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１．メキシコ・アグアスカリエンテス概要 

                        メキシコ合衆国のミニデ－タメキシコ合衆国のミニデ－タメキシコ合衆国のミニデ－タメキシコ合衆国のミニデ－タ     

面積 1,972,550k ㎡  （牧地 38%,森林 22.2%）  日本の約 5 倍 

人口 約 1 億 778 万人（2006 年推計） 

人口密度 約 53 人/k ㎡ 

首都  メキシコシティー（Ciudad de Mexico  約 860 万人） 

言語 スペイン語  先住民族の言語（約６５言語） 

宗教 ロ－マンカトリック 89％，プロテスタント 6％，その他 5％ 

人種 メスティソ約 60％  先住民約 25％  ｽﾍﾟｲﾝ系白人約 14％  その他約１％ 

気候 低地と高地，南部と北部でそれぞれ大きく異なる。雨季（5 月～10 月）， 

       乾季（11 月 ～4 月）に分かれる。 

 

 

州都 アグアスカリエンテス市 

高度 市街地平均 1,870ｍ  日本の蔵王・赤城・磐梯山頂・富士山五合目くらい 

平均気温 15゜C～17゜C(観測地点による) 

年間降水量 526mm（乾季には降水量はほぼゼロ） 

州人口 約 1,065，000 人(2005.10 統計) 

市人口 約 670，000 人 

人口密度 約 194 人／k ㎡ 

日系企業 11 社（学校理事関係の企業） 

在留邦人 約 500 人（滞留許可を持つもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アグアスカリエンテスアグアスカリエンテスアグアスカリエンテスアグアスカリエンテス    
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２．２．２．２．メキシコと日本の関わりメキシコと日本の関わりメキシコと日本の関わりメキシコと日本の関わり    

    

＜日本とメキシコの交流の＜日本とメキシコの交流の＜日本とメキシコの交流の＜日本とメキシコの交流の歴史歴史歴史歴史＞＞＞＞    

 メキシコと日本の交流が始まったのは今から約４００年前。1609 年 9 月、フィリピン諸島総督ロ

ドリゴ・デ・ビベロを長とする一団の船は、ヌエバ・エスパーニャ（当時のスペイン領メキシコ）

への帰国途中、千葉県御宿沖で遭難し、村人の献身的な救助により、乗組員 317 人が救出された。

ビベロ一行は地元城主や村人からの暖かい歓迎を受け、その後、徳川秀忠及び徳川家康に謁見した。

翌年、徳川家康がビベロ帰国のため造らせた船はメキシコに向けて出航。無事メキシコへの帰国を

果たした。その後、伊達正宗の命を受けた支倉常長らの使節団がメキシコに寄港した折には大歓迎

を受け、今でも、寄港地アカプルコには記念碑などが建てられ、当時を偲ぶことができる。私が派

遣された２０１０年度がちょうどメキシコと日本の交流が始まって４００周年の年で祝賀行事が催さ

れた。１９世紀になると日本からの移民が約１万人メキシコに渡り、その子孫が今でも日系メキシ

コ人としてメキシコ各地に住んでいる。 

 

＜日本＜日本＜日本＜日本の自動車産業の進出の自動車産業の進出の自動車産業の進出の自動車産業の進出＞＞＞＞    

 戦後の高度経済成長期に、自動車産業や日立製作所などを始めとして様々な日本企業が進出した。

特に１９６６年にメキシコ現地工場での自動車生産を開始した日産自動車の存在は大きく、メキシ

コでの車のシェアの１位を誇っている。日産の車の中でも Tsuru（日本名サニー）の販売実績は群

を抜いており、タクシーを中心にメキシコ中どこでも目にすることができる。アグアスカリエンテ

スにも、巨大な生産工場があり、その系列の部品メーカーも多数進出している。現在、日産の第２

工場も建設されており、まさに日産の街として、急速な発展を遂げている。それに伴って日本人学

校の児童数も、2012 年から急速に増加している。 

 

