
はじめに  
   
私は、ＪＩＣＡが主催する平成２５年度の教師海外研修に参加した。途上国の現状を見て学ぶ中、

青年海外協力隊が、現地の人と寄り添い、一緒に考えながら、相手国にとって一番良い協力方法を探
し出そうと模索している姿を見た。彼らは、言葉の壁と文化の違いに戸惑い、苦しみながらも、あき
らめず努力していた。自分の考えや文化を押し通すのでは、成功しない。相手から学ぶ姿勢、自分の
出来る可能性、相手国の切なる願いが一つになったとき、成功につながる道ができるのだと感じた。
彼らの輝く笑顔の裏には、測り知れない多くの努力と汗がかくれているに違いない。この姿は、私が
今まで行ってきた国際理解教育の在り方を見直すきっかけとなった。私が学んだことを次の世代を荷
う児童に伝えていくことにより、国際協力の真の意義を知り、実際に行動に移す大切さに気付くこと
を、心より願っている。 

タイトル  「世界に役立つでっかい会社をつくろう」 

実践者／団体名  浜島 直美 (大府市立共長小学校) 

実施日・期間 25年 4月～10月の間に 45分×26回 

主な実施場所 愛知県大府市立共長小学校 

参加者及び人数  6年 3組 36名 

 
 
目標・ねらい 

(1) 途上国に関心をもち、進んで考えたり、調べたりすることができる。 

(2) 途上国には、どのような課題があるのかを理解することができる。 

 (3) 途上国の課題を自分のこととしてとらえ、解決法を探そうとする。 

(4) 途上国の課題とそのつながりに気付き、考えをまとめ、発表しようとする。  

具体的な 
取り組み内容 
及び 
工夫・配慮した 
点等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

私は世界中を笑顔にするために、「ＫＫＫ」という会社をつくり、「世界の困 

った」を無くそうと思う。ただ、困ったことに、私一人の力では、この会社

を立ち上げることはできない。そこで、私の仲間である君たちにもぜひ力を

貸してほしい。君たちには、プロジェクトチームを作り,世界中に飛び立って

もらいたい。                     (ＫＫＫ＝輝け・共長の・子どもたち) 

１ 調べてみよう！先進国と開発途上国 

（1）先進国と開発途上国を調べ、違いを見つける。 

   ・どこの国がどんなことに困っているのか……        

   ・１人 30 秒で全員発表する。 

      ・世界地図に色をぬる。(先進国は橙色、開発途上国は青色) 

 ２ 平和プロジェクト１・「しあわせの種を探そう」 

（1）世界で行われている活動を知ろう。 

   ・世界で活躍している青年海外協力隊のビデオを見る。 

   ・青年海外協力隊の活動を調べ、学級の仲間と共有する。 

（2）プロジェクトチームを作ろう。(9人×4チームでリーダーは教師が指名)  

チーム作りのルール ① 仲間はずれを出さない。 

            ② チームが決まったら自己紹介をして、握手をする。 

  （3）チーム名、課題、プロジェクトを決めよう。 

チーム名 課題 プロジェクト 

ヘルプル 食と水について考える ＡＭＳプロジェクト 

ハッピーアース 教育について考える スマイルワールドプロジェクト 

アニマルレスキュー 絶滅危惧動物救助方法を考える 動物を守ろうプロジェクト 

ecomeke 環境について考える リサイクルチェンジプロジェクト 

課題解決のルール    ① 調べても分からない言葉や意味は先生に聞く。 

             ② 自分だけで理解せず、チームで共有する時間を設ける。 

              ③ チームで学んだことは、発表を通して、全体で共有する。 

              ④ 意見は否定せず、目的に向かって建設的に話し合う。 
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具体的な 
取り組み内容 
及び 
工夫・配慮した 
点等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発展 

 （4）課題について調べよう。 

    ・インターネット等を使って情報収集(調べ学習)をする。 

    ・新聞記事を集める。(資料１) 

 （5）チームで新しい活動や発明品を考えよう。（資料２） 

・内容と活動をする国を決める。(なぜその国を選んだのかを考える。) 

