就学率は高
く、都市部と農村部の差も大きくありません。し
かし、富裕層と貧困層では中等教育（Secondary 
Education）の就学率に差があり、経済格差が教
育格差につながっている現状があります。
　下には、粗就学率（総就学率）を記載していま
す。記載されている粗就学率が100％を超えてい
るのは、遅い入学、留年、一時的な退学などで、定

められた就学年齢でない子どもの就学も含まれ
るからです。たとえば10歳で入学して、途中退学
し、また学校に戻り、卒業するのは20歳を超える
ということもあるのです。
　また、紙教材では実際にサントメ・プリンシペ
で暮らす小・中学生が回答していますが、あくま
でも生徒の姿の一例であるという点に留意して
ください。

  発問例  
1  日本語になったポルトガ
ル語、何か知っている？
　……国語科
2  赤道付近の国はなぜ気
温変化が小さいのかな？
　……理科
3  カカオって何の原料か
知っている？
　……家庭科
4  人口構成を日本と比べ
て、違いを言ってみよう。

　……社会科

　　6～9     ページ

　下段のデータを見て、まずは生徒
にサントメ・プリンシペがどんな国
か想像してみることを促します。2

のグラフから雨季と乾季があること
や、平均気温の季節変化が少ないこ
と、また、人口構成から19歳以下の若

者が人口の50％以上を占めることな
ど、日本と違う点について気づいた
ことをグループでまとめたり、発表
したりするとよいでしょう。
　プランテーションは、熱帯や亜熱
帯地域で国際的に商品価値の高い農

産物（コーヒーやカカオなど）を、単
一的に大規模栽培する農業のあり方
です。産業をその作物に頼ると、価格
変動の影響を大きく受けてしまうた
め、経済が安定しない面もあること
を押さえましょう。

  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。

「サントメ・プリンシペ紙教材」の
指導のポイント

5

6

1 3

42 7

COMMENTARY AND TEACHING POINTS

　生徒一人一人が探究課題（学習テー
マ）を絞ったあとは、状況に応じてグ
ループ学習をするのも効果的です。
　発表資料をPCやタブレットで作成
し、文章や写真とともに音声や動画な
ども用いるように促すと、より表現力
のある発表が生まれます。

検索ワード
\ 調べ学習に使える! /

クレオール　ポルトガル語

カカオ　プランテーション

赤道　気温変化

  発問例  
5  エルビスさんの一日を、
英語で紹介してみよう。
　……英語科
6  君は、日本が好き？  ど
んなところが好き？
　……道徳科
7  宇宙飛行士や弁護士に
なるには、どんな資格が必
要かな？  調べてみよう。
　……キャリア教育
8  サンゴ礁を見たことがあ
る？  写真で見てみよう。
　……理科

＊ 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。

＊1

8

  用語解説  

主にヨーロッパの言語とそれ
以外の言語がまざり合って成
立した言語。特に、アフリカ、
アメリカ、アジアなどの旧植
民地で母語として話されてい
るものをいう。

＊1  「クレオール語」
●粗就学率
　小学校　107％
　中学校（中等教育前期）　106％
　高等学校（中等教育後期）　70％
　 （UNESCO“National Monitoring”2017年より）
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  指導のポイント  

　サントメ島とプリンシペ島は大航海時代にポルトガル
船が「発見」し、その後の航路が日本へと続きました。こ
のつながりをもとに現在の日本とのつながりを知ること
から、生徒が親近感をもつようにしましょう。
　また、サントメ・プリンシペは無人島が植民地となり、
その後に国として独立したという点を知り、自分の国や
民主制などについて考える生徒の姿を見取りましょう。

「サントメ・プリンシペ紙教材」の
指導のポイント

3

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

8

6

COMMENTARY AND TEACHING POINTS

  発問例  
1  大航海時代ってどんな
時代のこと？  1470年ご
ろ、日本は何時代だった？
　……社会科
2 （事前に生徒が調べて）
サントメ・プリンシペの
建築物や風景の写真か
ら、好きなものを選ぼう。
　……美術科
3  直接選挙制ってどんな
制度？  日本とどう違う？

　……社会科
4  産業をカカオだけに頼る
と、どんなことに困るか
な？  考えてみよう。
　……キャリア教育

  発問例  
5  琉球語ってどんな特徴が
あるかな？  気づいたこと
を言ってみよう。
　……国語科
6 （Tchiloli Sao Tomeで
検索して）チロリの様子を
動画で見てみよう。
　……音楽科
7  アフリカの料理を食べたこ
とがある？  どんな食材を
使っていた？
　……家庭科
8  ポルトガルの植民地だっ
た国は、ほかにどこがある
かな？
　……社会科

  指導のポイント  

　サントメ・プリンシペでは、ポ
ルトガル人、奴隷として連れて
こられたアンゴラ人、ほかの国
から出稼ぎでやって来た人たち
など、さまざまな国から人が集
まって文化が形成されました。
そのため音楽も、アンゴラのキ
ゾンバやカリブ海地域を起源と
するズーク、ヨーロッパのロマ
ン派音楽などが演奏されてい

ます。また、いくつかの音楽を
融合して、独自の音楽「プシャ
（puxa）」も生まれました。イン
ターネット上でもいくつか探す
ことができます。
　食文化については、アフリカ
で栽培される野菜やスパイスを
用いたポルトガル風の料理や、
近海でとれる魚介類を用いた料
理などを紹介しましょう。

