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[Ａlii!]  in パラオ 

橋本 力（2005~2008） 

職種 初等算数教育アドバイザー 

１．パラオは 

  パラオは日本から南直下３，０００ｋｍ、赤道に近いミクロネシアの最西

端に浮かぶ２００余りの島々からなる美しい国です。パラオの海は世界有数

のダイビングスポットがあることで知られ、エメラルドグリーンの海面下色

鮮やかな熱帯魚やマンタ、バラクーダーなどの大物、そしてダイナミックな

海底地形がダイバー達を歓迎しています。 

 パラオの楽しみ方は、スキューバダイビング、シュノーケルの他にもトロー

リングやジャングル体験、遺跡めぐりなどがあります。 

 

 パラオ共和国（Ｂelau ・Republic of Palau） 

        

 

(１) 国旗・国章 

           

      海と月を表す           中央には伝統「バイ」が描かれている 

(２) 国歌 「我等がパラオ」 

(３) 公用語 パラオ語、英語、日本語（アンガウル州） 

(４) 首都  マルキョク（バベルダオブ島） 

(５) 最大の都市 コロール（ダウンタウン） 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Flag_of_Palau.svg
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(６) 面積 458平方 km（屋久島と同じ） 

(７) 人口 20,303人（2005年） 

(８) GDP １億７，４００万ドル  一人あたり 9,000ドル（約７０万円） 

(９) 独立 1994.10.1                  （2001年） 

(１０) 通貨 アメリカ合衆国ドル 

(１１) 時間帯 日本と同じ 

(１２) 歴史 

    4,000前から住んでいたとの推定。 

   ①1885年 スペインの植民地 

   ②1899年 ドイツ  〃 

   ③1914年 日本の委任統治領 

   第一次世界大戦の戦後処理をする「パリ講和条約」によってパラオは日

本の統治領になった。コロールには南洋庁が置かれ、パラオは周辺諸島におけ

る植民地統治の中核的な島となり、多くの日本人が移住し、パラオ支庁管内の

住民に４人に３人は日本人となった。（昭和１８年６月末時点の居住者 33,960

人、パラオ人 6,474 人）日本の統治が始まってからは、学校や病院、道路など

各種インフラの整備も行われ、1920年代頃になるとコロールは近代的な町並み

へとその姿を変貌させていった。日本語による学校教育が現地人に対しても行

われるようになった。 

      

               戦前のコロール市内風景 

④1947年 アメリカ合衆国信託統治領 

 第２次世界大戦後の 1947年に、国際連合の委託を受けアメリカ合衆国はパラ

オを信託統治領下置いた。アメリカはミクロネシア地域には動物園政策を取り、

教育や福祉健康には援助を行ったが産業開発には殆ど投資を行わなかった。今

度は英語による民主主義教育が住民に対して行われるようになった。経済はア

メリカの援助に依存し、パラオ人は肉体労働を嫌がり、フィリッピンからの出

稼ぎ労働者が担うようになった。  

 

デンキバシラ

自転車

乗り合いバス

マンゴ
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 ⑤1994年 パラオ共和国として独立 

 コンパクトによる自由連合盟約国として独立し、国連による信託統治が終了。

同年に国際連合へも加盟した。信託統治領としては最後の独立国である。 

（１３）気候 

 全域が熱帯性気候であり、平均気温は 27℃と温暖である。また、スコールな

ど通年で雨が多いが、特に７月と１０月の雨量は多い。平均湿度は 82％である。

台風の襲来は殆どないが日本を襲来する「台風の卵」はここで生まれる。 

 

（１４）政治 

大統領制で議会は二院制。 

  

                     

       政治の殿堂               国花（プリメイラ） 

 

（１５）外交 

 2003 年現在、日本や中華民国、アメリカを含む 29 カ国と外交関係を樹立し

ている。 

 

（１６）経済 

 漁業とココナッツなどの農業、観光が主産業である。 

 輸出品 マグロ、コプラ、工芸品 

 輸入品 各種機械、各種原料、食料、原油 

 

（１７）交通 

 ①国内 自動車と船艇による移動が中心である。右側通行で日本から輸入さ

れた中古車が多く走っている。 

 ②国外 パラオ国際空港にコンチネンタル航空・中華航空等が就航している。 
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               市内最大のスーパー 

 

２．海の王国 

 美しく豊かなパラオの大海原。その下では種々様々な海の生き物達が力強く

またひそやかに暮らしている。リーフで囲まれた内海は幼魚たちの揺りかご。

深淵のドロップオフは海の巨人達の表舞台。海の生き物達こそ、パラオの主役

なのだ。また、世界のダイバー達の夢が広がる錦絵でもある。 

 

