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序 体験型キャリア教育の試み
――キャリア分野 2015 年度の活動紹介――
箕 曲 在 弘
東洋大学社会学部

はじめに
本稿は 2013 年度より開講された「社会文化体験演習」の 3 分野のうち、キャリア分野の活
動に絞り、その目的や実施体制、一年間の活動、成果と課題について説明していく。本演習は、
東洋大学の研究・教育活動改革支援予算による支援を受け、社会学部社会文化システム学科が
2011 年度から展開している「体験型教育プログラムによる地域連携の推進」プロジェクトの一
環として実施されてきた諸活動を踏まえて開講された。同プロジェクトの特徴は、机上におけ
る学びを地域社会におけるさまざまな活動の場で活かすとともに、その活動の場における学び
を机上の学習へと結び付けていく現場と教室の往還にある。
キャリア分野では、2009 年度より、社会貢献的活動を行う国内のベンチャー企業等でのイン
ターンシップに参加し、その経験を通して働くことの意義を理解してもらうプログラムを実施
してきた。一方、本年度は、これまでの活動を踏まえたうえで「民衆交易品としてのラオスコ
ーヒーを通じた製品開発・販売＆生産者支援プロジェクト」と題して、国内活動と海外活動を
連結した体験型キャリア教育プログラムを実施した。

I 取り組みの目的
「社会文化体験演習」の目的は、以下のように記されている。

学生が大学教育で習得した知識を総合的に活用し、学外の「現場」に出て現実の社会に起
きている問題を自らの力で発見・分析し、さらに問題解決能力を向上させ、それによって既
存の社会システムにとらわれない、新しい発想での地域連携や社会貢献そして国際交流を図
る人材を養成していく。同時に、継続的なプロジェクトを活動の母体とすることで、学生同
士、また学生と地域の人々が協同して活動することを通じて、学生のコミュニケーション能
力を涵養し、組織力をもち、かつ自主性をもった実践的人材の育成を果たす。

まず、
「受動的な学習」から「能動的な学習」への転換を促し、与えられた知識を吸収していく
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よりもむしろ、地域社会で起きている問題を自ら発見し、解決へと導くことのできる創造的な
人財を育成することが謳われている。一方、現場での協同活動を通じて、コミュニケーション
能力を育成し、組織をマネジメントできる人財を育成していくことも目指されている。
3 分野ある「社会文化体験演習」のなかでもキャリア分野は、この上位目標を踏まえて、キ
ャリア教育に軸足を置き、企業や NPO 等の社会団体と連携しながら、地域社会に貢献するプ
ロジェクトを立ち上げ、大学教育の「知」と有機的な連関を有したキャリア形成活動を行うこ
とを、目的としている。

II 授業の実施体制
本年度は、昨年度に引き続き「民衆交易品としてのラオスコーヒーを通じた製品開発・販売
＆生産者支援プロジェクト」と題して、ラオスで生産されたアラビカ種ティピカのピーベリー
を使用したオリジナル製品を販売し、その収益の一部を使いオリジナルの絵本を現地の小学校
に寄贈する試みを実施した。製品で使用する生豆は、
（株）オルター・トレード・ジャパン（以
下、ATJ）が輸入しており、それを静岡県菊川市にある（株）流通サービスにて焙煎し、包装
してもらっている。箕曲は ATJ のラオス事業のアドバイザーを担っており、ATJ とともにラ
オスコーヒーの生産者を支援する活動をしている。
一方、
（株）
流通サービスの服部吉明社長は、
ATJ の取引先でもあり、大学生に対する教育活動にも関心があることから、今回のパートナー
として協力していただいている。オリジナルの製品は、昨年度の受講者が製造した。
この試みでは、授業内に学生による国際協力団体を立ち上げている。昨年度、Smile F LAOS
（以下、FLAO）という名称に決まったこの団体には、本年度、3 年生 15 名、2 年生 9 名の合
計 24 名の学生が集まった。3 年生は 3 名を除いて、すべて昨年度のラオススタディツアーの参
加者であり、彼・彼女たちが主導して、FLAO をまとめている。2 年生 9 名は、すべてラオス
には今年度初めて渡航している。この演習授業の特徴は、2 年生と 3 年生が一緒になって学ぶ
ことにある。3 年生が代表、副代表、各班の班長、会計係を務め、それぞれの班に 2 年生が入
って活動するという体制が築かれている。
一方、スタディツアーに関しては、今回、受入団体であるジャイカフェ農民協同組合（以下、
JCFC）から、パクソン郡観光局に対してツアーの受け入れ申請をしてもらっている。箕曲が
受入願の文書を作成し、JCFC を通して観光局長から滞在許可を得ており、その結果、郡教育
局から小学校でのワークショップ開催の許可も下りることとなった。したがって、箕曲と JCFC
とのパートナーシップに基づき、本スタディツアーは実施可能となっている。
本年度のスタディツアーは、2014 年 12 月 19 日（土）から 28 日（月）の 10 日間開催され、
3 年生 10 名、2 年生 8 名の合計 18 名が参加した。一方、箕曲に加えて、本年度から助教とし
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て社会貢献分野を担当している間瀬朋子助教も引率教員として参加した。さらに、ラオス国立
大学環境科学部のヴァタナミーサイ・チャンソムプー先生に協力していただき、同学部の学生
4 名にも参加してもらった。

本プロジェクトでは、2 年生と 3 年生がともに学び、ひとつの目標を達成していくプロジェ
クトベースの学習法を導入している。プロジェクトは、前年度にラオスに渡航した当時 2 年生
だったメンバーの問題意識をもとに、オリジナルの絵本を寄贈するという目標を決めると同時
に、個人研究テーマを各自設定した。今年度日本国内の活動では昨年同様コーヒーを販売し、
その売上を使って、絵本を印刷することになった。最後に、2 回目渡航者の 3 年生メンバーは
総仕上げとして、再度ラオスを訪れて、ワークショップの実施と絵本の寄贈をする一方、個人
研究テーマのフィールドワークを実施した。
今年度加入した新 2 年生は、全員が当初からラオスに関心があって活動に参加するわけでは
ない。むしろ、何か一つ打ち込める活動に参加したいという動機がほとんどだ。だが、このコ
ーヒー販売の活動を続けていくうちに、製品の作られているラオスのことを知りたいと思うよ
うになる。というもの、メンバーは消費者に製品の魅力を伝えようとしたり、消費者からラオ
スについて質問を受けた際なかなか答えられなかったりと、どこかで必ず苦い経験をするから
である。この経験を経てようやく「ラオスっていったいどういうところなのだろう」と生産者
への想像力を膨らませるようになる。
この結果、当初は上級生の課題解決に向けた活動に周縁的に参加していた 2 年生が徐々にラ
オスに興味を持つようになり、12 月に初めてラオスの地を踏むようになる。そこではラオスの
さまざまな風景や人びとの生活に衝撃を受け、
「異文化体験」をすることになる。ここでの一連
の活動を経て、2 年生たちはお世話になったラオスの人たちのために何かできないかと動機づ
けられ、解決すべき社会的課題を発見していくのである。
その後は、前年度と同じように、次年度には上級生になったメンバーが主導して、新たに参
加した新 2 年生とともに団体として設定した課題を解決する活動を国内で展開し、再び 12 月
にラオスに訪れ、ラオスのコーヒー生産者が住む地域に何らかの貢献をして活動を締めくくる
ことになる。この一連の過程は、表 1 にようにまとめられる。

表1

2 年生と 3 年生が従事する活動内容の違いと活動の過程

学年

国内活動

海外活動

3 年生

課題解決に向けた準備

課題解決に向けた活動

2 年生

3 年生の試みをサポート

次年度に向けた課題発見
（出典：筆者作成）
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本演習授業では、2 年連続して受講し、ラオスに渡航することを推奨してはいる。だが、必
ずしもすべての受講生にそれを強制しているわけではなく、あくまで受講生には各自の意思で
継続するかどうかを決めてもらっている。そもそも、単位取得要件にラオス渡航への参加を含
めていないために、FLAO メンバー全員がラオスに渡航するわけでもない（今年度の場合、24
名中 18 名が参加）。6 月ころに最初の意思確認をして、最終的には 10 月に渡航の最終決定を
行っている。受講生自身の都合を考えたうえで、関心のある者のみが参加できる仕組みを担保
している。

III

今年度の授業内容

以下では、「民衆交易品としてのラオスコーヒーを通じた製品開発・販売＆生産者支援プロ
ジェクト」の実施内容について、
「国内活動」と「海外活動」に分けて報告する。

１

国内活動

授業は火曜日の 5 時限目に設定されていたが、参加者の合意の上で、6 時限目まで延長して
実施された。なかでも幹部の 3 年生は 6 時限後も自主的に残り、日によっては夜 10 時くらい
まで活動していた。箕曲は 5 時限目の授業運営を担当し、3 年生幹部が 6 時限目を主導して運
営した。基本的に毎週火曜日の 3 時限目に、代表の千川隆成が箕曲の研究室を訪れ、その日の
授業内容の打ち合わせや活動進捗状況の確認を行った。
活動の経緯については、24 ページから学生代表の千川隆成が詳述しているので、ここでは、
昨年度からの変更点と新たな取り組みについて説明したい。製品やイベント、広報などコーヒ
ー販売プロジェクトの実施過程における変更点や新たな取り組みについては、この後の学生の
報告に譲りたい。ここでは、授業運営や学習面における変更点など絞る。

① 昨年度から変更点
A.

浄水器からオリジナル絵本へ
もっとも大きな変更点は、何より現地の小学校に寄贈するものを浄水器から絵本に変えたこ

とである。当初から、初渡航の 2 年生が現地で感じた問題意識をもとに、現地社会の生活改善
に少しでも貢献できる何らかの支援の仕方を考えることを団体の活動目的に掲げていたことか
ら、このような変更に至っている。この方針にしているのは、毎年同じように浄水器を配るだ
けでは、新しく加入する受講生の主体性が発揮されず、代が変わるにつれて当初の問題意識を
共有できなくなり、彼らのモチベーションが下がるためである。今年度、どのような経緯で「絵
本」になったのかは、後の「ラオス・支援品企画班」の報告を参照していただくとして、ここ
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では絵本の意義を教員の立場から記しておきたい。
絵本をラオスの子どもたちに贈る活動は、いくつかの NGO がすでに行っている。だが、そ
れらの活動において、現地に送られる絵本は日本で市販されているものであり、この活動を行
う団体が独自に絵本を回収し、ラオス語のシールを貼って現地に送っている。このような活動
の意義は認めるものの、自分たちの伝えたいメッセージを絵本にしたり、自分たちの描きたい
イラストにしたりすることが、受講生にとっての学びになると考えて、私たちはオリジナルの
絵本にこだわった。
たとえば、この絵本製作において、箕曲がラオスの民話のひとつであるシェンミエンを入れ
るように伝えた。この制作過程を通して、日本の民話を彼らに伝えるだけでなく、彼らの民話
を知ることも大切だと考えたからだ。同時に、オリジナルの絵本製作を通して、情報を整理し、
分かりやすく伝え、なおかつ人を楽しませる要素をどのように盛り込むのかを考えることがで
きる。とりわけ「衛生」
「環境問題」はストーリーから自分たちで創ることになっており、この
制作過程で受講生たちが議論しながら学べることは大きいと考えた 。
一方、この絵本製作は団体の活動の大きな目的となっており、失敗するわけにはいかず、現
地の子どもたちをはじめ各方面に配布するものであり、高い質が求められる。したがって、受
講生たちはかなりの緊張感をもって製作に臨むことになり、真剣に、集中して取り組むことに
なる。これほどの緊張感をもって製作した絵本が、現地の子どもたちに渡った時の感動は、た
いへん大きいだろうと想像できた。実際、報告書後半のスタディツアーの個人感想に何名か書
いてくれているが、感動で涙があふれるほどだった受講生もいる。こういった成功体験は、た
んに既存の絵本をラオス語に訳すだけでは得られない。印刷会社との交渉から、ストーリーを
自分たちで考えて、イラストも自分で書き、ラオス語に訳し、製本して表紙を付けるという作
業を一生懸命することによってのみ得られるのである。
幸いなことに、受講生たちの類まれなる努力により、たいへん質の高い作品に仕上がった。
将来的には、ラオスの子どもたちの支援をする団体にこの絵本を販売し、各方面にわたしたち
の絵本を広め、その収益をさらに次の支援活動に活かしていきたいと考えている。

B.

フェアトレード・デイトリップ
次に、昨年度はフェアトレードについての学習を、渡辺龍也著『フェアトレード学』（新評

論）を用い、各章を割りふってレジュメを作って発表してもらった。だが、発表の際、多くの
学生が居眠りをしていたうえ、自分の担当の箇所しか読まないため、通常の座学では何も身に
付かないと考えた。そこで、今年度は、
「フェアトレード・デイトリップ」と題して、2 年生を
3 つの班に分け、それぞれ 1 箇所のフェアトレードショップ（ピープルツリー、ぐらするーつ、
アサンテ・サーナ）を訪問してもらい、その報告をするという体験型の学習形式にした。報告
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のフォーマットは、箕曲が作成し、そのフォーマットに聞き取った情報を埋めていくことにし
た（図 1 参照）。

図 1 フェアトレード・デイトリップの報告書

② 新たな取り組み
変更点ばかりでなく、本年度から始まった新たな取り組みもある。以下では、
「学習ポートフ
ォリオの導入」
「引き継ぎ報告書の作成」
「活動成果の発表」の 3 点について説明していく。
まず本年度から、学習ポートフォリオを導入した。受講生が各自特製のファイルをもち、授
業中に配布されたプリント（毎回の予定と議事録）
、各自が書いたふりかえりシート、事業計画
書、引継報告書など、あらゆる配布物をまとめておくものである。これを毎週持参することで、
ミーティングの際にこれまでの決定事項を参照でき、自分の考えていたことも振り返れるよう
になった。
次に、本年度の授業最終回には、
「就活体験談を語る会」を実施した。これは就活を終えた第
1 期生が、FLAO の経験をどのように就活に活かすのかを語る会である。この際、第 1 期生の
中島早紀は、自分の就職活動の過程と結果を包み隠さず後輩に伝え、FLAO の経験を書いたエ
ントリーシートの抜粋を紹介した。この会を通して、FLAO の経験を就活に活かすための書き
方や話し方を学ぶことができた。
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（これは昨年度末になるが）
「引き継ぎ報告書」を作成した。これ
さらに、本報告書以外に、
は、
代替わりの際に、
次の年度の受講生にプロジェクト運営上の細かなノウハウが伝達されず、
同じ過ちを何度も繰り返さないようにするための取り組みである。この「引き継ぎ報告書」を
読めば、新たに加入した受講生は、昨年度にいなかったとしても何をすればいいのか分かるよ
うになっている。たとえば、パッケージデザインの決め方、団体名の決め方、イベント開催場
所の決定の仕方など、箇条書きで簡潔に、かつ順を追って詳細に記されている。同時に、発注
の方法や製品価格の内訳など、プロジェクト遂行に欠かせない情報もすべて書き込んである。
これを毎年、改訂していくことになる。
最後に本年度は、活動成果に関する口頭発表に力を入れた。昨年度の成果を踏まえ、さまざ
まな場所で活動紹介をする機会が増えた。このため、箕曲の方で活動紹介のためのパワーポイ
ントのフォーマットを作成したほうがよいと考え、FLAO のイメージカラーをリーフレットの
背景と同じ色に設定し、それをパワーポイントの背景にも使うなど、発表資料の作りこみをし
た。同時に、学内外の販売の機会とは別に、
「開発人類学」
「社会文化基礎演習」
（以上、社会学
部）
、
「国際協力とボランティア」
（国際地域学部）といった授業内で、活動紹介をすることにな
った。こういった機会を利用し、一部の発表者には「体験の言語化」に関する集中的なトレー
ニングをしてもらった。詳細は、4 節に記す。

