特集 1

〜ワンガリ・マータイさんの中学校講演〜

『アフリカから考える 環境・平和』
ケニア共和国出身の環境保護活動家でありノーベル平和賞受賞者のワンガリ・マータイさんが、
4月26日に金城学院中学校と高等学校で講演してくださいました。
「モッタイナイ」を世界に広めて
いるマータイさんが、
環境や平和について、
そして今私たちに何ができるのかを分かりやすく語っ
てくださり、
大変有意義な時間となりました。
※この講演の全文は中学校・高等学校のホームページ http://www.hs.kinjo-u.ac.jpに中学は日本語、
高校は英語で掲載されています。

木は平和の象徴である
今、地球はたいへんなことになっ
ています。環境破壊が進み、それ
に伴ない地球温暖化が進行し、私
たちの生活に少しずつ、しかし確
実に深刻な影響を与えています。
私が今回皆さんに伝えたいメッセー
ジの一つに 資源を守り、責任を
持ち、きちんと管理する ことが
あります。将来を担う若い世代の方々
には特に、資源について理解を深
めてもらいたいです。
1977 年、私は農村の貧しい女性
たちに呼びかけ、植林を始めました。
現在でもこの運動は続けられており、
これまでに植えられた約 3,000 万本
の木が人間・動物の住環境改善に、

そして地球温暖化防止に貢献して
います。
環境保護活動家として知られて
いた私が、アフリカ人女性で初のノー
ベル平和賞を受賞したのは 2004 年
のこと。そのとき多くの人が「植
林と平和にどんな関係があるの？」
と疑問に思いました。
私にとって、環境
破壊と戦争は密接に
結びついているもの
なのです。私たちが
住む美しい地球は、
限りある資源によっ
て支えられています。
もしその資源が人々
に平等に分け与えら
れなければ、その
人々は疎外されてい
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る、資源を受け取る権利が与えら
れていない、と感じます。そして、
彼らが主張や意見を持っても、自
分たちの意見はどうせ聞き入れら
れないだろうと諦めて、発言する
ことを止めてしまう。そうすると
別の手段を使って自分の正当性や
権利を証明しようとします。平和
的な手段を用いる人もいますが、
中には暴力的な手段を選ぶ人もい
るのです。そういった人々から戦
争が始まるのです。
アフリカ各国でも鉱物、原油な
どの自然資源の奪い合いが紛争を
引き起こし、人々とともに環境を
破滅へと追い込んでいます。資源
がこの先も持続し、人々に平等に
分配される世界にしていかなければ、
争いが絶えることはないのです。
環境を守ることは平和を守るこ
とだと気づいた私は、環境を守り、
育むことの大切さを説きながら啓
発運動を行ってきました。民主主
義とは、限りある資源をきちんと
管理し、人々に平等に分け与える
システムなのです。さらに、世界
の多様性を認知して、人権尊重を

生徒から英語で質問

記念品贈呈

重んじる政治制度でもあるのです。
私は、環境を守るためには政治を
見直さなければならないと考え、
2002 年にケニアの国会議員選挙に
立候補し当選、翌年には環境副大
臣に任命されました。

世界平和と モッタイナイ

現在私は環境保全と平和への認
識を高めるために世界中を飛び回っ
ています。その一環で 2005 年に初
来日した際耳にした、 モッタイナイ
という言葉とその考え方にとても
共感しました。私たちが必要とす
る資源を尊重し、大切にしよう、
無駄にしてはいけない、今ある資
源に感謝しよう、という意味を持
つこの言葉を世界中の人々が理解
すれば、必ず争いが減り、平和に
つながると信じています。
モッタイナイ という言葉を自
国に持ち帰り、グリーンベルト運
動に携わる人々に説明したところ、
すぐに賛同を集めモッタイナイ運
動が始まりました。私が最初に目
を留めたのは、 モッタイナイ を
知る以前から気になっていた、薄
いプラスチック製の買い物袋でした。

