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章立て（国際社会の担い手としての資質を育む和文化教育
ー日本の伝統技術を活かした国際協力学習に着目してー）

はじめに

武内厳太教諭（福岡市立春吉小学校）の授業実践「地球規模の課
題の解決と国際協力－わたしたちの誇り 中村哲医師－」（2020年
度実施，第６学年「社会科」）について

日本の伝統技術を活かした国際協力の他の事例

おわりに－日本の伝統技術を活かした国際協力の６条件－

主要参考文献
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はじめに
国際社会の担い手としての資質を育む和文化教育には，様々なアプロ―チが
考えられる。

例：社会科，国語科，英語科，道徳科…。

社会科の場合。

現行「学習指導要領」〔平成29（2017）年公示〕

小学校第６学年「グローバル化する世界と日本の役割」の学習内容。

「国際交流学習」…文化理解的アプローチ。

「国際協力学習」…問題解決的アプローチ。←SDGsとの関係性が高い。
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武内厳太教諭（福岡市立春吉小学校）の授業実践
「地球規模の課題の解決と国際協力－わたしたちの
誇り 中村哲医師－」について（１）

単元目標

グローバル化する国際社会における日本の役割について理解するとともに，地図帳や地
球儀， 統計や年表などの各種資料を通して，情報を適切に調べまとめる技能を身に付ける
ことができる。 【知識及び技能】

国際社会における日本の役割や国の相互の関連，意味を多角的に考える力，社会に見ら
れる 課題を把握して，その解決に向けて社会への関わり方を選択・判断する力，考えたこと
や選択・判断したことを説明し，それらを基に聴き合う力を養うことができる。 【思考力・判断
力・表現力等】

国際社会における日本の役割について，主体的に学習の問題を解決しようとする態度や，
よりよい社会を考え学習したことを社会生活に生かそうとする態度を養うとともに，多角的な
思考や理解を 通して，平和を願う日本人として世界の国々の人々と共に生きることの大切
さについての自覚を養う ことができる。【学びに向かう力・人間性】
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武内厳太教諭（福岡市立春吉小学校）の授業実践
「地球規模の課題の解決と国際協力－わたしたちの
誇り 中村哲医師－」について（２）
単元指導計画（全１３時間）Ⅰ「はっけんする段階」（3時間）

5http://www.fuku-c.ed.jp/schoolhp/elharuyo/framecenter/2013.09.27Ajigyou/sidouan/s6.pdf



武内厳太教諭（福岡市立春吉小学校）の授業実践
「地球規模の課題の解決と国際協力－わたしたちの
誇り 中村哲医師－」について（３）
単元指導計画（全１３時間）Ⅱ「計画をねる段階」（5時間）

http://www.fuku-c.ed.jp/schoolhp/elharuyo/framecenter/2013.09.27Ajigyou/sidouan/s6.pdf



武内厳太教諭（福岡市立春吉小学校）の授業実践
「地球規模の課題の解決と国際協力－わたしたちの
誇り 中村哲医師－」について（４）
単元指導計画（全１３時間）Ⅲ「よく考える段階」（3時間）

7http://www.fuku-c.ed.jp/schoolhp/elharuyo/framecenter/2013.09.27Ajigyou/sidouan/s6.pdf



武内厳太教諭（福岡市立春吉小学校）の授業実践
「地球規模の課題の解決と国際協力－わたしたちの
誇り 中村哲医師－」について（５）

単元指導計画（全１３時間）Ⅳ「しあげる段階」（2時間）

8http://www.fuku-c.ed.jp/schoolhp/elharuyo/framecenter/2013.09.27Ajigyou/sidouan/s6.pdf