③ 学生発案の新たな取り組み
また、学生からの発案による新たな取り組みは、かなりの数にのぼる。以下では「授業予定
表／議事録の作成」「個人研究テーマの設定」などを取り上げる。
第 1 に、毎回の「授業予定表」の事前共有と「議事録」の作成である（図 2 参照）
。代表の
千川の発案で実現したこれらの取り組みは、情報の共有という点で大きな効果を発揮した。
「授
業予定表」については、毎回の授業数日前に千川から予定表の草稿が箕曲に送られ、箕曲の確
認後、千川が団体の共有フォルダであるドロップボックスに投稿される。当日は、千川がそれ
を印刷し、受講生に配布される。一方、
「議事録」は毎週、千川が担当者を予め決めて「授業予
定表」に書き込んでおき、担当者がまとめた後、決められたフォーマットに内容を整理し、千
川に送られる。千川は内容確認後、翌週の授業時に印刷して、受講生に配布する。この作業は、
千川の努力なくして成立しなかった。これだけの記録が残っていれば、次年度にも参照可能で
あり、組織のマネジメントの点では大きな成果だといえる。
第 2 に、個人研究テーマの設定である。昨年度ラオスに渡航した 3 年生メンバーは、その渡
航時に生じた問題意識をもとに、年間で取り組む研究テーマを設定した。基本的には、2 回目
の渡航時に現地で調査をするのを目的として、
その事前調査として各自文献にあたるなどして、
自らの問いを探求していくことが目指された。テーマは、
「水質汚染」
「森林伐採」
「食文化」な
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ど多岐にわたった。
ほかにも、会計担当の川崎理莉香が中心となって、団体内外に自分たちの行っている活動内
容を、分かりやすく伝えるアイディアが実行に移された。たとえば、関東国際高校の方々が授
業見学に来た際にはフェアトレードクイズを作成し実施したり、夏季合宿において原価や利益
を計算するシートを作成し、全員で会計・発注ワークショップを実施したりした（図 3 参照）
。
こういった自主的な取り組みは、
昨年度のラオス渡航以来、
幾度もおこなわれるようになった。

昨年度は、この授業プログラムの構築の仕方のなかでも、とりわけ重要な学生をやる気にさ
せる方法について記した。一方、本年度は、このなかでも、次に重要となる「体験の言語化」
の方法について私見を述べたい。

図 2 毎回詳細に書かれる議事録

図 3 会計・発注ワークショップの様子

④「体験の言語化」の方法
A.

プレゼンテーション
「体験学習」において、体験から「学び」を得るための作業は欠かせない。コーヒーの販売

活動はただのアルバイトではないし、海外渡航はただの旅行ではない。あくまでも体験は「手
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段」なのであり、そこから何らかの「学び」がなければ、体験学習とはいえない。この体験か
ら学ぶためには、その体験を自分の言葉で語れるようにすることが重要だ。本年度は、とりわ
けこの点に焦点をあて、授業内でプレゼンテーションの技法を学んだ。
まず、春学期の前半には、世界中の優秀なプレゼンテーションを集めたサイトである
TED.com を取り上げた。受講生は各自 TED で紹介されているプレゼンテーションを 10 本以
上視聴し、その中で好みのものを 1 本選び、授業内で、そのプレゼンテーションのどこが良か
ったのかを 3 分でプレゼンテーションする機会を設けた。20 名以上の受講生が 2 回にわたり、
合計 20 本のプレゼンテーションを紹介することにより、どういった表現をすれば言いたいこ
とが伝わるのかを学んでいった。
「問いかける」
「間を作る」
「小道具を用意しる」
「前を見る」など具体的なノウハウについては、
箕曲がときどき解説を加えた。とりわけ、プレゼンテーションの構成（たとえば、問題意識→
解決のアイディア→困難への直面→その乗り越え）に注意して観るように促した。このプレゼ
ンテーションの目的は、学術的な内容を発表するのではなく自己の体験を言語化することにあ
るため、正確な事実の伝達ではなく聴衆を惹きつけ、感動や驚きを与えることにある。この点
を明確にして、各自 1 本を選んでもらった。
そのうえで、いくつかの授業内で活動紹介をする機会を得られたため、そこで TED で学ん
だことを実践することにした。実際には TED を見て学んだ方法がそのまま活かされたわけで
はないが、箕曲が発表前に個別に何度か内容を確認し、何度も修正を重ねてもらった。以下は、
発表させてもらった授業名と発表者のリストである。

「開発人類学」

千川隆成、大畠真優、秋本真理

「地域とボランティア」

大茂未於、檀上千芙夕、東本春華

「社会文化基礎演習」

千川隆成、増田あすか

このほかにも、
「社会人基礎力グランプリ」の予選会では千川と森が、年度末の 1 年生向けの
体験演習成果報告会では千川と松永、丸木が登壇した。
これらのプレゼンテーションにおいて、とくに注力したのは、いかに聴衆を驚かせ、感動さ
せるかである。体験を通じた発表者の内面の変化、意外な発見や気づきといったものを、あり
きたりでない形で聴衆に伝えることを目標とした。このために、発表者には相当考えてもらっ
たが、その成果ははっきりと出てきた。以下では、その成果を紹介する。

a.

小道具を使ったプレゼンテーション
千川隆成はラオスの子どもたちの衛生環境の悪さを知ったきっかけを説明するのに、たんに
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「子どもたちの手が汚かった」と表現するのでなく、自身がラオスに持参して子どもたちと一
緒に遊んだ「けん玉」をプレゼンテーションの場に持ち込み、聴衆に持ってもらうことで、
「一
緒に遊んだだけでこれだけ汚れてしまったのです」と訴えた。まさに、
「何だろう」と思わせて、
興味をひかせた後に、
自分の言いたいことを述べるという流れを作りつつ、
モノを使うことで、
そのラオスの現場にいなかった人たちにも臨場感を持って、現地の様子を伝えることができて
いる。

b.

他者の意見を批評して自分の立場を明示するプレゼンテーション
大畠真優は、自身のラオス渡航経験から、ある大学生の意見に反論する形で自分の主張を展

開するプレゼンテーションを行った。そのきっかけは、5 月の授業において、
「思いやりは重い
槍!?」と題された、ある大学生がファイスブックに載せていた文章にあった。
その授業では、ある大学生がフェイスブックに載せていたボランティア経験をふりかえる文
章を題材に、自分の意見を述べるワークショップを実施した。この文章は、教育支援をしたく
てラオスの小学校でボランティア活動をしてきた大学生が書いたものだ。その内容はとても刺
激的なものであった。彼は進んだ日本の教育を現地の先生に伝えれば喜んでもらえるだろうと
思っていたが、現地の先生たちが地道に努力している姿をみて、日本のやり方を彼らに教える
のは、現地の先生の地道な努力を踏みにじることになるかもしれないと反省したのだそうだ。
彼は「教育の専門家でもなんでもない、学生の若造がいきなり偉そうに日本の授業のよさを語
る、ということ自体が失礼な行為だと感じてしまった」と記す。
FLAO の受講生たちは浄水器を小学校に導入し、手洗いの仕方をラオスの子どもたちに伝え
るボランティアをしてきたことから、自分の経験をもとに、この大学生の文章に対して意見が
言えるはずである。班ごとに意見を述べてもらい、その後、全体で意見を共有した。その際、
「自分はこの大学生のようには思わない」という意見が多数出てきて、自分の経験をもとに自
分の考えを述べていた。とりわけ、大畠は「ボランティア活動を通して、自分自身が何かに挑
戦して成長することができるうえ、自分たちが相手のことを学ぶきっかけも得られる。自分は
もっと謙虚な気持ちで接している」という趣旨の発言をしており、昨年度のラオス班の代表ら
しい説得力のある説明をしていたのが印象に残っている。
「開発人類学」でのプレゼンテーショ
ンでは、自身の昨年の活動をふりかえりつつ、最後にこの「思いやりは重い槍!?」を例に挙げ、
自分の意見を堂々と述べていた。

c.

ラオス渡航の前後の変化を iPhone の検索保存画面に象徴させたプレゼンテーション
1 年生向けのプレゼンテーションで魅力的な発表した増田あすかは、当初、昨年のラオス渡

航で自分は何を学んだのかを的確な言葉で表現できないでいた。しかし、箕曲から何度か「ダ
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メ出し」を受け、友人に相談しているうちに、あることがひらめいたという。彼女は、ラオス
から帰ってきて、積極的に学ぶ意思が芽生えて、3 年生になってから世界史を勉強しだした。
これは彼女の大きな変化だというが、それがラオス渡航とどう結びつくのか自分のなかで腑に
落ちないでいたのだ。その状態で 1 週間くらい考え続けていたところ、ラオス渡航の際に、遠
い世界と自分の身の周りの世界とのつながりを実感した出来事があったという。これを発表の
主軸に据え、人は「些細なきっかけで変わるんだ」ということを 1 年生に伝えることにした。
とはいえ、それだけでは面白みがなく、聴衆の印象に残らないと考え、しばらく経ったとこ
ろで、この変化をラオス渡航前と渡航後の自分の iPhone の検索履歴画面をキャプチャーして
見せればよいのだとひらめたのだ。彼女は、一年前の自分は「カティンの森事件」
「ホロコース
ト」などを検索して調べるようなことはしたことがなかったものの、気づいたら当たり前のよ
うにこういった世界史上の事件で分からないことを調べる癖がついていたのだ。iPhone には検
索した画面をそのままにしておく機能がついているが、一年前の身の回りのことにしか関心が
なかった自分と、変化した現在の自分を表現する手段として、この画面の比較をプレゼンテー
ションで提示した（図 4、図 5 参照）
。
「この画面、なんだか分かりますか」という出だしで、1 年前の iPhone の検索履歴画面を
見せ、
「ディスニーランド」
「テニスサークル一覧」など自分の身の回りの楽しいことにしか興
味がない自分を表現するところから始まる彼女のプレゼンテーションは、増田あすかという人
物の内面を的確に具象化しており、たいへん好評であった。

図 4 増田の現在の iPhone の検索履歴
「紅葉スポット」などのな
「ディズニー」
かに、
「カティンの森事件」
「第二次世界大
戦の原因と終焉をわかりやすく」
「映画『顔
のないヒトラーたち』
」
などを検索した様子
がよくわかる。

図 5 増田の 1 年前の iPhone の検索履歴
「Electric Run」
「The Color Run」
「Star
Limousine」
「テニスサークル一覧」などの
検索履歴が写っている。当時は「自分の身
の周りの楽しいことにしか関心がなかった」
ことをこの画面を使って説明した。
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他にも、数名、自分の経験を授業の発表の場で話す機会を得た受講生がおり、ほとんど全員、
箕曲の個別指導を受け、プレゼンテーションの内容を洗練させていった。ここにすべてを紹介
することはできないが、このような機会があることで、受講生は責任感をもって真剣に自己を
見つめ直すのである。

B.

文章の執筆と添削
本演習では、口頭発表ばかりでなく、文章の執筆にいっそう時間をかけている。それは日々

のイベントのふりかえりにおける文章から、年度末の報告書の文章まで多岐にわたる。とりわ
け、年度末の報告書の執筆には、箕曲のコメントに答えなくてはならなくなるため、受講生に
とってこれまでの経験を踏まえて自己の成長の過程を見つめ直す良い機会となる。
本演習の報告書において、受講生に書いてもらう文章には大きく分けて 2 つの目的がある。
第 1 に年間の活動成果の報告の側面、第 2 に自己の成長をふりかえる側面がある。受講生は、
国内活動と海外活動の両方について、
「活動報告」と「成長のふりかえり」の文章を書いてもら
っているが、海外活動については、さらに調査報告（家計調査や個人調査）が加わる。
「活動報
告」については、代表と班代表がそれぞれ、年間の活動成果をひとつひとつ記録していく作業
になり、箕曲は基本的に文章表現を修正するだけにとどまるが、
「成長のふりかえり」は別であ
る。
こちらは、国内活動に関しては「この 1 年間でどのように成長したのか」を主軸に、
「参画
性」
「状況性」
「関係性」
「連結性」という、体験学習において伸ばしてもらいたい要素に従って
具体的なエピソードを交えて描写するように促している（詳細は 120 ページ）
。もっとも、こ
の 4 要素に縛られると書くにくい場合もあるので、必ずしもこれらに一つひとつ答える必要は
ない。だが、教員側は年間の活動を通して、これら 4 要素の変化を求めている。
この記述の過程において、多くの受講生は具体的なエピソードを交えることがなかなかでき
ない。経験したことのディテールを描写する力は、最終的に主張の説得力を左右する。一例を
あげよう。

（3 年生の先輩たちの行動をみて）細かい点にも気が付いて「こういう風にしたらいいので
はないか」と提案している姿を見て、（団体の活動を）いいものにしていこうという気概を
感じた。

これはある受講生の「成長のふりかえり」の 1 節だ。ここで書き手は、先輩をみて「団体をい
いものにしていこうという気概を感じた」と自分がその時、経験したものから感じた率直な感
想を書いている。
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だが、この文では、具体的にどういうやり取りを見聞きして、そう感じたのかが記されてい
ない。
「こういう風にしたらいいのではないか」としか書かれていないが、おそらく書き手は毎
週のミーティングのさまざまな場面で、先輩たちのいくつもの発言を聞いているために、特定
の事例を挙げられていないのだと思われる。とはいえ、ここで一つの事例でいいので印象に残
っているやり取りを描写しておかないと、自分は何を見て「よくしていこうという気概を感じ
た」のか、数年後には思い出せなくなってしまう。同時に、読み手はこの書き手がいったい何
をみてそう思ったのか、臨場感をもって理解することができない。つまり、読み手の印象には
残らず、自分の言いたいことを伝えるという点では不十分なのだ。
自分の経験をよりよく伝えるには、こういった細部にしっかり気を配ることができていなく
てはならない。この書き手がどういったところに目線がいっているのかを、細部を描写するこ
とによって表現しなくてはならない。したがって、このような箇所で、箕曲は「ここもう少し
詳細に書けると、読み手に印象付けられる」というコメントを付す。これは、自己の経験を言
語化するための技術の一例にすぎないが、国内活動と海外活動の「成長のふりかえり」の文章
に対しては、文章表現の修正ばかりでなく、このようなディテールの描写を促す指摘をするな
ど、部分的な加筆を求めている。この添削の過程が、経験の言語化において欠かせないのであ
る。

２

海外活動

事前学習と渡航中のプログラムの仕組みや意図については、すでに昨年度の報告書に記載し
ているため、ここでは、渡航中のプログラムに関する昨年度からの変更点と新たな取り組みに
ついて説明する。

①

変更点

本年度の変更点は、
「支援品の変更」
「滞在日程の延長」
「家計調査結果報告書の添削強化」の
3 点である。

A.

