
みなみ：え、そんなに！
とうもろこし：特にサヘル地域では1500万人を超

こ

える人々が、
干ばつや内戦で飢餓におちいっているんだ。重

じゅうど

度の栄養不良
の子どもが 100 万人以上もいる。またアフリカの角

つの

といわれ
る地域では 1300 万人の人々が命の危険にさらされている。
みなみ：サヘルって？　アフリカの角って？

(国連WFP)

　世界人口は、70 億
おくにん

人（2011
年 10

月末）

　そのうちの７人に 1人、1
0 億人

が飢
き

が

餓に
苦し
んで
いる

　アフリカでは３人に 1人が
栄
えいよ

うふ
りょ
う

養不良
！

みなみくん

トウモロコシ



３

みなみ：どうしてそんなことになったの？

とうもろこし：このあたりでは、雨水に頼
たよ

って農作物を

作っているんだけど、雨がほとんど降らないために作物

が育たなくて、食べるものがなくなってしまった。また

牧
ぼくちく

畜でくらしている人も、牧草が枯れるし飲み水もなくなって家畜

が死んで生活ができなくなった。その上食料の値段が高くなって、

もともと貧しい人たちは食べ物が買えないんだよ。

みなみ : 干ばつってこの地域でよくあることなの？　

とうもろこし：2005年からこれで3度目。以前はニジェー

ルやチャドの一部に起こっていたんだけれど、今はイン

ド洋側のソマリアまで、地域全体が食料不足なんだ。そ

の上食料の値段が以前の 2倍にもなって、飢餓状態の人

がさらに増えている。中でも深
しんこく

刻なのは子どもで、十分食べていな

いから病気になりやすくて、いつも命の危険にさらされてるんだ。

みなみ：たいへんだ！それでその人たちはどうしてるの？

とうもろこし：牛ややぎなどの家畜や土地を売り払って食

費に当てていた。けれど、売るものがなくなると町や外国

に出稼ぎに行くしかないんだ。おとうさんが町へ働きに

行って 1ヶ月働いても、3000 円くらいにしかならない。

それでお母さんが近くに食べ物をさがしにいくけど、何もないから、

木の葉っぱをちぎってきて、それを煮て食べたりしている。それも

1日 1回くらい。子どもは両親がいない間、弟や妹の世話で学校に

も行けないんだよ。



とうもろこし：ここがサヘル地域、サハラ砂
さ ば く

漠の南にあたる地域で

「飢餓ベルト」とも呼ばれていて、8ヶ国が深
しんこく

刻な食料不足に陥って

いる。ニジェールだけでも 640 万人の人々が飢餓状態、半数以上が

子どもなんだ。

そして角のような形をしているところが「アフリカの角」地域、こ

こでも干ばつと政
せいじょうふあん

情不安で 1300 万人が苦しんでいて、414 万人の

子どもに緊急支援が必要なんだよ。
（資料　ユニセフ）
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なぜ 子どもをたくさん産むの？
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みなみ：それにしても食料のある国が助けないの？

とうもろこし：もちろんいろんな国が国連にお金を出し

て食料を送ってる、日
に ほ ん こ く さ い き が た い さ く き こ う

本国際飢餓対策機構（JIFH）も

現地のNGOと協力して出来る限りいろんな助けをして

るんだよ。学校給食の支援もして１日に 1回でも食べる

ことが出来て、勉強もしてもらえるように努力してるよ。

それでも飢餓に苦しんでいる人が多くて支援が追いつか

ないんだ。それに助けに行けない所がある。

みなみ：遠いから？

とうもろこし：そうじゃないよ。その国の中で紛争が

起きていて危険で入れない場合があるんだ。紛争が起

きているところでは畑仕事もできないから食べる物が

ない。それで食料を届けようとしても敵
てき

に食べ物を渡

したくないし、闘っている人たちもおなかが空いてい

るから奪おうとする。

みなみ：そうか、平和じゃないと農
のうさぎょう

作業もできないんだね。そして

食べるものがなくても助けてもらえない…

とうもろこし：そうだよ。飢餓の原因は干ばつや洪水だけじゃない。

みなみ：それにしても何とかしないと。子どもがどんどん死んで

いってるというのに。

とうもろこし：そうだよ、日本の人にアフリカのことをもっと関
かんしん

心

を持ってもらいたいんだ！みなみ君はアフリカについてどんなこと

を知ってる？

みなみ：うーん、砂
さ ば く

漠があって暑い国で、

チョコレートの原料のカカオ豆やコーヒー

を日本が輸入してること、働いている子ど

もが多いことと…。　
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とうもろこし：まず、世界の食べ物が手に入らない人たちの現
げんじょう

