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世界中のガールガイド・ガールスカウト
が1926年からワールドシンキングデイを
お祝いしています。ワールドシンキング
デイは2月22日ですが、年間を通じての
テーマに取り組みます。ワールドシンキ
ングデイはガールガイド・ガールスカウ
トにとって次のことを知るチャンスです。

・ガールスカウトの活動で知り合った世
  界中の友達との国際的友情に感謝する 

・世界中のより多くの少女や若い女性と
  共に、ガールスカウト運動を展開するた
  めに、募金活動をする

・私たちの世界に影響を及ぼしている問
   題に対し、一緒に行動を起こす

1.はじめに
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ワールドシンキングデイの歴史

2009  MD G 6
 

2010  MD G 1

2011  MD G 3
 

2012  MD G 7
 

2013  MD G 4 +MD G 5  
 

2014 MD G 2
 

2015 MD G 8
 

HIV/エイズ、マラリア、その他の疾
病の蔓延防止

極度の貧困と飢餓の撲滅

ジェンダーの平等の推進と女性の
地位向上

環境の持続可能性の確保

乳幼児死亡率の削減
妊産婦の健康の改善

普遍的初等教育の達成

開発のためのグローバル
パートナーシップ

毎年2月22日に、世界中のガールガイド・ガールスカウト
はワールドシンキングデイをお祝いします。ワールドシ
ンキングデイは1926年、アメリカ連盟のエディス・メイシ
ーキャンプ場（現在はエディス・メイシー会議センターと
呼ばれています。）で開催された第4回国際会議で制定さ
れました。会議参加者は、「世界中のガールガイド・ガー
ルスカウトが互いに思い合い、感謝し合い、そして私たち
の運動の中で見出した国際的な友情の価値をあらため
て実感する特別な日にすべきである」と賛同しました。

代表者たちは、ボーイスカウト運動の創始者であるベ
ーデン・ポウエル卿と、その妻であり、ワールドチーフガ
イドを務めたオレブの誕生日である2月22日をワール
ドシンキングデイに選びました。

ポーランドで開催された1932年の第7回世界会議で、あ
しとだのもるすを物り贈らか昔はに日生誕「が団表代る

て、少女たちがワールドシンキングデイに感謝の気持ち
と友情を確認し、互いの幸せを祈るだけでなく、他国のガ
ールガイド・ガールスカウト活動を支援するための世界
連盟への自発的な寄付をしてはどうかと提案しました。

オレブはすべてのガールガイドとガールスカウトに1ペ
ニーを寄付することを依頼する手紙を書き、それにより
ワールドシンキングデイファンドが作られました。それ
以降、一年中いつでもあなたが集め、送った募金は、
WAGGGSのワールドシンキングデイファンドとして世
界中のガールガイド・ガールスカウト運動の発展を支
えています。ワールドシンキングデイファンドはノンフ
ォーマル教育プログラムの提供、加盟連盟のプロジェ
クト支援、若い女性のリーダーシップとアドボカシース
キルの向上、また世界中のより多くの少女や若い女性
と共にこの運動を分かち合い、成長するための支援を
しています。

2009年より、ワールドシンキングデイはミレニアム
開発目標（ＭＤＧｓ）をテーマとしています。
に焦点を当てることでテーマの認識を高め、ガー
ルガイド・ガールスカウトたちが世界を変えるためにひ
とりひとりが取り組むことを進めています。それぞれの
ワールドシンキングデイのテーマは年間を通してのも
のとして、ガールガイド・ガールスカウトは、それぞれの
テーマに関する教育的アクティビティに取り組むことが
できます。
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ワールドシンキングデイ2013　テーマ：

MDG4　乳幼児死亡率の削減

  一緒になら、
             子どもたちの命を救える

MDG5　妊産婦の健康の改善

すべての母親の命と健康は尊い

2つのMDGsと2つの活動パック
女性とその子どもたちの命は関連しているものなの
で、今年のワールドシンキングデイはMDG4とMDG5
の2つに焦点を当てています。健康な母親は元気な赤
ちゃんを産む可能性が高く、医療サービスを利用でき
なかったり、不十分だったりすると、母子共に死亡した
り外傷を受ける危険性が高くなります。母親が亡くな
った場合、その子どもが早死にする可能性は母親が
いる子どもと比べて10倍高くなります1。 

皆さんがMDG4とMDG5について学び、行動を起こせ
るように2つの活動パックを作成しました。MDG4の活
動パックは「乳幼児死亡率の削減」に、そしてMDG5の
活動パックは「妊産婦の健康の改善」に焦点を当てて
います。

2013年ワールドシンキングデイピンは
すでに購入しましたか？
日本連盟では世界連盟のワールドシンキングデイ
2013のロゴをピンにして、頒布しています。皆さん、ワ
ールドシンキングデイピンをつけて、この活動パック
に取り組みましょう。
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このアクティビティパックには、世界中の妊産婦の
健康に影響を与える問題や、妊産婦の死亡の根本的
原因、そして、あなた自身の人生や、地域、国、世
界に変化をもたらす方法を学ぶのに役立つアクティ
ビティが載っています。また、MDGsやワールドシ
ンキングデイ、そして他の国のガールガイド・ガー
ルスカウト運動が行っている取り組みについても知
ることができます。
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知っていますか？
毎年、全世界で760万人の子ども2  と28万7千人の母親 3が亡くなっています。
この状況は変えることができ、変えなくてはなりません。

・私たちは子どもや妊産婦の死亡原因のほとんどの予防方法や治療方法を知っています。
妊娠、出産、生後一週間の健康管理によって、妊産婦や新生児の死亡（児童死亡の40%以上の
割合を占める）のほとんどを予防できます2 。下痢、肺炎、そしてマラリアは生後数ヶ月の子ども
の死亡の主な原因です2。女性と子どもたちは、治療方法が分からない病気が原因で亡くなっ
ているのではなく、治療を受ける方法がないことが原因で亡くなっているのです。

・死亡原因の根本的な原因は日常生活の状態にあります。
もしも世界にいるすべての女性が教育を受けられ、すべての家族が十分な収入を得ることが
でき、そしてみんながきれいな水、十分な食料、きちんとした家、良い衛生状態、予防接種、健
康管理ができたら、子どもや女性の大部分の命が助かります。これらは単に生活に必要なもの
というだけでなく、人間の権利そのものです。