支援品の変更
コーヒー販売の収益をつかって、現地の生産者地域のためになる活動をするのがこの授業の

目的であるが、昨年度、小学校に寄贈した浄水器から、本年度はオリジナルの絵本に変更した。
その理由については前節の「国内活動」の記述を、その経緯については後の「ラオス・支援品
班の報告」の記述を参考にしてほしい。この結果、昨年度の渡航中のプログラムに含まれてい
た浄水器を生産する現地の工場を訪れて「適正技術」という考え方を学ぶ機会は得られなくな
った。だが、本年度は国内活動において、受講生は絵本を製作する過程でさまざまな知識を得

13

箕曲：序

体験型キャリア教育の試み―キャリア分野 2015 年度の活動紹介―

て、情報を整理し伝える技術を学ぶことができた。

B.

滞在日程の延長
昨年度、9 日間だった滞在期間を 10 日間に延長した。その理由は、昨年度、予定を詰めすぎ

たために体調不良を訴える受講生が多かったためである。本年度は、昨年度と同じ内容にしつ
つ 1 日滞在日を増やすことで、プログラムの進行に余裕を持たせようとした。この結果、教員、
受講生ともに昨年度より、心理的な余裕ができ、体調不良を訴える学生の数も減った。とりわ
け、ホームステイの翌日の午後を自由時間にしたことにより、学生たち自身の発案で、ラオス
人学生と一緒に近隣のユアン滝を見学に行くなど、お互いをよく知る機会を持つことができ、
その後のプログラムの進行にも良い影響を与えることができた。また、1 日延長したおかげで、
昨年度、時間の関係で訪問できなかったダオフアン社の農場と工場にも訪問することができた。

C.

家計調査結果報告書の添削強化
これまでの 2 年間は、家計調査の結果についてはあまりフォーマットを決めずに各自自由に

書いてもらったが、今年度は事後授業においてフェアトレードの家計への経済的影響について
詳細に計算してもらったので、それを踏まえて報告書を書いてもらった。ここでは、どの班も
調査の過程で誤解が多く、それをひとつひとつ指摘し、誤りを訂正していく添削をした。一方、
表の作り方や表の内容を簡潔に文章化する方法を知らない受講生がほとんどで、この点も一か
ら指導することになった。社会学部の授業として、調査結果をそれなりにしっかりした形式で
まとめることは重要だと考えて実施することになった。

②

新たな取り組み

本年度から始まった新たな取り組みは、
「個人研究テーマの調査」と「ラオス人学生の参加」
の 2 点である。

A.

個人研究テーマの調査
前節の「国内活動」で説明した通り、本年度、2 年目の受講生たちは自主的に研究テーマを

設定した。この研究テーマに関連したフィールド調査を、ラオス渡航期間内に実施した。春学
期にテーマを設定したものの、実際にはラオス渡航直前までほとんどの者が自主的に文献調査
を行っていたわけではないので、箕曲は渡航数週間前から個別に対応し、各自の調査計画を作
り上げていった。この試みは受講生の自主性に任せているので、次年度以降も続けるかどうか
は、その時の受講生の判断に任せる。
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ラオス人学生の参加
本年度は、「II 授業の実施体制」にも記したとおり、ラオス国立大学環境科学部のヴァタナ

ミーサイ・チャンソムプー先生の協力を得て、同学部の学生 4 名（男女 2 名ずつ）がスタディ
ツアーの全行程に同行した。彼らは家計調査や個人調査にも参加してもらい、日本人学生と同
じように学習してもらった。渡航費用は原則的に、日本側から支払っており、そこにはビエン
チャンとパクセの往復のバス代、宿代と食費が含まれている。
チャンソムプー先生にも最後の 2 日間は同行してもらい、
「たいへん素晴らしいプログラム
である」との評価を頂いた。彼は日本語も話せるため、日本人受講生とも積極的に交流してい
た。
「次年度以降も学生の派遣をお願いしたい」という箕曲からの打診に対して、好意的な返事
を頂いている。

このような新たな取り組みに加えて、昨年度は他大学の大学院生にアシスタントをお願いし
たが、今年は（株）オルター・トレード・ジャパンの中村智一さん、デザイナーの植木美穂さ
んからの同行の申し出があった。中村さんにとっては初めてのラオスの産地研修となり、植木
さんにとっては念願のフェアトレード生産地の訪問となった。植木さんは児童労働撲滅を訴え
る NPO 法人 ACE の職員であったこともあり、2 人の存在は受講生にとってのロールモデルと
なった。受講生の中には、将来、国際協力の道に進みたいという者もおり、渡航後も植木さん
に相談に乗ってもらうなど、この 2 名の社会人の同行の意義はたいへん大きかったと考える。

３

キャリア育成に関する外部の活動への参加

① マネジメントゲーム
と 19 日
（日）
2015 年 18 月 18 日（土）
にかけて、東洋大学白山キャンパスに
て、
マネジメントゲームが開催された。
これは、コーヒーの製品化でお世話に
なっている服部氏の提案により昨年か
ら実施しているもので、本格的なボー
ドゲームを 2 日かけて集中して行うこ
とで、会社経営の本質を会得する試み
である。このマネジメントゲームは、
1976 年に西順一郎氏によって考案さ
れた企業研修のためのツールであり、

写真 1 マネジメントゲームに参加するメンバー

ボードとコマを使いながら、プレイヤ
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ーが競って利益出す企業経営シミュレーションゲームである。
普段は比較的高い参加費を払わなくては参加できないのだが、服部氏の知り合いで今回のゲ
ームの主催者である同社の横山和宣氏のご厚意により、学生でも支払える金額に設定していた
だき、FLAO 所属の学生有志 6 名が参加した。このマネジメントゲームを開催しようと考えた
理由は、昨年度の報告書に記してあるので繰り返さない。昨年度は、学生たちが静岡にある会
場まで 1 泊 2 日で訪問していたが、その負担を軽減するために、服部氏らを本学にお呼びし、
その費用は参加者たちが負担した。

② 社会人基礎力育成コンテスト
本年度は、社会人基礎力協議会が主
催する「社会人基礎力グランプリ 2016」
の関東地区予選会に参加した。2015
円 12 月 6 日（日）に拓殖大学で行わ
れた同予選会には、関東近辺の大学か
ら 17 のプロジェクトがあつまり、2
教室に分かれて、
「考え抜く力」
「前に
踏み出す力」
「チームで働く力」などが
プロジェクトの過程でどれだけ伸びた
のかを競った。どのプロジェクトも趣
向を凝らしたプレゼンテーションをし

写真 2 社会人基礎力グランプリの様子

ており、参加した受講生たちが大いに
刺激を受けた。
このコンテストでは、いわゆる社会人基礎力を向上させることに寄与するさまざまなプロジ
ェクトを知ることができるため、Smile F LAOS の活動に応用できるノウハウを学ぶことがで
きる。同時に、他大の学生と競争し合うことになるため、他大の学生の様子を窺い知るにはま
たとない機会となる。参加した森佳奈美は審査員の講評の言葉をひたすらメモするなど、積極
的に知識を吸収していこうとする様子が見られた。残念ながら本選への出場は果たせなかった
が、次年度以降もしっかり対策を練って参加したい。

４

インターンシップへの参加

Smile F LAOS の活動とは別に、本年度もインターンシップ希望者は、
「社会文化体験特別演
習」と「特別研究」という各 2 単位ずつの授業に登録し、インターンシップの報告書が提出さ
れた後、一気にこれら 4 単位を付与するプログラムを実施した。
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本年度は、2015 年の春に ETIC 主催の「地域ベンチャー留学」の制度を利用し、埼玉県にあ
る「とうふ工房わたなべ」で住み込みのインターンシップに参加した鈴木麻奈美と、2015 年 6
月から非行克服支援センターである「あめあがりの会」に参加した松本和夏子の 2 名が、無事
に報告書を提出することができた。前者は箕曲が、後者は本田宏治准教授がメンターとなり、
指導にあたった。基本的には、2～3 週に一度、受講生で集まってもらい、進捗状況について話
しながら、報告書の完成した部分までを口頭で発表してもらい、再度、修正を経て、最終的に
報告書を提出してもらった。この過程で、教員は報告書に必要な情報の補足を促したり、経験
から学んだことをふりかえるように指示を出したりしている。

５

公開講演会の開催

公開講演会は、本学科 1 年生を対象
に、日本ばかりでなく海外にも目を向
け、働く場所についての多様なイメー
ジを持ってもらうことを目的に、海外
において社会貢献活動に従事している
組織の方を毎年お呼びしている。
本年度の公開講演会は、2015 年 12
月 9 日（水）の 3 限に、映像授業を世
界に広める活動をしている NPO 法人
e-Education の三輪開人代表をお呼び
して「最高の授業を世界の果てまで届

写真 3 公開講演会の様子

けよう！」と題して開催された。
e-Education は、バングラデシュを中心に、インドネシア、フィリピン、ミャンマー、ラオス
などで教育格差を解消するために映像を使った教育コンテンツを作成している。同講演会では、
まず三輪氏のキャリアパスについて、おもに大学卒業後から今日の仕事に就くまでの過程を話
していただいた。その後、e-Education のこれまでの軌跡について紹介していただき、インタ
ーン生としてラオスに 1 年滞在していた本学国際地域学部 2 年の高木一樹くんがラオスにおけ
る活動の事例を熱く語った。全体を通して、三輪代表は「ばか者、よそ者、若者」こそが、イ
ノベーションを起こせるというメッセージを聴衆に強く訴えかけた。受講生からは「これまで
大学で聞いてきた講義のなかで一番よかった」といったコメントも寄せられた。
講演会後の懇親会にも、例年になく多くの人数が集まり、大盛況であった（8 名の学生が参
加）
。懇親会では、講演会で感じたこと、将来の希望などを個別に聞いていき、三輪代表や高木
氏からがコメントするという形で進行していき、予定していた 90 分では時間が足りないほど
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であった。

IV 成果と課題
１

成果

ここでは、FLAO の成果と課題について述べる。本年度は、18 名中 13 名が昨年度から継続
して受講した。スタディツアーに限っては、14 名中 7 名が 2 度目の渡航を果たした。2 年間の
継続を推奨している授業であることから、この継続率は維持していきたいと考える。このよう
な継続率以外にも、本年度の大きな成果として、
「プロジェクトそのものの成果」と「学生の主
体性の涵養」
、「卒業論文と長期インターンシップへの展開」「ラオス人学生の参加」の 4 点を
挙げたい。なお、昨年度の報告書に記した「2 年生と 3 年生の学び合い」も、今年度、同様に
見出せる成果ではあるが、昨年度の内容を繰り返すことになるので、ここでは省略する。
第一に、本年度はすでに製品化されたコーヒーを販売することに重きを置いた結果、昨年度
より 30kg 多い、150kg の生豆を販売することができた。売り上げも昨年度より多い約 53 万円
となった（会計報告参照）。確かに、販売の回数を増やすなど、受講生の負担は大きくなり、
11 月頃には売上最優先の姿勢にブレーキがかかったが、逆にこの反省から、販売量の見直しを
図り、無事にオリジナルの絵本を 5 種類 60 冊製作し、予定通り 4 つの小学校をはじめとする
関係各所に寄贈することができた。
第二に、このようなプロジェクト自体の広がりに従って、学生たちが主体的に動けるように
なった。たとえば、個人研究テーマの設定、授業予定の事前共有と議事録の作成、外部イベン
トへの積極的な参加と委託販売先の開拓など、箕曲の指示はほとんどなく、どれも受講生自身
の発案で、受講生の総意のもとに実現している。とりわけ継続受講生の 3 年生幹部の主体性は
顕著であり、販売活動に関しては、箕曲は彼らが行き過ぎる部分にブレーキをかけ、軌道修正
する役目に担うことになった。なかでも個人研究テーマは、
箕曲からの指示が一切ない状態で、
昨年度にラオスに渡航した学生たち自身が設定したものである。結果的に、販売プロジェクト
の方が忙しくなり、ほとんど進まなかったが、研究テーマを設定した 10 名のうち、6 名が現地
調査をしたうえで、報告書を書く上げることができた（223 ページ以降参照）
。これは、自ら問
題を発見し、解決できる人材を育成していくという本授業の目的を体現したものとなり、大き
な成果の一つだといえる。
第三に、昨年度、ラオスの渡航した者のうち、2 名がラオスに関連するテーマで卒業論文を
書き上げ、1 名が 1 年間に渡るラオスにおける長期インターンシップに参加することになった。
卒業論文を書き上げた 2 名は、ともにラオス渡航で感じた問題意識を深化させ、ひとりは「家
族」
、もうひとりは「健康／医療」をテーマとした。残念ながら、再度、ラオスを訪問して現地
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調査をすることはできなかったため、日本国内に住む難民の方々にインタビュー調査を行うこ
とになった。そのうち 1 名は、学科から 1 名のみ選出される「校友会学生奨励賞」を受賞する
ことができた。一方、1 年間のインターンシップに参加した学生は、トビタテ留学 JAPAN の
「日本代表プログラム」に申請し、高倍率の中、見事、奨学金を獲得した。彼女は昨年のラオ
ス渡航において感じた、漠然とした文化人類学者のように異文化の中に長期で住んでみたいと
いう「漠然とした思い」を実現することができた。2016 年 2 月から、コーヒーの産地でイチ
ゴの栽培と流通に関するプログラムに参加する予定だ。
団体の活動がさらなる受講生のステップアップに貢献したという意味では、この卒業論文や
長期インターンシップ以外にも、国内 NPO でのインターンを経験したい、将来はカフェを経
営するつもりといった具体的なヴィジョンが見えてきた受講生が出てきた点も付記しておきた
い。
第四に、ラオス渡航においてラオス人学生が全行程に参加した点は、成果のひとつといえよ
う。日本人学生とラオス人学生の交流は、こういったスタディツアーのプログラムにおいて欠
かせない要素である。箕曲は 2015 年 8 月、ラオスに滞在した際、友人のラオス国立大学環境
科学部のチャンソムプー先生に声をかけ、このスタディツアー・プログラムについて説明し、
ラオス人学生の参加を求めた。帰国後、
詳細を記した書類を作成しチャンソムプー先生に送り、
4 名の学生が参加することになった。4 名の参加者は日本人学生の主体性に大いに感化され、
まったく初めて滞在したにも関わらず、2 名の学生が再度パクソンを訪れ、自ら支援プロジェ
クトを立ち上げる準備を始めたり、現地調査をしたりするようになった。一方、日本人学生も
ラオス人学生の向学心に感化され、帰国後、学習に対するモチベーションは上がっている。こ
のような学生交流の試みは、現地の生産者、両国の学生のどちらに対しても恩恵を与えること
が分かった。

