
「海の無い国ブータンの小学生といっしょに考
える地球環境問題と海の恵み」実施報告

2019年2月16日（日）／3月8日（金）実施
江戸川区立二之江第三小学校作成
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実施概要

■対象学年
6年生2クラス49名

■実施日
2019年2月16日（土）および3月8日（金）←外部講師を招請した授業
上記に加え、担任主導で2～3時間程度を用いて過去の授業の振り返りとフリップづくり

■実施教科
理科：世界の環境問題、社会：日本とつながりの深い国

■実施目的
一義的には、ブータンの氷河破壊の現状を最前線の研究者から講義を受け、地球環境が危機に瀕していること
理解します。さらにはブータンの児童との交流を通じて、江戸川の児童が海の持つ機能や恩恵を伝え、かつ
ブータンの児童から海の源に住むことの実際を教えてもらうことで海山川がつながっていること、特に海の恩
恵とその意義の理解を深化させます。加えて、ブータン側には自分たちが大洋の源に住んでいること、水源の
重要性を理解してもらうことも挙げられます。

■講師
小森次郎：帝京平成大学准教授
片山理絵：ぺルキル・スクール小学部校長　※首都ティンプーの小学校
平山雄大：早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター講師
ドゥプト・チョデン：ブータンの映画女優、平山先生夫人
柴原みどり：公益財団法人日本環境教育フォーラム　
宮嶋隆行：一般社団法人　葛西臨海・環境教育フォーラム理事

2



実施内容（当初申請内容　修正内容については後述）

海の無い国ブータンは、一方でインド洋の起点となる大山脈を擁しており、大洋の源としても位置付けられてもいます。とこ
ろが現地に住む人々にとって自身がなじんでいる川が海につながっているという実感は一般的に持ち合わせておりません。さ
らに言えば、そもそも「海」という存在を認識したことすら無いという人が大多数と思われます。

【予習：授業と調べ学習】
ブータンについて早稲田大学の平山先生や日本環境教育フォーラムの柴原さんたちを交えて事前学習を行います。同時にブー
タンの子どもたちに自分たちが住む葛西の目の前にある東京湾について知ってもらうために、一般社団法人　葛西臨海・環境
教育フォーラムの宮嶋さんから事前学習をしてもらいます。

【講義：ブータンの氷河の現状を通じた地球環境理解】
ところが、ブータンでは温暖化による氷河の溶解とそれに起因する氷河湖の決壊による大洪水が今国家的な大問題になってい
ます。海との関連は海の無い国ブータンにとっても大変な関心事となっており、政府はカーボンマイナス政策を推し進めてい
ます。そこで実際にブータンで氷河の調査を進めておられる帝京平成大学の小森次郎先生に出講いただき、地球環境破壊、温
暖化のリアルな現状を語っていただきます。

【交流：ネットを使った両国児童の交流】
このように「海」についての知識を持ち合わせない山中の小学校とネット映像で結び、海の無い国の子どもたちと海のある場
所に立地する当校が交流します。
ブータンの子どもたちから、見たことのない「海」についてのイメージを聞いたり、逆に高山の中腹に住むことの特徴などを
聞き取ったりします。日本の子どもたちは自分たちの身近にある海である東京湾について、これまで学んできたことを交えつ
つ、「海」の持つ機能など自分たちが事前に学習した内容を伝えます。そののち、自分たちが住む地域の海・山・川について
語り合います。

【まとめ：壁新聞制作】
児童同士で語らったのち、それぞれの国で山と川と海の関係について改めて振り返り、授業で学んだ内容を日本・ブータン双
方でまとめ1通の壁新聞にして公開することでその成果とします。それぞれ日英二か国語に翻訳して両国の児童や関係者が理解
できるようにもします。

【授業の流れ】
6コマ全3日間：予習1時限（ブータンについての基礎知識について平山先生や柴原さんから講義、自分たちの紹介、相手に聞き
たいこと）→交流1時限+小森先生の講義1時限→まとめ2時限（記事執筆）→仕上げ1時限（新聞作り）
※予習で1日、交流と小森先生の授業で1日、まとめと新聞作りで1日の計3日　交流の授業は2クラスまとめて体育館で実施。
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実施内容の改定についての前提

【改定にいたる問題意識】
ブータンサイドの掲げる問題意識と二之江第三小の掲げる問題意識の広がりの差が大きすぎるのでは
ないか？　つまり、ブータンは地球温暖化という大きなお話であり、二之江第三（江戸川）は卑近な
海についてという点で、それらを統合した内容というものがイメージできない。