３．３．３．３．メキシコの文化・生活などについてメキシコの文化・生活などについてメキシコの文化・生活などについてメキシコの文化・生活などについて    

＜古代遺跡ピラミッド＞＜古代遺跡ピラミッド＞＜古代遺跡ピラミッド＞＜古代遺跡ピラミッド＞    

 メキシコの代表的な観光地と言えばピラミッドである。エジプトのピラミッドとは建設された年代も

異なり、その目的も違うと言われているが、謎の部分が多く、発掘・調査が今も行われている。その発

掘に日本の研究者も多く関わっている。メキシコのピラミッドの中でも特に有名な物が、メキシコシテ

ィ近くにあるテオティワカン遺跡のピラミッドとユカタン半島にあるチェチェンイッツァのピラミッ

ドである。毎年世界中から多くの観光客が訪れる。また、アステカ文明やマヤ文明などから発掘された

ものも興味深いものばかりである。 
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＜メキシコの食文化について＜メキシコの食文化について＜メキシコの食文化について＜メキシコの食文化について＞＞＞＞    

 メキシコは食材（野菜）の宝庫。メキシコ原産の野菜は数多くある。

トウモロコシ、トマト、トウガラシ、かぼちゃ、アボガド、ヒカマ 等。

主食はトウモロコシの粉や小麦粉から作るトルティージャ。このトル

ティージャに肉や魚、野菜などを巻いて食べるタコスやブリートがあ

る。どの料理も基本的に辛いものが

多く、日本でも最近目にするハラペ

ーニョ、アバネロなど、ものすごく辛いものをメキシコ人はよく食べる。

また、サボテン（ノパール）もメルカド（市場）やスーパーなどいたる

ところで売られ、食卓に欠かせない食材となっている。 

 メキシコはアメリカと並ぶ肥満大国。その原因の一つが炭酸飲料の過

剰摂取。個人あたりのコーラの消費量が世界一と言われている。冷蔵庫

の中には必ずと言っていいほどコーラやサイダーなどの炭酸飲料が常時入っている。また、１歳ほどの

幼児にコーラなどを飲ませるているのも良く目にした。 

 １日の食事の回数が４～５回というのも肥満の原因の一つであろう。朝７時のフルーツなどの軽食、

１０時の軽食、１４時の昼食（たっぷり食べる）、（１７時も食べる人がいる）、２２時の夜食と１日

４～５回も食事を取る。その食事ごとにコーラなどもいっしょに飲んでいる。 

 

＜メキシコの水について＞＜メキシコの水について＞＜メキシコの水について＞＜メキシコの水について＞    

 メキシコは雨季（５月～１１月）と乾季（１２月～４月）にわかれ、乾季にはほとんど雨が降らない。

雨季に降る雨も、夜や夕方にスコールのような激しい雨が降り、道路が冠水し川のようになってしまう

こともしばしばである。メキシコには大きな川がほとんどなく、その降った雨は、地面にしみ込み地下

水として蓄えられる。地面をしみ込んで行く過程で石灰分などミ

ネラル分が高い濃度で含まれているため、飲み続けると体に石が

たまると言われている。シャワーや蛇口に白い粉が付着し、まめ

に掃除をしないと、シャワーの穴が石灰分でふさがることもある。

そのため、普段の飲料水は、石灰分をフィルターなどで除去した

ガラフォンという水を使っている。少し高額になるが、ボトル入

りのミネラルウォーターを購入している家庭もある。 

 