２

課題

本年度の課題として挙げられるのは、
「事前授業の方法」
「学習ポートフォリオの活用」
「渡航
後の事後授業の時間確保の難しさ」
「販売面の過度な負担」の 4 点である。
第一に、本年度は座学によって知識を得ようとすると寝てしまう受講生が多いために、趣向
を凝らして、フェアトレード・デイトリップを試みたり、継続メンバーが初渡航者にラオスに
関する基礎知識を解説するようにしてみたりした。だが、フェアトレード・デイトリップの関
しては、フェアトレードの思想や歴史、世界的な広がりに関する統計上の数値、あるいは認証
制度の内容など体系的に学ぶことができなかったために、受講生自身がフェアトレードとは何
かを自分なりに説明できないでいる様子が窺えた。この点は、再考する必要がある。
第二に、本年度から導入した「学習ポートフォリオ」は次年度も続けていくつもりではある
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が、徐々にファイルそのものが重たくなり、授業にファイルを持参しなくなる者も出てきた。
確かに、配布物を紛失する問題は解消され、一定の効果は得られたが、毎週持参させるのは難
しく、利便性という点では改善策が必要である。学内の棚にファイルを保管しておくなど、わ
ざわざ持ち帰らなくてよい仕組みを作る必要がある。そのために、
「社会文化体験演習」受講生
が利用できるプロジェクトルームの設置が期待される。
第三に、ラオス渡航後の事後授業の時間確保の難しさが挙げられる。昨年度も同様の指摘を
したが、本年度は別の角度から生じた課題について説明する。ラオスから帰国後、1 回目の授
業では現地で得た知識の整理とフェアトレードの生産者の影響について議論することになって
いる。昨年度と同様に、生産者の家計への影響については十分に時間を確保できたが、その後
の社会的影響についての議論まではできなかった。前者で 90 分は余裕で使ってしまうが、後
者の議論にもさらに 90 分は必要になる。
フェアトレードによる家計の金銭的な影響は多くの人が予想しているより小さいという結
論の至る場合が多いが、そこで議論が終わってしまうと、受講生はフェアトレードに対する否
定的な意見を持ちがちになる。だが、実際には数値からは見えてこない、さまざまな恩恵があ
る。これは現地に滞在したからこそ見えてくるもので、この恩恵の「発見」を通して、社会学
的、あるいは文化人類学的な視点が有用であることが示せる。受講生は議論の結果、自分たち
の経験からここまで自力で見出せるはずなのだが、時間切れになってしまう。この点は、現地
での経験を十分に活かせないまま、未消化になってしまう恐れがあり、避けたいところだ。と
はいえ、受講生の集中力も続かないこともあり、あまり根を詰めて取り組めない事情もある。
第四に、販売回数の増加による受講生の疲弊が課題となった。受講生の自主性に任せて、今
年度は 10 回の販売会を実施したが、当初はさらに 2 回ほど多く学外の販売会に参加する予定
であった。これは目標売上金額を高めに設定していたために生じた問題である。学外での販売
は、昨年度にはほとんど経験がなく、売上予想が立てにくかったにも関わらず、昨年よりも多
くの個数を、学外販売を中心に売る予定でいた。だが、実際には予想ほどは売れず、追加で学
外の販売会を探すことに必死になり、その結果、受講生たちは販売にシフトに多くの回数、入
らざるを得なくなった。毎回の反省もままならない状態で、次から次へと販売会に参加し、団
体の雰囲気も悪くなっていった。
この中で、11 月 10 日の授業後には 3 年生だけで集まり、活動方針を自主的に見直す話し合
いの場が持たれた。ここでは、行き過ぎた売上至上主義に対して反省する発言が見られ、疲弊
しているように見えた 2 年生に「この団体にいてよかった」と思ってもらえるにはどうすれば
よいかといった前向きな提案が出るようになった。この過程で見えてくるのは、目標の数値に
届かない恐れが強くなると、視野狭窄になり、団体の雰囲気が悪くなっていくということであ
る。組織が大きくなった分、みな薄々感じ取っている課題を、なかなか言葉を駆使しで全体に

20

社会文化体験演習活動報告書

第 3 分冊（キャリア分野）

共有できなくなる様子も見えてきた。幸いなことに、自主的に 3 年生全体で話し合う場を持て
たのはよかったが、ここで受講生たちは、
「何のための売るのか」
「この活動の目的は何か」を、
再度真剣に考える機会を得たのである。こういった状況の変化において、一歩離れたところか
ら監督する教員の存在は重要であるが、今回に限って箕曲はこの課題を放置してしまい、あま
り軌道修正に貢献できなかった。いずれにせよ、受講生自身で問題に気づき、軌道修正できた
点は、不幸中の幸いであったといえる。

V

来年度の方向性

昨年度と同様に、次年度は現 2 年生がラオス滞在時に実感をもとに新たな課題を設定し、そ
の課題解決に寄与するような活動を国内で展開していくことになる。そこに新 2 年生が参加し、
プロジェクトは継続していくこととなる。一方、ラオスコーヒーの製品化は済んでいるため、
次年度も外部に向けた販売活動に力を入れていくことになる。このようなプロジェクトの展開
と連動して、教育プログラムとしては、以下の 4 点を発展させていくつもりである。それぞれ、
昨年度より進展した部分がある場合について、補足説明しておく。

1.

いかなる意味でこの活動が「キャリア教育」なのかを明確にするため、「社会人基礎力」
育成の観点から、学生の活動を評価する指標を作成する。本年度は「社会人基礎力グラン
プリ」の関東地区予選会に参加したことにより、本プログラムを「社会人基礎力」育成の
観点から捉え直す機会を得た。次年度は、受講生により自覚的に「考え抜く力」「前に踏
み出す力」「チームで仕事する力」の 3 点を意識的に伸ばしていくように促していくつも
りである。一方で、この件に関連したルーブリップを作成し、試用してみる予定である。

2.

いかなる意味でこの活動が「学習」なのかを明確にするため、ふりかえり学習（リフレク
シブ・ラーニング）の方法論を精緻化する。本年度は、プレゼンテーションの技術を育成
していくことにより、このふりかえり学習の部分を強化していった。基本的に良質なプレ
ゼンテーションを見て分析することに始まり、口頭発表の場を与えて、教員の指導により
受講生自身が体験を言語化していくことを目指す。次年度は、さらに体系的に体験を言語
化する方法論の確立を目指す。

3.

多様な外部の関係者との接点を増やすため、高校での出張授業、自治体の国際協力講座の
開催などの可能性を開拓していく。本年度はいくつかの授業内だけでなく、12 月には教
授会後の FD 研修の前座においても活動紹介と受講生の学びの成果を発表させてもらっ
た。一方、関東国際高校から授業の見学の申し出があるなど、これまでにない接点を数多
くつくり出してきた。次年度は、いまだ実現していない外部の団体や組織への出張授業な
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ども試みたいと考えている。
4.

現地社会への還元をめざし、ラオスの大学との提携や英語での情報発信を目指す。2 月に
は英文報告書を執筆し、ラオス渡航でお世話になった現地パートナーの方々、農家の方々、
ラオス人大学生たちに配布する予定である。一方、次年度はラオス国立大学環境科学部と
本学社会学部の間でスタディツアーにおける交流協定の締結を試みる。

本年度で活動開始から 2 年経った Smile F LAOS は、着実に組織を拡大し、かつ充実させ、受
講生たちが自主的に各々の学びを深めていくための「学びの場」となった。受講生自身がこの
場を生みだし、かつその場によって受講生自身の態度や思考が変えられていく。このような学
びの場を絶やさぬよう、新たな取り組みを加えつつ場を活性化させていく必要がある。次年度
は、上記の 4 つの取り組みを実現していくことで、「舞台装置」である、この学びの場をより
深化させていく。そして、学科の特色ある教育プログラムとして学内外にアピールし、大学に
おける体験学習のひとつのモデルとしていくことを目指したい。
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Smile F LAOS の活動のあゆみ
千 川 隆 成
社会文化システム学科 3 年

I 活動の経過
本活動の始まりは、2013 年 12 月の
ラオススタディツアーにある。当時ス

取り組みの位置づけと達成目標

タディツアーに参加した東洋大学 2 年

課題発見・解決型学習プログラム

生の「ラオスの子どもたちに何かした

［国内活動］

い」といった思いから 2014 年団体発
足へと至った。今年度も団体発足当初

コーヒーの販売による
現地支援プロジェクトの準備

にある「ラオスの子どもたちがより良
い生活のきっかけづくりへ」という団
［海外活動］

体理念をもとに活動を行った。
今年度の国内活動は、昨年度のスタ

ラオスのコーヒー栽培農村における

ディツアーにおいて参加者が得た気付

課題発見（2 年）と課題解決（3 年）

きにもとづき、支援の方法を探ること
から活動を進めていった。

図2

Smile F LAOS 活動のしくみ

昨年度、私たちはラオス産のフェアトレードコーヒーの収益の一部を使ってラオスの小学校
に浄水器を送る活動を行った。そして、新たに第 2 期となった今年度、コーヒーを販売収益か
ら昨年度と同じく浄水器を支援品にするかどうかを話し合った。継続メンバーからは、浄水器
の設置を進めるべきだという意見が多かった。しかし、箕曲先生によれば、浄水器は同じく
JCFC を支援しているタイソン氏によってすでにパクソン郡内のほとんどの小学校に設置され
ている可能性があり、
私たちが今年度、
同じことをしても設置する場所がないおそれがあった。
そこで、活動 2 年目である今のうちに新しい支援目標を見つける必要があった。
支援品の決定にあたって一から検討したが、なかなか決定には至らなかった。そこで「教育」
「学校」
「衛生」の 3 つのテーマに絞り、話し合いを進めた。そのテーマの中から私たちは「教
育」を選び、今年度は子どもたちの教育に寄与する支援を行おうということを決定した。この
テーマのもと、
「絵本」
「ランタン」
「ペットボトルホルダー」などのアイディアが挙がった。
複数挙がったアイディアのうち、①FLAO らしさが出せるもの、②コーヒーの収益を用いて
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寄贈できるもの、③彼らにとって利便性のあるものをといった 3 つの基準から、オリジナルの
絵本を製作し小学校に寄贈することに決定した。私たちは昨年度ラオスに行った際、小学校に
絵本がなかったことや、家庭によっては読み物が学校から配布されている教科書だけしかない
という問題を見聞きしていた。さらに、NPO「ラオスの子ども」がすでにラオスの小学校に絵
本を送る活動を行っているように、絵本を送る活動は意義があると考えた。加えて、ラオスの
子どもたちへの教育支援の他に、「FLAO らしさ」を出すために、昨年度に渡航したとき「こ
れをラオスの子どもたちに教えてあげたい！」と思ったものを絵本にすることを決定した。つ
まり、
既存の絵本をラオス語訳するのではなく団体オリジナルの絵本を製作することになった。
コーヒーの販売活動では昨年度設置した班を一部再編成した。その結果、継続メンバーの中
で、営業・管理班（昨年度製品・販売班）は森佳那美、イベント班は増田あすか、広報班は鈴
木麻奈美、ラオス・支援品企画班（昨年度ラオス班）は関根美織がそれぞれ班の代表に就いた。
さらに、会計・発注班（昨年度会計班）は姉妹団体ドリプロの報告会に行ったことをきっかけ
に、財務の重要性を感じた川崎理莉香が担当することになった。どのメンバーも昨年度それぞ
れの班で十分活躍をした人たちであり、班代表として務まるであろうと思った。また、森と川
崎には副代表も兼任した。そして、代表の千川と森、増田、鈴木、関根、川崎の上記 5 名にて
幹部会を設置し、毎回の授業の内容の企画を行うことを決めた。
メンバーは 3 年生継続メンバー13 人、新規メンバー2 人、2 年生 9 名の計 24 人となった。
第 1 回目と 2 回目の授業では、オリエンテーション、顔合わせ、班決めを行い、活動を開始し
た。

II 目的・目標・班構成について
本活動の目的は（１）ラオスコーヒーを学内外で販売することにより、フェアトレードに馴
染みのない東洋大学生や、白山地域においてラオスやフェアトレードの名前をおり身近に感じ
てもらうこと、
（２）ラオスの子どもたちのために、絵本を通じて教育の手助けを行う、（３）
コーヒー販売を通してソーシャルビジネスの手法を体感することの 3 点である。これら 3 つの
目的のもと、本年度の数値目標として、コーヒーの販売収益で絵本を製作するために 12 万円
の利益を出すことにし、そのためにコーヒーの年間販売目標を 150kg に設定した。その上で、
前述の通り営業・管理班、イベント班、広報班、ラオス・支援品企画班の 4 つの班と会計・発
注班を設置した。

III

春学期と秋学期の活動内容
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活動は毎週火曜日の 5 限と 6 限の時間に行った。春学期の 5 限の時間では活動の軸となる知
識の共有や外部発信のためのプレゼンテーションの練習などを行った。秋学期にはラオスに関
する基礎知識を得るための文献内容の発表とラオスのコーヒー生産地に関する箕曲先生の講義
を聴いた。一方、6 限は団体運営に関する話し合いの時間に充て、各班に分かれて打ち合わせ
をしたのち、各班報告を行い全体で共有する時間とし、次回の授業までの課題をあげやすい環
境をつくった。各班の詳しい活動については、35 ページからの各班の報告に記載してある。
本年度は、毎授業の議題を紙面にしてメンバーに配布し、授業内容を事前に共有することで
話し合いの円滑化を図った。また、ローテーションで授業内容の議事録作成を義務化し、諸事
情で授業に参加できなかった人でも授業内容が分かるようにした。両書類とも千川が編集を行
い、オンラインストレージサービス、Dropbox にて保管をした。

１

春学期
5 時限目

6 時限目

第1講

今年度の活動目標の話し合い

班構成と内容

第2講

自己紹介とオリエンテーション

「事業計画書」作成打ち合わせ
活動の方針発表
支援品アイディアの話し合い
3 年生所属班の決定

第3講

講義「貧困削減とビジネス」

（白山某所にて親睦会）

2 年生所属班の決定
（ゴールデンウイーク）
第4講

「事業計画書」の作成・「企画書」考案

「各班年間計画」の報告

3 年生年間研究テーマの発表
第5講

講義「プレゼン上達の方法」

「各班企画書」作成のための話し合い

「ボランティア論」授業内発表準備
第6講

ゲスト訪問①：ドリプロの発表

「事業計画書」読み合わせ

（焙煎業者訪問打ち合わせ）
（5/23〔土〕、24〔日〕

ラオスフェスティバルでの販売補助）

第7講

授業内発表の練習

各班今後の予定の決定

第8講

焙煎業者について（教員説明）

「開発人類学」授業内発表準備

授業内発表練習

各班今後の予定の決定
（6/6〔土〕
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焙煎業者訪問振り返り

名刺デザイン話し合い

「開発人類学」発表振り返り

各班の進捗状況報告と討議

高校生向け WS の考案
第 10 講

名刺デザイン話し合い

ゲスト訪問②：ATJ 名和さんの講義

各班の進捗状況報告と討議
第 11 講

スタディツアーのお知らせ

各班の進捗状況報告と討議

講義「フェアトレードとは」
第 12 講

名刺デザイン決定

各班の進捗状況報告と討議

マネージメントゲーム・スタディーツア
ーの詳細（教員説明）
第 13 講

2 年生フェアトレード・デイトリップに

各班の進捗状況報告と討議

ついて
キックオフパーティの準備
第 14 講

キックオフパーティの準備

キックオフパーティ当日の流れ確認
各班の進捗状況報告と討議

（7/18〔土〕、19〔日〕
（7/20〔月〕
第 15 講

マネジメントゲームの参加）

キックオフパーティ開催）

マネジメントゲーム振り返り

各班の進捗状況報告と討議

キックオフパーティ振り返り
（8/2〔土〕
、3〔日〕
（8/7〔木〕～9〔土〕

合宿）

外部イベント提携販売）

① 事業計画書、班ごとの企画書考案
前年度の春期休暇中のミーティング結果を経て、第 1 講の授業が始まった。第 1 講、第 2 講
の授業の内容はオリエンテーションとなり、本格的な活動は第 3 講からとなった。第 3 講の授
業で 2 年生の所属する班を決定し、活動が軌道に乗った。第 4～6 講の授業では、昨年度の「事
業計画書」の内容確認と、昨年度の活動を参考に「各班年間計画、企画書」を作成した。一方、
代表は企画書を参考に全体の「事業計画書」を執筆した。事業計画書は草稿を作成したのち、
数回にわたる箕曲先生の添削を経て、9 月末に完成した。今年度の活動内容を熟知するために、
秋学期に入って事業計画書と各班企画書を全員で読み込んだ（事業計画書と各班計画書は「社
会文化体験演習」のウェブサイトにて公開をしている）
。
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② 支援品企画（→ラオス・支援品企画班の報告参照）
③ プレゼンテーションの練習
第 5 講では、外部の人たちに活動内
容を伝える力をつけるための方法論に
関する講義を箕曲先生から聴いた。プ
レゼンの上達を図るため、授業内で
TED を観て発表者のプレゼンテーシ
ョンの技術を分析した。
さらに第 7 講、
8 講にて各々が選んだ TED 動画を 1
本発表する機会を設けた。この発表の
方法では、TED 動画内で学んだ方法を
試してみることにした。これはメンバー
それぞれの個性が発揮されて、各々がお