 
【上記を受けた討議結果として取り上げる「テーマ」として】
・両校における共通のテーマを「持続可能性」とする。
・江戸川は「身近な地域の持続可能性」について、過去、あるいは進行中の強化学習で学んだ内容をま
とめる。

・ブータンについても同様とする。
 
【根底をなす問題意識として】
・江戸川の児童は「持続可能性」とか言ってもそれに対する対応は「ゴミを減らそう（リサイクル）」
「地域のお年寄りを大事にしよう」「障碍者と共生しよう」というように、きわめて生活感の強い、
卑近な内容とならざるを得ない。
・両国の児童がそれぞれに理解が及ばない点を示すことで、「持続可能性」という観点において「ミク
ロ」と「マクロ」双方の視点を持つことの必要性を理解してもらう。
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改訂後の実施内容

■1日目：「身近な地域の環境」「身近な地域の持続可能性」について。　1コマ
これまでやってきたことをまとめてフリップにする。1枚につき1～3行程度に簡潔に。それに対応して英訳
をつけておく。江戸川の児童であれば、「障碍者施設訪問」とか「川のクリーン作戦展開」「海の生き物観
察」といった具合。
ブータンサイドも同様にフリップ制作を行う。
※当初案にあった、ブータンのことや海のことの学習は不要とする。知らないことを知るのではなく、今ま
で自分たちがやってきたこと、学んできたことを再確認する。
 
■2日目：「先生の講演（パネル形式）」　2コマ　※2月16日の学校公開日に実施
小森先生と柴原・チョデン両先生によるブータンについての講演会。
1・2時間目の90分（45分×2コマ）で実施（体育館）。
1時間目：8：30～9：15／2時間目：9：20～10：05

 
小森先生には「氷河と海の関係」「氷河と気候変動との関係」を中心として3語っていただく。柴原さ
ん・チョデンさんには2年前の講演に近い感じで、ブータンをより身近に感じてもらうためにブータンの
現在を語っていただく。両先生に対してのインタープリターとして柴原さんにご登壇いただく。

※ 小森先生の講演は英語に翻訳してペルキルスクールの児童にも見てもらう。
  
■3日目2019年3月8日実施：「交流」とまとめ　交流1コマ、まとめ1コマ
それを受けて、ブータンの小学校とウェブを通じて交流する。内容は1日目で制作したフリップを使ったプ
レゼン。
両校でまとめ。付箋に論点ごとにどんどんはりつけて、1通の壁新聞にする。
論点の例としては、（相手の話を聞いて）すぐに実践したいこと、したいけれど難しいこと、いつかは実現
したいこと、全体の感想、など。
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実施報告
2019年2月16日（土）
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「クイズで読みとくブータン」
柴原先生、チョデン先生からブータンについて説明をしていただきます。楽しみながら理解
を深めるためにクイズ形式で進められます。
ブータンの場所、ブータンの国旗、ブータンの料理、写真を見て「この中にブータン人は何
人いる？」といった質問が続きます。
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ブータンのことばで「ありがとう」は？
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チョデン先生に丁寧な「ありがとう」のあいさつをしてもらいます。両手の手のひらを相
手に向けてお辞儀をします。



ブータン料理

9

ブータン料理はどれも基本唐辛子が入っていてとても辛いです。そばも食べるのですが、これも辛
いタレがかかっているのです。3月8日の給食はブータン料理の予定ですが、唐辛子は抜いたものに
なります。
また、近年マツタケを日本に輸出しているそうです。ブータンのマツタケはとてもおいしいと評判
です。



ブータンの生活
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発展途上の国ではありますが、国民に広くスマートフォンは行き渡っていて、小さな子もスマホ
ゲームをしていたりします。
また、近年はごみのポイ捨てなど日本と同じ問題があることがわかります。



ペルキルスクールはどこにある？
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次回3月8日に交流をするブータンの小学校「ペルキルスクール」はどの町にあるのでしょうか？
答えは首都のティンプーです。
また、実際の児童の写真なども見せていただきました。



GNH（国民総幸福）
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国民総幸福の考えでは以下の4つの視点が大事です。
•持続可能で公正な社会経済開発
•文化の保護と振興
•良い統治
•環境の保全