＜フェ＜フェ＜フェ＜フェリアリアリアリア・・・・デデデデ・・・・サンマルコス＞サンマルコス＞サンマルコス＞サンマルコス＞    

 メキシコでは、いつでもどこでもお酒を飲めるわけではない。基本的には屋外でお酒を飲んだり、酔

っ払ってはいけないことになっている。自宅、許可を受けたレストラン、バー、パーティー会場などで

の飲酒は認められている。そんなメキシコであるが、１年に一度アグアスカリエンテスで催されるフェ

リア・デ・サンマルコスは屋外で１日中お酒を飲むことが認められ、酔っ払ってもＯＫの国の公認の 

お祭りとなっている。メキシコ全土からアグアスにメヒカーノが集まり、毎日朝方まで、飲んで踊って

のパーティーが２週間ほど繰り広げられる。 
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＜音楽とダンスの国メキシコ＞＜音楽とダンスの国メキシコ＞＜音楽とダンスの国メキシコ＞＜音楽とダンスの国メキシコ＞    

 メキシコ人と言えば、パーティー。そしてパーティーに欠かせないのが音楽とダンス。週末になると

自宅の周りの家で大音量の音楽が鳴り響き、ダンスが繰り広げられる。結婚式，誕生日パーティーでは、

朝方まで参加者が踊り続ける。また、パーティーの音楽に欠かせないのが、マリアッチ。マリアッチは

バイオリン、トランペット、ギター、ボーカルなどで構成される楽団で、おそろいのコスチュームを着

ている。バーなどでもマリアッチが待機していて、チップ（けっこう高額）を渡すと演奏をしてくれる。  

  

＜治安について＞＜治安について＞＜治安について＞＜治安について＞    

 メキシコ政府と麻薬組織との間で繰り広げられているメキシコ麻薬戦争。前メキシコ大統領、フェリ

ペ・カルデロン在任の５年間に、その麻薬戦争が激化。約５万人の命が犠牲になった。特にメキシコ北

部の治安が悪く、アメリカ国境近くのティファナなどでは、マフィア同士の抗争や警察や軍への報復と

して多数の死体が見せしめのために街に吊るされることが頻繁に行われた。しかし、民間人が麻薬戦争

の犠牲になる話はあまり聞かない。私がいたアグアスでは、マフィアの資金源として身代金目当ての子

供の誘拐や、日本人住宅を狙った空き巣の注意が呼びかけられていた。実際、わたしの赴任３年間の間

に、アグアスで日本人二家族が、空き巣の被害に合い、引っ越しを余儀なくされた。アグアスでは街中

を散歩したり自転車で回ることは何の問題もなかったが、子供達だけで行動することは慎むよう指導さ

れていた。なお、日本人学校への登下校はスクールバスか保護者の車での送り迎えが原則とされていた。 

 

＜激しい貧＜激しい貧＜激しい貧＜激しい貧富の差＞富の差＞富の差＞富の差＞    

 メキシコは貧困層と富裕層の差が激しい国として有名である。ジニ計数で、国際的に 0・4 以上が社

会紛争の多発する警戒線と言われる中、メキシコは 0.517（世界国勢図絵 2011/12）と所得分配の

不平等が顕著である。（日本は 0.319＜同 世界国勢図絵 2011/12＞）世界の長者番付１位はメキシ

コ人カルロス・スリム・ヘル氏である。資産約 8 兆 300 億円といわれている。一方、電気水道

もない生活をし、街で出されるごみを集めてお金に換えている人々もいる。 

 

４．４．４．４．アグアアグアアグアアグアスカリエンテス日本人スカリエンテス日本人スカリエンテス日本人スカリエンテス日本人学校について学校について学校について学校について    

＜概要＜概要＜概要＜概要＞＞＞＞    

  開校の歴史：昭和 57 年、1982 年に日産自動車が出資し、企業立・アグアス学院として誕生。 

        当時は先生 2 人、子ども達６名の本当に小さな学校としてスタート。校舎もメキシコ 

        人の屋敷を借りていた。学院として開校してから 1５年目の平成 9 年、１９９７年に 

        アグアス学院が日本人学校として文部科学省に認定された。そして平成１９９９年新 

        校舎が建設され現在にいたっている。現在小学部、中学部併設の学校で各学年１クラ 

        ス・計９クラスの小規模校である。平成２４年９月に、創立３０周年記念式典を行い、 

        ３０年の節目を祝った。 
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生徒数の推移生徒数の推移生徒数の推移生徒数の推移：日産自動車・関連企業等の企業活動によって、生徒数の増減が決まる傾向にある。 