写真 4 発表の様子

互い刺激を受け合いプレゼンテーション
の技術が上達した。

④ ゲスト訪問１：学生フェアトレード団体ドリプロ
第 6 講の授業には、フェアトレード・ドリップパックプロジェクト（以下ドリプロ）を授業
に招き、現在の活動や今後の展望についての発表を聴いた。ドリプロの団体概要については、
昨年度報告書を参照していただきたい。この後、5 月 23 日、24 日に原宿の代々木公園で開か
れたラオスフェスティバルにて、FLAO は昨年度同様ドリプロのコーヒー販売を手伝い、2 年
生たちに実地で販売の方法を学んでもらった。

⑤ 焙煎業者訪問
6 月 6 日（土）には、静岡県菊川市に赴き、FLAO が販売をしているコーヒーの焙煎を担当
している（株）流通サービスに伺った。今年度 FLAO は新製品をつくらないものの、コーヒー
がどこでどのように焙煎されているか、そして代表取締役の服部吉明さんの事業に対する思い
を学んだ。製品の製作を行った昨年度とは異なり、今年度（株）流通サービスに伺ったのはこ
のときだけであるが、
新メンバーは初めてコーヒーの製造過程を学び、大いに動機づけられた。

⑥ ゲスト訪問２：（株）オルタ―・トレード・ジャパン（以下 ATJ）名和尚毅さん
第 10 講では、ラオスの農民協同組合 JCFC からコーヒーを買い取っている ATJ の名和尚毅
さんを授業に招き、ATJ の理念や事業内容に関する講義を聴いた。またこの授業にはドリプロ
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も参加し、ATJ からコーヒーを買い取っている団体として、ともに ATJ の現在の活動や今後
の展望を聴くことができた。

⑦ 名刺デザインの決定
今年度は外部に積極的にアプローチをしようという考えから、名刺作成を発案。第 9 講から
名刺デザインの話し合いを始める。各々が今までもらった名刺やインターネット上に挙がって
いる名刺の例を参考に、文字だけではなく絵を使って FLAO の名刺もらった人の記憶に残るよ
うにというコンセプトのもとラフ案を決定した。ラフ案をもとに、川崎がイラストレーターを
使ってデザイン案を制作し、第 10 講にてデザイン案からさらに話し合いを行った。その話し
合いを経て 12 講にて最終案を出し 2 期の名刺として決定をした。印刷費削減のため、名刺を
持つ人は代表、各班代表、イベント班の 11 人に絞った。印刷通販会社（株）プリントパック
に発注を行い、14 講の授業の際には配布することができた。

⑧ 団体紹介映像の作成（→広報班報告参照）
⑨ フェアトレード講義
⑩ マネジメントゲームへの参加
昨年度は秋学期に行ったマネジメントゲームであったが、販売開始時期前に経験したいとい
う希望があり、先方の都合が合ったことから、今年度は春学期に行うことができた。この会は、
FLAO のみならず、ドリプロや社会人の方々も参加した。マネジメントゲームを通して、販売
をするということは単に消費者に商品に売りつけるのではなく、販売員の存在や広告のアピー
ル力といった重要視すべき知識を実践的に学ぶことができた。

⑪

キックオフパーティ準備（→イベント班報告参照）

２

夏季合宿

昨年度の活動の反省から、今年度は販売活動のためだけに集まるのではなく、交流を目的と
した集まりをしようという案が出た。4 月当初より、この案のもとイベント班に企画を進めて
もらい、8 月 2 日、3 日に八王子セミナーハウスにて開催した。2 日は箕曲先生も参加ができる
ということで、2 年生のフェアトレード・デイトリップの発表を行い、日本におけるフェアト
レード商品の需要を共有した。
また、営業・管理班が企画したコーヒーのドリップ練習のワークショップや会計・発注班が
企画した団体の販売コーヒー「Champa Coffee」の原価計算をするなど秋学期の活動に向けた
準備学習を行った。3 日にはイベント班が企画したワークショップを行い、メンバー同士の交
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流を図った。2 日間という短い時間だ
ったものの、春学期授業内にて出来な
かったことや春期活動の打ち上げを行
うことができ、
実のある合宿となった。

写真 5 イベント班企画の WS の様子

３

秋学期
5 時限目

第1講

6 時限目

スタディツアー事前学習と文献の割振
り。個人・各班の夏季休暇振り返り。
外部販売イベント①の打ち合わせ
（9/27〔日〕

外部販売イベント①出店）

第2講

映像授業『おいしいコーヒーの真実』

絵本の内容打ち合わせ

第3講

「事業計画書（完成版）
」読み合わせ

外部販売イベント②の打ち合わせ

（10/11〔日〕
、12〔月〕
第4講

スタディツアーの事務連絡①

外部販売イベント②の会計報告

絵本内容打ち合わせ

外部販売イベント③の打ち合わせ

（10/18〔日〕
第5講

外部販売イベント②出店）

外部販売イベント③出店）

文献発表①『ラオス概説』
、教員解説

外部販売イベント③の会計報告
「注文書」の作成、打ち合わせ
営業販売先の決定報告
各班の進捗状況報告と討議

第6講

スタディツアーの事務連絡②

各班の進捗状況報告と討議

文献発表②『ラオス概説』
、教員解説

白山祭準備
「注文書」の完成報告

（10/31〔土〕、11/1〔日〕
（11/7〔土〕
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販売イベント振り返り

各班の進捗状況報告と討議
外部販売イベント④の打ち合わせ

（11/15〔日〕
第8講

外部販売イベント④出店）

文献発表③『ラオス概説』
、教員解説

絵本草稿内容検討

外部販売イベント④の会計報告、振り返
り
第9講

講義「ボラベン高原の地理と歴史」
、

スタディツアー内ワークショップの打

「仲買人と協同組合」

ち合わせ

（11/25〔水〕
第 10 講

学内キッチンカーによる販売の提携販売）

講義「なぜ家計調査をするのか」

ワークショップの内容決定報告
絵本の見積もり報告
学内販売①の打ち合わせ
各班進捗状況の報告と討議

第 11 講

家計調査の事前準備

各班進捗状況の報告と討議

スタディーツアーガイダンス

学内販売①の打ち合わせ

（12/11〔金〕
第 12 講

学内販売①の会計報告、振り返り

ワークショップ準備

スタディツアーしおり読み合わせ

絵本の製本作業

（12/19〔土〕～28〔月〕
第 14 講

ラオススタディツアー（第 13 講は休講）
）

報告書作成のための役割分担

（白山某所でスタディツアーの打ち上

家計調査ディスカッション

げ）

（1/9〔土〕
第 15 講

学内販売①）

東京経済大学

渡辺教授の講義振り返り

渡辺龍也教授による講義）
各班年度活動報告

家計調査ディスカッション
（1/15〔金〕
第 16 講

年間会計報告、就活セミナー

スタディツアー報告会）
（白山某所で第 2 期活動の打ち上げ）

2 期生の活動振り返り

① スタディツアーに関する事前学習
秋学期第 1 講と第 2 講は、箕曲先生より 12 月に行うスタディツアーの概要と、映像資料『お
いしいコーヒーの真実』を観て、講義を聴いた。
『おいしいコーヒーの真実』は 2006 年公開さ
れた英米共同制作のドキュメンタリー作品である。内容はエチオピアでのコーヒー農家の地位
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向上のための活動に密着し、世界経済・貿易の不均衡と搾取の実態をレポートしたものとなっ
ている。映像内の舞台はエチオピア、私たちが支援対象としているのはラオスと国は異なるも
のの、コーヒー農家が抱える悩みは同じである。映像資料を通して私たちがどんな人たちに支
援を行っているのかを理解した。

② 外部販売イベント打ち合わせ（→イベント班報告参照）
絵本内容打ち合わせ（→ラオス・支援品企画班報告参照）

③

④ 文献発表『ラオス概説』
第 5 講、6 講、8 講の授業では、ラオスの歴史や文化、民族、農業の特徴について書かれた
『ラオス概説』
［ラオス文化研究所編 2008］を取り上げた。ラオス渡航経験のある 3 年生が文
献を読みパワーポイントを作成し、未渡航の 2 年生の前で発表し、ラオスのイメージを持てる
ようにした。

⑤ ゲスト訪問３：国際協力団体 Copenica
Copenica（以下コペニカ）は早稲田
大学所属のインカレのラオス国際協力
学生団体である。箕曲先生を介して 11
月 7 日（土）に東洋大学にて勉強会を
開くことが出来た。活動が始まってか
ら姉妹団体であるドリプロ以外の他団
体と交流する機会がなかったため、他
団体の活動内容を知るという意味で実
施された。コペニカはラオスの職業訓
練生への教育支援活動をしており、彼
らにラオス名物「シン」を使った商品

写真 6 コペニカのメンバーによる発表

の製作企画や、完成した商品を日本で
販売し売上金を職業学校へと寄付をする活動をしている。勉強会は午前中に行われ、活動によ
って生まれた恩恵や問題、活動を通して得た気付きを発表してもらった。勉強会を通してコペ
ニカだからこそ気付けた問題点、FLAO だからこそ気付けた問題点を共有した。昼は東洋大学
学食にてコペニカと一緒に昼食を取り、交流を図った。
昼食後コペニカとは別れ、FLAO のみでミーティングを行った。12 月に行くスタディツアー
の手続きを行っていた当時、東南アジアへ行くのが初渡航で不安というメンバーのためにミー
ティングが開かれた。不安を解消するために 3 年生が昨年度ラオス渡航時に撮った写真を 2 年
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生に見せながらスタディツアーの説明を行った。初渡航者にスタディツアーの楽しさを知って
もらうとともに、渡航までの活動意欲を高めた。

⑥ 注文書作成（→営業・管理班報告参照）
⑦

白山祭準備（→イベント班報告参照）

⑧

小学校ワークショップの打ち合わせ、準備（→ラオス・支援品企画班報告参照）

⑨ スタディツアーに向けた準備
第 9 講から 12 講の授業では、スタディツアーに向けた事前学習を行った。第 9 講では、箕
曲先生から「ボラベン高原の地理と歴史」
「仲買人と協同組合」の講義を聴き、コーヒー豆の収
穫から加工、販売といった一連の流れを学び、コーヒー農家の生活サイクルを理解した。第 10
講では、渡航中に行うコーヒー農家への家計調査の意義を学び、家族構成やコーヒー豆の販売
価格、購入しているものなどの質問票の読み合わせと初渡航者組の中で調査班分けを行った。
第 11 講、第 12 講では、スタディーツアーガイダンスとしてしおり読み合わせなどを行い、ス
タディツアー中の日程ごとの予定や、病気や怪我といった緊急時の対処法などの確認をした。
これらの講義を基に、12 月 19 日からのスタディツアーに臨んだ。

⑩ 東京経済大学 渡辺龍也教授による講義
以前からドリプロと交流があった渡部龍也教授が、フェアトレードの勉強会をしようと 1 月
9 日（土）に勉強会が開かれた。第 5 期ドリプロ代表英和希から千川が紹介を受け、団体で勉
強会に参加した。勉強会では、日本フェアトレードフォーラム（通称 FTFJ）が 2015 年 6-7
月に行った「フェアトレードと倫理的消費」に関する全国意識調査の報告書をもとに講義が行
われ、消費者はフェアトレード製品に何を求めているのか、フェアトレード製品が売れるため
にはどうすればいいのかということを学んだ。また、海外と日本を比較したフェアトレード製
品の普及について取り上げ、今後のフェアトレード製品の在り方について共に考えた。

⑪ 「社会文化体験演習」活動報告会
1 月 15 日に、1 年生対象に「社会文化体験演習」の 3 分野の報告会が行われ、キャリア分野
として年間の活動報告をした。3 年生が 7～12 月の国内活動、2 年生がスタディツアーの経験
にあたる海外活動について発表した。

IV まとめ
本年度の活動は、団体結成から 2 年目にあたり昨年度からの発展を目指し、新製品の製作を

33

千川：Smile F LAOS の活動のあゆみ

行いたい人と活動の基盤づくりをしたい人に二極化していた。しかし、
「ラオスへの支援」を考
えたとき何が団体にとって得策なのかを考え、
今年度は活動の地盤づくりを行うことに決めた。
新しい取り組みとして行った毎週のミーティング内容の事前共有、議事録の作成は、メンバー
内の苦労は増えると思うが、ぜひ来年も続けてほしい。また 2 年生が作成した「注文書」も今
年度は使う機会が少なったため、来年度以降の活動に活かしてほしい。基盤づくりの 1 年であ
ったが、特に 3 年生は外部へのプレゼンを通して、自分がこの活動から何を学んだかを認識す
ることができた。また、団体での経験をもとに外部での活動に発展していくメンバーも多く、
特に第 2 期メンバーである秋本真理は昨年度の活動がきっかけで 2016 年 2 月から 1 年間、ラ
オスへのインターンシップ留学を決めたほどである。団体運営に関してまだまだ未完成な部分
はあるものの、今年の反省を活かして来年度の活動がより良いものになるよう期待している。

写真 7 販売収益をもとに製作した団体オリジナル絵本
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各班活動報告
I 営業・販売班
社会文化システム学科 3 年

森

佳 那 美

昨年は、製品・販売班という名前で活動した。何もない状態からスタートしたが、箕曲先生
のアドバイスと株式会社流通サービスの服部社長にお力をお借りして、中煎りと深煎りの２種
のコーヒー製品を作り出した。販売はイベント係が持ち出してくれた各イベントに参加し行っ
た。他に、コーヒーに関する展示物制作や、コーヒー器具の調達など、コーヒーに関わること
にフォーカスして活動を行った。
今年は、名前を製品・販売班から、営業・管理班に変更し係活動が始まった。製品が出来上
がっているためコーヒーに関する業務は今まで通り、新たな業務内容に FLAO の所有するすべ
ての備品管理と、
イベント以外での販売場所の確保ということで、
委託販売の遂行が加わった。