    ・国の特徴を調べる。(活動がその国に適しているかを考える。) 

    ・発明品を考える。(その国が必要としているものを考える。) 

   

３ 平和プロジェクト２・「しあわせの種をまこう」 (資料３) 

（1）発表の準備開始                

・4つ切画用紙に絵や写真、文字を貼って作成する。 

・誰が見てもポイントがわかりやすいように工夫する。 

（2）発表しよう！  

       ・グループ全員で発表する。   

（3）意見やアイデアをもらおう。 

    ・資料を黒板に貼る。 

       ・発表を見た後、個人で付箋に意見を書き、相手チームの画用紙に貼る。 

 （4）友達のアドバイスを取り入れて、 課題をまとめよう。 

    ・他のチームからもらった意見を参考に、内容を見直す。 

    ・パワーポイントを作る。(資料４) 

・発表の準備をする。 

 （5）授業参観で発表しよう！ 

    ・持ち時間 1チーム 10分 

       ・チーム全員に役割があるようにする。 

     

４ 平和プロジェクト３・「しあわせの花を咲かせよう」 

  （1）平和について考えよう。 

    ・自分の考える平和とは何かを作文に書く。(資料５) 

       ・プロジェクト前と後の考え方の違いを見つけよう。  

(2) 世界には、他にもいろいろな問題があることを知ろう。 

   ・教師海外研修(ラオス)で見た医療現場のパワーポイントを見る。 

  ・日本にも貧困問題があることを知る。 

(3) 今の自分に出来ることを考えよう。 

  ・世界の人を幸せにすることは、自分の幸せにつながる。 

   ・自分を好きになり自分が幸せになることも、世界の人の幸せにつながる。 

・小さなことを長く続けることが大切。 

  (4) 平和を守る 10か条を考えよう。 

・各グループで考え、意見を出し合い、学級で 1つにまとめる。 

  (5) 地球を守るスローガンを考えよう。 

平和とは、あきらめない強い心がつくりだす大きな作品だと考える。 

平和であたりまえ、笑顔であたりまえ、そんな世界にすることを誓います。 

                           ６年３組 一同 

(6) 学んだことを伝えよう。 

   ・学級から学年へ、そして全校へ広げていく。 

    ・学んだことをまとめ、掲示板に貼り、視覚的にも広げていく。 
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おわりに 

All roads lead to Rome.(すべての道はローマに通ず) ある目的を達成する手段はいくつもある。 

 このことわざは、国際理解教育にぴったりだ。同じ課題でも、その国によってやり方を変えなけれ

ば成功しない。たとえ失敗してもあきらめることなく、次の方法を考えればよいのだ。これは、人の

人生にもあてはまる。前に進もうとすれば、時には失敗もある。ここで諦めるのではなく、次の方法

を考えればよいのだ。それが、たとえ遠回りになったとしても、諦めなければ必ず夢は叶う。無限の

可能性をもったすべての子どもたちの幸せのために、今の私に出来ることを考え、伝えていき、平和

につながる線路を引いていきたいと思う。 

 教材・資料 インターネット   

新聞記事   

平成 25 年度教師海外研修資料(ラオス) 

成果 子どもたちがチームを作り、調べ学習をし、自分たちで発見し、課題を見つけ、

解決方法を考えるという方法ですすめた。4チームに分かれたことにより、世界の

いろいろな方向に目が向いた。自分で発見したことは、満足感を作り出すようで、

放課後になると「日本は米がいっぱいあるはずなのに外国から輸入してるんだっ

て！」と言いに来る児童もいた。私が心がけたことは、一つの疑問が生まれるたび

に、時間を作り、クラス全体で共有して考えるようにした。次の４点は国際協力で

大切なこととして常に考えるように何度も伝えてきた。 

① 援助される側にとって本当に必要か。(必要性)  

② 続けていくことは出来るのか。(継続性)  

③ 国際協力がなくても自国の力だけで出来るのか。(自立)  