       日産自動車第２工場の建設が始まっている平成２５年は児童生徒数７０名に迫る勢い 

       であると聞いている。 

 

＜日課表＞＜日課表＞＜日課表＞＜日課表＞    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

２６人 ４２人 ６１人 ６０人 ４５人 ３６人 ３２人 ４５人 ４６人 ５４人 
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本校の教育課程本校の教育課程本校の教育課程本校の教育課程    

 本校では平成 21 年度より、新学習指導要領の教育課程を完全実施。主要 5 教科・体育

の時間増などが実施されてきた。小学校１・２年生は水曜日の午前授業以外はすべて６時

間授業を行っている。小学３～６年は月・水が７時間授業でそれ以外が６時間。中学部は

月～水が７時間授業、それ以外が６時間授業となっている。メキシコでは、治安上、子ど

もたちが学校外で自由に遊んだり体を動かすことが難しい環境のため、どうしても運動不

足に陥る子ども達が多い。その運動不足を補う意味もあって小学校３年生以上は月・水の

７時間目に運動クラブを中心としたクラブ活動を行っている。 

 

    

＜年間総授業時間数＞＜年間総授業時間数＞＜年間総授業時間数＞＜年間総授業時間数＞    

  小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 

本校（一昨年度実績） 1040 1048 1175 1175 1180 1178 1208 1208 (1208) 

新課程 年間総時間数 850 910 945 980 980 980 1015 1015 1015 

    

    

    

＜＜＜＜主な主な主な主な年間行事＞年間行事＞年間行事＞年間行事＞    

４月 

着任式・1 学期始業式・入学式 ８月 ２学期始業式 

開校記念式 

９月 

授業参観② 

学校経営方針説明会・学級懇談会① 創立記念式 

サンマルコス祭休日授業参観① １０

月 

運動会運動会運動会運動会    

新体力テスト 学級懇談会② 

新入生歓迎会 １１

月 

小学部遠足小学部遠足小学部遠足小学部遠足    

５月 

家庭訪問家庭訪問家庭訪問家庭訪問    教育相談週間② 

水泳教室開始 １２

月 

個別面談② 

児童生徒総会 ２学期終業式 

６月 

修学旅行修学旅行修学旅行修学旅行    

１月 

３学期始業式・書き初め・餅つき書き初め・餅つき書き初め・餅つき書き初め・餅つき 

修学旅行・修学旅行・修学旅行・修学旅行・スクールキャンプスクールキャンプスクールキャンプスクールキャンプ    授業参観③ 

修学旅行・スクールキャンプ修学旅行・スクールキャンプ修学旅行・スクールキャンプ修学旅行・スクールキャンプ    

２月 

学習発表会 

教育相談週間① 新１年生体験入学 

水泳発表会 

３月 

学級懇談会③ 

７月 

個別面談① 児童生徒総会 

１学期終業式 卒業生を送る会 

  修了式・卒業式・離任式 
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＜特色ある教育活動＜特色ある教育活動＜特色ある教育活動＜特色ある教育活動＞＞＞＞    

 メキシコタイムメキシコタイムメキシコタイムメキシコタイム    

  ・ メキシコ人講師による週１回の授業。内容はメキシコの年中行事・生活習慣・遊び・食文化等 

   を体験を通しながら学んでいくというもの。また、スペイン語の獲得についても、学年の発達段 

   階を考慮しながら学習を進める。授業は全てスペイン語で行われるため、日本人教師が児童生徒 

   のスペイン語理解をサポートする。そのため、赴任直後から週１回程度家庭教師を雇い、スペイ 

   ン語の学習をする教師が多い。これにより、派遣初年度はメキシコ人と十分な意思疎通ができる 

   とはいえないが、２～３年次になると日常的な会話や学習のための質問などに関しては、なんと 

   か会話が成立する程度のスペイン語能力を身につける。メキシコ人教師のスペイン語が十分理解 

   できない場合もあるが、メキシコ人を保護者に持ちスペイン語が堪能な児童生徒もおり、彼らの 

   助けを借りることも多い。 

    以前はメキシコタイムの時間にスペイン語学習をメインに取り扱っていた時期もあるが、子ど 

   も達のスペイン語学習への意欲も低く、保護者からの要望も低いことから、メキシコの文化面の 

   学習に力点を置く形になった経緯がある。 

 