状を

知ること。それに日本の君たちの生活とも関係があることをね。

ごはんやパンなど主食になる穀
こくもつ

物は、世界で１年間に約 23億トン生

産されているよ。それを世界人口の 70億人で分けると…。

みなみ：えーっと、1人あたり 330kg くらいになるけど、これって

十分なの？

とうもろこし：穀物の必
ひつようりょう

要量は大人１人 1年に 180kg

といわれてるから、世界中の人に十分なだけ生産され

ている。だけど世界の穀物の半分以上は主食などの食

用以外に使われているんだ。

家畜や養
ようしょくぎょ

殖魚のえさ、バイオ燃料、どれも工業先進国

の人たちのためのものだろう？

みなみ：そうか。工業先進国のぼくたちのために使ってるんだね。

とうもろこし：とつぜんだけど、君は食べ物を捨てたりしてないかい？

みなみ：え！

とうもろこし：日本では 1年に約 2000 万トンの食品がごみとして捨てられて

いる。外国から輸入している食べ物が 1年間に約 5400 万トンだから…。

みなみ：３分の１以上捨てたのと同じだ！その中にはぼくが捨てた分も入って

る……世界には飢餓に苦しむ人が 10億人もいるのに、もったいない！

ぼくたちにできることは、飢餓に苦しむ人のために、募
ぼ き ん

金などで支援すること

だけじゃないんだね。食べ物を捨てないこと。

とうもろこし：食べ物をたくさん買いすぎたり作りすぎたりして捨ててし

まう暮らしを変えて、それを作る人たちのことや、食べ物が

手に入らない人のことを考えよう！

みなみ：ぼく、このことを友達に伝えて実行するよ。

世界から食べ物が原因の紛争がなくなるためにも。

世界の飢餓と日本のわたしたち

食用
46.5％飼料用

35.5％

その他
20.0％

主
に
バ
イ
オ
燃
料
や

加
工
用
で
ん
ぷ
ん
等

世界の穀物消費（FAO）



A　次の中で日本がアフリカから輸入していないもの２つはどれ？
　　レアメタル、石油、ダイヤモンド、コーヒー豆、りんご、

　　寒天、桃の缶詰、ごま、　まぐろ、タコ、鮭

B　アフリカで日本より人口密
み つ ど

度の高い国は？
　　 ①ケニア　	 ②ルワンダ　	 ③南アフリカ　　　

C　次のうち 5歳までに亡くなる子どもの数の率が一番多い国は？
 ①アフガニスタン	 ②チャド　　	 ③バングラデシュ

D　世界で小学校に通えない子どもの数は？
　　 ① 5千万人　　　	 ②８千万人	 ③ 1億人以上

E　世界で栄養が足りなくて低体重の 5歳未満の子どもの数は
　　 ① 970 万人　　　	 ②１億人　	 ③１億 4600 万人

F　日本の平
へいきんよめい

均余命は 83歳、アフリカの人は何歳でしょう
 ① 69歳	 ② 53 歳	 ③ 56 歳

G　日本、中国、韓国では穀物の 20％、ヨーロッパでは 25％が、　

　　食べるまでの段
だんかい

階で捨てられています。次の地域ではどの位　

　　捨てているでしょう。
　　　南 ･ 東南アジア ①１％	 ②３％	 ③ 10％　

　　　サハラ以南のアフリカ ①１％	 ②３％	 ③ 10％　　

とうもろこし：アフリカや世界のこと、少しはわかって

くれたかな？

みなみ：うん、少しは。

　　　　だけど、ぼくたちは何をすればいいの？

６

アフリカや世界の現実クイズに挑戦しよう！

【クイズ答え】Aりんご、鮭　　Bルワンダ　　Cチャド　(世界一、1000人当たり209、日本は３、ユニセフ世界子ども白書2011年)
D1億100万人　(ユニセフ)　E1億4600万人(ユニセフ)F56人（世界平均69才、サハラ以南アフリカ53才）　　
G南･東南アジア　３％　サハラ以南アフリカ　１％



わたしから始める、世界が変わる

一般財団法人 日本国際飢餓対策機構は、飢餓・貧困
のない世界をめざして次のような活動をしています。

大阪 〒 581-0032　八尾市弓削町 3-74-１ ＴＥＬ（072）920-2225
東京 〒 101-0062　千代田区神田駿河台 2-1 OCC ビル 517 号室 ＴＥＬ（03）3518-0781
愛知 〒 466-0064　名古屋市昭和区鶴舞 3-8-10 2F ＴＥＬ（052）731-8111
広島 〒 730-0036　広島市中区袋町４- ８CLC ブックス 2F ＴＥＬ（082）546-9036
沖縄 〒 901-0156　那覇市田原 3-8-1 ユリ香ハウス 201　 ＴＥＬ（098）859-4585
東北 〒 980-0012　仙台市青葉区錦町１-13- ６エマオ２E　 ＴＥＬ（022）217-4611

一般財団法人　日本国際飢餓対策機構

Web サイト： http://www.jifh.org/

海外で
◦飢餓のない世界の実現のために（ハンガーゼロ・アフリカ）
　飢餓に苦しむアフリカの人々の叫びに応えようと、ハンガー
ゼロ・サポーターの応援を求め、活動を展開しています。
◦子どもたちの未来のために　(世界里親会 )
　貧困家庭の子どもたちが学校に通って教育を受け、地域のリーダーとなる
ことができるように、チャイルド・サポーターさんの協力を受けながらひと
りひとりの子どもと地域を支援します。
◦共に生きるために　(海外駐在スタッフ )
　開発途上国にスタッフを送って現地で生活し、飢餓や貧困から立ち上がろ
うとしている人々に協力、現地の人たちが自分たちの力で地域を変えていけ
るよう励まします。海外スタッフ・サポーターを募集しています。
◦緊急援助
　災害が起こった時は、国内外を問わずパートナーの団体と協力して食料配
布、医療活動、心のケアなどの活動をします。

日本で
　世界の現実を伝えるために、世界食料デーなどのイベントや学校の授業、
講義などのお手伝いをします。世界の飢餓 ･ 貧困についてのパネルや世界の
子どもの絵の無料貸し出しもしています。お問い合わせは下記事務所まで。

身近に
便利に
なりました

※支援金は随時受け付けております。