   

     

             色とりどりのサンゴ 

市内一番大きなスーパーマーケット（ＷＣＴＣ）

迫力のあるナポレオンフィッシュ
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３．パラオ諸島の人々と自然と生活 

 日本から南へ 3,000ｋｍに位置するパラオ共和国。一年中ハイビスカスやブー

ゲンビリアなどの南国の花が咲きほこり、島々の周りはコバルト色の海で囲ま

れ、美しいサンゴや色とりどりの熱帯魚が目の前で見ることができる。今なお

自然が残された国です。また、親日家が多く、心豊かな人々の暮らしを知るこ

とができる。 

  

               ガラスマオーの滝           

        

２ｍもあるカジキマグロ     

  

              世界の珍味フルーツバット 

４．パラオの伝統文化 

 １８世紀以来発展したパラオの歴史や文化がおおく残っています。 

トローリング
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 木造・萱葺きの屋根でできた村の集会所のアバイ、歴史を刻むストリーボー

ドなども今も大切にされた文化遺産です。 

       

     伝統文化「アバイ」             昔からの伝説 

     

     

                こどもの誕生祝い 

５．玉砕の地 ペリリュー島の悲劇 

  第二次世界大戦、日米の激戦地であったパラオ。 

  両軍併せて 1万 5,000人の兵士が戦死した。「あの戦争って何だったのか」。 

  今も多くの戦車、大砲、指令本部跡などの戦跡が多く残る。 

    

                          

 

戦車・大砲              

シューカン（Siukang)

ベビーシャワー、葬式、結
婚式、新築、祝祭日
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６．パラオの学校と子どもたち 

  目の前には青い海が広がる場所に学校があり、芝生の敷地、色とりどりの

花に囲まれた校舎の中で勉強に励む子どもたち。素直で明るい声が響き渡る。

島々の学校は北から南までスピードボートで訪問します。 

  また、教員の研修は、コロール市の教育省で毎月１回研修会をもち、教員

の技術向上を目指します。 

              

学校制度

（メルキョク小学校） （パラオコミュニティカッレジ）

ヘッドスタート（幼稚園、保育所）

↓

○小学校（８年・６歳就学）

↓
○高等学校＜４年（チューク、スカラーシップ）＞

↓
大学 （グァム、サイパン、アメリカ） ○は 義務教

育

   

        

   

   毎月１回教育省で開催           離島での研修会 

教育省（Ministry of Education)

• Vision for our children

“Our students will be successful in the 
Palauan  society and the world.”

（わが国及び世界で活躍する生徒を育成する）

教員研修会

教育省

パイロット校研修会

アルモノグイ小
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             夏季休業中１週間実施        

   

      南端の島での授業参観           パラオとの友好 

 

７．JCA の活動 

   ODA(海外開発機構)の海外援助の一環として JICA(日本国際協力機構)が

技術支援を行っています。日本と開発途上国の人々を結ぶ架け橋として相

互の知識や経験を活かした協力を進め、平和で豊かな世界の実現を目指し

ています。青年海外協力隊、シニアボランティア等世界で活躍している。 

 

      

ボランティアによる支援

• ＪＩＣＡボランティアによる
指導法の指導

• ＪＩＣＡ教員と現地学校と
の協力体制の確立

   

                  青年協力隊による指導       

    

夏季研修会

パラオ高校会議室

アンガール小 ＪＩＣＡボランティアの支援

• 算数・数学のカリキュラム
作成への援助

• 現地の要請に対応

• 専門的な指導法の研修
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日本からの学校訪問 

 

 

＜パラオに伝わるとっておきの話＞ 

 （１）国旗のいわれ 

 

          

  