特に「環境の保全」については「環境を大事にすることは、幸せに繋がる」と
いう考えから、大いに重視されています。



「ブータンから地球の今を知り未来を動かそう」
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帝京平成大学准教授の小森先生の講演です。概略は以下の通りです。

1.　自己紹介　2分
2.　導入　ブータンを理科と社会と分野で見てみよう　5分
・地図．ブータンを俯瞰
・ヒマラヤ山脈の成因　・大洋の存在．水蒸気．
・2つの大国．中国とインドの間．大国の出現の理由．（人口変化の動画　15世紀まで）
・海にそそぐ大河．その源流にあるのが氷河。今日の本題は「この氷河の今」。
 
3.　ブータン・ヒマラヤで何が起きているか -特に温暖化の影響-　15分
・氷河の融解．
・氷河がとけるとどうなるか．①氷河湖決壊洪水（動画併用）
・氷河がとけるとどうなるか．②海面上昇．大陸氷床の融解もあわせた上昇への寄与率．
・二之江とブータンは海でつながっている．
・氷河を見ることの重要性　今しか見れない．温暖化の影響の検知器．
 
4　私たちは何をすればいいの？　15分
・ぼーっとしていていいの？　知るは行うのはじまり．
・知ろう①　人為起源の温暖化被害はいつから起きていて，いつから認知されてた？
・知ろう②　温暖化被害は将来どこまで影響を与える？　Cao & Caldeira論文
・知ろう③　「持続可能な発展」対策の現状　低炭素ではなく脱炭素．日本の遅れ．
・知ろう④　ブータンから学べる事．知足．
 



氷河の融解が進んでいる
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ブータンだけでなく、ヒマラヤ、スイスなど世界中の氷河が年々小さくなっているこ
とを写真で確認します。このまま温暖化が進めば2100年には氷河が今の1/3に減少する
という記事も紹介していただきました。

↑実際に氷河を測量中の小森先生



氷床（大地を覆う氷河）も融けている！！
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「2～3度の温暖化で氷が融けるのは暖かい地域の氷河くらい」、というのも、南極
やグリーンランドは平均気温がマイナス数十度だから融けるはずがない、というの
が2000年ごろまでの理解でした。ですが、グリーンランドや南極ですでに氷床が溶
け始めているのです。
　



まとめ
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ü 全世界で2050年にCO2を出さなくしても温暖化は止まらない。

ü 大気中から除去すれば少し効果ある。しかし繰り返し除去しないとだ
め。（その技術はまだ確立されてない）

ü CO2排出減少への切り替えが2020年から2030年にずれるだけで2300
年の海面は20cm余計に高くなる。



実施報告
2019年3月8日（金）
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校長先生同士のあいさつ
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今日のお相手はブータンの小学校ペルキルスクール。校長は片山理絵先生という日本人。
二之江第三小の佐藤校長からは二之江第三小は人口７０万人の江戸川区にあり、７１校ある小
学校の一つで、大きな川の河口で東京湾の面していると説明がされます。
佐藤校長からのあいさつに続いて、ペルキルスクールの片山校長からご挨拶をいただきます。
今日のお相手は５・６年生２５名です。ペルキルスクールは川のそばにあるそうです。



二之江第三小からの発表
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• 人数は２１１人、周りの学校に比べて少人数です。
• 昔から受け継がれた伝統がたくさんあります。
• ２４時間で７万台の車が通る大きな国道「環状７号」があり、学校のそばには新川という川が

流れています。たくさんの人からの寄付で植えられた桜がとてもきれいです。
• 新川の水質調査をしました。塩分を調べたり、生き物調査もしました。魚やカメ、エビ、鳥、

プランクトンがいます。
• 新川だけでなく海に面した葛西臨海公園でも調査をしました。目に見えないプランクトンなど

も観察をしました。
• 新川については「こうなったらいいな」、という考えを模型にしました。実際の模型を見ても

らいます。
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• 地域の環境を守るだけでなく、地域の人たちが快適に過ごせるように自分たちができる
ことを実行しています。

• 学校の前にある高齢者施設でボランティアをしたり、障がい者施設を訪問して、自分た
ちで何ができるのかを考えたりしました。

• 募金活動をして１万２０００円をあつめて、高齢者や障碍者のために使っていただくた
めに江戸川区に寄付をしています。

• 保育園では読み聞かせのボランティアをしています。
• 世界の国の文化や環境問題など、さまざまなことを知ろうと、世界の国々のことを調べ

ています。ヨルダンやコスタリカなどの国々について講師の先生から授業をうけました。
ブータンのことも勉強し、もっともっとたくさん知りたいと思っています。これからも、
世界の人々が仲良く幸せに暮らせるように、学び続けたいと思っています。