④ 自己満足になっていないか。 

 今回のプロジェクトの中で児童が一番考えたのは,自分たちのあたりまえが世界

では通用しないということだった。少しでも役に立ちたいと考え、様々な発明品が

うまれた。その中で「栄養サプリ」は児童に考える時間を与えた。残菜をサプリメ

ントにし、食べ物のない国に送れば栄養失調の人も助かるし、日本のごみ問題も減

ると考えたのだ。しかし、他のチームから「自分たちが食べ残したものをもらって

嬉しいかな。残飯はエサって言うよ。仲間にエサを食べさせることになるよ。それ

って平等なのかな。」という意見が出た。クラス全体で話し合いをしたが、考え方

は色々あるため答えは出なかった。 

 世界の問題を多くの人に知ってもらいたいということから、自分たちの作品を授

業参観で発表することになった。全員にセリフがあるように各チームで役割を考え

た。プロジェクトがすすむにつれて、どのチームにも絆が出来ていた。授業参観で

は、あたたかい雰囲気の中で、堂々と発表していた。どの児童も、多くの拍手に満

足した様子だった。この活動を通して、国際理解に対する考えが深まっただけでな

く、学級が一つにまとまった。一番大切なものを手に入れたのだ。 

課題  途上国に対し、かわいそうだから助けるという考え方の児童が多い。幸せの価値

観は、人それぞれ違うということと、かわいそうという目線ではなく、同等の立場

に立った目線で世界が見られるような人になってほしい。 

世界の問題から自国の日本に目線を向けたい。自分たちは裕福だと思っている

が、日本にも、原発・少子高齢化など様々な問題があることを知らせたい。「先延

ばし」「見て見ぬふり」「無気力」という言葉をよく聞く。問題から逃げると、問題

はさらに大きくなる。問題は先送りして消えるものではないことをしっかり知らせ

たい。次世代の人が笑顔で安心して暮らせる環境を作る事が大切であることと、す

べての人が、他者について考える心をもたなければ、世界は変わらないということ

をしっかりと知らせたい。 
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資料１   児童が集めた新聞記事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

児童が集めた新聞記事。自分のチームだけでなく、他のチームの記事も気にしてさがしている。 

新聞記事を集めていくうちに、世界には様々な問題があることに改めて気付くことができた。多

くの人に関心をもってもらうために、廊下の学年掲示板に新聞を貼った。立ち止まって見ている

友達に説明をする児童の姿も見られた。 

 

資料２   ペットボトルキャップの成果 

 ハッピーアースチームが、学

級全体に呼びかけて、ペットボ

トルキャップを集め始めた。１

週間で 2868 個集まった。回収

所に持っていったら、後日６年

３組宛に手紙が送られてきた。 

３６人の気持ちが、ポリオワ

クチン７本分になったことを

知り、笑顔と同時に拍手がおこ

った。たった１週間で７人の仲

間の命が救われたのだ。目に見

える成果は、喜びだけでなく、

やる気を与えた。小さなことを

続けていけば、いつか大きな力   

 になる！今後も呼びかけ集め

ていこう！という話し合いに

なった。 
＜集めたペットボトルキャップ＞ ＜キャップ集めの御礼＞ 

＜新聞の切り抜きで作った作品＞ 
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資料３  意見を付箋に書き、意見交換をする様子 

         

1.発表する。                    ２．資料を黒板に貼る 。 

 

          

３．自分の意見を付箋に書き、貼る。          ４．仲間からの意見を見ながら話し合う。 

 

資料４   パワーポイントを壁面に飾ろう。 

       

                    

パワーポイントを印刷し、壁面に貼る。クラスで共有し、意見交換をする。 
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資料５  作文集 

 