　　10～13     ページ

4

カカオ以外の産業開発
　サントメ・プリンシペも含めアフリカ諸国には、人口の急
増に産業開発が追いついていない現状があります。海外の
大学や研究機関で新しい技術を学んだアフリカの若者は、
その経験を生かして自分の国の産業や教育をよりよくしよ
うとしています。こうしたアフリカの若者の姿とABEイニ
シアティブを関連づけて説明しましょう。

  サントメ・プリンシペの課題について   

　大航海時代におけるサントメ・プリンシペと日本
のつながりや、その後の展開について、地理的・社会
的条件などから違いを検討することで、主体的な学
びを発展させることができます。
　食文化の学習では、家庭科で実際に料理してみ
る、その素材や調理法などの組み合わせから文化の
成り立ちを探る、などといった視点が考えられます。

検索ワード
\ 調べ学習に使える! /

日本　大航海時代　植民地

ABEイニシアティブ　アフリカ

サントメ・プリンシペ　プシャ　音楽　

＊1

＊2

＊3

 （くわしくは15ページ）

  用語解説  

ポルトガル民主化のきっかけになった革命。
ほとんど無血で終わり、その後、ポルトガル
の植民地が次々と独立した。名称は革命のシ
ンボルのカーネーションに由来する。

＊1  「カーネーション革命」

アンゴラで生まれたダンスと音楽のジャン
ルの一つ。アンゴラ発祥のセンバと、ズーク
の融合であるといわれる。通常はポルトガル
語で歌われる。

＊2  「キゾンバ （kizomba）」

カリブ海にあるフランス領アンティルが発
祥の音楽のジャンル。カナダのケベック州や
フランスなどで広く親しまれ、アフリカのフ
ランス語圏でも人気がある。

＊3  「ズーク （zouk）」

＊ 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。

12 13Democratic Republic of São Tomé and Príncipe Democratic Republic of São Tomé and Príncipe



South A
fr

ic
a

 · 
So

u
th

 A
fr

ica · South Afr
ic

a
 · So

u
t
h
 Africa · SÃO TOMÉ A

ND
 P

RÍ
N

CI
PE

 · 
SÃ

O 
TO

MÉ AND PRÍNCIPE · SÃ
O
 TO

M
É A

ND PRÍNCIPE · 

  発問例  
1  チョコレートになるのは、
カカオのどの部分かな？
　……理科
2 （生徒が事前に調べて）
チョコレートやココアの
原産国を教えて！  サント
メ・プリンシペを見つけ
た人はいる？

3  フェアトレードって知って
いる？  なぜ大事なことな
のか、説明してみよう。
　……家庭科
4  漁船に乗ったことある？　
釣りをしたことは？
　……キャリア教育

「サントメ・プリンシぺ紙教材」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。

　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、アフリカ編の教材指導書やJICA
の公式サイトでも確認できます。（https://www.
jica.go.jp/index.html）
　サントメ・プリンシペにおいては、「持続可能で
安定した成長の支援」を目標に、食糧安全保障、
基礎的社会サービスの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。

SUPPORT OF JICA 

JICAとは

COMMENTARY AND TEACHING POINTS

検索ワード
\ 国際協力について知る！ /

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　サントメ・プリンシペ

  指導のポイント  

　サントメ・プリンシペは世界最貧国の一つに数えられてい
ます。物価は比較的安く、ペットボトルの水が12ドブラ（約60
円）です。市場では野菜や果物が安い価格で売られています
が、島国のため物資を輸入に頼っているので、スーパーの商
品などはやや高めです。
　産業は農業と漁業が中心ですが、漁業はほとんどが国内消
費のために行われ、外貨の獲得手段は農業のカカオ生産に
偏っています。そうしたモノカルチャー経済や、小規模な島

とう

嶼
しょ

国
こく

ということもあり、サントメ・プリンシペでは生活物資の
大半を輸入に頼らざるを得ず、貿易赤字が続いています。ま
た、インフラの整備不足やアクセスの悪さが、観光産業発展
の大きな障がいになっています。
　都市部に暮らす会社員、商店主などは食料をお金で買う一
方で、農村部では自給自足の生活を送る人々もいます。食べ
るものは自分の畑で栽培し、塩や肉など栽培できないものだ
けを市場でわずかに購入するなどして、お金がなくとも食べ
るのに困らない生活をしているのです。

　一口に「貧困」といっても、その内容はさまざま
です。国民総生産などの経済指標をもとに考えた
り、食料、保健医療、住居など、生きるために必要
なものやサービスの取得状況を具体的に調べたり
して、課題を国際的に解決していく必要性に気づ
かせましょう。

検索ワード
\ 調べ学習に使える! /

観光立国　サントメ・プリンシペ

貧困　暮らし

• 課題 •  技能労働者の不足

　2030年までに、SDGs 4  「技術的、職業的スキルなど、
雇用や働きがいのある人間らしい仕事及び起業に必要な
技能を備えた若者と成人の割合の大幅な増加」を通じて、
SDGs 9  「GDP※に占める農業や漁業以外の割合を大きく
増やし」、SDGs 8  「人々が経済的に豊かになっていけるよ
うにする」ことが、サントメ・プリンシペの発展につながり
ます。
　JICAでは、ABEイニシアティブ（アフリカの若者のた
めの産業人材育成イニシアティブ：African Business 
Education Initiative for Youth）というプログラムを実施
して、アフリカの若者を日本に招き、アフリカ産業人材育
成と日本企業のアフリカビジネスをサポートする協力活
動を行っています。

※ GDP： 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。

【紙教材11ページ】
日本で学んで祖国を発展させる！

JICAの協力活動

サントメ・プリンシペの課題とそれに対するJ
ジ ャ イ カ

ICAの協力
＊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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