ペルキルスクールからの発表
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• ペルキルスクールは二之江第三小と同じように近くに川が流れています。
• 世界のことを知ろう、自分たちの地域のことを知ろうという授業で「水、川とプラス

チック」について学んだことを発表します。
• ブータンはとても小さいけれど平和で仏教徒のおおい国。龍の国と言われています。中

国とチベットの間にあります。
• ブータンには王様がいて、日本に来たことがあります。
• 男性はゴ、女性はキラという服が正装です。
• GNH（国民総幸福）を国の指針としていて、経済よりも国民の幸せを優先しています。
• ペルキルスクールは首都ティンプーにあります。開設は2010年。2010年はトラ年だった

ため学校のマスコットはトラです。
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• 学校の隣に川が流れています。この川に汚い水・ゴミが流れ込んでいます。これがどこか
ら流れてきたのかを調べました。

• ゴミはそのまま川に流していたので、政府は浄化システムを作って水をきれいにしてから
川に流すようにしました。

• 川を守るために何ができるのかを考えました。プラスチックを使いすぎないこと、ゴミを
そのまま捨てるのではなくゴミ捨て場に捨てるようにしてリサイクルすること、政府に水
の浄化システムを整備するようにお願いすることなどが挙がっています。

• ペルキルスクールのグローバルエデュケーションクラスではSDGｓについて学びます。
SDGｓとは国連が挙げた世界を変えようという１７の目標で、「Sustainable Development 
Goals（持続可能な開発目標）」の略称です。

• ペルキルスクールの横を流れている川はインド・バングラデシュを経て海に流れていきま
す。海に届いた水は国境に関わりなく流れていくから、自分たちがこの川をきれいにしな
ければならないのです。

• ペルキルスクールと二之江第三小がパートナーとなって一緒にサステイナブルディベロッ
プメントのゴールを目指しましょう。



23



ペルキルスクールFaceBookページのレポートより引用
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壁新聞づくり
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過去２回の授業を受けてわかったことを書きだして模造紙に貼りだしていきます。
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給食
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3月8日の給食はブータン料理です。日本の小学生は辛いものが苦手なので、唐辛子は抜き。



壁新聞英訳
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小森先生の授業で分かったこと　1/2
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ブータンの近くには山脈が連なっている The mountains range near Bhutan.
ヒマラヤ山脈は日本列島くらいの大きさ（長さ）がある． The Himalayan range is of similar length as Japanese islands.
山は高くてたくさんある There are many high mountains in Bhutan.
いろんな高さの山がある． There are mountains in a variety of heights.
ブータンの山は標高2000～3000m（2000～7000m）である． The mountains of Bhutan are altitudes of 2000 to 7000 meters.
ブータンはヒマラヤ山脈と草原（平原）の間にある国． Bhutan is located between the Himalayan range and the plain (Indo-Gangetic Plain).
首都ティンプーの山の高さが2400m． The altitude of Thimphu, the capital of Bhutan is 2400 m.

人口は70万人．面積は九州と一緒． Bhutan's population is 7 hundred thousand. The national land area is as large as 
Kyusyu island.

野良犬がたくさんいる． There are many stray dogs in Bhutan.
日本とブータンの環境は似ているようで少し違う The environment of Bhutan seems to be similar but slightly different from Japan.
ブータンはなぜ幸せなのか．答えはない．いろんな考えがうか
んだ．

Why Bhutan is Happy? There is no single answer. Then a lot of ideas occurred to 
mind.

大陸の川はバカデカイ． The major rivers in the continental are huge.
ガンジス・ブラマプトラ三角州は関東平野より大きい． Ganges-Brahmaputra delta is larger than the Kanto Plain.

海からの水蒸気でたくさんの雪が降り氷河ができる． Massive amounts of moisture from the ocean bring heavy snow and form glaciers.
山の高い場所に氷河がある（4500mより上）． There are glacier at high altitude(higher than 4500 m).