・子どもと妊産婦の健康は私たちの地域、国、そして世界がうまく機能しているかを示すバロメー
ターです。
子どもや妊産婦の死亡は、不平等な道筋が世界に存在していることを示しています。富裕国の
女性と子どもは出産時に、下痢や肺炎、マラリアで亡くなることはほとんどありません。子ども
や妊産婦の死亡の大部分は途上国で起こります。しかし、子どもと妊産婦の死亡-背後に関係
する不平等-は途上国だけの問題ではありません。先進国、発展途上国どちらにおいても、同じ
       国内で一部の子どもや女性は、他の人々に比べ亡くなる可能性が高いのです。農村地域の
           　　生活や貧困家庭の出身、差別を受けている集団に属していることすべてが女性や
　　　　　　子どもが病気になったり、死亡する可能性を高めます。

・子どもや妊産婦の健康を改善することは社
会にとっていいことです。
子どもや妊産婦の健康のために投資するこ
とは、総じて家族や社会の生産性や繁栄を
高めます。それは女性や子どもが自分たち
の権利を持って生活し、かつ彼らの能力を
最大限に発揮することを可能にします。

 健康である人は希望があり、
希望がある人はあらゆる可能性を持って
いる。                                      －アラブのことわざ
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すべての母親の命と
健康は尊い

MDG5は母親の健康の改善に焦点をあてています。
妊産婦の健康とは、妊娠、出産、産後の
時期の女性の健康のことをいいます。

母親になることは大抵の場合、有意義な、そして充
実した経験になりますが、苦痛や健康障害、死亡さ
え伴うものとなる女性があまりにもたくさんいます。 
妊産婦の健康を改善することは、女性が身体的・精
神的な健康を気遣ったり、持病の治療を支援する
情報やサービスをきちんと利用できるようにするこ
とが含まれます。

女性が母親になろうとするずっと前に、母体の健康
の種は蒔かれます。身体的・精神的に良い健康状態
で、また、自信、自尊心、人間関係や親であることに
ついて健康的な選択をするのに必要な知識とスキ
ルがあると、女性は高い確率で健康的な妊娠をす
ることができます。将来、母親になるならないに関
わらず、可能な限り健康的であることはすべての少
女や女性に重要なことです。
妊産婦の健康は世界中の国々にとっての課題です。
世界的統計は国際社会としてどのような動きをして
いるかを示しています。これらは各国の違いを知り
えるものではありません。ワールドシンキングデイ
デイに取り組むことで、自国における妊産婦の健康
について学ぶ機会となります。このような情報を参
考にしながら、あなたの地域における女性の健康
を守るために自分たちができることについて考え、
行動しましょう。

国際社会は何を達成しようとしているの
でしょうか？

ターゲット5.A-　2015年までに妊産婦の死亡率を
1990年の水準の4分の１に削減する。
ターゲット5.B-  2015年までにリプロダクティブ・ヘ
ルスへの普遍的アクセスを実現する。

国際社会は目標を達成するために前進し
ているかをどのように知るのでしょうか？
MDG5の進捗を測定する指標
5.1妊産婦死亡率（赤ちゃん10万人毎に対して、妊
娠時期、出産時期、妊娠後の6ヶ月間に、毎年どのく
らいの母親が命を落とすか？）
5.2医師・助産婦の立ち会いによる出産の割合
（どのくらいの確率で出産に医師や看護師、助産婦
が付き添っているか？）
5.3避妊具普及率（どのくらいの確率で結婚をして
いる女性またはカップルが最新の避妊方法を利用し
ているか？）
5.4青年前期女子による出産率 （15歳から19歳の
1,000人の少女毎に対して毎年どのくらいの少女が
出産するか？）

2.ミレニアム開発目標5　（MDG5）について
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5.5  産前ケアの機会 ‒検診を1回受けるか、また4回
受けるか。（妊娠期に妊婦の女性が、医師、看護師、
または助産婦の検診を1回受ける割合は何パーセ
ントか？また4回検診を受ける割合は何パーセント
か？）
5.6  家族計画の必要性が理解されていない割合
（結婚しているまたはカップルの女性のうち、妊娠
を望まないが最新の避妊方法を使用していない確
率は？）



 

75
%

これらの目標は達成できるのか？
MDGの達成期限はもう間もなくです。
私たちはMDG5を達成する方向に向かっているのでしょうか?
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妊産婦の死亡が減っている

より多くの女性が必要な医療
サービスを受けている

世界の貧困国のいく
つかはMDG5の達成
に向けて著しい発展
を遂げている

2015年までに目標を
達成するのに、進展の
速さは十分ではない

妊産婦の不健康と死亡は私たち
の世界と社会の不平等を反映し
ている

妊産婦の不健康と死亡の背景に潜む不平等は
開発途上国のみの問題ではない

07



 

  

  World Thinking Day 2013  MDG 5 Activity Pack

2010年におおよそ
28万7千人の妊産
婦が死亡している。
これは1990年に比
べて、47％少ない5。

1990年に比べて2009年にはより多くの妊
婦5が医療サービスを受けた。少なくとも
51%の人が4回産前ケアを受けた。これも
1990年の35%より増加している。65%の人
は医療従事者に付き添われて出産してい
る。これも1990年の55%より増加している5。

2010年に、妊産婦
死亡率が高かった
10カ国が妊産婦
の死亡を75%減ら
す5目標をすでに
上回り、更に9カ国
はこの目標を達成
に向けて順調に進
んでいる5。

2010年時点で、14カ国が妊産
婦の死亡率を減少させるため
に十分な進展がなされていな
い。また11カ国ではまったく進
展しておらず、もし急速に変え
ていかなければ、目標を達成
できない可能性が高い5。青年
前期の出産率の低下について
は多少の進展がみられた。15
歳から19歳の1,000人の少女
のうち、1990年は約60人が出
産したのに比べて、2009年に
は50.5人であった6。 

発展途上国の女性は先進国の女性に比べて、妊
娠が原因で死亡する可能性が15倍である5。イギ
リスでは低所得層の家庭の思春期の少女が母親
になる可能性は、高所得層の家庭の少女に比べ
て10倍である7。 

先進工業国でさえ、貧困や差別に直面している女性は妊娠に関係する原因で
死亡する可能性が高い。アメリカ合衆国の女性は先進工業国の中で妊産婦死
亡の危険性が最も高い。アメリカの女性は、イタリアまたはアイルランドの女
性より妊娠に関係のある原因で死亡する可能性が7倍高い8。 

妊産婦の健康は
なぜどこでも問題になるか？1,2  

多くの人が妊産婦の死亡は先進国の問題だと考
えていませんが、先進国にも可能性があります。
いくつかの国は他国と比べて女性が妊娠
に関係のある原因で死亡する可能性が高く、同
じ国内でさえも、貧しかったり、差別を受けてい
たりする女性は死亡する可能性が高いのです。