パラオと日本国旗は良く似ていると言われる。青地に黄色の丸。青はエメラ

ルドの海を、黄色は月を表している。1994年の独立の時、次のようないきさつ

があった。 

「私達は国旗の選択に相当苦労した。応募者はあまねく各島の人々であり、そ

れぞれの旗にパラオの歴史と伝統がこめられていた。だから、選考委員は真剣

であった。選考に日数をかけた。でも、最終的にこの旗に決まったのは、日本

の旗に一番似ていて最大の人気が集まった。日の丸の部分を黄色にしたのは、

月を現わす。周囲の青地は海を意味する。月は太陽が出ないと輝くことはでき

ない。つまり、月は太陽によって支えられ、月としての生命をもつ。太陽とは

日本のことである。海に囲まれたパラオという国は、日本の太陽によって輝か

ねば生きられないのである。我々は戦争中に、日の丸を掲げて強大な米軍と交

戦した日本軍将兵勇敢さと純粋さに、大きな魅力と尊敬を捧げている。一万に

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Flag_of_Palau.svg
http://wrs.search.yahoo.co.jp/_ylt=A8vY8o_yB89PZxQAOHCDTwx.;_ylu=X3oDMTFvMm10N2ZmBHBhdHQDcmljaARwb3MDMQRwcm9wA2lzZWFyY2gEcXADcWh2BHNjA0RSBHNlYwNzYwRzbGsDaW1n/SIG=18fk2p3qr/EXP=1339068850/**http:/rd.yahoo.co.jp/search/direct/isearch/%C6%FC%CB%DC%B9%F1%B4%FA/%C6%FC%CB%DC%B9%F1%B4%FA/*http:/image.search.yahoo.co.jp/search?rkf=2&ei=UTF-8&p=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%97%97
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も及ぶ英霊たちは私達に、勇気と国を想う心があれば、アメリカよりも強くな

れることを教えて死んだのである。」 

 いかにもパラオらしい発想である。月が少し左に寄っているのは日本国旗に

対する奥ゆかしい礼儀であるとも言われている。 

 

（２）アバイとストーンフェイス  

バイ（村の集会所）

    

ストーンフェイス（母と子）

                     

  

村落の会合にはアバイといわれる集会所で行われていた。村の長
おさ

を始め男性

中心で、女・子どもたちは立ち入ることができなかった。女の役割は食事を運

ぶだけであった。会合で食事を運んだ母子は、帰り際、振り返ってはならない

掟を破り、振り返ったが、その報いとしてそのまま石像になった。 

 

（３）ペリリュー島の怪 

   

血 で 海 が 染 ま っ た と い う オ レ ン ジ ビ ー チ

  

洞 窟 内 で の 苦 戦

 

  

血で染まったというオレンジビーチ。現地の人々は「アメリカの血で美しい

サンゴの海がオレンジ色に染まった。」今でも「アメリカ兵の血を吸ったビーチ

の貝は食べない。」 
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 また、５００の洞窟にこもっての持久戦。連日連夜、戦闘が続いた。弾丸や

食料の補給が続かず死傷者が続出した。７３日間持ちこたえた。今尚、島の住

民たちの怪談が残っている。「戦後、米軍に雇われて洞窟陣地に米兵とともに入

っていたことがある。中には日本兵の遺骨で一杯だった。ところが、その遺骨

の一つが手を上げて二人を指し招いた。米兵と私は肝をつぶして逃げたが、洞

窟内には幽霊が必ずいる。」 

 また、「真夜中に、軍靴の音や蛇の鳴く声が聞こえてくる。」とか、「海に出る

と、青白い光が船の周りに飛び交う。」といった日本兵の執念がまだ漂っている

と言われています。 

 

 

 

（４）従来の仏教伝来ルートが覆るか？ 

   

             謎の遺跡ケズ 

 ケズは、古代パラオ人たちが漂着もしくは寄港したインドネシア人たちから

仏教を伝えられ、さらに協力して第２のボロブドウールを造ろうした仏教遺跡

ではないか？そして何らかの理由によって完成途中に放棄してしまったのでは

ないだろうか？もし、ケズが仏教遺跡であれば、仏教伝来ルートの定説が覆る

ことになる。現在、太平洋諸島において、仏教はインドネシア以東には伝来し

ていないとされている。仮に仏教がパラオまで伝わっていたとすると、大陸経

由のみならず、南回りルートで日本に影響を及ぼしていたとも考えられる。 

 しかし、これほどの建造物を造るためには、延べ人数にして１万人以上が必

要になるだろう。当時、それほどの人口がパラオにいたのか、そして何故それ

が途中で放棄されてしまったのか、謎は深まるばかりである。 
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９．終わりに 

世界は広い！私達の住む地球上には想像もつかない世界があります。今や科

学・産業の発展は、開発途上国で暮らす人々の生活にも幾らかの進展をもたら

しましたが、全体的に見れば依然として圧倒的多数の人々がその恩恵に浴する

ことなく豊かさから取り残されており、むしろ豊かな国と貧しい国の格差は広

がっています。JICAではそれぞれの国々の発展のために支援しています。 

「世界の中の日本」、人間としてそれぞれの国々が相互依存をモットーにして

世界の平和を願わざるを得ません。 

    

 パラオ共和国派遣（平成１７年～１９年） 

       JICAシニアボランティア 教育アドバイザー 橋本 力 