「世界の水と食料の問題について」    チームヘルプル 

私たちは、平和とはみんなが仲良く暮らせることだと思っていました。でも戦争をしていなくても平和とは言えない国が

あることを知りました。インターネットで調べてみると世界では仲良く暮らすどころか、食糧や水が足りなくて、家族です

ら食べ物を取り合っているということがわかりました。私たちはおなかだけがぽっこりと膨らんでいる子どもの写真を見ま

した。一瞬言葉を失いました。食べるものがなくてガリガリで、栄養失調の子どもの姿でした。食べるものがないのです。

それに比べて私たちは、食べ物を平気で残しています。日本はとても裕福だと思いました。同じ世界の子どもなのに、こん

なにも生活や食事などが違うなんておかしいと思いました。アフリカでは今でも人口が増加していて、このままだと人は増

えるのに食べ物が無いという問題がどんどん大きくなってしまうと書いてありました。私たちには、募金以外に出来ること

はたくさんあるはずだと思います。身近なことから始めよう。小さな一歩が世界を救うことにつながっていくかもしれない。 

  

 

「貧しい国への協力」       ハッピーアースチーム 

私たちは、最初に平和って何なのかと考えたとき、差別がない、戦争がない、安心して生きていられることだと思ってま

した。プロジェクトチームを作り、調べ学習をすすめていくと、私たちと同じ年の子たちが苦労していることを知りました。

その多くは、途上国の子どもでした。なぜ、世界中の人が笑顔でいられないのか。それは、世界が平等ではないからだと思

いました。なかでも、私たち子どもにとって一番考えなくてはいけない問題は、教育を受けられない子どもがいるというこ

とです。なぜ、教育を受けられないのか。理由は、お金がないから、働かなければならないから、そして戦争に巻き込まれ

たからだ。私たちにとってあたりまえでも、世界では通用しないことがたくさんあることを知りました。私たちは、どうし

たら世界の子どもが平等に教育を受けられるようになるのかを考えました。お金や勉強道具を寄付することができれば、学

校を建てたり、教師を招いたりできます。他にもまだまだあると思います。自分たちに出来ることを考え、呼びかけること

により、全ての子どもたちが笑顔になれる世界に変えていきたいです。苦しんでいる人のために努力をしようというみんな

の意志が、平和につながるのだと思います。 

 

 

「今できることを少しずつ」      アニマルレスキュー 

私達の平和のイメージは、戦争がないことだった。戦争がなければ、世界中の人々が平和に暮らせると思っていた。でも、

調べ学習をして、戦争がないことだけが平和だとは限らないことが分かった。世界には人間だけでなく、動物も苦しんでい

る。１年間に４万種類ともいわれる絶滅スピード。過去とは比べ物にならないほどということも分かった。その理由のほと

んどが人間のせい。どうしたら、絶滅しそうな動物たちを助けられるのかと思い、調べてみると、紙のむだづかいをしない

という方法が分かった。紙のむだづかいをすると、木が切られ、動物たちのすみかがなくなる。森を守ることが、動物保護

の第一歩ということを知った。人間と動物が共に生きる新しい世界を目指すべきではないのか。今、私たちにできることは、

森や環境を守るだけでなく、動物について考え、学び、知ることにあると思う。小さいことだけど、今できることをやって

みよう。世界にはたくさんのボランティア活動があり、誰でも参加できる。世界中の人がつながって力を合わせよう。人間

だけではなく、地球上の生き物すべてが幸せになる日を夢見て。 

 

 

「私たちにできること」      ecomeke 

ごみは、ごみ収集車がもっていくことが、当たり前の日本。しかし、外国ではごみを捨て続けて、ごみの山になってしま

っている国があることが分かった。そこでは、動物がごみを食べて死んでしまうこともあるようだ。このようなことをなく

すために、日本ではごみを減らすためにリサイクルを行っている。リサイクルは貧しい国を助けることにもつながる。ペッ

トボトルキャップ集めや、牛乳パック集めはよく知られているが、他にも、書き損じはがき・外国コイン・空き缶・段ボー

ル・古新聞なども募金につながるということを知った。私たちはとてもぜいたくな環境のなかで暮らしをしていることに気

が付いた。自分たちに出来ることを心がけ地球を守ろう。一人一人がむだづかいをやめ、ものを最後まで使い、ごみの山を

減らしていきたい。それが今、私たちに出来ることだ。 
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