ほとんどの場合、先進国の妊産婦の死亡は、医療
サービスや医療従事者の不足が原因ではありま
せん。問題なのは、世界のさまざまな場所で多く
の女性が安全な妊娠、出産のために必要な検診
などの医療サービスを受けられないことにあり
ます。これにはさまざまな理由があります。ある
国では自分の健康管理についてはすべて自費で
対応することとなり、民間の健康保険に加入する
ことが必要になります。すべての人がこの費用を支
払えるわけではなく、既往歴によって保険に加入
できない場合もあるのです。

女性が必要な医療サービスを受けるのを阻むも
のは費用だけではありません。彼らは医療従事
者と同じ言語を話すことができなかったり、仕事
を休んで医療サービスを受けることが難しかっ
たり、もう一人の子どものためのベビーシッター
を探したり、医療サービスを受けるために長距
離の移動が必要だったりします。妊産婦の健康
は国がいかに裕福かということ以上のものを示
しています。政府の政策や社会の平等さが大きく
影響しています。

　　　　　乳幼児死亡もまたいくつかの先進国
　　　　　でも問題です。MDG4の活動パックで
　　　　　確認しましょう。
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World Association of Girl Guides and Girl Scouts  
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3.焦点国
ガールスカウト運動が国際的である
ことを祝うのはワールドシンキングデ
イの大事なポイントです。これは他の
国の少女や若い女性の生活につい
て学び、世界中のガールガイド・ガー
ルスカウトの似ているところや違いを
知る、よい機会となります。

今年焦点をあてる国は・・・

2010年から毎年、ワールドシンキングデイでは5つの
地域から1カ国ずつ、全部で5カ国に焦点をあてていま
す。中には焦点国以外の国について、その国の少女や
若い女性の生活について調べる人もいますし、それら
5つの国について調べる人もいます。また、焦点国にお
けるワールドシンキングデイのテーマについても
っと深く調べることを選ぶかもしれません。

ここではこれら5つの国の妊産婦の健康や命につ
いて簡単に紹介しています。MDG5の達成に向け
て最も厳しい状況にあるのはアフリカやアジア太
平洋地域ですが、 の健康と命は世界的問題
であり、互いに学びあうことができると分かるでし
ょう。焦点国のガールガイド・ガールスカウトが子
どもや妊産婦の健康を改善するために地域や国
に働きかけていることについてもっと知るために
は、www.worldthinkingday.org（英語）をご覧くだ
さい。

ワールドシンキング
デイファンドのため

に集めたお金は世界
中でガールガイド・

ガールスカウト運動
を発展させ続けるた

めと、焦点国でMDG
4とMDG5のプロジェ

クトを支援するため
にも使われます。

忘れないで・・
・

MDG4活動パックで、焦点国の子どもの健
康や命の状況について知りましょう
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妊産婦

・アイルランド（ヨーロッパ地域）
・ヨルダン・ハシェミット王国
　　　　　　　　　　　（アラブ地域）
・マラウィ共和国（アフリカ地域）
・パキスタン・イスラム共和国
　　　　　　　　（アジア太平洋地域）
・ベネズエラ・ボリバル共和国
　　　　　　　　　　　（西半球地域）
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アイルランド

WAGGGS地域：
　 ヨーロッパ地域

ガールガイド・ガールスカウ
ト活動のはじまり：1911年

会員数：16,677人

人間開発指数ランキング  ：  
    187カ国中7位

WAGGGS加盟連盟：
ガールガイドアイルランド連盟
（アイルランド・カトリックガイド連盟
とガールガイドアイルランド連盟か
ら成る）

ベネズエラ

WAGGGS地域：　西半球地域

ガールガイド・ガールスカウ
ト活動のはじまり：1958年

会員数：480人

人間開発指数ランキング11
：187カ国中73位

WAGGGS加盟連盟：
ガールスカウトベネズエラ
連盟
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・ボリバル共和国
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ヨルダン

WAGGGS地域：
　
アラブ地域

ガールガイド・ガールスカウ
ト活動のはじまり：1938年

会員数：9,080人

人間開発指数ランキング11：
187カ国中95位

WAGGGS加盟連盟：
ボーイスカウト・ガールガイ
ドヨルダン連盟

パキスタン

WAGGGS地域：
アジア太平洋地域

ガールガイド・ガールスカウ
ト活動のはじまり：1911年
（WAGGGSの創立時メンバー）

会員数：117,692人

人間開発指数ランキング11：
187カ国中145位

WAGGGS加盟所属連盟：
ガールガイドパキスタン連盟

World Thinking Day 2013  MDG 5 Activity Pack

・ハシェミット王国

・イスラム共和国
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動のはじまり：1927年

7カ国中171位

イドマラウィ連盟

  

  

    

   

 

マラウ
WAGGGS地域：　アフリカ地域

ガールガイド・ガールスカウト活

会員数：　54,156人

人間開発指数ランキング11：18

WAGGGS加盟連盟：ガールガ

ィ共和国
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“女性と子どもは開発において重要な役割を担っています。
彼女らの健康への投資とは、そのことのためだけではなく、
安定し、平和で生産性の高い社会を築くことになるのです。
”パン･ギムン国連事務総長”

アイルランド
の下、MDGｓに基づいた国際キャンプを行いまし
た。この1週間のキャンプの間、参加者は自分たちの
住む地域や地域以外にも自分たちが起こせるよい
変化について学びました。アイルランドのガールガ
イドは についてより詳しく学んでいる会
員に役立つグローバルアクションテーマ・
パックのオリジナル版を製作するために、国際NGO
のプラン・アイルランドの協力を得ました。彼らは現
在行っているプログラムがいくつかの健康問題を
解決するには十分ではないことに気付きました。そ
の結果、健康促進パックを更新し、10代のグループ
が健康について話し合うようリーダーに提供しまし
た。アイルランド・カトリックガイド（CGI）は2012年
にミレニアム開発目標に関する全国芸術コンテスト
を開催しました。ワークショップやゲームを通じて、
少女たちはそれぞれの目標について学び、最終的
に芸術作品を一緒に作成しました。芸術作品には、
乳幼児死亡率を減少するために行動を起こすよう
人々に勇気を与える短編映画や、HIV／エイズへの
偏見に立ち向かうポスターが含まれていました。す
べての作品はダブリン市センターで行われた芸術
展示会やアイルランド・カトリックガイド連盟本部で
も展示されました。