 

 

 

 

 

 

＜「死者の日」の授業で祭壇にお供え物を置く子供達＞  ＜メキシコ人講師の話を聞く子供達＞ 

                      

英語教育英語教育英語教育英語教育    

 ・ 前述のように児童生徒・保護者のスペイン語学習への意欲はあまり高くなく、その反面、英語学 

  習への期待は高い。本校では、小学１年生から週１時間、小学校英語の時間を設けている。メキシ 

  コ人講師がメインティーチャーとなり、日本人英語教師とのティームティーチングを行う。児童の 

  発達段階に合わせた授業を展開しているが、ネイティブの英語教師ではないこと、学校内外の日常 

  生活でほとんど英語を耳にする機会はないので、日本の学校の子供たちと比べ格段に英語力が高い 

  とは言えないのが現状である。 

 

フランセス校との交流フランセス校との交流フランセス校との交流フランセス校との交流    

  アグアスカリエンテス日本人学校の隣にはメキシコの私立の学校フランセス・コレヒオ・イダルゴ 

 がある。幼稚園から中学部までが併設され、スペイン語と英語を半分ずつ使った授業が展開されてい 

 る。メキシコでも比較的裕福な家庭の子供たちが学んでいる。国際理解教育の一環として定期的に交 

 流を続けてきた。 
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    ———————【———————【———————【———————【日本人学校のメキシコ人に対する子供たちの意識の現状日本人学校のメキシコ人に対する子供たちの意識の現状日本人学校のメキシコ人に対する子供たちの意識の現状日本人学校のメキシコ人に対する子供たちの意識の現状】————————】————————】————————】————————    

  フランセス校の子供たちとの交流を定期的に行い一定の成果はあげてきた。しかし、日本人学校の

子供たちのメキシコ人の子供たちに対する親しみや友情が十分に育まれてきたとは言い難かった。自分

達日本人がメキシコに住まわせてもらっている現状にも関わらず、メキシコ人を「あいつら～」呼ばわ

りする子どもも少なくはなく、自分たちとは相いれない別の存在で、どちらかというと上から目線でメ

キシコ人を見ている傾向があった。これは、メキシコ人と一緒に働く保護者などの家庭でのメキシコ人

に対して思わず出た一言や、学校内外で日本人社会の中でだけで生活し、メキシコ人と関わりを持つこ

とがほとんどないことも大きく影響していると思われる。 

 

 ———————【協同的な活動を通してお互いに認め合える関係の構築を目指す】———————【協同的な活動を通してお互いに認め合える関係の構築を目指す】———————【協同的な活動を通してお互いに認め合える関係の構築を目指す】———————【協同的な活動を通してお互いに認め合える関係の構築を目指す】———————    

  日本人学校とフランセス校の児童生徒が一緒に協力しながら一つの物を作り上げる活動を通して、

日本人・メキシコ人双方がお互いへを信頼し認め合える気持ちを育てる取組を行うことにした。これま

で学年ごとにフランセス校と行ってきた交流活動の中に、日本人学校・フランセス校の児童生徒が共に

協力しないと解決できない課題を設定していくことにした。 

  (例) 

   ・ 日本人学校 VS フランセス校のバスケットボールの試合 ⇒ 両校混合チームでの試合 

   ・ 両校の合唱や器楽演奏の発表 ⇒ 合唱や器楽演奏を一緒に作り上げていく活動 

 

