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① いちばん印象に残ったものは何ですか？ 

●一日 80 円しか手に入らないこと（8 人） 

●天は国の上に国を造らず、国の下に国を造らず（三井先生の言葉）（7 人） 

●福沢諭吉の言葉 （6 人） 

●日本がとても豊かだと思った（4 人） 

●歴史が関係していたこと（3 人） 

●なぜ貧しいのかという大きなテーマの中身（3 人） 

●5 才未満の子が死んでしまうことが多い（2 人） 

●貧しい国は大変（2 人） 

●決められない！！全て！！（2 人） 

●低所得国で字が読める大人が少ないこと（2 人） 

●貧しい人だからといって頭が悪いわけではないということ（2 人） 

●アフリカがなぜ貧しいか（2 人） 

●高所得国と低所得国の差（2 人） 

●四大文明のこと（2 人） 

●地割れの写真 

●日本はなぜ日本という名前か聞いたら考えてくれたこと 

●貧しい国を救う方法 

●文明は国を豊かにしたと言うこと 

●国を大きく強くすることができた 

●豊かな国よりも貧しい国のほうが多い 

●豊かな国は 16％しかない 

●政府が国のお金をむだづかいしていて、ごうかな宮殿を建設している国があること 

●「③なぜ貧しいのだろうか？」の話 

●貧しい国の暮らし 

●魚にたとえて貧困をなくす方法 

●アフリカが昔とっても大変だったということ 

●地理の写真 

●国々に順位をつけてはいけない 

●貧しい国の人々 

●ラオスが貧しい理由 

●貧しい国はどこにあるのか 

●世界に貧しい人が 8 億人もいること 

●貧しい国ではあまり長生きできないこと 

●貧しい国はとてもかわいそうで悲しい国 

●学校に行けない子がいること 
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●国によっては山岳地しか国土がないこと 

 ●天は国の上に国を作らず、国の下に国を作らずという言葉に感動した（6人） 

 ●豊かな国がえらい訳ではない軽蔑してはいけない事。能力は皆平等 (9 人)  

 ●貧しい国は豊かな国と比べて早く死んでしまったり、病気になったりする  

 ●世界では 8億人が１日１ドル以下(８０円）で暮らしている。１日１日を生きることが 

  困難だ （3人） 

 ●世界人口を１００人とたとえると１６人が豊かで８４人が貧しいということ  

 ●なぜ貧しい国があるのか？貧しくなってしまうのか？ (3 人) 

 ●貧しい国が多くかわいそう  

 ●８０円も使うことが出来ないということ (3 人) 

 ●字が読めない (3 人) 

 ●貧しい国では自分の国をもっと豊かにしようと思う人が現れない  

 ●砂漠でキャンプをしてフライパンみたいに熱かった 

 ●貧しい国は大変だ (3 人) 

 ●「魚」にたとえた貧困をなくす方法  

 ●貧困は簡単に無くせない  

 ●国は失敗して戦争などしてしまうとすぐ貧しくなる  

 ●地理・経済・政治・社会・歴史等の様々な理由で貧しくなってしまった  

 ●特に貧しい国はアフリカとアジアに多い  

 ●学校に行けない子供が沢山いる 

 ●生きていることは幸せだ  

 ●貧しい人は世界から見ると少ないが８億という人口が明日の生活に苦しんでいる   

  (2 人)  

 ●食べ物がない  

 ●昔のアフリカでは色々と進んでいなかった  

 ●豊かさが「文明」に左右されていた  

 ●札束を持っている男の子 (2 人) 

 ●意外と貧しい人が多かった (3 人) 

 ●（三井先生が）３０カ国以上の貧しい国で働いている  

 ●貧しい国と豊かな国があるんだ  

 ●お金のことは大事なこと  

 ●政治が腐敗して欲しくない  

 ●日本は世界で１４番目の豊かな国  

 ●貧しいとはどういうことかについて先生と考えが同じであった  

 

② 新しく発見したことはありますか？ 
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●貧しい国が多いところ（6 人） 

●全て（6 人） 

●政府のせいでお金をむだづかいして国が貧しくなるということもある（6 人） 

●世界に貧しい人が 8 億人もいる（4 人） 

●一日 80 円しか使えない（3 人） 

●人は周りと比べて物が少ないと貧しいと感じるという（3 人） 

●日本は豊かな国の中で 14 位（3 人） 

●アフリカと南米に貧しい人が多い（3 人） 

●日本とアフリカの違い（2 人） 

●貧しい国の現状（2 人） 

●日本人の意外なところ 

●砂漠の夜は寒い 

●貧しい国と豊かな国の差が激しい 

●天の川は「ミルキーウェイ」と言う 

●豊かな国は 16％しかない 

●貧しい人を差別してはいけない 

●社会の不平等が貧しさに関係する 

●貧しい人が多いこと 

●豊かな国第 1 位がノルウェーとは思わなかった 

●貧しい国と豊かな国があったこと 

●「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」という言葉がつながっている 

●四大文明のこと 

●国が約 200 種類ある 

●貧しいからといって能力が低いわけではない 

●人はいつ貧しいと考えるのか 

●世界には上も下もない 

●豊かな国になるには、地理、政治、経済、社会、歴史が大事 

●貧しい国は豊かな国に比べて技術に差があった 

●出産時にお母さんが死んでしまうかもしれない 

 ●貧困はどうやって無くすかについて (2 人) 