積もった雪の重さでつぶされて氷になる． Accumulated snow transform into ice under its own weight.
氷河の氷は何十年もかけて変形しながら流れている． Glacial ice drift with deform over decades.  
氷河は場所によって大きさがちがう． The glaciers are different in size by location.
だんだんと気温が上がり山の雪がとけている． The temperature has been warming, and snow is melting.
昔より雪が少なくなっている． There is less snow than in the past.
無名の氷河がある.しかし温暖化によって雪や氷は減っている. These are unknown glaciers, but the snow and ice have decreased.
氷河は面積だけでなく体積も小さくなっている． The ice volume of glacier mass is shrinking as well as the area of surface.
温暖化によって氷河が小さくなっている． The glacial ice have decreased due to global warming.
氷河の雪がとけ始めている． Glaciers (Ice sheets) are starting to melt.
ヒマラヤの氷河も縮小している． The glaciers in Himalaya also shrinking.
雪（氷河）がとけるとヒマラヤの人がとても困る． The himalayan people will be in trouble if the ice melted.
南極やグリーンランドの氷床が（も）とけてきている． The Greenland and Antarctic ice sheets are also melting.
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グリーンランドの氷河は（数）千年後には氷がほとんど無くなっている． The glacial ices in Greenland almost disappear for the next few thousand 
years. 

氷河湖が（ブータンに）あることがわかった． I learned that there are glacier lakes in Bhutan. 

氷河湖は氷河のとけた水が集まって湖になったもの． The glacial lake is formed by melted and accumulated water from 
glacier(s). 

雪(氷河)がとけていって大きな湖ができている． Large lakes appear due to glacial melting.

ブータンの氷河は氷がとけ，氷河湖になっている場所がある．温暖化に
よって増加している．

Some melting glaciers become glacial lakes in Bhutan. The number of the 
lake has increased due to global warming.

温暖化で氷河は小さくなって氷河湖ができている． Glacier shrinks and glacial lake appears due to global warming.
ブータンの氷河湖の水深は深いところで100mもある． The depth of glacial lake in Bhutan is as deep as 100 meters.
氷河湖があふれると洪水になることがある． Glacial lake outburst leads to river flood.

氷河が融けて海面が年々上がっている． The glacial ice has melted and sea level steadily risen year by year. 

60年以上前のテレビでも化石燃料，温暖化，氷河融解，海面上昇，太陽光
発電について放映されていた．

A TV program in 60 years ago broadcasted about the issues of fossil fuel, 
global warming, glacier melting, sea level rise and potential of solar power.

環境を守るために世界中で活動が行われている．子供も演説をしたりして
活動している．

For environmental conservation, there are activities in the world. A child 
also makes a speech.

私たちができることは知るということ． The first thing we must do is "just knowing".
二酸化炭素を減らすことが大切． It is important to reduce carbon dioxide.

地球温暖化を止めるには空気中の二酸化炭素を取り除かないといけない． In order to stop global warming, we have to remove carbon dioxide from 
the air.

（空気中から）二酸化炭素を除去すると100年近くで元に戻る（数百年で
気温は元に戻る）．

If carbon dioxide remove from the air, the temperature will be restored to 
its former state.

地球温暖化を止める方法はあまり知られていない． There is no known method of ending the global warming.

いろんな所にいって調べている He has researched in various places.
子供向けの地学実習などのイベントを行っている． He holds practical events of geology field for kids.
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ゾンカ語をしゃべる Speak Dzongka
タシデレ→おめでとう・Happy Birthday Tashi Delek means congratulations/happy birthday etc.
挨拶→クズザンポー Kuzuzanpo means hello
トイレどこ？＝チャプサンガテモ？ Where is the bathroom?=chhap sang ga teey mo?
ありがとう→カディンチェ　ありがとうございました→カディン
チェラ kadinche=Thank you; kadinche la= Thank you(polite)

食べものは辛い物が多い Many spicy hot food
ブータンの食事　エマ（とうがらし）ダチ（チーズ）=とうがらしと
チーズを合わせたもの　とてもからい Ema(chili) datsi(cheese)=very hot

とうがらしが大きい Chili's are big
有名な食べ物=松たけも採れる。日本にもある！ Famous Bhutanse food= matsutake(sangay shamu)

ブータンには、牛、ヤク、ターキン、ラングール、野良犬などの
動物がいる There are cows,yaks, tarkins, langurs and dogs

動物を大切にしている・野良犬が集まって寝ていたりして、みん
なで飼っている Treat the animals well, dogs sleeping in groups get fed by the people

ブータンではゾウと一緒に働くこともある Some work with elephants

牛は勝手に牛小屋から出てもどってくる Cattles often leave their shed to the meadows and come home on their 
own 