    ————————————————————————————————————————————————————    合唱合唱合唱合唱「「「「We Are The WorldWe Are The WorldWe Are The WorldWe Are The World」」」」————————————————————————————————————————————————————————    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取り組みの詳細 （全校） 

 ① 週１回の小学校英語の時間の一部を使い、「We are the world」の歌の意味や、歌が果たし 

  た役割などをメイキングビデオで知る。(フランセス校の児童生徒も) 

 ② 週１回の小学校英語の時間の一部を使い、コーラス部分を練習する。 

   フランセス校の生徒もコーラス部分を練習しておいてもらう 

 ③ We are the world のソロパートを７～８人選抜し、個別指導をする 

   フランセス校の生徒の中からもソロパートを選抜し、個別指導しておいてもらう 

  （ソロを、両校の代表が一緒に＜二人で＞歌う） 

 ④ ソロパートを歌う児童の顔合わせ 

   両校のソロパートを歌う児童が、昼休み時間を利用して顔合わせを行い、練習を数回行う 

 ⑤ 合唱の練習 

   両校のバックコーラス、ソロが一緒になっての全体練習（４回） 

 ⑥ 合唱の発表の場を設ける 
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５．５．５．５．家族と共に日本人学校に赴任して家族と共に日本人学校に赴任して家族と共に日本人学校に赴任して家族と共に日本人学校に赴任して    

 「自分の働く学校に、児童として自分の子供がいる」、「妻は保護者であるとともに、派遣教員の配

偶者である」ということで、自分の職場での仕事が直接家族に大きな影響を与えることになる日本人学

校。赴任する前は、そのことが結構プレッシャーになっていたが、実際に赴任してみると家族の存在が

本当に大きな助けとなった。子供や妻にとっては色々と大変なこともあったと思うが、家族でこの３年

間をメキシコで過ごせたことで一層家族の絆が深まったと思う。 

 

 ——————————————【家族で赴任してよかった点】【家族で赴任してよかった点】【家族で赴任してよかった点】【家族で赴任してよかった点】--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ・子供達や保護者の方々は、私が自分のクラスのお友達、我が子のお友達のお父さんということで、 

  親しみや安心感を持って接してくれた。 

 ・仕事のストレスを癒してくれる家族の存在は大きかった。 

 ・買い物一つにしても出かける時は常に家族一緒ということで、家族の絆が深まった。 

 ・子供や妻が習い事を通してメキシコ人コミュニティーとのつながりを持ち、自分もその中に入るこ 

  とができた。 

 ——————————————【家族で赴任して大変な点】【家族で赴任して大変な点】【家族で赴任して大変な点】【家族で赴任して大変な点】--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ・派遣教員の配偶者は、学校関係者であるとともに、保護者でもあるということで、保護者との距離 

  の取り方に工夫が必要。妻は気を使いながらうまくやってくれた。(大変だったと思う) 

 ・子供が下痢など体調を崩したり、けかをして病院に運ばれることが多く心配がつきものであった。 

  

６．６．６．６．メキシコで暮らして考えたこと「メキシコで暮らして考えたこと「メキシコで暮らして考えたこと「メキシコで暮らして考えたこと「メキシコ人と幸福についてメキシコ人と幸福についてメキシコ人と幸福についてメキシコ人と幸福について」」」」    