多くのケニアの人た
ちは、使ったあとす
ぐに袋を捨てていた
ので、深刻なゴミ問
題になっていたのです。
モッタイナイ運動
の軸となっている 3R、
リデュース（ごみ減
量）、リユース（再利
用）、リサイクル（再
資源化）は、プラス
チック袋の問題解決
にも活かされました。私は、袋が
厚くなれば何度も使えるうえ、リ
サイクルもしやすくなると考え、
製造会社に袋を厚くするように頼
んだのです。その結果、袋の製造
に必要な資源の消費量が減り、環
境保全に役立ちました。
モッタイナイ運動の特徴はその
親しみやすさだと思います。中学
生でもできる簡単な例をいくつか
紹介しましょう。一つは紙を無駄
にしないこと。私はオフィスでは、
片面しか印刷されていない書類は
受け取らないのです。「モッタイナ
イ！裏面も資料を印刷して提出し
直してください」といって突き返
します。一枚の紙を作るのに、ど
れほどの量の木が必要なのか理解

してほしいのです。さらに、買い
物袋の使い捨てもモッタイナイ。
買い物に行くときは、袋を持参し
ましょう。来日したとき、小池百
合子さん（現内閣総理大臣補佐官）
にいただいた風呂敷を私はとても
気に入っています。風呂敷は包装
紙やプラスチック袋と違い何度も
リユースできる万能品です。しかも、
小池さんがくれたのはプラスチッ
クのリサイクルで製造されたものだっ
たのです。

自分に出来ることから モッタ
イナイ を行動に移しましょう。
私は、ほんの小さなことでもいつ
か大きな実を結ぶと信じています。
今ある紙、木、水、原油、鉱物、
生き物を大切に守っていかなけれ
ば人間は生きていくことができま
せん。それなのに、減少しつつあ
る資源をめぐって人々は対立し合
うのです。
グリーンベルト運動は初めから人々
に受け入れられたわけではありま
せん。私は、絶対に諦めないとい
う固い意志と、人々のためになん
とかしなければならないという強
い信念を持って、運動を続けるこ
とができたのです。

プロフィール
Wangari Maathai。1940 年 4 月 1 日ケニア共和国生まれ。米ピッツバーグ大学
で修士号を、ナイロビ大学で博士号を取得。1977 年に非政府組織「グリーンベル
ト運動（GBM）」を創設し、持続可能な開発の推進に取り組む。1981 〜 87 年ケ
ニア全国女性評議会議長を務め、2002 年にケニアの国会議員となり、翌年に環境
副大臣に任命される。2004 年にノーベル平和賞受賞。2005 年環境副大臣に再任。
2006 年トリノ五輪の開会式で旗手を務める。著書に「モッタイナイで地球は緑に
なる」
（福岡伸一訳／木楽舎）
、
「へこたれない」
（小池百合子訳／小学館）
。
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特集 1

〜ワンガリ・マータイさんの高等学校講演〜

『世界平和は女性の力で』
質疑応答形式で進められた高校の部では、
東アフリカ地区の女性で初めて博士号を取得し、
アフ
リカ人女性で初めてノーベル平和賞を受賞したマータイさんに、
5人の生徒が英語で質問しました。

女性の手で始めた植林活動

Q
●グリーンベルト運動は環境保護に

貢献していると同時に、平和と密接
に繋がっています。マータイさんが、
グリーンベルト運動が平和を生み
出していると感じるのは、どんな
ときですか？ （2 年 鏡味）
●たくさんの女性がグリーンベルト
運動に参加してきました。その人
たちは最初、マータイさんの思いを
理解していましたか？（3 年 黒柳）
現在では男性や子どもたちも参
加しているグリーンベルト運動で
すが、元々は私が農村部に住む女
性たちに声をかけたのがきっかけ
でした。私は、ケニアでの女性の
立場、特に農村部での厳しい生活
状況を理解していました。彼女た

ちには食料、飲料水、燃料に
なる薪や収入が不足していて、
その状況は深刻化していたの
です。なんとかしなければと
思った私は、一緒に木を植え
ることを提案しました。
「木を植えることは自分た
ちの環境、状況を良くするこ
と」、と呼びかけたのですが、
初めはその理念が理解されま
せんでした。そこで、私は教
育プログラムを設けて、国民
の権利・環境についての教育を行い、
なぜ環境を大切にしなければなら
ないのかを教えました。
さらに、ある問題と、一見無関
係に見える別の問題を繋げて考え
ることも教えました。環境問題が
他のさまざまな問題と関わりがあ
ることを知ってもらい、環境をよ
くしなければ自分たちの生活をよ
くすることができないと理解して