ブータンは山に囲まれているので動物が多い there are many animals due to the montainious environment
生態系や環境を守っている Protect the eco system and the environment
ブータンではポイ捨てがよくされている Littering  is common
川はきたなくごみも捨てられている Some rivers are polluted and littered
日本からブータンと、ブータンから日本ではタイで乗り継いで行
く When travelling to and from Bhutan, one transfer in Thailand

雪が降る所もある Some places get snow
山はだいたいひょう高2,000ｍ～7,000ｍ The altitude is from around 2,000m to 7,000m
18歳からが成人 Official adulthood is from 18
お酒は18才 Can start drinking from age 18
ブータンの服や食事がわかった。それは日本とちがった Learned the differences between our cloths and food
ブータンの人と日本人は似ている We look alike
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ブータンには市役所とお寺を合わせたものがある。 Dzong is a building where a monastary and government offices resides

ブータンにはおぼうさんがたくさんいる There are many monks in Bhutan

男の子の服の名前「ゴ」（上下がつながっている）、女の子の服の名
前は「キラ」（上下がつながっていない）

Boys wear Gho(made of one piece cloth), girls wear Kira(top and 
bottom piece is separate)

2011年にブータンの王様が日本に来たことがる The King of Bhutan has visited Japan in 2011

国旗の黄色は王様、オレンジ色はお坊さんを表している The yellow of the national flag symbolizes the King, and the orange for 
the monk body

国民総幸福をGNHという・国の指針 GNH is the country's policy

頭と手を下におろして拝むようにあいさつする Greetings are done by bowing with hands 

チェチュというお祭りがある Festival is called chhechu

ブータンはとても小さい Is a small country

子供達が最新型のスマホを持っている Kids have state of the art smart phones

有名観光地は「タクツァン」！ Famous tourist site is Taktsang!
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日本と同じように、川を綺麗にしたいと思っていた。 Like in Japan, They wanted to clean up the river.
ペルキルスクールはティンプーにあり、2010年に開設した。 Pelkhil School is located in Thimphu and opened in 2010. 
ブータンは平和的な国である。 Bhutan is a peaceful country.
ブータンには仏教徒が多い。 There are many Buddhists in Bhutan.
ブータンは平和的で小さな国で、仏教がある。 Bhutan is a peaceful small country, with Buddhism.
小さな国だけれども平和。仏教徒が多い。 Bhutan is a small country but peaceful. There are many Buddhists.
ブータンも、国土の3分の2は森林である。 Two-thirds of the country is forest like Japan.
ペルキルスクール（小学部）には128人の生徒がいる。 There are 128 students at Pelkhil School (primary school).
ゴミの中でも、プラスチックが多い。 Among the garbage, there are plenty of plastics.
プラスチックのゴミが多い。 There are many plastic garbage.
男性の民族衣装はゴ、女性の民族衣装はキラという名前である。 Men's folk dress is called "Gho", women's one is called "Kira".
汚い水が道路に流れてくることもある。 Dirty water may flow into the road.
ペルキルスクールの近くにある川は濁っている（ゴミがたくさん
流れている）。 The river near Pelkhil School is cloudy (a lot of garbage is flowing).

ペルキルスクールのマスコットキャラクターは虎である。 The mascot character of Pelkhil School is a tiger.
制服は決まっている。 School uniforms are fixed.
制服がある。 They have a uniform.
ペルキルスクールの近くの川は、ブータン、インド、バングラデ
シュを流れ、海に流れ込む。

The river near Pelkhil School flows through Bhutan, India, Bangladesh and then 
flows into the sea.

たくさんのゴミが川にポイ捨てされていた。 A lot of garbage was being littered in the river.
ホースにゴミが詰まって、水があふれた。 The hose was clogged with trash, and the water overflowed.
ゴミがつまって、道路に水が出てしまっている。 The garbage is clogged, and the water has run out on the road.
ブータンには王様がいる。 There is a King in Bhutan.
2011年に、王様が日本に来たことがある。 In 2011, King came to Japan.
ペルキルスクールの隣りの川は新川と違ってとても大きい。 The river next to Pelkhil School is very big, unlike Shinkawa.
ペルキルスクールの近くの川がインドなどを通り海に流れ着くた
め、川を汚してはいけないと意識している。

Because the river near Pelkhil School flows through India and others, it is conscious 
that the river should not be polluted.