参考：使用教科書：教育出版『小学社会 ６』
pp.256-258 「世界で活躍する日本人」

アフガニスタンで人道支援にあたる中村哲さん。

NGO（非政府組織）であるペシャワール会。

しかし，

教科書には，「日本の伝統技術を活かした国際協力学習」については，何も
書かれていない。

「山田堰」，「PMS」〔Peace （Japan）Medical Services=平和医療団・日本〕：現地
での活動組織などの情報は，武内教諭が収集。

例：新聞記事（NIE実践校），九州大学の講演会に参加。

ペシャワール会理事でPMSでも活動されている看護師の方（藤田千代子氏）
をゲスト講師で招く。
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参考：武内教諭のNIE（Newspaper in Education)実践
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https://nie.jp/report/selected/archive/20210323_014105.html



武内厳太教諭（福岡市立春吉小学校）の授業実践
「地球規模の課題の解決と国際協力－わたしたちの
誇り 中村哲医師－」について（６）
単元名：「地球規模の課題の解決と国際協力－わたしたちの誇り 中村哲医師－」

http://www.fuku-c.ed.jp/schoolhp/elharuyo/framecenter/2013.09.27Ajigyou/sidouan/s6.pdf 11
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武内厳太教諭（福岡市立春吉小学校）の授業実践
「地球規模の課題の解決と国際協力－わたしたちの
誇り 中村哲医師－」について（７）

12http://www.fuku-c.ed.jp/schoolhp/elharuyo/framecenter/2013.09.27Ajigyou/sidouan/s6.pdf



参考：「考えマップ」（学んだことをウェッビン
グ図で関連付ける）の例

武内教諭より資料提供。

13



参考：「考えマップ」から「フリップ」を作成
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武内教諭よ
り資料提供。



「C：かんがい事業支援」11名のフリップ
の記載内容
約半数の児童が，「山田堰」を
モデルとしたことを根拠に選択。
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春吉小学校「Ｃ：かんがい事業支援」11名のフリップ内容