MDG4と5に関するプロジェクト
アイルランド連盟はもっと資金支援を必要としてい
る焦点国に資金が届くようワールドシンキングデイ
ファンドからの助成金を受け取らない選択をしまし
た。アイルランド連盟の会員はMDG4や5に関する
たくさんのプロジェクトに関わっています。アイルラ
ンドのガールガイドは「一緒に」「私たちならできる」
「変えよう」「私たちの世界」という4つのキーワード

13
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ヨルダン・ハシェミット王国
2013年ワールドシンキングデイプロジェクト
ヨルダンには妊産婦の健康と乳児死亡に影響するた
くさんの要因があります。これには喫煙や栄養などの
健康に関する選択だけでなく、早婚や暴力などの社会
的問題が含まれます。ボーイスカウト・ガールガイド　
ヨルダン連盟は母親やその子どもの健康や命を守る
ための実践や、健康的な生活を促進するキャンペー
ンを行うために、シンキングデイファンドからの助成
金を利用します。30人の女性が地域内でガールガイド
が意識向上のために役立つ方法をワークショップで
学びます。シニア部門の100人のガールガイドは、変
化を起こすためのキャンペーンやピア・エデュケーシ
ョンの利用方法を学びます。ポスターやパンフレット
のようなキャンペーン資料を作るためにも助成金が
役立てられます。

マラウィ共和国 マラウィは最も難しい問題をいくつか抱えてい
る国です。マラウィのガールガイドは安全で幸
せな子ども時代の夢を実現させるための手助
けをすることを決意しました。しかし、学校に行
くことができない、早婚、若年出産、高い非識字
率など、思春期のマラウィの女の子は健康や
幸福に対してたくさんの問題を抱えています。
マラウィのガールガイドは思春期の妊娠を減
らすためにワールドシンキングデイファンドの
助成金を利用します。このプロジェクトではガ
ールガイドのリーダーやパトロールリーダー
をピア・エデュケーター（同年代の仲間による
教育）としてトレイニングします。ピア・エデュ
ケーターたちは地域キャンペーンを通じて750
人の女子学生や1,500人の女の子、600人の成
人に対して、MDGsの認知度、特にMDG4と5の
認知度を上げます。

2013年ワールドシンキングデイプロジェクト

World Thinking D y 2013  MDG 5 Activity Packa
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2013年ワールドシンキングデイプロジェクト

2013年ワールドシンキングデイプロジェクト

パキスタンでは20分ごとに1人の女性が亡くなっ
ています。妊娠や出産中の合併症は5人に1人の
確率で青年前期の少女や女性（12～49歳）が死
亡する主な原因です。パキスタン連盟は北西部の
5つの地域で500世帯が妊産婦の健康と乳幼児の
死亡について学ぶよう支援するべく、健康の専門
家と共に活動するため、ワールドシンキングデイ
ファンドを利用します。ガールガイドは地域のアド
ボカシーキャンペーンやイベントを通じて認知度
を上げます。地域の少女や若い女性がこれらの重
要な課題について継続的に学べるように、ガール
ガイドのオープン集会への参加を促します。

ベネズエラでは適切な医療サービスを利用でき
ないといった防ぐことができる原因によって高い
妊産婦死亡数が存在します。ベネズエラ連盟は健
康と責任ある関係についてより多くの若い女性を
教育するためにワールドシンキングデイファンド
の助成金を利用します。連盟では70人の少女と若
い女性の会員が、全国の530人の学生に青年前
期の妊娠やその危険性について教育します。そし
て参加した少女や若い女性には、得た情報を活
かし、今後の活動に多くの若者が参加するよう呼
びかけることを促します。

ベネズエ

パキスタ

ラ・ボリバル共和国

ン・イスラム共和国
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4.アクティビティ

全体図
MDG5の導入と調べるためのアクティビティ

World Thinking Day 2013  MDG 5 Activity Pack

平等な社会：健康を向上させるための方法

お母さん、
家庭

地域社会、
世界と国

すべての女性が同じように安全な妊娠、
出産、そして産後の時期を過ごせるわけ
ではありません。世界の国々には貧しい
家庭や差別されている集団に属した女
性が、妊娠が原因で亡くなったり、傷つい
たりする可能性が高いです。世界レベル
で見ても：途上国の女性は先進国の女性
に比べて、傷つけられたり、亡くなったり
する可能性が高いです。

このような格差は、生物学的理由によっ
て起きているわけではありません。これら
は女性たちが日常生活を営む条件下に
おける、避けられるはずの不公平な違い
によって起きるのです。
この差を縮めるためには、女性の生活
状況を改善するための行動を起こさ
なければなりません。

右図は、女性が安全で健康的な妊娠・出
産・産後を過ごすためにどのような支援
がよいかを理解するのに役立つでしょう。
妊産婦の死亡の直接原因が氷山のてっ
ぺんのように簡単にわかります。しかしこ
れは問題のほんの一部に過ぎません。出
生時の合併症の理由にはたくさんの理
由が層になって重なり合っています。そ
れは女性の置かれている環境‐彼女の
家族‐に始まり、彼女の地域や世界へと
広がります。私たちが知っている「死亡す
る」と「傷を負う」との間にある差は、女性
たちがこれらの原因になる事柄に対し、
対応する環境にあるかどうかの格差が反
映されているのです。

大量出血、
異常高血圧、
感染症、
血栓、等

17
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妊産婦の
死亡原因は
何か？12 

・大量出血-35%
・異常高血圧-18%
・感染症-8%
・静脈を閉塞させる血栓-1%
・他の直接原因-11%
・間接的な原因-18%

出産時合併症
に影響を与え
る直接的な原
因は何か？

母親
・年齢
・栄養と健康状態
・出産の間隔
・教育レベル
・育児や家計に関する決定に
　関わること
・安全な妊娠・出産のための
  医療サービスの利用

これらの状態
に影響する、
より幅広い要
因は何でしょ
う？

地域社会と国
・健全な生活水準、教育、子ど
  もと女性の権利を守り、向上
  に努め、健康の促進・病気へ
  の対応、清潔な環境、安全な
  水、公衆衛生の改善を保障す
  る政府の政策とシステム
・宗教的、文化的、社会的信条
  や習慣
・少女と少年、女性と男性の社
  会的地位や権利の平等の度
  合い

家庭
・収入
・男女の役割、母親としての
  責任、父親としての責任、
  考え方

・過去、現在の差別と社会的疎
  外
・紛争と国家の虚弱

世界
・人権、政府開発援助、国際貿
  易、また他の世界的問題に影
  響を与える世界的政策やシス
  テム
・気候変動
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MDGのウェビング
　　　　　　　8つのMDGsはすべて子どもの健康や