ブータンは龍の国と呼ばれている。 Bhutan is called the country of dragon.
川が汚い。ゴミも流れている。 The river is dirty. Garbage also flows.
川にはたくさんのゴミが流れている。 Many garbage is flowing in the river.
ペルキルスクールの生徒数は少ない。 Pelkhil School has few students.
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ゴミがそのまま川に流れていくようになっている。 Garbage is flowing to the river as it is.
川には汚い水が流れている。その汚い水をどうするかを、ペルキルス
クールの生徒たちは考えていた。

Dirty water is flowing in the river. Students at Pelkhil School were thinking 
about what should they do.

新川と一緒で、川にゴミが捨てられている。 Same with Shinkawa, garbage is thrown away in the river.
川が汚いので、政府は浄化してから流すようにしたほうが良いと言っ
ている。また、プラスチックを捨てないようにとも言っている。

Because the river is dirty, government says that it is better to purify and let it 
flow. It also says not to throw away plastic.

ブータンにも、ゴミを集める場所がある。 Bhutan also has a place to collect garbage.
川の水が汚いのをどうするかという課題がある。プラスチックを捨て
ないほうが良いと思う。

There is a problem of what to do with dirty river water. I think it is better not 
to throw away the plastic.

ブータンの政府はポイ捨てに対してプラスチックを多く使わずにリサ
イクルすることで対策しようとしている。

The government of Bhutan is trying to cope with littering by recycling without 
using much plastic.

ペルキルスクールは、ブータンの首都にある。 Pelkhil School is located in the capital city of Bhutan.
ブータンの首都はティンプーという。 The capital city of Bhutan is Thimphu.
ブータンにはゴミがたくさんある。 There are a lot of garbage in Bhutan.
ブータンでは、道路までゴミが溢れている。 In Bhutan, garbage overflows to the road.
ブータンにはWang Chuという川がある。 There is a river called Wang Chhu in Bhutan.
ブータンでもポイ捨てが問題になっている。 Bhutan also have a problem of littering.
ブータンで、ポイ捨てをよく見かける。 In Bhutan, we often see littering.
学校の近くの川に、溝から流れ込んだ汚い水が入り込んでいる。 Dirty water that flowed out of the groove enters the river near school.
川の近くに学校がある。 There is a school near the river.
学校の隣りに川がある。 There is a river next to Pelkhil School.
ゾウは物を運んでいる。 Elephants carry things.
ブータンの人口は70万人。 The population of Bhutan is about 700,000.
牛がたくさんいて、夜になると勝手に帰ってくる。 There are lots of cows and it comes home at night.
ブータンの周りの国。ネパール、インド、中国、バングラデシュ。 Countries around Bhutan. Nepal, India, China, Bangladesh.
ペルキルスクールは寅年にできた。 Pelkhil school was opened in a tiger year.
ブータンの国旗は、オレンジ…仏教、黄色…王様。 The flag of Bhutan is orange: buddhism / yellow: King.
ブータンには、そばや納豆などの日本食もある。 There are same foods with Japan, such as soba and natto.
プラスチックをあまり使わないようにしている。 They try not to use plastic much.
ブータンは、中国とインドの間にある国である。 Bhutan is a country located between China and India.
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ツェチュというお祭りがある。 There is a festival called Tshechu.

タシデレ：おめでとう。チャプサンガテモ：トイレどこ？カディン
チェ：ありがとう。

Tashi Delek: Congratulations / Chapsan ga te mo?: Where is the toilet? / 
Kadringche: Thank you.

溝にゴミが捨てられている。 Garbage is thrown away in the groove.

ペルキルスクールは、ティンプーにある。近くの川が汚い。2010年開
校。マスコットは虎。

Pelkhil School is in Thimphu. Nearby river is dirty. Opened in 2010. Mascot is 
a tiger.

ペルキルスクールには、日本人の校長がいる。 They have a Japanese principal at Pelkhil School.

日本と同じように季節の行事がある。 There are seasonal events just like in Japan.

ゴミなどは、川に捨てずゴミ箱に捨てたほうが良いと考えている。 They believe it is better to throw garbage in the trash box without throwing it 
away in the river.

ブータンの学校は、日本と同じようにとても楽しい。 The school in Bhutan, like in Japan, is a lot of fun.