１

備品管理

備品管理は、まず研究室にあるもののリストアップから始め、その数をカウントし表を制作
した。表は部門ごとに分け（コーヒー器具、文具、展示など）所在が明確に分かるようした。
各大きなイベント後使ったものの数をカウントして紛失がないか確認し、消耗品は次回の販売
に足りない分を発注するといった形をとった。去年の反省として、誰がどこに何があるという
明確な情報を持っていなかったことによる物の紛失、不明品が出てしまう、必要なものがわか
らず揃えられない、などが取り上げられた。特に、貸し出した個人の所有物が紛失したり壊れ
たりすることもあった。それを解決するために、イベントにこの備品リストを持ってゆき、片
付けの際にリストをみながらチェックした。実際は、紛失物はなくなり、FLAO の所有物に何
があるか確認することもでき、イベントに臨むにあたって今までより準備がしやすくなった。
名称と数字を出し目で確認することで、準備がスムーズに行えた。
しかし、備品管理をする班ができたことで、団体メンバーそれぞれ個人が備品に関して任せ
きりにしてしまう部分が出て、無くなってしまったものの責任を班員に向けてしまうことがあ
ったり、他の班となかなか連携が取れず、各班が持ち寄った所有物を把握するのにいちいち連
絡を取ることがあったりした。それを解決するために、各イベントの最後にいるメンバーに備
品チェックを任せ、報告してもらうことで備品に対して意識を高めてもらった。週のミーティ
ングでは各班に必要な備品のリストアップをしてもらい事前に表に加え、連絡を取らずとも備
品チェックが終えられるよう努めた。今後は、備品リストの改良をすることと、団体内共有の

35

各班活動報告

仕方を考えていて欲しい。備品管理は細かく大変な業務ではあるが、在庫管理という面でみる
と、逐一確認と報告をするべきなので、怠ってはいけない重要な業務であった。

２

イベント対応

イベントにおいては、コーヒーに関する展示品作りと、率先してコーヒーの紹介をした。去
年の反省として、ラオス班が綺麗でわかりやすいラオスに関する展示物を制作している中、コ
ーヒーや団体の製品の紹介をする展示がないため、制作したいというものがあった。イベント
で消費者に紹介するときに、伝えやすくわかりやすいという意見もあり制作に取り掛かった。
実際に、団体の製品の情報を書いたり、味の説明を星で表し見やすくしたり、スタディツアー
で訪れたコーヒー農家のことを紹介したり、あらゆるものを制作した。目にした方々から良い
反響をもらったり、展示に興味を持った方々とお話をすることで商品を購入してくれたりもし
た。展示物を出し始めると、立ち止まってくれる方々も多くなり、自分の言葉で説明すること
も必要になった。
今年は全体で情報の共有をする機会が少なく、全員が同じ情報を持ちながらイベントに臨む
機会が数少なかった。聞かれて答えられる人とそうでない人にどうしても別れてしまって、も
どかしい気持ちにさえもなった。
そこでさらに、
わかりやすい絵や単語を取り入れた展示物や、
ラオス班と協力して写真展示を増やすなど、展示物を見てくれる人々も、団体メンバーも目で
見てキャッチしやすい展示物を制作した。そうすることで、なかなか自分から説明することが
できなかったメンバーも自分の言葉で説明することができたり、お客様も疑問点が絵や写真に
よって理解が深まったり、実際に目で感じることで、コーヒーを味わってみようという気持ち
になったりしている様子が伺えた。
また、イベントを重ねるごとにアイディアが増え、販売スペースの装飾や、ラオスについて
の本・絵本の展示を増やすなど行った。準備は増えてしまうが、可愛らしいラオスの国旗の装
飾、ラオス伝統の織物シン、ピーベリーのサンプルなど、より魅力的にすることで、足を止め
る人々も多くなった。今後も、足を止めたくなるほど魅力的な装飾と展示品を考えて行ってほ
しい。もちろん販売促進の意図もあるが、この展示を見たすべての人々が目でラオスコーヒー
やラオス農家のことを理解したり、何かを考えたり、より身近に私たちの学習していることを
感じてもらえることが 1 番の目的である。相手のニーズに合った魅力的なアイディアを考えて
いけると、この制作の意味が見出せるのではないか。

３

委託販売

委託販売は、今年の班活動において素晴らしい結果が生まれた。去年は製品作りに引き続き、
委託販売の計画にも取り掛かろうとはするものの、時間も知識もなく何も進歩しないまま活動
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が終わった。今年は、大学の位置する白山地域の人々に FLAO の活動やコーヒーを知ってもら
おうということと、委託販売を通して外部の方々と繋がることを目的に、絶対に成功させると
いう意気込みで班活動がスタートした。
まずは、どんなお店にコーヒーを置いてもらうかリストアップをした。リストにはカフェ、
ケーキ屋、パン屋、フェアトレード雑貨屋、オーガニック品専門店など、フェアトレード製品
が置いてありそうな場所やコーヒーを取り扱っていそうな場所が上がった。30 個ほど上がった
中から、さらに住所、お店の広さなど、製品を取り扱って頂けそうなお店に候補を絞った。そ
の後、何十個もある候補地の中から、主に営業の活動に携わる班員 2 年生が 1 人 1 店舗に絞っ
て、実際に客の 1 人として足を運び、直接お店の雰囲気などを確認した。経営している方々の
負担や、客足、商品などを確認して班で共有し、その後まずは電話でお話しを聞いて頂けない
かお尋ねした。そのうち、1 店舗のお店の方にお話しを聞いていただけることになった。
実際に団体の紹介をするために事業計画書、リーフレット、団体製品 2 種類、名刺を持参し
てお店に伺った。事前に何をどう説明するか班や箕曲先生と相談しながら用意し臨んだ。実際
はお店の方もとても気さくな優しい方で、団体の活動に賛同し、さらに委託販売をして頂ける
ことになった。
契約先のお店は白山地域では地域住民の方々が愛用しているパティスリーの「エ
リティエ」様である（場所は東京都文京区白山 2 丁目 29 番 6 号）
。
店内はイートインスペースもあり、ランチタイムにはランチセットやデザートがあり、エス
プレッソやホットコーヒーも提供されていて、コーヒーがお好きということもあり、また商品
のケーキやパン、チョコレートにと共にコーヒーを販売することに前向きに検討して頂け、さ
らにフェアトレード商品にご興味があるということだったので、より団体活動にご賛同いただ
けた。その後、委託販売契約書をお渡し、店側が繁盛期になり、団体の会計終始である１２月
頭までの契約を結び、製品 2 種類を 3 個ずつお渡しし、委託販売が開始した。
この活動が実行されるまでは、今年初めての取り組みということで対策を練ることや契約書
の準備、相手の方に失礼のないようにすることなど、事前に用意することがたくさんあり悩む
期間が多かった。外部の方と連絡を取り合うことも初めての試みで、やり方もわからず箕曲先
生に相談することが多かった。当初は同じく委託販売の経験がある他団体から、製品があまり
売れず苦労することや、委託契約後にこちらに返って来る製品を消費するリスクが問われ、製
品の個数をこまめにチェックするようアドバイスをもらっていた。しかし、今回の委託販売で
は、はじめにお渡しした製品はすべて売れ、さらに追加で 4 個ほどエリティエ様の方から依頼
があった。
もちろん、製品が売れるということに対して嬉しい気持ちにはなったが、それよりも地域住
民の方々に団体の活動を知っていただける機会が増えたこと、団体のコーヒーをより多くの
方々に楽しんでいただけたこと、エリティエ様から嬉しいお言葉と、コーヒーをエリティエ様
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でも飲んでいただいていることなどが班員にとっては財産に残った。今年は秋から冬の短い期
間での販売機会ではあったが、エリティエ様から今後も団体の活動にご賛同いただけることを
お聞きし、こちらも今年以上に何かエリティエ様に製品だけではない何かお礼の気持ちが伝わ
るものをお渡しできればと思っている。エリティエ様は、団体の販売会だけではなく、団体が
紹介した講演会やイベントにも足を運んでいただき、とても嬉しい気持ちであり、感謝をお伝
えしてゆきたい。今後とも交流ができるよう班員にお願いしたい。
また、この委託販売の班活動は 2 年生を中心に行った。2 年生は団体の活動を始めて 1 年も
経過しておらず、ラオススタディツアーにも行ったことがないため、説明の際には知識のなさ
や経験のなさに悩まされたと思う。外部の方と交渉することさえもなかなか無い機会で動揺し
たことはわかっていたが、班長である私よりも前向きに取り組んでいたし、この成果はすべて
2 年生にあると私は感じている。始まりは手元に店の候補もなにもない状態で、そこから班員
で 30 店舗ほどリストアップをしたが、そこにもかなりの時間がかかり、1 店 1 店どのようなお
店であるのか調査することにも時間がかかった。
当たり前にことが進んでいるようにも思えるが、30 店舗からしっかり情報が確立した 3 店舗
に絞るのに 2 ヶ月ほど時間がかかり、
さらにそこから足を運んでアポ取りをすることとなった。
店舗ごと商品はあるわけで、商売が成り立たないということから簡単に取引が成立するわけで
もないし、こちらの活動に対する気持ちは伝わるものの、なかなか販売の契約には手が届かな
い状態が続いた。実際に 30 店舗の内契約が確定された店舗は 1 店舗。時間と労力が必要であ
った。秋になってからは、今年も委託販売は夢物語で終わってしまうのではないかと焦りさえ
感じたが、最後まで諦めない気持ちと、絶対に成功させるという強い思いが成功に導いた。2
年生はこの素晴らしい結果に自信を持ち、来年の活動を進めてほしい。

主に 3 つの活動を通して、
他の班や団体メンバーと協力しながら進めるものではなかったが、
班での目標をクリアしたことが誇らしい。団体全体で営業・管理班の業務に取り掛かることに
は無理があるので、団体の代表として、ひとつずつ向かっていってほしい。営業・管理班が担
う業務は、他のどの授業でも教わることない実践型の社会勉強であり、学びや成長が多く付い
てくる。改善すべき点は山ほどあるが、いいものは残し、改善すべきものは改善し、より良い
方向に向かっていければ財産も増えるだろう。
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II イベント班
社会文化システム学科 3 年

増 田 あ す か

１

活動の目的

①

定期的にイベントを開くことで、フェアトレードに関心がある人や、授業に関心を持って
くれている人以外の一般の人々など、できるだけ多くの人にこのプロジェクトを知っても
らえるようにする。

②

イベントの場で販売することでより多くの人に商品を買ってもらい、その売り上げを次の
イベントの準備資金や支援品を購入する資金に回せるようにする。

２

仕事内容

出店イベントを決定し（外部のイベントの場合交渉も含まれる）、当日の運営マニュアル作
成、営業班・広報班に向けて仕事の依頼、当日運営の指示だし・サポートをすることが主な内
容である。

３

年間スケジュール
私たちの行ったイベントは以下の通りである。
日程

イベント

場所

① 7/20

キックオフパーティ

白山キャンパス 6 号館第 3 会議室前

② 8/7～8/9

水かけまつり＆ワールドフェスタ

さいたま新都心けやきひろば

③ 8/18～8/22

館林フェアトレード合同販売会

館林アピタ

④ 9/27

恵比寿ファーマーズ・マーケット

恵比寿ガーデンプレイス

⑤ 10/11.12

女神祭り

自由が丘駅

学園通り

「フェアトレードフェスティバル」

⑥ 10/18

恵比寿ファーマーズ・マーケット

恵比寿ガーデンプレイス

⑦ 10/31、11/1

白山祭

白山キャンパス 1 号館 1505 教室

⑧ 11/15

恵比寿ファーマーズ・マーケット

恵比寿ガーデンプレイス

⑨ 11/27

キッチンカーでのドリンク販売

白山キャンパス 4 号館前

⑩ 12/11

学内販売

白山キャンパス 6 号館第 3 会議室前

※②⑨は共同販売、③は委託販売のため詳細は省略
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① キックオフパーティ
今年度最初のイベントであり、昨
年度の製品お披露目パーティにかわ
る学内でのイベントだった。私たち
3 年生にとっては去年の反省点であ
った販売数を増やし、会議室内のレ
イアウトに重点を置いて準備してい
た。しかし当日、パネル・ポップス
タンドがある場所を私たち自身が把

写真 8 キックオフパーティの様子

握できておらず、先生一人に負担を
かけてしまい私がメンバーへの指示がうまくできなかったため、準備にとりかかるのに大変時
間を要してしまった。一方販売自体は好調であったが、会議室での発表の際にお客がほとんど
集まらなかったのでもっと注意深く集客数を予測し、広報活動の仕方を考えなければいけない
という反省があった。

③・⑥・⑧ 恵比寿ファーマーズ・マーケット
このイベントは、外部に一から交渉し出店まで至った初めての行事だった。恵比寿ファーマ
ーズ・マーケットとは「オーガニック＆ナチュラル」をコンセプトに、2010 年より開催され、
食べる人（消費者）が作る人（生産者）と直接会話することで、農産物を作る過程のストーリ
ーを知り、顔が見えるコミュニケーションの手助けをすることを目的に開催されているイベン
トである。今回「生産者と消費者との関わりを大事にする」という点が私たちの団体の概念と
合っていると考え、このイベントへの出店を決めた。
出店に際して、まずは登録用の書類に、決められた文字数の中で自分たちの商品アピールや、
出店意義を書いた。どう人に伝えればよいか、効果的か、考えるのが難しかったため、今後ほ
かのイベントなどで同じような状況にならないように、ある程度は商品アピールの文章の型を
つくっておく必要があると考えた。
出店が決まってからの反省点は 2 点あった。まず、イベント数が多かったということが前提
にあり、毎回の出欠確認がイベント日 2 週間前になってしまい、人員不足となってしまったこ
とだ。結果一人の負担が大きくなってしまっただけでなく、ほかの団体メンバーとの意識の差
を感じてしまう原因となった。また、
毎回イベントに出るメンバーは同じような人たちになり、
団体として出店していることの意義を見失ってしまうこともあった。このため、出店すること
が確実に決定していなくても出店の可能性がある時点でみんなにアナウンスし、一か月前には
出欠確認をしたほうがよいと思った。
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もう一点はイベントごとにイベン
ト運営としての目標、メンバー個人の
目標などを考え、共有したほうがよい
ということだ。ただイベントに出店す
るということだけでなく、イベントが
終わった後は、その目標が達成できた
のかと何が達成できなかったのかとい
う反省を共有し、次回への解決策をみ
んなで考え次のイベントに活かすとい
う作業が不足していたと感じた。
一方で良かった点としては、1 回目

写真 9 恵比寿マルシェの様子

の出店でわかったことを次に生かすこ
とができたことである。というのも、試飲を中煎りだけでなく深煎りも用意して飲み比べても
らうことによって、消費者に選択肢を与えることができ、購入につながるケースがあった。ま
た一回目から毎回来て試飲をして説明をきいてくれていた女性が、3 回目で初めて購入してく
ださるということもあった。
来店の際にはウェブサイトなどもチェックしていると言っており、
次回いつ買えるのかと聞いてくださった。こういうことが、同じイベントに継続して出店する
ことのメリットだということに気づくことができた。
今回担当を務めることになり、試飲作成や販売スペースについてわからないことがあった際
にはその都度、恵比寿の事務局に問い合わせて確認をした。最初は細かいことをわざわざ問い
合わせて聞くのは迷惑になると勝手に思って連絡することを避けていた部分があったが、少し
でも曖昧なことがあるときは絶対に聞いたほうがいいとわかった。事務局の方も丁寧に説明し
てくださったり、一緒に考えてくださったりしたので自分の思い込みだけで判断しなくてよか
ったと思った。
（文責：松永理沙、編：増田あすか）