　　　　　　　
命に関わる問題

に繋がっています。
みなさんで円になって、それぞれ一人ひとりが異なる

複、は合場るい上以人8（。いさだくてっなと当担のGDM
数の人がグループになって担当することも可能です。）
まず、MDG5を象徴する人（またはグループ）は円の真ん
中に立ちましょう。そこから毛糸玉を輪の中の誰か一人
に向けて転がします。毛糸玉を受け取った人は、自分が
担当するMDGに関連した問題で妊産婦の死亡の一因
となっていることを一つあげ、真ん中に立っている人に
その毛糸玉を戻します。―毛糸玉を一度手にした人は、
その糸を握り続けることを忘れないでください。次に真
ん中に立っている人は輪の中にいる他の人に向けて毛
糸玉をパスしましょう。アイディアが尽きるまでパスし続
けます。そうすると、妊産婦の死亡が他のMDGにもつな
がっていることが分かる毛糸の編み物が完成します。そ
れぞれのMDGは、妊産婦の健康と改善のために何がで
きるか、しばらく考えましょう。解決方法が出るたびに、リ
ーダーが真ん中にいる人と輪になっている人の、間を
つないでいる糸を切っていきます。

     　　　　他のMDGs を達成することが妊産婦の健康
　　　　　を改善するためにどのように役立つのか、
　　　　　あなたが学んだことをふりかえってみましょ
　　　　　う。そして、友達や家族にあなたが学んだこ
　　　　　とを伝えましょう。

世界の妊産婦の
健康を比較しよう

ガールガイド・ガールスカウトは世界中に145カ国の加盟
連盟があります。毎年ガールガイド・ガールスカウト世界
連盟はワールドシンキングデイに、5つの地域から1カ国
ずつ焦点国を決め、特集します。今年の焦点国の特集記
事を読んでください。そして、インターネットを使ったり、
図書館で調べたり、地方自治体の代表者に連絡をしたり
して、自分の国がどのように統計をとっているか確認して
みましょう。なぜ一部の国では他の国に比べ亡くなってい
く子どもが多いのか調査してみましょう。妊産婦の死亡率
を下げるために国がどのような政策をとっているか調べ
ましょう。焦点国におけるワールドシンキングデイのプロ
ジェクトを支援するために、関心を高めたり、募金活動を
行うことで、このアクティビティをさらに発展させましょう。
　　　　　　いくつかの国では他の国と比べてなぜ妊
　　　　　　娠に関係して多くの女性が死亡するのか、
　　　　　　学んだことをふりかえりましょう。

　　　この活動を通して変化をもたらしましょう。あなた
　　　の地域でMDG5や今年の焦点国について発表
しましょう。5つの国の食べ物を用意したり、ポスターや地
図を作り、家族や他の人に世界のMDG5に関する現状を
伝えるための「MDGの夕べ」を開催しましょう。少額でよ
いので参加費を集め、ワールドシンキングデイファンドに
しましょう。

  World Thinking Day 2013  MDG 5 Activity Pack
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パックスロッジアクティビティ：
世界中のお母さんを称えよう

「母の日」など、世界中のお母さんは
それぞれの国で異なる日や異なる
方法でたたえらえています。パックス
ロッジがあるイギリスでは「マザー
リング・サンデー」にお祝いします。
「マザーリング・サンデー」の日は
1600年代ごろに始まりました。若い女性がお母さんの
ためにケーキやお菓子を持って実家に戻るのです。今
では子どもたちがお母さんにプレゼントやカードを渡
し、その日を一緒に過ごします。
　お母さんをお祝いする特別な日を待つ必要はあり
ません！私たちの生活において女性や母親が担ってい
る重要な役割を称える「母の日のお祝い」を開催しまし
ょう。女性の人生を称え、妊産婦の健康について認知
度をあげたり、ワールドシンキングデイファンドのため
の募金を集めたりすることができます。招待状やポス
ター、他の掲示物にMDG5のポイントを書いたり、この
活動パックの中のアクティビティを実施し、どうしたら
多くの女性たちが長生きで健康な人生を送れるのか
参加者に理解してもらえるようにしましょう。妊産婦の
健康を促進する行動を起こせる地域にいる政治家な
ど意思決定者の方も招待しましょう。

          　　　    なぜお母さんや子どもの面倒を見る女  
          　　　　性に感謝したり、お祝いしたりすること
　　　　　　が大事なのか、共有しましょう。

World Thinking Day 2013  MDG 5 Activity Pack

ジェスチャーゲーム！
なぜ母親が必要なのか

みんなで小さい紙になぜ私たちがお母さんを必要とす
るか理由を書きます。すべての紙を集めて、混ぜます。
理由が書かれた紙を一人1枚ずつ取り、声に出さずジェ
スチャーだけで、紙に書いてある理由を伝えます。他の人
に何を伝えているのか当ててもらいましょう。

　　　　　　紙に書いた「お母さんが必要な理由」が世
　　　　　　界の子どもたちに必要かどうか、グループ
　　　　　　で考えてみましょう。もしも子どもが母親か
ら面倒を見てもらえなかったらどうなりますか？母親のい
ない子どもを支援するために、地域社会は何ができます
か？

20

バスに乗ろう
あなたがバス停にいると想像してください。
リーダーがMDG5に関する質問をします。質問の答えだ
と思うことを全員で一斉に言いましょう。他の人が言っ
ていることもよく聞きます。同じ答えを言った人同士は、
すぐに集まって肩を組みます。肩を組みながら答えを
一緒に言い、バスに乗るまねをします。
リーダーに答えを教えてもらい、次の質問にうつります。
リーダーは次の質問にうつるとき、「さあ、次のバスに
乗りましょう」と声をかけゲームを続けます。

　　　　　　ページ後ろのアクティビティ資料を見ま
　　　　　　しょう。



 

 

 

医療サービスは命を救う

医療従事者は
どのように
人を助けるのか

お医者さんや看護師さんのような医療従事者はみん
なが健康でいられるように助けてくれます。医療従事
者の人があなたやあなたの家族、知人を助けてくれ
たときの方法（経験）を思い出してみましょう。例えば、
病気を予防するために予防接種をしたり、具合が悪
かったり怪我をしたときには、良くなるように治療し
てくれたでしょう。医療従事者の人がどのように助け
てくれるのか演じる寸劇を作って、出演するキャラク
ターになりきってみましょう。