＜メキシコ人の高い幸福度＞＜メキシコ人の高い幸福度＞＜メキシコ人の高い幸福度＞＜メキシコ人の高い幸福度＞    

    毎年、世界各国の多くの調査機関で、その国で住む人々が自分たちの生活にどの程度満足しているか

を図る「幸福度」調査が行われている。それぞれの調査で幸福度の高い、または低いの国々の順位の差

はある程度あるものの、メキシコは幸福度の高い国として上位に位置している一方、日本はメキシコに

かなり下位に位置している。例えば、２０１０年度、アメリカ調査機関・ギャラップ社の調査において

メキシコ国民の幸福度は世界で１８位。一方、先進国の一つである日本は８１位と低迷している。また、

World Value Survey が実施している「幸福度の国際比較（2005 年前後）」では、『自分が非常に幸

せ』と感じているメキシコ人の割合が５８．３％で、調査した国 57 カ国中 1 位である一方、日本のそ

の割合は 27％と大きく離される結果となっている。実際、メキシコ人と接していると彼らが毎日の生

活を積極的に楽しみ、いきいきと生きとていることを感じた。  
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＜＜＜＜貧しい貧しい貧しい貧しい    ≠≠≠≠    不幸不幸不幸不幸＞＞＞＞        

 前述したように、メキシコは貧困層と富裕層の差が激しい国であり。ジニ計数で、国際的に 0・4 以

上が社会紛争の多発する警戒線と言われる中、メキシコは 0.517（世界国勢図絵 2011/12）と所得

分配の不平等が顕著である。しかし、幸福度調査においてメキシコが上位に位置しているのは「貧しい

≠不幸」ということであり、まさに何に人生の価値観を置いているのかということに他ならない。 

 悪臭が漂うごみの埋めたて地で、ごみの仕分けを仕事ととするペペナドール（ゴミ処理場労働者）に

インタビューをしてみたことがある。１９歳のキジェルモ・ルベンはこの

仕事を１６歳で始めた。妻と子供二人の４人家族の主である。この仕事を

辞めて他の仕事を探したいかとの質問に、彼ははっきりと「そんなことを

考えたこともない。この仕事に満足している。」と言い切った。その理由

は「この職場は、ボスがいなくて、自分

のペースで好きなように仕事ができてス

トレスがない。」というものだった。彼の

一番の楽しみはと聞くと、家族と一緒にいられる時間が楽しみという

ことであった。また、週末など休みの時間はどのような過ごし方をし

ているかについては、家族で教会に出かけたり子供と遊んだり、アミ

ーゴ（友人）との時間を楽しんでいるという返答であった。彼の今後の夢は、「家族をしっかり育てる

こと」と笑顔で答えてくれた。 

 

＜メキシコ人の高い幸福度を支えるもの＞＜メキシコ人の高い幸福度を支えるもの＞＜メキシコ人の高い幸福度を支えるもの＞＜メキシコ人の高い幸福度を支えるもの＞    

 キジェルモ・ルベン、そして先に紹介したメキシコ人の幸福度調査に表れる、高い幸福度を支えるも

のは何なのだろうか。その答えはキジェルモの話の中に語られたいくつかのキーワード：「家族」「アミ

ーゴ（友人）」「教会（キリスト教・カトリック）⇒ 信仰」にあるように私には思われた。人は自分が

必要とされていることから安心や満足感を得ると言われている。家族や友人との固い絆の中に自分とい

う存在をしっかりと確認しているメキシコ人。その絆を支えるバックボーンに信仰があるように思われ

た。 

 

＜最後に＞＜最後に＞＜最後に＞＜最後に＞    

 メキシコ人の高い幸福度を支える物として「家族」「アミーゴ」「信仰」を挙げたが、このどれもが、

物質的な豊かさとは別の「絆（人との絆、神とのつながり）」にあることがわかる。日本とメキシコ、

その文化的背景は異なるが、日本人もメキシコ人と同じように「絆」を大切にしてきた民族であると思

われる。しかし、日本が経済的に豊かになるにつれて、この「絆」を大切にする価値観よりも、物質的

な豊かさに幸せの重点がシフトしてきた感は否定できない。経済的に豊かでありながら、幸福度でメキ



pg. 12 

 

シコに遥かに及ばない日本が今後、より幸せを感じる生き方をして行くためには、メキシコの高い幸福

度の例を参考に、幸せの価値観を少しずつ変えていくことが必要なのではないだろうか。そのキーワー

ドとして「家族」「友達」「信仰」について、日本人一人一人が真剣に考えていく時期になっていると思

う。 

 

                  