もらいました。
私にとって植林とはただ木を植
えることではなく、平和維持、生
活状況の改善にも関係しているの
です。

女性が活躍できる社会へ

Q
● マータイさんが運動を始める前、

ケニアの男性たちは女性の自立に
対して否定的でした。長年の間に
状況はどのように変わりましたか？
（3 年 黒柳）
●日本ではたくさんの女性が仕事を
持っていますが、同時に少子化問
題を抱えています。ケニアでは今
後、女性の自立によって問題が起
きると思いますか？（3 年 鈴木）
●女性が社会に出て働く意義は何だ
と思いますか？男性と女性がとも
に働くことを、どう思いますか、本
当の平等は実現すると思いますか？
（2 年 福永）
女性は世界中どこでも、いつで
も働いています。仕事というと、
オフィスでの仕事に限定されがち
ですが、やらなければならないこ
とがある場所は全て職場なのです。
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質問した生徒たちと生徒会会長
「総合的学習の時間」での事前学習

収入を得られるものだけが仕事で
はありません。
理想の社会とは、男性と女性が
隣り合いながら共同で働くことが
できる社会です。キャリアを伸ば
しながら育児を行うのは容易では
ありませんが、男性そして社会全
体のサポートがあれば両立は可能
です。
男性と対等でありたいと女性た
ちは言いますが、そうではない。
求めているものは男性と同等の機
会なのです。機会が均等に与えら
れれば、女性でも自分の力、能力、
可能性を試せる社会になります。
現在では、比較的男女の機会均
等が実 現されてきました。それは、
女性が教育を受けられるようになっ
たからなのです。私が幼かった頃、

女の子は 学 校 に行くことができな
かったのですが、私はたまたまチャ
ンスを与えられて行くことができ
ました。もし教育を受けられなかっ
たら、今日の私はありません。男
女間の教育格差の減少により、女
性でも社会的影響力のある職業に
就けるようになったのです。

「環境の悪化が戦争に結びついてい
るのだ」
、という考えに自信を持ち、
行動してきたのです。自分の考え
が受け入れられなくても、粘り強
く伝えようとすれば、必ず人々に
理解されると信じています。

ハチドリのひとしずく
いま、私にできること

UNBOWED 「へこたれない」

Q
●マータイさんが今までで一番

モッ
タイナイ と思った経験は何ですか？
（3 年 鈴木）
●自分の意志を信じ、貫いたことに
よって、グリーンベルト運動の成功
など大きな成果が出たと思います。
しかし、今の日本人は、自分の意志
をすぐに曲げてしまう傾向がある気
がします。マータイさんは、どうして
自分の意志を貫くことができるの
ですか？（3 年 森、2 年 鏡味）
●これからの私の人生、たくさんの困
難が待ち構えていて、くじけそうな
こともあると思います。また、私た
ち生徒は、今後の世界を担ってい
くこととなります。私たち生徒に
持ち続けてほしい気持ち、 思い、
志は何ですか？（3 年 森）

社会という大きくて漠然とした
ものを変えよう、変えられるはず
だという意志を貫き行動すること
は並大抵のことではありません。
自分の考えが正しいかどうか確信
を持てないときもあるでしょう。
それでも私は「女性の教育や仕事
の機会が少ないのは間違っている」
、
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森が燃えていました
森の生きものたちは
われ先にと 逃げていきました
でもクリキンディという名の
ハチドリだけは いったりきたり
くちばしで水のしずくを一滴ずつ運んでは
火の上に落としていきます
動物たちがそれを見て
「そんなことをして いったい何になるんだ」
といって笑います
クリキンディはこう答えました
「私は、私にできることをしているだけ」
辻 信一監修／光文社

各部の最後に、マータイさんの大好
きなストーリーとしてハチドリのお話が紹
介されました。「私もハチドリのようだっ
たのです。誰になんといわれようと、ど
んな小さなことでもいいから、私は私が
できることをやり続けたのです」。マータ
イさんは続けます。「大きな問題は政府
に任せて、小さなことから環境問題を
改善してゆきましょう。私は皆さんに、
ハチドリのようになって欲しいと思ってい
ます。クラスの中で、地域の中で自分
のやれることをやりましょう。そうすれば、
いつか変化をもたらすことができるのです」
。