根きょ１ 根きょ２ 根きょ３

1

「まずきれいな飲み水を」と中村哲さんが言ったことにより，人々が協力

し合い，かつて砂漠だった所が緑に変化したから。（ＳＤＧｓ６）（ＳＤ

Ｇｓ７）

ＰＭＳ方式取水システムにより，２０１０年以来頻発大洪水から多くの村

や農地が守られているから。（ＳＤＧｓ11）

１本の用水路により，市場はカラフルになり１万6500ヘ

クタールの農地が回復したから。（ＳＤＧｓ15）

2
中村哲医師が「まずきれいな飲み水を！！」と言ったことで1600か所の井

戸をほり，うるおう水が手に入ったから。（ＳＤＧｓ３）（ＳＤＧｓ６）

「緑の大地計画」によって砂漠であった所に用水路を通すことで緑へと変

わっていき農作もできるようになったから。（ＳＤＧｓ１５）

マルワリード用水路を作ったことで約６万人の命，人々

が助かり，希望を育てたから。（SDGｓ16）

3
医療だけでは限界があると言って人々は，緊急性を感じ，中村医師と共に

用水路に立ちあがったから。（ＳＤＧｓ17）

マルクリード用水路を造ることによって，砂漠に水が流れ，小麦や野菜，

果物が護（ママ）れるようになり，人々は食べ物に困らなくなるから。

（ＳＤＧｓ２）

マルワリード用水路建設に日本の伝統工法を使うと丈夫

で人々の暮らしが安定するから。（ＳＤＧｓ11）（ＳＤ

Ｇｓ15）

4

「100の診療所より，１本の用水路を」と言って，1本の用水路をつくった

ことで，水が流れ，食料や水が安定したから。（ＳＤＧｓ２）（ＳＤＧｓ

９）

病気の背景に食料不足，栄養失調があり，水が命の源だと考えられ水利事

業が必要とされたから。（ＳＤＧｓ６）

給料をもらうために兵隊をしていた人は，用水路をつく

り，農業ができるようになったことで，農民となり，銃

を持つことが少なくなったから。（ＳＤＧｓ３）

5
緑の大地計画によって，アフガンのいろいろなところに用水路ができ，60

万人の命をすくったから。（ＳＤＧｓ２）（ＳＤＧｓ15）

アフガン１６００カ所に井戸をつくり，飲み水のかくほができるように

なったから。（ＳＤＧｓ２）（ＳＤＧｓ６）

山田ぜきを手本に用水路を造ったことにより，アフガン

の人たちだけで修復が可能になったから。（ＳＤＧｓ１

１）

6 医療だけでは限界があるので，かんがい用水路をつくったから。
20～30年後には現地の人たちが自分たちの力で水路を維持管理するのが目

標だから。

医療では飢え死にする人は救えないので，井戸をほった

から。
ＳＤＧｓ表示なし。

7
現地の人が銃からシャベルに変えて，工事に協力したことで，用水路がで

き，人々の命が救われたから。（ＳＤＧｓ１０）（ＳＤＧｓ１１）

中村哲医師が「きれいな水が畑を耕してほしい」と伝え，人々が協力した

ことで用水路ができ，大地が緑に包まれたから。（ＳＤＧｓ１５）

大干ばつが起き，緊急性を感じ，井戸を掘ったことに

よって，きれいな水源が確保でき，赤痢やコレラが減っ

たから。（ＳＤＧｓ３）（ＳＤＧｓ１３）

8

「医療だけでは限界がある」と言って，水をよみがえらせる取り組みをし

たことにより争いがなくなり活気を取りもどしたから。（ＳＤＧｓ３）

（ＳＤＧｓ１３）

マルクリード用水路を作る際，福岡県の朝倉市の山田堰をモデルにしたこ

とで，現地の人々の手で水を生み出すことができたから。（ＳＤＧｓ６）

（ＳＤＧｓ１１）

用水路を作り水を供給することで多くの人々を一気に支

えられるから。（ＳＤＧｓ１５）

9
「100の診療所より，１本の用水路を」と言ってマルワリード用水路をつ

くったことで，水と食料に困らなくなったから。（ＳＤＧｓ１５）

緑の大地計画によって１万6500ヘクタールの土地に人々が暮らせるように

なったから。（ＳＤＧｓ１５）

栄養失調などで多くの人が亡くなっている現状から，水

と食料さえあれば生きていけるから。（ＳＤＧｓ６）

10

中村哲医師が「この国を守るものは武器ではなく水と緑なんだ」と言っ

て，人々がひとつの目標に向かって協力し合ったことで用水路が通り，た

くさんの命が救われたから。（SDGｓ12）（SDGｓ17）

必要性を感じ，2003年に用水路が造られたことによって，65万人の暮らし

を支えることができたから。（SDGｓ６）（SDGｓ15）

堰を使って上手に水を用水路に引き入れる工夫をこら

し，工事をしたことで，人々が安心して暮らせるように

なったから。（SDGｓ11）

11
山田堰をお手本にした用水路を造ることによって緑がよみがえり安心して

暮らせるようになったから。（ＳＤＧＳ１１）（ＳＤＧｓ１２）

必要性を感じ，緑の大地計画が行われたことによって死の谷と呼ばれたカ

ンベリ砂漠が緑一面に変化したから。（SDGｓ15）

2000年の大干ばつで，水が無くなり，井戸掘りが行われ

たことによって，栄養失調を起こした子どもが泥水を飲

み命を落とすことが少なくなったから。（SDGｓ6）

（SDGｓ10）

武内教諭より資料提供。



武内厳太実践
（令和２年度：福岡市立春吉小学校）

16http://www.fuku-c.ed.jp/schoolhp/elharuyo/framecenter/2013.09.27Ajigyou/sidouan/s6.pdf



参考：（新聞記事）アフガンに緑「学び、
思い継ぐ…」中村哲さんに共感広がる
2020年11月14日の授業の様子が西日本新聞に掲載。

作成したフリップをもとに，同質のグループで聴き合う活
動の写真が掲載。
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https://www.nishinippon.co.jp/item/n/666945/