⑤ 女神祭り「フェアトレードフェスティバル」
女神祭りとは自由が丘で毎年開催される大きなイベントであり、今回自由が丘でフェアトレ
ードを推奨していこうという企画のもと、企業とコラボしたフェアトレードのブースを展開し
た。私たちは学生団体として他団体の紹介の元、出店をさせていただくこととなった。だが、
急に決まったイベントということもあり、大きなイベントであるということを根拠に、あまり
リサーチをせずに参加を決定してしまった。数回行われた全体での会議には毎回参加していた
ものの、学生が主催となっていたためお互い分からないことが多く、団体での進行に遅れをき
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たしてしまった。急な場所変更による
完成していたチラシの書き換え作業が
その一例としてあげられる。
実際当日になり販売を開始すると、
店の前は人通りが少ない道で客数は予
想よりはるかに少なく販売活動は難航
した。会計班とどれだけ売り上げを上
げなければならないか、相談があまり
できていなかったこともあり、製品の
売れ残りが大量にでてしまった。そし
て今回一番の失態としては、自由が丘

写真 10 女神祭りの様子

での「大きなイベント」ということを
信頼しきってしまい、実際どのようなブースでの販売になるのかをきちんと予測できなかった
という点である。また、チラシを配ってよいと事前には言われたが、当日のスタッフには配っ
てはいけないと言われ、
チラシ作成をしたがあまり配ることができなかった。
以上のことから、
参加するイベントの概要をきちんと把握し、どんな場所でやるのかきちんと担当者に尋ねるこ
とを今後徹底していこうと思った。イベント班内ではどんな宣伝にするか、何を推していくの
か、また売り方や売り文句まで考えられるとよかった。
（文責：堂垣莉沙、編：増田あすか）

⑦ 白山祭
白山祭は東洋大学で年に一度行われる学園祭である。昨年に引き続き 5 月から月 1 回程度で
開催される参加者説明会へ参加し、企画書や申請書等の提出を行った。今年度は運よく飲食販
売の可能な教室が確保できたため、昨年はできなかったドリンク販売を行うことになった。学
祭の担当になり大変だったことは、事前にある白山祭実行委員会が行う説明会に出席し、たく
さんの提出物や書類を管理することだった。また飲食可能教室になったためレイアウトについ
て早めに話し合わなければいけなかったが、それを怠り、学祭直前になり限られた時間で当日
の装飾の準備をしなくてはならなくなってしまった。イベント班内で改善すべき点は、学祭は
長期で取り組まなければならず、それに加えて一か月前から提出書類が多くなり、仕事が増え
一人の負担が多くなり、見落してしまう事柄が出てきてしまったため、担当以外にも分担して
仕事を受け持つようにすることである。当日の運営に関しては、昨年と装飾・設置のルールが
変更されている箇所があるので、現場責任者と班員がしっかりと把握しておくことが重要であ
った。
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良かった点は 2 点ある。1 点目は、ドリンクを販売することでたくさんの人を集客できると
いうことが分かったことである。2 点目は、ドリンク販売が学祭で実現できたことである。今
年はカフェをテーマにすることで展示や装飾なども去年より見栄えのするものになったし、何
度もレイアウトについては議論が繰り返されたことで、一人一人のイベントをよいものにした
いという気持ちが、団体全体のやる気に繋がったと思う。
当日の運営に関してまとめると、終日お客さんが絶えることはほぼなく、ドリンク販売に関
しては予想よりも倍以上の売り上げがあったことは成功だったと言える。しかし、人手が少な
くドリンク販売に追われてしまい、団体やラオスについての紹介に時間がさけなくなってしま
ったことがあったのは残念であった。また、ドリンク販売が大盛況だったことによる次の日の
スリーブ不足、
備品のトラブルなど当日のアクシデントが多かったことも事実だ。したがって、
売れた場合、売れなかった場合のそれぞれの対策、当日想定されるアクシデントなども踏まえ
て考えておけばなおよかった。良い点と実行できなかった点がある白山祭ではあったものの、
販売面では成功だったと言える。
（文責：阿部邑人・大茂未於、編：増田あすか）

⑨ 学内販売
今年度最後のイベントとなる学内販売では、団体としては残りの製品を売り切り集大成にふ
さわしいイベントを目標に、イベント班としては代替えも兼ね 2 年生が中心となり見落としが
ちな点を 3 年が補う形でイベントに臨むことにした。今までの学内販売と違う点は、他団体（社
会貢献分野）との共同イベントであるというところであった。ブースを分割したり、相手の希
望を考慮したりしながら進めていくことは新たな取り組みであり難しい部分もあったが、特に
大きなトラブルもなく、むしろ販売に関しては相乗効果を生む結果になった。
そして、今回販売以外のもくろみが、
来年度のメンバー勧誘のため団体のアピ
ールをすることであった。具体的には、
社会文化システム学科の 1 年ゼミを招き、
2 年生が団体紹介を行うという内容であ
った。私はできるだけ多くのメンバーに
自信をもって自分の言葉で団体の紹介が
できるようになってほしいと思ったため、
念入りに発表メンバーの割り振りと円滑
に誘導ができるよう担当と配置を熟考し
た。当日はその成果もあり、スムーズに

写真 11 学内販売の様子
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6 つのゼミを誘導することができ、6 人が堂々と発表する姿を見ることができた。
当日の販売については、学内ということもあり完売まではいかなかったが、多くの方に購入
していただくことができた。また、キックオフパーティの反省を活かし、当日の準備について
は事前に確認を行い、イベント班内での共有もできていたため前回よりスムーズに準備に取り
掛かることができた。運営中の反省点としては、予約分をどう管理するかという共有ができて
いなかった点があげられる。だが、それ以外に関しては成功と言えるイベントだったと思う。

４

イベント運営においての反省

① 備品の管理について
外部のイベントに出ることが多くなったことに加え、
備品が昨年に比べ増えたことが原因で、
備品の管理があやふやになり、備品の紛失が大変多かった。
外部に持っていくときはもちろん、
学内でも責任者が最初と最後に備品のチェックをすることになり、外部へ持ち出す場合は誰が
何を持ち帰ったかを明確にすることでトラブルを防ぐ必要があるとわかった。

② イベントの集客数・客層の予測
イベントを運営するための準備に追われ、集客数や客層のリサーチをするといった本来イベ
ント開催にあたり重要である部分を見落としてしまった。このことが、多くの売れ残りを出し
てしまった一つの原因といえる。来年度は担当以外がイベントのリサーチをし、担当に対し班
会議で共有・指摘できるとよい。

③ シフトの呼びかけの遅さ
イベントの開催確定に時間がかかってしまうと、全体へのアナウンスが遅れてしまい、結果
として当日の人数が集まらず、参加するメンバーに負担を与えてしまった。

④ 広報班との連携
③と同じように、イベントの開催確定が遅れることが、広報の準備期間を短くしてしまった。
また、予告や宣伝が短期間になってしまった。チラシに関してはイベントの規模の大きさなど
を考慮し相談した上で枚数を決定したり、どこを対象に宣伝すべきかなどを話し合ったりする
ことが必要だとわかった。

⑤ 2 日連続イベントの翌日への引継ぎ
前日あったトラブルを繰り返す可能性を防ぐこと、また二日目のメンバーが一日目よりもよ
い活動ができるよう、一日目にあった共有すべき出来事や項目は確実に翌日の人に伝えるツー
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ルを作るべきである。

５

イベント班の担う役割の見直しと改善点

① イベントの回数
多数かつ新規のイベントを月一回のペースで行わなくてはいけなかったため、負担が大きか
った。一つのイベントに集中してしまうと次のイベントの準備が遅れてしまい、自分の担当の
イベントを進めることに専念すると、イベント班の中の平行作業を生んでしまった。これらは
一個のイベントに対する準備が万全に行えない原因となった。

② イベントの選定
今年度は目標達成額に到達するため、製品をたくさん売らなくてはいけなかった。そのため
に、多くのイベントに出店することがイベント班に課されたわけだが、最終的には団体理念の
どの部分を達成させるためのイベントなのかを幹部で明確にした上で、出店イベントの選定を
すべきだったと思う。具体的には、団体の活動を広めることなのか、販売を促進することが目
的なのかといった軸を明確にするということである。そのうえで、予算を考慮しながら年間ス
ケジュールを組むことが必要である。また、イベントごとに今後参加すべきかどうかも、その
都度幹部で審議するべきである。そして全体に各イベントに参加する際の目的と目標を明示す
ることで、メンバーはイベントに参加する意義を見出すきっかけを得られると思う。

③ 他班との分業
イベント開催にあたり、イベント班だけでは対処できない部分が発生することがある。その
場合、何をどの班に依頼すべきかわかっている時は早急に依頼の申し出をする必要がある。ど
の班がやるべきかが明確でないことがあった場合にも、分かった時点でその審議を幹部に申し
出ることが大事である。

６

イベント班代表として考察とまとめ

今年度が 2 年目であり、代表という立場になってまず初めに感じたのは自分が止まってしま
うと班全体の動きが止まってしまうということであった。誰よりも先のことを考え進めていく
ということは、私とって簡単なことではなかった。1 年目を終えたとき、イベントは班全員で
取り組むというのは難しいと思ったため、私は分担を任命しそれを班全体でサポートする体制
を選んだ。結果、今年度は昨年度より売り上げ目標が高く多くのイベントを開催する必要があ
ったため、運営をこなしていくことで精いっぱいになった。発生した問題点としては大きく上
げて 2 つ、1 点目はい一つのイベントに対し全体で取り組む時間がほとんどなかったこと、予
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想売上高に達成額が到達しなかったことであった。そのため、来年度は支援・販売・広報どの
軸を達成させるイベントなのかということをしっかりと幹部で考えた上でイベントを選定して
活動を行ってほしいと考えた。しかしここで一つ言っておかなければいけないことがある。た
しかに反省点が多かったのは事実であるが、一つのイベントに対し班員一人一人が苦戦しなが
らも誠実に仕事に取り組み、イベント開催から当日運営に至るまで最後まで責任をもち尽力を
出し切っていたということである。ほとんどが今年度初めて入ったメンバーで、一人で担当を
担うのは正直戸惑いがあったに違いない。だがそこで壁にぶつかりながらも、どうしたらよい
かそれぞれが手探りながらも思考を練らし答えを見つけ出し最後までやり切ったという姿をた
くさん見ることができた。その班員の成長を 1 年間身近で見ることは私自身の活力であり、最
後までやり抜くことができたと言える。

III

広報班
社会文化システム学科 3 年

１

鈴 木 麻 奈 美

目的・目標

フェアトレードを知らない人に向けてフェアトレードに関する情報を発信し、団体で販売す
るラオス産フェアトレードコーヒー「Champa Coffee」を通して、「フェアトレード」につい
て知ってもらう。また、ラオスの現状やコーヒー、当団体に関する情報を発信し、
「ラオスの教
育・衛生問題」
「当団体の活動」
を多くの人に知ってもらうことを目的として広報活動を行った。
昨年から開始した SNS による発信や団体紹介を載せたリーフレットを今年度用に再編し、
昨年度から当団体に関心のある方に継続して広報物を見てもらうことを第一の目標として設定
した。また、昨年度末に開設したホームページの内容を充実させる他、昨年度とは異なる展示
物や動画などの新しい方法で広報を行い、より多くの人に「フェアトレード」
「ラオスの教育・
衛生問題」「当団体の活動」を知ってもらうことを第二の目標として設定した。
昨年度団体で考案した「おいしいを支援に」という団体キャッチコピーをあまり押し出して
いなかったため、今年度は積極的に広報活動に取り入れていくことを意識した。

２

活動内容

広報班は、リーフレットのような広報物を作成し、Web 媒体（SNS、ホームページ）を通じ
て情報を発信し、コーヒー販売イベントの誘致を行なうと同時に、団体の活動報告を通して
Smile F LAOS という団体と「ラオス」「フェアトレード」
「コーヒー」をキーワードとして多
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くの東洋大学生、そしてあらゆる人に知ってもらえるように広報活動する班である。今年度は
昨年に引き続き、リーフレットやフライヤー等の広報物の作成、Web 媒体の運営をした。また、
今年度新たに動画やイベント用展示物を作成し、広報活動をした。

① リーフレットやフライヤーなどの広報物
リーフレットやフライヤーは専用の制作ソフトを使用して団体紹介、イベント宣伝をするた
め制作した。広報班では誰も制作ソフトを使ったことが無い状態から始め、使い方を皆で勉強
をしながら 1 年間取り組んだ。
リーフレットはどんな団体なのか、私たちの活動内容を知ってもらうため、授業やイベント
の場で 1 年間通じて毎回配布できるよう作成した。昨年より団体を知っている人にも同じ団体
だとすぐに分かってもらえるように、昨年の先輩が作成したリーフレットとデザインは大きく
変えず、表紙の麻模様の温かみのある茶色やコーヒーカップのキャラクターをそのまま維持さ
せた。昨年の反省を活かし、印刷会社の規定通りに作成したため、入稿作業は問題なく進める
ことができた。しかし、昨年のデザインを残しながら、違う作成者のデザインと合わせなけれ
ばならず、制作ソフトに慣れていなかったこともあり、完成されたリーフレットは少し違和感
のあるものになってしまった。ソフトウエアを使いこなす技術をもっと早くから身につけて、
うまく統一感のあるデザインにできるよう、何度も近くで見た時と、遠くで見た時に綺麗に見
えるか確認し、人から意見をもらって作成していくべきであった。
フライヤーは、紙に印刷するのではなく、イベントごとに画像データを Web 媒体に載せて告
知するために制作した。しかし、
「キックオフパーティ」と「女神まつり」のものは、大人数に
配布するために印刷した。しかし、フライヤーの印刷枚数を時間があまりないのを理由に、内
輪の少人数で決定してしまったため、結果的に妥当な枚数にできなかった。たとえば、キック
オフパーティでは、社会文化ステム学科 1 年生ゼミや大教室で行う授業で配布しようと考えて
いたが、印刷が終わった時点で何人に配布するか計算し、そこでやっとフライヤーの枚数が足
りないことに気づいた。もっと大人数に配りたかったが、できなかった。一方、女神まつりで
は、当日配布可能な場所をきちんと確認せずに入稿してしまい、団体のブース前でしか配れな
いというルールを考慮できず、大量に余らせてしまった。フライヤーの印刷枚数は団体のお金
に関わることなので事前に何枚使用するのか計算し、時間を惜しまないで他の班に相談しなが
ら検討していくべきだった。
その中でも、毎回のイベントでフライヤーを作成していったため、最初は思うように作成で
きなかったが、段々と広報班メンバーの制作ソフトを操る技術が向上してきた。また、2 回目
の学内販売会では教務課の方にフライヤーの掲示をお願いして、学内の他学部の学生もよく通
行する 6 号館地下通路の「社会学部掲示板」のような学内のスペースに貼らせてもらうことが
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できた。

