2021 年 1 月 16 日（土）2 時～4 時

学習交流会「ニュージーランド」

コロナ禍で緊急事態宣言の中、完全 Zoom にきり
かえて開催されました。参加者は小学生から大人
まで２８人。ニュージーランド出身の橘高ルイー
ズ先生を講師にお迎えして、自然や歴史文化・生
活や政治まで幅広く学びました。
2008 年「英語で遊ぼう～冒険学校のクリスマス」の講師がルイーズ先生でした。下にその時の写
真を掲載します。会報 POEM 作者も参加。英語でゲームを楽しみました。らぶりいリコーダがクリスマ
スソングを演奏しました。ルイーズ先生の息子さんがサンタでプレゼントを配ってくれました。

今回は、南半球ニュージーランド現地からマイケル君（2020 年 1 月「雪と遊ぼう in 信州高遠」にボ
ランティア参加）がリアルタイムで繋がって、今現在の学校のことや暮らしのことなどナマの情報を伝
えてくれました。
ルイーズ先生のお話はわかりやすく、クイズや画像などを使って、参加
者一人ひとりに語りかけてくれて、聴くだけではない、双方向の学習交流
会になりました。

ルイーザ先生のクイズに挑戦して、ニュージーランドの事を知ろう！（※答は最後に掲載
１．ニュージーランドがあるのは

①

北半球

②

南半球

③ 赤道

２．ニュージーランドの国土面積は日本の 3 分の２です。日本の人口は 1 億２千万人ですが、
ニュージーランドの人口は ① 1 億人
② 5 千万人
③ 1 千万人
④ 5 百万人
３．

４．ニュージーランドにいた、残念なが らすでに絶滅した歴史最大の鳥
の名前は？
① ダチョウ
② ノア
③ モア
５．ニュージーランドの公用語は
英語の他に、先住民族マオ
リの言葉があります。小学
校で勉強するそうです。
①

国の名前

② 「いいお天気ですね」
③ 「さようなら」
④ 小学校

６．

小学校の子どもたち

７．ニュージーランドで
人気のスポーツは
① ラグビー
② ネットボール
③ ボート
④

８．

写真の女性ジャシンダ・アーダーソンさん 37 才はニュージーランドで有名な人です。
彼女のお仕事は、
女性が働きやすい国
① 映画俳優
② 国会議員
③ 総理大臣
④ 小児科医

９．ニュージーランドは牧場の国です。ニュージーランドの人口 1 人あたり 5 頭いるという牧場の動
物は？
① 牛
② 羊
③ 馬
④ 豚
クイズの答
１．② 南半球：赤道をはさんで日本とほぼ反対側にあり、日本と同じような島国です。日本が
夏の時、ニュージーランドは冬で、日本が冬の時はニュージーランドは夏です。ニュージー

ランドではクリスマスは夏なのです。
２．④ 500 万人：9 世紀頃にポリネシア人が渡り住むように
なり、その子孫がマオリ人です。1642 年にオランダ人が
ヨーロッパ人として初めてニュージーランドの島々を発見
し、オランダの「ジーランド」に似ているので、「ニュ
ー・ジーランド」と呼んだそうです。1670 年にイギリス
が来て、植民地化していきます。イギリスからの独立は
1947 年です。1950 年の人口は 200 万人弱で、その後、積
極的な移民政策がとられました。
３．①「キウイ」鳴き声から：果物の「キウイ」はこ
の鳥に似ていることからつけられたそうです。
ニュージーランドには他にも飛べない鳥がいて、
保護政策がとられている。

４．③ モア：哺乳類が生息していなかったニュージ
ーランド島において、独自の繁栄を遂げていた。草
食性で、天敵はハーストイーグル以外には存在していなかったが、
マオリ族のニュージー
ランドへの上陸後、生
息地の森林の減少や乱
獲により急速に生息数
が減少し、絶滅した。
右の絵は 唯一の天敵
だったタカに襲われて
いるモアの想像画で
す。写真は上野動物園
にあるモア像です。最
大は３m60cm あったと記録されているそうです。
５．① 国の名前：マオリ語では「アオテ・エラ・モア＝白く長い雲」。イギリスの植民地時代には
マオリ語の使用が禁止されたこともあったようです。1987 年に公用語の一つと認められてか
ら、マオリ語とマオリ文化を再活性化する政策がとられるようになったよ。マイケルも小学
生の時に習ったと言っていましたね。マオリ人は現在 50 万人弱でニュージーランドの人口の
10 人に 1 人の割合だそうです。
６．④ 5 才の誕生日に：ニュージーランドの小学校は 5 才から 11 才が学び、1 クラスは 20 人位。
写真を見て日和さんが
「日本の小学校より楽しそ
う！」と言っていました
が、「日本よりだいたいが
リラックスしている。」と
のこと。給食がないので、
毎日お弁当持参。マイケル
も言っていましたが、外で
食べる子どもたちが多いそ
うです。