 ●「あげる」ことも「教える」事も大切だ  

 ●貧しい国の人々について  

 ●貧しい国のこと  

 ●貧しい国は学校へ行けない」・字が読めない・長生きできない  

 ●豊かな国と貧しい国の違い  

 ●世界人口を１００人とたとえると１６人が豊かで８４人が貧しいということ (3 人) 
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 ●どうなると貧しくなるのか  

 ●沢山の国に沢山の貧しい人がいる 

 ●貧しい国は意外と沢山ある (4 人) 

 ●国のある位置によって豊かか貧しいかがきまる 

 ●貧しくなる理由は地理・経済・政治・社会・歴史など様々ある (4 人) 

 ●今でも戦争をしている国がある  

 ●貧しい国で産業が偏っている  

 ●ちょっとのことで国は貧乏になる  

 ●貧しい国は大変だ (2 人) 

 ●貧しい人たちが世界にこんなにもいる 

 ●特に貧しい国の人が８億人だ (2 人) 

 ●特に貧しい国は１日１ドルの生活をしている （６人） 

 ●豊かな国と貧しい国の違いに歴史が関係していた 

 ●日本も豊かな国だと知った (3 人) 

 ●日本は豊かな国の中で１４位  

 ●沢山ありすぎ  

 ●砂漠は夜になるととても涼しくなる  

 ●砂漠はフライパンのような暑さだ (2 人) 

 ●沢山の事情があり国が豊かになれないということ  

 ●国民所得の違い (2 人) 

 ●貧しい国では優秀な人が活用されない 

 ●自分より豊かな人がいる時初めて貧しいと感じる  

 ●貧しいという事は人よって違う  

 ●豊かな国と貧しい国とではお金やその他の差がものすごく大きかった (3 人) 

 ●一人１日１８００キロカロリー必要 (2 人) 

 ●どうして貧しいかということ  

 ●中国（文明）があったからこそ今の日本がある 

 ●昔に文字がなかったから発展せず貧しい国になった (2 人) 

 ●四大文明の国  

 

③ もっと知りたいと思ったことはありますか？ 

●貧しい国をもう少し知りたい（2 人） 

●主にいくつの国が貧しいのか（2 人） 

●いちばん貧しい国はどこか（2 人） 

●貧しさについて（2 人） 

●貧しい人々のくらし（2 人） 
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●文字を持つことができなかったらどうなるのか 

●豊かな国の貧しい人について 

●先生の働いている国のビデオを見たかった 

●国と国の関係 

●福沢諭吉のこと 

●四大文明はどうやって発見したのか 

●独裁国家 

●貧しさで死んでしまった人の人数は何人か 

●海外のこと 

●貧しい国がどれだけあるか 

●貧しい国は減っているのか 

●国として認められている国の名前 

●世界の国の中で豊かな国の人々が 16％しかいないこと 

●日本はこれから心配ないのか 

●日本に貧しい人はどのくらいいるのか 

●貧しい人はこの後どうなっていくのか 

 ●豊かな国もいずれ貧しい国になったりするのか  

 ●貧しい国はどうすれば豊かになるか  

 ●三井先生はどんな活動をしているか  

 ●他に貧しい人を救う方法がないのか  

 ●現地で支援している人はどんな活動をしているのか  

 ●なぜ平等じゃないのか  

 ●なぜ戦争をするのか  

 ●なぜ豊かだとか貧しいとか決めつけるか  

 ●貧しい人達の１日の生活 (5 人) 

 ●日本以外の豊かな国は貧しい国にどのようなことをしているのか  

 ●貧しい国の人が日本にきたらどれくらいのものが買えるか  

 ●インドは文明があるのになぜインドは貧しいのか  

 ●一番貧しい国はどこか (2 人) 

 ●貧しい人達の考えをもっと知りたい (2 人) 

 ●日本の１日の所得は何円だろう  

 ●貧しくなるきっかけや、貧しい国の特徴など  

 ●貧しい国の仕組み  

 ●全ての国が公平になると影響がはあるのか  

 ●国が生まれたばかりから、こんな国だったのか  

 ●国民所得の最下位はどこか  
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 ●エイズという病気について  

 ●色々な貧しい国のこと  

 ●豊かな国はなぜ豊かなのか (2 人) 

 ●貧しい国の人はどのようなものを食べているのか  

 ●１８００キロカロリーよりも低い人に食べ物を沢山あげることができるか  

 ●大金持ちはどうして貧しい人をかわいそうと思わないのか  

  