　　　　　　医療従事者の人が私たちの健康を保
　　　　　　つために果たしてくれる大切な役割を
　　　　　　考えてみましょう。

映画鑑賞の夜
ドキュメンタリーなどの映像は世界中の少女や若い
女性の生活について学べる素晴らしい方法です。グ
ループで観賞できる、妊産婦のための医療サービス
に焦点を当てた映画を探しましょう。または、あなた
自身が劇を作ってもかまいません。たくさんの人を誘
うことによってこの活動を、変化をもたらすものにし
てみませんか。ちょっとしたおやつを販売したり、寄
付を集めたりすることによって、ワールドシンキング
デイファンドのためのお金を集めることができます。

　　　　　　映像の感想を共有しましょう。あなた
　　　　　　の地域と世界を比べた時、妊娠女性に
　　　　　　とって同じところ、違うところは何でしょ
　　　　　　うか？

妊産婦の健康
追跡ハイク

健康情報や医療サービスは妊産婦の健康を改善す
るために大切な援助です。しかし、もしもどうやって
健康情報や医療サービスを受けることができるか分
からなかったら、それらの援助を得ることは難しいで
すね。あなたの地域にはどのような医療サービスが
あるかを調査する「妊産婦の健康追跡ハイク」をやっ
てみましょう。調査リストを完成させ、地域の人 と々調
査情報を共有するポスターや簡単なホームページ
を宣伝用に作成しましょう。活動の手引きについては
ページ後ろのアクティビティ資料を見てみましょう。

　　　　　あなたの地域で利用可能なサービスや
　　　　　情報を調べて何か気づいたことはありま
　　　　　したか？一部の人が他の人に比べて情報
　　　　　やサービスを得ることが難しいかどうか
　　　　　を考えましょう。
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声に出して、参加しよう
地域の人々の権利を理解・保護し、地域の人が健
康を維持する方法を学ぶよう支援している慈善団
体やNGO・NPOはたくさんあります。これらの問
題に取り組んでいる地域のNGO・NPOの方と連絡
をとり、取り組みについてもっと学ぶために訪問
したり、お話をしに来て頂きましょう。もしその
団体の取り組みに刺激を受けたら、ボランティア
として参加させていただけないか尋ねてみましょ
う。ピア・エデュケーターのグループに参加し、
キャンペーンに関わりましょう。健康センターや
ユースセンター、学校の委員会に参加しましょう。
あなたの住む地域や国で行われる会議に参加しま
しょう。もしもこのような機会が見つからなけれ
ば、自分自身で行ってみましょう。健康や権利に
関心のある若者のチームを作り、一番よい関わり
方を計画してみましょう。
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力をつけた女性、健康な女性

サンガムアクティビティ：
職業においての女性

性別についての固定概念はとて
も強力です。この固定概念はど
のような仕事なら「女性が出来
る」または「男性が出来る」と
人々が考えることに影響を
及ぼします。あらゆる職業で働く人々の写真を印
刷しましょう。（医者、弁護士、看護師、教師、
建設業者、整備士、美容師、レストラン経営者、
科学者等）部屋の左右の場所に女性♀と男性♂
のマークを置きます。職業の分かる写真を一人に
一枚ずつ配り、全員にその写真を見せてから、そ
の職業に合う性別の方へ写真を持って移動するよ
う伝えます。もしも男女どちらにも適応する職業だ
と思えば、部屋の真ん中に立つよう指示します。最
後に、なぜその性別（または真ん中）を選んだの
か聞いてみましょう。

　　　　　特定の職業がなぜ男性か女性に適して
　　　　　いるように見えるのか、話し合ってみ
　　　　　ましょう。性別に対する固定概念が興
　　　　　味ある職業に進もうとする人をどのよ
　　　　　うに阻んでいるのか話し合ってみまし
　　　　　ょう。性別に対する固定概念を克服し
　　　　　て職についた経験のある人に話を聞い
　　　　　てみましょう。

 1分間スピーチ
妊産婦の健康を改善するためのアドボカシーメッ
セージを作り、発信する練習をしましょう。あな
たには1分間だけメッセージを発信できる時間が
あります！用意ができたら、グループに向けてメ
ッセージを発信しましょう。メッセージができた
ら、あなたのメッセージを一言で表すスローガン
を考えましょう。

 

 

サンガムアクティビティ：
女性のリーダーシップ

一人ひとり、感銘を受けた女
性リーダーを思い出し、その
人の絵を描いてみましょう。
なぜ絵に描いた女性がみんな
に希望をもたらすのか、その
女性の人格などについて発表し合いましょう。政
府、社会または地域の運動、科学などの幅広い範
囲の女性リーダーたちの写真や物語、映像をみん
なで見て、話し合いに役立てましょう。

　　　　　これらの偉大な女性リーダーが何をも
　　　　　たらし、私たちが人生において、女性
　　　　　リーダーたちから学んだことをどのよ
　　　　　うに活かすことができるか話し合って
　　　　　みましょう。

 女の子が望む世界を
つくる

初めての国際ガールズデーが2012年10月11日に
行われました。これは世界中の人々が女の子を称
え、女の子の生活を改善するために行動を起こす
日です。グループで輪になって立ちましょう。粘
土を持っていると想像します。メンバーは一人ず
つ、世界の女の子のために女の子にとってより良
い世界を作る何かを象徴したプレゼントを粘土で
かたどって、円の真ん中に置くふりをします。
女の子へのプレゼントは何でしたか？それぞれが
発表し、それらが女の子の権利にどのように関わ
っていくか話し合いましょう。
このアクティビティを2013年10月11日の国際ガー
ルズデーでやってみませんか。
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アクティブに・・・
なろう！

体を動かすアクティビティをする方法はたくさん
あります。グループで輪になって立ちます。一人
のメンバーが身体を動かす方法を提案します。例
えば「泳ぎに行こう！」と言って泳ぐ真似をしま
す。するとみんなで「うん、泳ぎに行こう！」と
返事をし、その動きを真似します。あなたのグル
ープのみんながアイディアを出し終えるまで、そ
れぞれの人が身体の違う部分を動かすアクティビ
ティを続けましょう！

　　　　　　身体を動かすことで何を学んだかふ
　　　　　　りかえりましょう。スポーツや他の
　　　　　　体を動かすアクティビティに少女や
　　　　　　女性が参加するのを妨げるものはあ
　　　　　　りますか？国によっては少女や若い
　　　　　　女性が自由にスポーツをしたりでき
　　　　　　ないところがあるかもしれません。
　　　　　　その現状や理由を調べてみましょう。

私の人生に関わる
たくさんの人

あなたはたくさんの人と関係しながら生きていま
す。　両親/保護者、兄弟/姉妹、いとこ、友だち、
先生、ご近所さん、他にも！大きな紙の真ん中に
円を描きます。この円はあなたを表します。あな
たの人生に関わるすべての人を思い出し、描いて
いきます。あなたにとって特別な人は、円の一番
真ん中に描きます。それぞれの人があなたにとっ
て特別な理由は何でしょう？