ブータンの言葉の語尾に「ラ」をつけると丁寧になる。 If you add "la" to the end of Bhutan's words, it becomes polite.
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知足／足るを知る Knowing contentment

<感想> <Thoughts>

小森先生や柴原先生の話を聞いて、わからないことがわかったり、
他の先生方の話もすごく興味深い内容でとても楽しい授業になり
ました。前回もらった資料も役に立ち、ブータンの子どもたちと
の交流するのはめったにないことなので、とても貴重な体験にな
りました。他にも知ったこと、知りたいことがあってききたいこ
ともあったし、もう少しふせんに書きたいこともありました。

Listening to Mr Komori and Ms Shibahara amongst other speakers, 
we learned what we didn't know, and were quite interesting and 
fun. The dovuments that were given to us were also useful.　
Communicating with Bhutanese students was also a very rare 
occasion, and experience to treasure. I had other new knowledge 
more questions and also wish I wrote more on the post-its.　 

例えば、ブータンの山の標高が資料にあったのでそのことや、い
つから氷河があんなにある国になったのか、もしかしたら最初か
らそういう国なのか、家で調べてみようと思いました。

For instance, about the altitude of the Bhutanese mountains, 
because it was mentioned in the document.I also want to know 
since when Bhutan has all the glaciers, was it all there when the 
country was established? I thought I can look up on myown later at 
home. 

江戸川区70万人いる　小学校71校ある Population of our Edogawa district is 700,000.　71 grade schools

とてもちいさい国、竜の国　幸せな国　平和な国 Coutry of the dragon, a small, but happy and peaceful country
王様2011年訪問　 The King visited Japan in 2011

首都ティンプーにあるペルキル学校、2011年開校　マスコット
キャラはとら（寅年に開校したので）

Pelkhil School opened in 2011in Thimphu, the capital city of 
Bhutan.Their mascot character is a tiger(The school was established 
in the year of the tiger) 

ゴミがたくさん川に流れる　プラスチックを捨てないように There are many rubbish in the river, try not to litter plastic there

きたない水が道路までくることも。。。 Dirty water sometimes flow over to the roads



児童のコメント（「オリパラノート」より）　2/3

49

ゴミの回収　リサイクル　プラスチックを日常であまり使わず Garbage collection, recycling, less usage of plastic
2/3の国土が森林！ 2/3 of the nation is covered with forest
男の人はゴという洋服/女の人はキラという洋服 Men wear Gho, ladies wear kira
小学5+6年生で25人 25 students(5+6 graders)

ブータンの人口72万人ほど、江戸川区の人口とほぼ一緒 Bhutanese population is 720,000  almost the same as Edogawa 
district

『3度目のブータン学習。 3rd Bhutan Study

知らないことがまだたくさんあるけど、今日、また知らないことが増えた
のでよかった！』

There are many things I don't know, but today I am happy because 
I found out that there are much more things I don't know  

・ブータンにも課題はあって、課題をなくすための解決策も日本と同じよ
うに考えている。ということを知れてよかったです。ブータンがまた一歩
身近な国になりました。

I am happy to know that Bhutan too has issues, and is trying to 
slove them just like us. I feel Bhutan much closer now. 

・ちがうことも同じこともあるけれど色々と考えをもって学習できたこと
が良かったです。

Found out that we have differences but also many similarities. I am 
happy that we had a chance to think and learn from each other. 

・環境に対する課題は日本と同じでした。（解決策も大体同じだった。） The environment issues were the same as Japan(problem solving 
were also the same)

・ブータンは小さい国だけども幸せな国 Bhutan is a small but coutry of happiness
ブータンには王様がいる平和的な国 Bhutan has a King and is a peaceful country
学校のマスコットとら school mascot character
学校のとなりの川は汚れてる水が流れている The river next to the school has dirty water
プラスチックは捨てない Do not throw plastic away
何ができるかを考えている Thinking of what can be done
ブータンにある川はインド、バングラディシュを通りながら海へと流れて
いく

Bhutanese river flow into India and Bangladesh, and then to the 
ocean

ブータンの子どもたちはずっと笑顔で、私たちの発表はもちろん、自分た
ちの発表の時も拍手をしていて、なんて心優しい人たちなのだろうと思い
ました。将来、一度ブータンに行って、「幸せ」の秘密を自分なりにもっ
と深く考えたいと思います。今日、ブータンの子どもたちとのこうした交
流の場をつくってくださったスタッフの皆さんに感謝の気持ちでいっぱい
です。

Bhutanese children were smiling the whole time, applauding not 
only during our presentation but theirs as well, which made me 
think how sweet they are. In the future, I would like to visit Bhutan 
and ponder about the secret of Happiness. I am greatful to all of 
the staff who made this oppurtunity possible.