小学校は４学期（ターム）制で間に 2 週間ずつのお休みがある。中学校は２年間、高校が４
年間だそうです。高校最後の学年 13 年生の時の成績が大学を決める目安になるそうです。マイ
ケル君は今年大学進学だそうです。
７．④ クリケット：イギリス連邦の国で人気のスポーツだそうです。ルイーズ先生が言っていま
したね。「ニュージーランドでは、野球はあまりやらない。学校の体育では、男子はラグビー
①、女子はネットボール②。」クリケットは野球の元祖のようなものでしょうかね…。世界の
スポーツ人口ではサッカーについて多いのがクリケットだそうです。インドで一番人気のス
ポーツだからでしょうかね。日和さんが「一輪車が好き」と言ったら、ニュージーランドで
一輪車に乗って見せたら「すごーい！」と拍手喝采だそうです。
８．③ 総理大臣：第 17 代ニュージーランド労働党党首、2017 年 10 月に第 40 代ニュージーランド
の首相に就任した。ニュージーランドは世界で一番最初 1892 年に女性の選挙権（投票権）が
認められた。被選挙権が認められたのは 1919 年。アンダーソンさんはニュージーランドの
女性の首相としては３人目だそうですが、女性首相としては世界的に一番若く、任期中に産
休（産後 6 週間）を取った首相も彼女が世界で初だそうです。ルイーズ先生が話されたよう
に、ニュージーランドは「女性が働きやすい国」で、OECD(経済協力開発機構)加盟国 29 ヶ国
中 3 位ということですね。日本は 2016 年には 27 位、2017 年には 28 位と最下位に近いので
す。ルイーズ先生、マイケル君が話してくれた、彼女がとったコロナ感染から国民を守る政
策の成功はきっと、働く若い母親であり、かつ国政を預かる首相としての立場があったから
でしょうね。「コミュニケーションが大事、国民一人一人が納得してルールを守ってほし
い。」と、ロックダウンの前にきちんと 4 週間の時間をとって、それぞれが 10 週間のロック
ダウン中の過ごし方を決めてから実施されたそうです。もちろんエッセンシャルワーカーと
いって国民にとって欠かせない仕事は続けられた。また、首相は毎日、専門家と一緒に国民
への状況説明と呼びかけを行ったそうです。10 週間は非常に厳しかったけど、その後は、早
くに通常の生活に戻れたので良かったそうです。ルイーズ先生は、「ニュージーランドは各家
庭が広い庭付き一戸建てが基本という生活環境の違いもありますよ」と話されました。
９．② 羊：ニュージーランドは世界中で人口 1 人当たりの羊の数が 5 頭～6 頭とダントツで多い。
人口が 500 万人ですから、羊は 3000 万頭近くいるということですね。それでも、1982 年には
7000 万頭いたのがドンドン減っているんですって。一番の理由は、化学繊維の伸びによって
羊毛の需要が減っているからです。ニュージーランドは牛も多いです。頭数では 650 万頭程
だとか。「牧場の国ニュージーランドは、乳製品が美味しいですよ！」って。
その他の話題
＊ニュージーランドで美味しい食べ物：肉、乳製品、ワ
イン、シーフードなど。街のどこでも手入り、良く
人々が食べるのが「フィッシュ＆チップス」だそう
です。
＊ニュージーランドには原子力発電所は無い。⇒インタ
ーネトで調べてみました（石川）
https://www.huffingtonpost.jp/2013/09/17/natural-energyyosumidaisuke_n_3939787.html
「電力は、水力、地熱、風力、太陽光、潮力、下水バイオガス、そして間伐材バイオマスとい
った再生可能エネルギーが約 79％を占めます。残りの 21%は、石油・石炭・天然ガスによる
火力発電によるものですが、火力発電所の新設が禁じられているため、自然エネルギー以外

の発電所が新設されることはありません。一昨年、僕が暮らすエリアに世界最大の地熱発電
所が完成し、今年もう 1 基が完成します。さらにオークランドという都市の北西には、世界
最大級の潮力発電所も建設予定です。4 つある大型火力発電所は順次廃炉にするか、平時運転
をしないバックアップとしてのみ残します。今後ニュージーランドは、2025 年までに全体の
電力における自然エネルギーの割合を 90％にまで引き上げるという大きな目標を掲げていま
すが、絵空事ではありません」
そして、2021 年 1 月 22 日に「核兵器禁止条約」が発効しましたが、「非核」についても、
「ニュージーランドには、1987 年に世界で初めて成立した『非核法』があります。その内容
は、他国の原子力空母や潜水艦などの、原子力を動力とする船艦や核保有の可能性のある艦
艇の領海浸入さえ認めないというもの。アメリカ空母の寄港要請を一蹴した武勇伝もあるほ
ど、徹底した非核政策をとっています。実際に、空母寄港を拒否したことで、アメリカから
の経済制裁をうけていますが、それによって『非核法』が覆されることはありません。大国
の要請や経済制裁の影響があろうと、国として『非核法』を守る、強い意志を持っているの
です。」
＊「節分はありますか？」（山川）⇒ありません。ニュージーランドも日本のように四季がある
のですが、日本ほどはっきりしていないことと、日本のように「季節にちなんだ文化」とい
うものが無いということです。マイケル君が「夏祭りいいよねー！」って。みなさん、節
分・豆まきもうすぐですね。今年は豆まきも工夫がひつようだそうですよ。
＊「温泉がたくさんありますよね」（中野）⇒あります。ニュージーランドも火山が多く、温泉
はたくさん湧いていますが、日本のように「温泉に入浴するという文化はありません。」
水着で楽しむスパリゾートがたくさんあるようです。
＊ お勧めのスキー場は（舟生）⇒「もしもニュージーランドに来られるなら、テカポのスキー
場をおすすめします。少し日本の雪に似ていますので滑りごこちよさがいいですね。スキー
場のウェブサイトはこちらです、Home - Roundhill Ski Area – Tekapo 」（マイケル）
参加者の感想
＊「普段知ることのできない興味深い内容だった」
＊「現地とリアルタイムで話せるのは感動だった」
＊「ニュージーランドってすごい国」
＊「海外旅行できるようになったらニュージーランドに行ってみたい」