本時（１２/１３時）の板書計画

18http://www.fuku-c.ed.jp/schoolhp/elharuyo/framecenter/2013.09.27Ajigyou/sidouan/s6.pdf



福岡県朝倉市「山田堰」
原型が造られたのは1663年、現在の形となったのは1790年。

「傾斜堰床式石張堰（けいしゃせきとこしきいしばりぜき）」

筑後川の水圧と激流に耐える精巧かつ堅牢な構造を持つ井堰。

（1）堰の前壁を水流に対し斜めに配置し、筑後川の激しい水圧
を緩和する。

（2）取水口へ水流が勢いよく行かないよう、最も水の抵抗が強
い南船通し水路側の石積みを高くし、緩やかな勾配をつけてい
る。堰の石畳は、水量が増加した際に跳水を起こし、水勢を弱め
る機能も持つ。

（3）水流を、堰の末端部で合流させて減勢する。

2014年に「世界かんがい施設遺産」〔国際かんがい排水委員会
(ICID)が創設〕に登録。

（建設から100年以上経過し、卓越した技術により建設されたも
の等、歴史的・技術的・社会的価値のある灌漑施設）。

https://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1297659953084/index.html
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マルワリード用水路の「カマⅡ堰」
「山田堰」をモデルに「カマ
Ⅱ堰」が2011年に完成。

取水堰，取水門，主幹水路，
調整池等を含めた取水シス
テムを「PMS方式」としている。

http://www.peshawar-pms.com/acts/wsp_seki.html
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中村哲『アフガン・緑の大地計画
－伝統に学ぶ灌漑工法と甦る農
業－[改訂版]』PMS＆ペシャワー
ル会，2018年，p.26。



「山田堰」とマルワリード用水路の斜め堰

「わたしたちの朝倉」編
集委員会編『わたした
ちの朝倉－小学校副
読本』朝倉市教育委員
会，2013年，p.104。
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日本の伝統技術を活かした国際協力
の他の事例（１）
揚水水車
故 中村哲医師
日本の木製のものを
総重量を変えず鉄製
にして使用。PMSの工
房で制作し，現在，２
基をマルワリード用水
路で使用。

22

中村哲『アフガン・緑の大地計画－伝統に学ぶ灌漑工法と甦
る農業－[改訂版]』PMS＆ペシャワール会，2018年，p.151。

「わたしたちの朝倉」編集委員会編『わたしたちの朝倉
－小学校副読本』朝倉市教育委員会，2013年，p.104。



日本の伝統技術を活かした国際協力の他の
事例（２）「エンザロ・ジコ」，「カマド・ジコ」
岸田袈裟（1943～2010）…岩手県遠野市出身の食物栄養研究家。

道徳教科書東京書籍『新訂 新しい道徳 ⑥』（2017年検定済）の「国際理解，国際
親善」の

単元「エンザロ村のかまど」東京書籍，2020年，pp.70-74。

ケニアのエンザロ村では，「三つ石かまど」しかなく，常時，水を煮沸できなかった。

⇒１度に，１つのなべしか煮炊きできない。石の間から熱が逃げるので，薪がたくさ
ん必要。

⇒不衛生な水により乳幼児死亡率も高かった。どうしたら「安全な飲み水が得られ
るか？」

そこで，小さな頃に見た，遠野の「かまど」という伝統技術を活かし，現地の人々と
試行錯誤の末，現地の「ねんど」などの材料を用いて，かまどを完成させた。

⇒かまどは「エンザロ・ジコ」，「カマド・ジコ」と呼ばれ，ケニアの他の地域や，隣国
のウガンダやタンザニアに普及。
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最新の技術ではなく，住民が自作でき
る技術。
使用中の改良土カマド