　　　　　　人間関係はそれぞれです。中でも何が
　　　　　　特別な関係とさせるのかを考えてみま
　　　　　　しょう。

「今日」の目標と
「明日」の目標

何があなたにとって重要か理解していることは、
あなたが決定をしたり、周囲からの圧力に立ち向
かったりするときに役立ちます。あなたの目標を
示す絵を描いたコラージュを作りましょう。紙の
片側にあなたの今の目標を描きます。（例えば良
い成績をとる、新しい技術を学ぶなど）もう一方
には将来の目標を描きます。（例えば、自分が就
きたい職業や結婚してどんな家族で築きたいかな
ど）できあがったら、みんなで作品を見せ合いま
しょう。

　　　　　若い人　　　　　　に、人間関係において健全な
　　　　　　決断をさせるのに、自分の目標を知
　　　　　　ることが、どう役立つか話し合いま

しょう。

言葉に出そう
良い人間関係やあなたの心身を気遣う方法につい
て、たくさんのことを学んだことでしょう。さあ、
今度は学んだことを学校や地域で他の人々のため
に役立てる番です！ポスターにしたりアルバムを
作ったり、歌を作ったり、短いビデオを作るなど、
いろいろな方法があることでしょう。
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付 録
繊細なテーマを取り扱うための
ヒント
両親や保護者に理解してもらうこと
保護者はガールスカウト運動を展開するうえで大
切なパートナーです。保護者にもMDG5に関係の
あるテーマを含んだ健康について子どもたちが学
ぶにあたり、大切な役割があります。これらのテ
ーマついてのノンフォーマル学習の取り組みは、
学校などの他の情報源と両親や保護者から得る情報
などを足し合わせていくことが大切だからです。

スカウトと一緒に行う予定の2013年のワールドシ
ンキングデイ・テーマやアクティビティについて
保護者にも伝えましょう。必要があれば、スカウ
トがアクティビティを行うことに許可を得ましょ
う。保護者がこれらのテーマについて、子どもと
一緒に話すのに利用できる資料などを提供しまし
ょう。リーダー自身も保護者や子どもたちから質
問を受けそうなことがらについては、事前に準備
をしておきましょう。

繊細で難しいテーマに対応するた
めの作戦
MDG5は死、ジェンダー、不平等、妊娠と出産、
人間関係、相違点、価値について話をするため、
とても繊細で、感情的または難しい可能性のある
テーマです。人によってはそれらのテーマについ
て強い意見をもっているかもしれません。ある人
は乳幼児または妊産婦の死によって個人的に影響
を受けるかもしれません。
これらのトピックについて話すときには、思い込
みを見直し、踏み込んではいけない、またはプラ
イベートであるとみなされているテーマを、公共
の場で取り上げることに配慮し、信条や価値観に
関係している内容であることを忘れないようにし
ましょう。

以下はこれらのテーマに取り組みやすくするもの
です：

リーダーとして自分の役割を知る
スカウトと一緒に情報を共有し、問題について学
び、話す機会を提供しましょう。どうすればいいか
など会員に医療的アドバイスやカウンセリングをす
ることは絶対にしないでください。保護者、保健
機関などの彼らの健康について対処し、決断をす
るための支援や詳しい情報を与えてくれる機関や
人を紹介しましょう。アクティビティを始める前
にそれらの機関の詳細について確認しましょう。

問題に精通しましょう
偏りのない根拠のある情報を提供するように留意
しましょう。法律、民族、権利といったさまざま
な視点から問題を探れるようにしましょう。信憑
性のある機関から資料や学習ツールを借りましょ
う。市民社会団体また大学などあなたの地域にあ
るこれらのテーマの専門家やすでに活動している
人と連携しましょう。そういった人を招いて指導
してもらったり、一緒にアクティビティを行うこ
とも考えましょう。

MDG5に関係のあるテーマついて自分自身の視
点、信条、価値、試みを探り、疑問を持ってみ
ましょう。
アクティビティパックの情報について、あなたが気
になった点についてチェックしておきましょう。こ
れらのテーマについて少女や若い女性のように、思
い違いをしていたことがあるかもしれません。

気楽な気持ちで余裕を持って会員スカウトに
話しましょう。
これらのテーマについてなぜ公共の場で学び、話
す必要があるのか共有しましょう。これらのテー
マに疑問を持つことは普通のことだということを
強調してください。これらのテーマについての話
題に対して子どもや若い女性がどう感じているか
常に留意しましょう。

安全で実りのある会話のためにスカウトと一
緒に基本ルールを設定しましょう
ルールを設定するには次の点を含むとよいでしょう:
「能力を最大限に活かして参加する」、「一般論
ではなく、自分の意見や考えを『持つ』「私たち」
ではなく「私」を主語にして意見を述べる　」、他
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の人のプライバシーを尊重する、丁寧に他の人に
接する（しっかり話を聴く、邪魔をしたり、悪口を
言ったりしない）、正しいかどうかよりも問題を深
く理解することに集中する。

ブレインストーミングや小さいグループを作って
の活動のように、だれでも参加できる話し合いを
通じてMDG５に関係のあるテーマを学ぶことが
でき、自分の考えに対してじっくりとふりかえる
ことのできるアクティビティを使用します。
リーダー自身が行動を通し、難しい会話や興味が
そそられる会話に参加する方法を示しましょう。こ
れらのテーマについてへだたりなく話したり、さま
ざまな意見を尊重するよう手本を示しましょう。

会員がこれらのテーマについて安全な環境で
話し合ったり、活動できるようにすることが
大切です。
会員の個人的な体験や意見よりも、理論的でも具体的
な方法でテーマについて調べましょう。心を開いた議
論を行うために、参加のルールを決めましょう。参加
したくない人は参加しなくてよい、意見を述べたくな
い人は述べなくてよい、そして無理に質問をしたりし
ないというルールを作ります。参加者には、自分自身
について集団の中で話してよいことは何かを考えて、
発言するように伝えましょう。（第3者に話されても
問題ないことであれば安全だと伝えましょう。）

少女会員がテーマに関する個人的経験がある
場合は注意しましょう。
家族や周囲で女性や子どもが亡くなっていること
などがある場合は、これらテーマを取り扱うこと
に注意しましょう。

少女会員と一緒に活動を始める前に未解決の
感情や開示をどのように取り扱うことができ
るか考える時間をとりましょう。
あなたは何をしたいですか？何することを避けた
いですか？適切な境界線を保ちながら、どのよう
に少女や若い女性を支援していきますか？ネグレ
クトや性的、身体的、精神的虐待といった子ども
に関する問題が分かったときには、専門家に必ず
相談をしましょう。児童護条約をインターネット
などで探して参考にしましょう。