④ その他に感じたことを自由に書いてください 

●貧しい人はかわいそう（3 人） 

●貧しい国がたくさんあること（2 人） 

●感じたことは、貧しい国は一番上の人が変な人だと、下の人がもっと変な人になってし

まって、貧しい国になってしまう 

●一日 80 円で暮らしているということ 

●朝はフライパンの上を歩いている感じ（砂漠での体験談） 

●いろいろ学べて面白かった 

●私たちの国は本当に恵まれていて、長生きもできて、とても豊かだと思った 

●貧しいことが良くわかった 

●貧しい国を頭が悪いと思っていたが違ったこと 

●先生の説明がわかりやすかった 

●クイズなどがあり楽しかったです。ありがとうございました。 

●本当に日本は豊か 

●ちょっと難しかった 

●すごくわかりやすかった 

●おもしろかった 

●スピーチが早いのでもう少しゆっくり話してほしい。「OK」とかみんなのスピードにあ

わせてほしい 

●貧しい国に住む人はかわいそうだと思った 

●多くの人が貧しい国に住んでいることを知った 

●食べ物とお金を大事に使う 

●アフリカとかの人たちは大変だなと思った 

●一年間に 7000 億円も特に貧しい国に上げているのはすごいと思ったけれど、そんなに

多くないとはびっくりした 

●「貧しい国をどうやってなくすか」で「魚」の取り方を教えると「魚」をあげることが

どちらも大切でびっくりした 

●一日 80 円で過ごしていること 

●日本はもちろん、世界中が貧しい人たちを助けている 
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●三井先生のようなお仕事につきたいと思いました  

 ●貧しい国や人について知ることが出来てよかった  

 ●貧しい国と豊かな国があることはなかなか解決できないが、私たちの心から差別を無 

  くすことから始める事が大切だと思う  

 ●貧しい人は本当にやり直せないのか  

 ●貧しい国に生まれてしまった人はかわいそうだ  

 ●沢山の言葉が心に残りました。すごく面白かった。また三井先生の授業を受けたい     

  (4 人)  

 ●お金がないために学校に行けない人達のためにもお金を大切に使って、勉強をがんば 

  りたい (2 人) 

 ●家に帰ってもっと調べたいと思う  

 ●貧しい人はどうすれば豊かな生活になれるのか考えてみたい 

 ●どうして貧しいのかということがよく分かった  

 ●貧しい人は簡単にはぼくたちの思う普通の生活はできない  

 ●人や国に順位を付けることはいけないことだと思った  

 ●のどかに生きているのは幸せだ  

 ●魚をあげることも、教えることも大切  

 ●とても勉強になった  

 ●すごい発見をして嬉しかった  

 ●日本人がアフリカなどに行ったらどれくらいの物が買えるか（１０００円で）  

 ●日本は３００年前にヨーロッパの植民地になった（？）が、国や文化は壊れず、外国 

  の知恵や技術を早く自分のものとし、国として独立できてよかった  

 ●先生の説明がとても分かりやすかった  

 ●日本が豊かで良かった  

 ●貧しい国のことは考えたこともなかった  

 ●貧しい国（人）が多かった (3 人) 

 ●貧乏な人は大変だ  

 ●日本は豊かだったんだ  

 ●貧しい国は沢山あるので助けてあげたい  

 ●世界が公平になって差別をなくしてほしい (2 人) 

 ●どんなことをやっても欠点がある  

 ●他の国も豊かになってほしい  

 ●低所得国は５歳未満の子ども達の死亡率が高く１２８人だ  

 ●寄付や慈悲をもらう人の気持ちはどんなだろう  

 ●アフリカや砂漠地域に住んでいる人たちがどう思っているか知りたい  

 ●福沢諭吉に「天は人の上に・・」は初めて聞いた、とても印象深かった  
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 ●お金も食べ物もなく、かわいそう  

 ●貧しい人が使うお金の量は少ないので大変だ  

 

⑤ 今、「なぜ」と思うことはありますか？ 

●人にはなぜ「宝物」があるのか 

●なぜ日本は、日本と言うのだろう 

●なぜ自分の文字を持てたか 

●なぜ、ダウン症や自閉（じへい）症が治せないのか 

●なぜ戦争があるのか 

●どうしたら平和にすることができるのか 

●日本はなぜ豊さランキングで 14 位なのか 

●ピアノの作り方 

 ●なぜ個人は貧しい人を救おうという意思がないのか  

 ●なぜ宇宙に果てがないのか  

 ●なぜ中国は経済成長を続けているのに一人当たりの所得が少ないのか  

 ●どうしてその国はお金がないのか  

 ●何で男女で寿命がちがうのか  

 ●世界には男と女のどっちが多いか  

 ●なぜ中国が９８位？  

 ●なぜ差別があって優秀な人材が社会に出られない国があるのか  

 ●なぜ豊かな国は貧しい人を軽蔑するのか  

 ●なぜ貧しくなってしまったのか  

 ●ヨーロッパが他国を攻めたのはどうしてか  

 ●何ですぐ首相が変るのか  

 ●貧しい国はいくつ  

 ●なぜ人間は出来たか  

 ●何が原因で戦争は始まるのか  

 ●貧しい国はいつ豊かな国へなるのか  

以上 