HTTPS://WWW.CITY.TONO.IWATE.JP/INDEX.CFM/4
9,45330,C,HTML/45330/P_10-112.PDF

また、岸田さんは、村の子供達が裸足で生活
することによって、傷口から細菌感染している
のを見て、バナナやトウモロコシの葉で作った
わら草履を広めることにしました。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo/02_hakusho/ODA2002/html/column/cl02001.htm
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日本の伝統技術を活かした国際協力
の他の事例（３）「マラリア防除用蚊帳」

マラリア防除用蚊帳の開発とアフリカへの技術
移転。

住友化学。「オリセットネット」（1992年に原型誕
生）。

安全性と防虫効果の点からペルメトリンという薬
剤を使用。薬剤を樹脂に練りこんだ繊維を編んで
蚊帳に加工。太いポリエチレン性の繊維を使い堅
牢にした。

2001年，世界保健機関（WHO）から世界で初め
て長期残効型蚊帳としての効果が認められ、使用
が推奨。現在、国連児童基金（UNICEF）等通じて、
約100カ国の国々に供給。

25

https://www.jcie.org/japan/j/pdf/pub/publst/1436/fgfj-
pandemic/sec2_5sumitomochemical.pdf

https://www.sumitomo-
chem.co.jp/sustainability/social_contributi
ons/olysetnet/initiative/



参考：蚊帳についての児童用図書

26

https://anmin.com/kaya-hon1/

第一章 蚊帳の外から蚊帳の中へ
第二章 蚊帳はよみがえる
第三章 蚊帳の驚くべき効果
第四章 蚊帳と眠りにかける私の夢
第四章 21世紀、蚊帳の中の人間像
第五章 良い眠りが世界を救う
付録 蚊帳の吊り方、たたみ方（図
解）
眠りと枕のチェックシート



日本の伝統技術を活かした国際協力
の他の事例（４）「らせん水車」
「らせん水車」…1920 年代に富山県の農鍛冶職人により日本で独自に発案され、最盛期には
工場生産されて北陸地方を中心に1万台を軽く超える数が活躍していた。

設置や移動が簡単で、落差がなくても水の流れさえあれば回る効率の良さ、水路を流れる水
の流れに全く影響しない、軸に負担がかからず耐久性が高いなどの数々の利点。

戦後、化石燃料の普及とともに姿を消し、現在は富山県南砺市に一台のみが存続。
http://satoyama-sha.com/products/cyberspot

https://1073shoso.jp/www/kyoudo/detail.jsp?id=7504
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水車プロジェクトで地域を元気に
〜可搬式螺旋水車によるマイクロ水力発電〜
京都市立伏見工業高等学校は，用水路で発電できる「可搬式螺旋水車」を開発。

⇒タンザニアで農業指導している京都大学グループに水車の技術支援を行い，現地にある
材料で螺旋水車が製作され稼働をし始めている。

第16回 日本水大賞【未来開拓賞】（2014年）。

http://www.japanriver.or.jp/taisyo/oubo_jyusyou/jyusyou_katudou/no16/no16_pdf/fushimikougyou_hs.pdf

https://geo.africa.kyoto-u.ac.jp/tanzania-station/activities/2012/2013-03.html
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おわりに
－日本の伝統技術を活かした国際協力の６条件－

当初から日本の伝統技術を導入する意図があった訳では無い（非意図性）。

たまたま，現地の条件（例：自然条件）が，日本と類似であったこと（偶然性）。

現地の人々が自立して維持・管理ができる最適技術を選択した結果。

⇒「持続可能な技術」として日本の伝統技術を再評価（持続可能性）。

伝統技術を，現地に適合するよう「試行錯誤」し，新たな技術を創造する過
程（文化創造）である（文化創造性）。

相手国（地域）の伝統文化を尊重（異文化理解の重要性）。

支援者が，現地で活用可能な日本の伝統技術に気付けたことが重要。

（教育の重要性。例:故中村氏が「山田堰」を知らなければ，この分野での国
際協力は失敗に終わった可能性が高い。）
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