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なだらかな丘にバナナの木がおいしげる

アフリカのルワンダという国に

エリックという男の子が住んでいます。

エリックは 13才。7人兄弟の 6番目です。

お父さんとおばあちゃんといっしょにくらしています。

お母さんは、重い病気で入院しているのです。

1

おか



2



朝食をすませると、エリックは学校に向かいます。

エリックのいる 6年生のクラスでは、理科や英語、アラビア語、社会を勉強しています。

エリックの好きな科目は理科です。

将来の夢は、電気エンジニアになること。勉強をがんばっています。

エリックの 1日は、日の出とともに始まります。

朝食は、牛乳、水、紅茶の葉で作った「アフリカンティー」を飲むだけです。

朝食に、トウモロコシの粉と水で作ったおかゆを食べることもありますが、いつもではありません。
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2キロほど行くと、畑の横を流れる小さな川に着きます。

エリックはここで生活に使う水をくむのです。

なぜなら、エリックの家には水道がありません。

村のほとんどの人が、

毎日この川でくんだ水を使って生活をしているのです。

学校から帰ってきたエリックは、

まっすぐな一本道をぐんぐん下って歩いていきます。
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エリックはタンクを頭の上に乗せて家まで 30分の道を歩きます。

帰りは上り坂です。もくもくと歩きます。

この水くみを日によっては、

2回から 3回くり返さなければなりません。

タンクにくんだ水は 10リットル。

バナナの木の枝をタンクの口につめて、

ふたにしているので水はこぼれません。

そして、また 2キロの道を帰っていきます。
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家に帰ると次のお手伝いが待っています。

牛にえさをやったり、料理に使うまきをわったり、

弟や近所の子どものめんどうを見たり。

アフリカンティーだけの朝食では、

おなかがぺこぺこになってしまいます。

ようやく昼食の準備です。

おばあちゃんと近所の女の人が手伝いに来てくれます。

材料はすべてエリックの家族の畑でとれたものです。

まず、ピーナッツを小さな木のうすで細かくくだき、

かごでふるい、おなべに入れます。
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かたい緑色の皮をむき、

バナナをおなべにしきつめます。

その上をバナナの葉でおおいます。

そして、その上に切ったカボチャを並べ、

さらにバナナの葉をかぶせます。
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ごはんを食べる前には、

エリックが川でくんできた水で手を洗います。

いっしょにごはんを食べる近所の小さな子どもたちにも、

手を洗うようにエリックは教えます。

むし焼きバナナをつぶして、お皿にもり、

その上になすのシチューといためたトマ

トやドドをかけます。そしてむしたバナ

ナとカボチャをいっしょに食べます。

夕方にアフリカンティーを飲んだら、

今日も 1日が終わります。

次の日も、その次の日も、同じ毎日が続くのです。
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月曜日
朝ごはん

夜ごはん

昼ごはん

木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

火曜日 水曜日
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体の調子を整える

・緑黄色野菜

・果実類

・海藻類

・その他野菜

エネルギー源になる

・穀物類

・いも類

・糖類

・油脂類

血や肉をつくる 肉・   、魚類　・豆、豆類　・牛乳、乳製品　・卵類

心も体も元気に大きくなるために必要な栄養

昨日の食事からとることができた栄養素に　　を付けましょう。
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エリックの食事は 1回だけでした。自分の食事とくらべて感じたことを書きましょう。
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※出生時から満5才に達する日までに死亡する確率。出生 1,000 人あたりの死亡数で表す（出典：Unicef2014）

5 才未満児死亡数
55 人 3 人
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日本では、すべての人が安全な水を使って生活していますが、

エリックの住んでいるルワンダでは、すべての人が安全な水を使って生活できるわけではありません。

10人に 3人が安全な水を使えずにいます。

ルワンダの子どもたちを取りまく問題

さ い み ま ん じ し ぼ う す う

また、ルワンダでは、1,000人の赤ちゃんのうち

55人が 5才まで生きられずに死んでしまいます。

ルワンダ

日本
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子どものうでの太さを測って

栄養が足りているかを確認し

ます。メジャーが指してい

る黄色は栄養が足りない状

態です。

ワールド・ビジョンの研修で、

お母さんたちが栄養について学

びます。

1カ月に1回、子どもたちの体

重や身長を測定しています。

グラフの結果から子どもたちの

栄養状態の変化がわかります。

子どもたちの栄養改善のためのワールド・ビジョンの働き
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どうしたら、世界中の子どもたちが

5才のおたんじょう日を

むかえて元気に大きくなれるでしょうか？
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何ができるかな？

いっしょに考えよう！

わたしたちにできること



ワールド・ビジョンの働き

子どもたちが5才まで元気に成長できるためには、

・お母さんと子どもが十分な栄養をとれること

・お母さんが無事に赤ちゃんを産めるよう、

   知識と技術のある人が付きそうこと

・飲んでもおなかをこわさない安全な水が

   手に入ること

・ひどい病気にならないように予防接種を行うこと

などが必要です。

ワールド・ビジョンは、

世界中の子どもたちが元気に大きく成長できるように、約90カ国で活動しています。

ワールド・ビジョンは、世界各国で、

これらのことが「当たり前」になることを目指し、

① 子どもたちの命が守られるように世界のリーダーに働きかける活動

②子どもたちが安全な水や、十分な食べ物を手に入れて

元気に成長できる環境を整える活動の両方を行っています。
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① 世界のリーダーに働きかける活動

子どもたちのために大事なことを決めて実行できる力を持ってい

る世界のリーダーに、子どもたちの命を守るために行動を起こし

てもらえるようにうったえる大切な活動です。多くの人が、子ど

もたちの命を守りたい、という願いを持っていることを伝えるこ

とが、リーダーを動かす力になります。

16

はたら

ねが つた



安全な水が飲めるように

安全な水は子どもたちの成長になくて

はならないものです。井戸や水をため

るタンクを作ったりします。

病気にならないために

健康診断や、げりの予防、赤ちゃん

やお母さんのケア、病気になった時

にどうすればいいのか伝える活動を

行います。

② 子どもたちが元気に成長できる環境を整える活動
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栄養ある食事のために

子どもたちの成長に必要な栄養につ

いてお母さんたちが学んだり、農業

の技術を伝えます。

学ぶことができるように

学校を作ったり、先生のトレーニング

を行います。また、学校に行って勉強

することの大切さを人びとに伝えるこ

とも大切です。

お父さんやお母さんがお金をかせ
ぐことができるようになるために

仕事のトレーニングを行ったり、牛やにわとりを

支援します。食べ物をたくさん作る方法を伝える

活動も行います。
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ホームページからも

ワールド・ビジョン

の活動や世界の子ども

たちのようすを紹介

しています。ぜひ見

てください。

しょうかい

けんさく

ワールド・ビジョン
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