医療サービスプログラムや資料のリストを作
りましょう。
希望があれば、少女会員が資料を利用できるよう
にしましょう。

法律によって専門家に情報を伝えるよう要求
されない限りは支援やアドバイスを求めます
が、少女会員のプライバシーや秘密保持を尊
重しましょう。
指導者は子どもの福祉を促進し、子どもを危害か
ら守る義務と共に機密情報を尊重する義務のバ
ランスを取る必要があります。少女会員の安全
のためにこの情報を共有しなければならないこと
や、なぜそうしなければならないのか、少女会員
に知らせることが大事です。支援が必要ならば、
都道府県連盟や日本連盟にも相談してみましょう。

リーダー：教育はなぜ必要なのか？
母親になるずっと前に健康の種は蒔かれます。身
体的・精神的に良い健康状態であるとき、また自
信、自尊心、人間関係や親であることについて健
康的な選択をするのに必要な知識とスキルがある
とき、女性は高い確率で健康的な妊娠をすること
ができます。将来、母親になるならないに関わら
ず、可能な限り健康的であることはすべての少女
や女性に重要なことです。

WAGGGSは少女と若い女性のための世界最大の団
体です。WAGGGSは加盟連盟に対して、十分で正
確な情報と共と妊産婦の健康に関連した問題につ
いて公に話せる安全な場所を提供する責任があり
ます。

すべてのリーダー（指導者）がこれらの問題につ
いて専門家ではないですし、これらについて話をす
るのが困難なこともあることも認識しています。他
のリーダーや地域の医療健康教育者など、団に招待
し、一緒に活動してくれる人を見つけることも一つ
の方法です。
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親密（性的・パートナー）な関係について
の質問に答えること
子どもや若い人は健康や身体、思春期、親密な関係、
性的な親密さについてたくさんの疑問を持って
いることでしょう。情報やリーダーの答え方が彼らの
理解や感情に大きく影響する可能性があります。これ
は質問に答えるとき覚えておいて欲しいことです：

・

・
・

・

・

・

・

・
・

・
・

・

・
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質問が情報についてか、感情についてか、または
価値観についてかを把握してみましょう。
年齢相応の答えを考えておきましょう。
性的課題を取り扱う際には使用する言葉に配慮
しましょう。
決める時には自分たち自身で考えるようにすすめ
て下さい。
少女会員からの質問の答えがわからない場合は
考えてみると少女会員に伝えましょう。質問のメモ
を取り、後から支援できるようにしてください。
必要な基本ルールを設定し、少女会員が忘れな
いようにしましょう。
教えられる瞬間に先入観、固定概念、不寛容な感
情は持たせないようにしましょう。
地域の資料を少女会員にすすめましょう。
地域の指導者といった少女会員にとって重要な
人や、家族、他の人の見解も求めるように促しまし
ょう。これは価値観を考える質問として特に大事
です。
静かに、集中しましょう。
目的を忘れず、自分の考えを述べるのは避けまし
ょう。
もしもテーマについていい気分がしなかったり、
十分な専門知識がないと感じたら、集会を手伝っ
てくれる人を探しましょう。
人間が成長したり、自分自身を表現する方法はた
くさんあることを忘れないで下さい
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アクティビティ資料

）ィテビィテクアの      P20（sub eht no teG

1．毎日何人の妊産婦が亡くなって
いるか

2．世界で最も多く妊産婦が亡くな
っている地域はどこか。また、どの
ような国で亡くなっているか。

3．青年前期の少女の死因で主要
な原因は何か？

4．青年前期の少女の妊娠が最も
多いのは世界のどの地域か？

5．青年前期の少女が妊娠する主
な原因は何か？

6．妊産婦の死亡を防げる確率は？

約800人。
亡くなった全女性に対し、少なくとも20人は出産や仕事中の
身体障害、感染症や傷を負って苦しんでいる。12

おおよそすべて（99％）の妊産婦の死亡は途上国で起こって
いる。5

ほとんどの妊産婦の死亡はサハラ以南のアフリカ（56％、3人
に2人）と、南アジア（29％、3人に1人）で起こっている。5　妊産
婦の死亡の主な原因が麻酔や帝王切開による合併症である
先進国とは異なり、これらの地域では大量出血や極度の高血
圧が主な原因となっている。12　このことは産科を利用できる
かどうかという世界的な格差を表している。

妊娠

サハラ以南アフリカは青年前期の出産率が最も高い
南アジアは青年前期に出産する人数が最も多い12

妊娠する原因は複数ある。以下は原因となっていること。  
貧困家庭
早婚
男女不平等、少女の地位が低い
（早婚の場合でも）性行為を行うかどうか、家族計画について
少女たちが決定権を持っていない
家族計画に関する情報不足
WHOは子どもを産む間隔について最低２年はおくよう推奨し
ている。3年間あければ母体にも、胎児にも、すでに生まれて
いる子どもにとっても最良である。
子どもを産む間隔をあけることは母親の命を救う。出産後5ヶ
月以内に妊娠した母親は18~24ヶ月間隔を空けた母親に比
べて死亡する確率が2.5倍も高い。 

ほぼすべての妊産婦の死亡を防ぐことはできる12

・

・

・

・

・
・

・
・
・
・
・
・
・
・

・

・
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妊産婦の健康追跡ハイク
（P21      のアクティビティ）
3つの欄を含む表を作り、次のものを貼ります。(1)質
問、(2)医療サービス名、(3)場所　必要だと思う欄が
あれば、足しましょう。表の最初の欄に次の質問をす
べてまたはいくつか加えているか確認しましょう。

　栄養や子どもの世話、予防接種、人間関係、健康に
　ついての質問に相談にのってくれたり、情報をく
　れるところはどこですか？
　HIVの検査を受けるような医療サービスを受けら
　れる場所はどこですか？
　HIV患者の人が支援や前向きに生活する手伝い
　をしてくれるところはどこですか？
　女性が安全な妊娠や出産をするのに役立つ情報
　や支援を受けられるところはどこですか？
　妊娠した女性がHIVの検査を受けたり、子どもが
　HIVになる危険性を低くしたり医療サービスを受
　けられるところはどこですか？
　バランスのとれた食事や健康について相談にの
　ってくれるところはどこですか？
　心の健康に関する情報や支援を受けられるところ
　はどこですか？例えば、ストレスや心の病気のた
　めの支援を受ける方法。

・

・

・

・

・

・

・
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