② Web 媒体の運営
今年度は Twitter、Facebook といった SNS を使い、昨年に引き続きイベントの宣伝や団体
の活動報告などを発信しつつ、新たにホームページの内容を充実させ、団体の LINE を立ち上
げた。
SNS の更新は広報班のメンバーで振り分けてローテーションを組み、積極的に更新し、昨年
以上に更新頻度を上げることができた。毎週火曜日のミーティングの活動報告を欠かさず、ス
タディツアーの際中も毎日活動報告を更新した。イベントの宣伝は近づいたら更新頻度を増や
し、途中からは飽きられないように、イベントまでカウントダウンを開始し、専用の「GIF ア
ニメ」を作ったり、製品やラオスの情報を簡単に載せたり工夫した。
Twitter は東洋大学生が多く見ていることから絵文字を取り入れて、親しみやすい文にする
こと、写真を加工するなどして魅力的にすること、Facebook は社会人や学校外部の方が多く
見ていることから真面目な文章で、写真をたくさん載せることを班内の方針とし、差別化して
いった。
昨年度末に立ち上げたホームページは、昨年度より見やすく、コンテンツをもっと増やして
いくことに努めた。ブログ形式だったサイトをカテゴリー別に見られるように、1 番目に留ま
るトップページは直近のイベント情報を表示するように工夫した。
「ラオス通信」や「コーヒー
のおいしい淹れ方」など他班と連携した記事をたくさん載せることができた。現在では「Smile
F LAOS」と検索して 1 番最初に出てくるほど、多くの人に見てもらうことができた。
また、今年新たに LINE の団体アカウントを作った。他の団体ではあまり扱っていない媒体
なので新鮮味があることと、タイムラインで流れていかずに、配信の通知が行き届くといった
利点があるために開始した。今年度末に立ち上げたため、他の SNS 媒体と上手く差がつけら
れず、まだ認知されていないため、来年度以降の活用に期待したい。

図 3 ウェブサイトのトップページ
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③ 動画作成
今年度はキックオフパーティでの上映に向けた「団体紹介動画」と白山祭での上映に向けた
「ラオススタディツアーの動画」の 2 本を作成し、YouTube に配信した。この動画作成も始め
ての経験であった。
キックオフパーティに向けた動画、
「東洋大学

Smile F LAOS

団体紹介 movie」は広報班

のメンバーで、まずシナリオを各々考えてきて、それぞれの良いものを合わせて 1 本の形にし
て作成した。ラオスについての説明はどこまで必要か、順番はどうするかといったことを話し
合った。広報班内、団体全体メンバーで何度も視聴し、メンバーの意見を取り入れた。動画の
内容は、①ラオスを紹介、②団体発足の経緯と昨年の活動結果、③「Champa Coffee」の宣伝、
④昨年のイベントの様子、⑤活動に対する協力依頼といった 5 つのパートに分かれており、全
体で 3 分間の映像となった。動画で流す音楽も広報班で話し合い、何が 1 番動画に合っている
か検討した。キックオフパーティ当日は連続再生して教室内にて上映し、扉を開放していたの
で音楽を聞いて教室を覗いて興味を持ってくれる人がいたり、コーヒーを飲みながら観ていて
くれる人もいたりして、イベントの盛り上げに貢献できた。東洋大学のオープンキャンパスで
も高校生にも見てもらえるくらい先生方から評価をもらえた。その後のイベントでも何度か上
映し、今年度たくさんの場面で活躍した。
白山祭に向けた動画「2014 年度

ラオススタディツアー」は、スタディツアーで撮影してい

た数十本もある動画を、広報班で手分けして全部見て使用できそうなものを選別し、それから
スタディツアーの雰囲気や学びを伝えられるようメンバーで整理し、文字を入れて編集した。
コーヒー農家に関わる「家計調査やホームステイ」
に関する内容、
「小学校へのワークショップ」
に関する内容といった大きなテーマ 2 つに分けて、約 10 分間の動画となった。何十本もある
動画の中から、作品に取り入れたいものを選ぶのがとても難しく、どうしたらイベントのお客
さんの目に留まるのかを考えながら作業をしていた。動画撮影時は外部向けに使用することを
あまり意識していなかったため、選別作業に苦しみながら作成した。白山祭当日はコーヒーの
ドリンクの受け渡しまでの待ち時間に観る人たちがおり、退屈せずに楽しんでもらえたのと同
時に、動画を見てメンバーに質問している人がいるなど、多くの人に注目してもらえた。

④ イベント用展示物――「QR コード付ボード」と「アルバム」
Twitter、Facebook、ホームページ、LINE のサイトを携帯電話、スマートフォンで読み込
める「QR コード」を貼ったボードを学内イベントに向けて作成した。イベントに足を運んで
くれたお客さんにその場で SNS をフォローしてもらえないか、サイトを閲覧してもらえない
かと考えて設置したものだった。しかし、イベントでは、団体メンバーみんなにお客さんに見
てもらうよう促してもらわないと、なかなか見てもらえなかったように思えた。今後は、
「次回
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のイベントの情報はこちらで見てください」
と声かけをして、SNS やホームページのア
クセス数やフォロワーを増やしていきたい
と思う。
白山祭に合わせて、団体活動の写真を載
せたアルバムを制作した。昨年と一昨年の
スタディツアーで撮影した写真と、今年度
のイベント出店やマネジメントゲーム様子
などの国内活動の写真をアルバム入れて広
報班で説明文を書いて作成した。たくさん
ある写真の中からどの写真が良いか選び、
説明文についてもどうしたらラオスを知ら
ない人にも分かりやすくなるか考えるのは、

写真 12 リーフレットと展示物

今までの自分たちの活動を振り返ることにも
なり、楽しい作業になった。

３

来年度へむけて

今年度は広報班メンバーで作業を割り振ることが多く、1 人に大きな負担が集中してしまう
ことが無かったので、これを継続していきたい。動画やアルバム作成など新しい広報活動にも
取り組むことができた。
今年度はイベント集客を目指して、それに向けた宣伝を中心に活動してきたが、イベント以
外のこと――たとえば「フェアトレード」や「ラオス」――をもっと知らない人にも積極的に
広められるような宣伝方法も考えていきたい。とりわけ、今年できなかった雑誌や新聞に取り
上げてもらうよう、私たちの活動について書いた「プレスリリース」を出すことができたら良
いと思う。私たちが発信する SNS を見て大学外部の方にイベントに来てもらうようにするの
は、なかなか難しいことであった。
これは今後の課題だが、学内イベントでは「Twitter を見て来ました」と、イベントに来て
くれた学生が何人も言っていた。Twitter は学生がよく利用し、親しみやすいという利点を活
かして、東洋大学内にて団体の認知度をさらに高めていけると確信した。Facebook はフェア
トレードやラオスに興味ある方が多く見ている媒体だが、今年度はイベント宣伝ばかりの更新
になってしまい、もったいなかった。Twitter の更新回数は多かったが、Facebook はもっと伸
ばせると思う。媒体ごとに、誰をターゲットにしていくのかを意識して、そこから具体的に同
じ内容でも表記を変えるとか、写真はどうするのかなど試行錯誤しながら更新していくべきだ。
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SNS 以外の方法でも広報活動についてはできることがたくさんあるはずなので、新しいことに
挑戦し続けていきたい。

IV

ラオス・支援品企画班
社会文化システム学科 3 年

関 根 美 織

班の目的

１

今年度は昨年度の「ラオス班」から名称を変え「ラオス・支援品企画班」として活動するこ
ととなった。主な目的は 2 点ある。第 1 に、団体メンバーやお客さん、外部の人に対しラオス
の情報を知ってもらうこと、第 2 にラオスの小学校におくる支援品を企画し作成することであ
る。

２

活動内容

①

支援品の内容検討

ラオス・支援品企画班の最初の仕事は、支援品を決めることだった。昨年はラオスの小学校
へ浄水器の寄贈と手洗いワークショップ（以下 WS）行った。これは、当時の中心メンバーだ
った 3 年生が前年度にラオスを訪れた際に発見した「ラオスの子供たちは、衛生状態が悪いこ
とが原因で下痢症にかかってしまう」という課題を解決するための方法である。今年度、この
支援を継続しなかったのは、対象とするパクソン郡のすべての小学校にまもなく浄水器が行き
渡るという情報を得たからである（なお、当時贈った浄水器がどう活用されているかは、前年
度からの継続メンバーによる個人調査としてまとめられている→p258～）
。その代わり、今年
度は「ラオスの子どもたちは本を読む機会が少ない」という課題解決のために、
「ラオス語オリ
ジナル絵本を製作し、読み聞かせ WS を行う」という支援を企画した。この支援を企画するの
は簡単ではなかった。
支援品は昨年からの引き継ぎで「教育」を軸とし、また前年のスタディツアーで現 3 年生た
ちが発見した問題意識に基づき考えた。具体的に挙がってきた問題点は、以下のものである。


砂埃による健康などへの被害



食器洗いの洗剤まみれの水をそのまま道に流してしまう環境汚染



虫歯による健康被害



手洗いうがいが習慣になっていないこと



小学校やトイレなど電気がなく暗いこと



識字率の低さ

51

各班活動報告

継続メンバーは自分で見てきて感じた問題点があったが、新メンバーはラオスに一度も行っ
たことがないため、本やインターネットで調べた意見を出すことしかできなかった。インター
ネットから得られるラオスの情報は少なく、特に訪問先であるパクソン郡の情報などはほとん
どない。話し合いで挙がった点が、どの程度深刻な問題なのかを知ることは難しかった。そこ
で、上記で挙げられた問題の中から考えることになった。それぞれについて、なにが問題で改
善方法にはどのようなものがあるかをラオスに限定せずに調べていき、自分たちにできるもの
を考えていった。メンバーは砂埃や虫歯の被害について問題に感じていたが、砂埃を解決する
ためにはインフラ整備など大掛かりな解決法か、マスクを配るなど一時しのぎの解決法しか見
つからなかった。また、虫歯の問題についても、歯ブラシ、歯磨きはどのくらい普及している
のかなどの実態を知ることができない、さらに子ども達だけではなく親への指導が必要なので
はないかという考えに至り、自分たちのできる限界を考えると支援品はなかなか決まらなかっ
た。
しかし、ラオスの識字率が低いという情報を調べていくと、本に触れる機会が少ないという
問題に気が付いた。そして、絵本を子どもたちに贈ることで読書の楽しさを知り、文字を読む
練習ができるとともに、環境問題や衛生問題を扱うことで子どもたちの関心を促せるのではな
いかと考え、団体オリジナル絵本を作ることに決定した。

［支援品決めのふりかえり］
団体の目標となる支援品を決めるのは、簡単なことではなかった。しかし、情報が少ないな
がらも調べ、ひとつひとつを吟味しできることを考え話し合ったことで、自分たちで見つけた
問題に自分たちなりに貢献できるオリジナル絵本という支援品に辿りつくことができた。

②

WS の内容検討

スタディツアーでの小学校訪問の時に行う、WS の内容決めを行った。まず、今回の支援品
は絵本に決定したので、絵本を使った WS を考えた。WS は「本を読む楽しさを子どもたちに
伝える」を目的に行うことにした。そのためになにをするか話し合い、
「楽しさを伝える」ため
に 5 冊の絵本の内『桃太郎』の劇をやろうという案などもでた。しかし、今年は二回目渡航の
3 年生も個人調査があるため、毎回 WS にでるということが出来ず、劇などの練習が必要なも
のは時間的に厳しくなってしまった。
そこで毎回メンバーが変わっても出来るもので、本を読む楽しさを伝えられるようなものを
班内でアイディアを出し合い、それぞれについて話し合った。そして最終的に絵本の読み聞か
せを行うことになった。WS は絵本の読み聞かせをメインに、子ども達と打ち解けるアイスブ
レイクや、日本の文化紹介などを決めていった。
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日本の文化紹介は、子どもたちに日本のことを知ってもらうことで、日本や外国のことに興
味を向けてもらうために行うことにした。方法は昨年行って子どもたちの反応が良かった写真
を見せて、その場で写真の内容を説明するという形をとった。また、見るだけではなく体験し
てもらいたいという気持ちがあり、折り紙を実際に手に取ってみてもらうことにもした。
子ども達と打ち解けるために行うアイスブレイクも同様に話し合いを行い決めた。これらの
話し合いでは、昨年ラオスに行って実際にラオスの子ども達に触れ合ってきたメンバーの経験
や、学外でフィリピンの養護施設にボランティアに行ったメンバーの経験などが役に立った。
また、そのような経験がないメンバーも実際にやっているところを想像しながら意見を積極的
に出していき話し合いを進めることができた。
WS は一年間国内で活動してきた売上金の成果をラオスの小学校に直接手渡す貴重な場にな
る。そのため、ラオス班内で何度も話し合い決めていくだけではなく、授業の時間を使ってラ
オス班内で話し合ったことを発表し、意見をもらったりアイスブレイクなど多数候補があるも
のの中から一つに絞ったりという作業を全体で行い、ラオス班員だけで考えたものにならない
ように気を付けることができた。
WS を行うのは毎回違うメンバーになるため、台本作りや役割分担表をつくり自分の役割が
事前にわかるようにと工夫した。

［WS 内容検討のふりかえり］
今回 WS の内容決めでは、夏休みが明けて 9 月、10 月頃に決定していても良いぐらいであ
ったのだが、絵本制作など他の作業が忙しくなってしまい、ラオスに行くギリギリになってし
まった。そのため、国内では流れの確認などしかできず練習はスタディツアーの休み時間に行
うことになった。もっと早くから決めることで、そもそも本来の「絵本を読む楽しさを伝える」
という目的に対して、さらに深く考えることができたかもしれない。ただ、他の作業などが忙
しい中でも FLAO のミーティングの時間外を使い、ラオス班だけでの個別ミーティングを行う
ことができたのは良かったと思う。
今回スタディツアーを終え、WS を実際に行ったわけだが、絵本を渡した後も使ってもらえ
るような内容や、1 年前に渡した支援品がずっと使ってもらえるように去年の支援品のことも
内容に含め、私達が帰った後のことももっと考えていく必要があるのではと感じた。

③

ラオス班通信の作成・発表

ラオス班通信は、団体メンバーやお客さんなどに、ラオスの国やラオスの小学校の情報、な
ぜ絵本が必要なのか、絵本の内容で扱う森林破壊の問題について知ってもらうために作成し、
広報班にホームページ上で公開をしてもらった。
さらに、
イベントで掲示する模造紙を作成し、
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7 月に行ったキックオフパーティでは、ラオス通信をもとにプレゼンテーションをした。
このプレゼンテーションでは、まずラオスのことを知らない人のためにラオス概説、ラオス
の学校生活について発表した。そして支援品である絵本に関連したことを説明した。ラオスの
子供が文字に触れる機会が少ないことや、絵本を支援品にした理由を伝えるために、ラオスの
本の状況と読書の重要性について発表し、周りの人に FLAO の目標を伝えることができた。
発表するにあたって何を伝えたいのかを明確にし、写真やグラフ、図、背景に絵を使って視
覚に訴えるパワーポイントを作成した。ラオス班メンバーだけで授業時間以外にも集まって打
ち合わせや練習をしたり、授業で全体の前で発表の練習を行い、意見をもらったりした。
キックオフパーティ会場で展示する模造紙もラオス班通信をもとに作成した。発表をきけな
かったお客さんにも私達の活動を知ってもらうために、模造紙の内容はプレゼンテーションと
ほぼ同じにした。それに加えて去年のスタディツアーの様子の写真も展示した。

④

団体オリジナル絵本製作

コーヒー販売の売り上げをつかって、団体オリジナルのラオス語絵本 5 種類を製作した。ラ
オス班のメンバーが絵本の企画から製本までの各工程で中心的な役割を担い、12 月のスタディ
ツアー出発の 2 日前に完成にこぎつけた。
A)

5 月中旬

絵本の制作決定

B)

8 月中旬

絵本の内容決定



衛生、環境問題、コーヒー、日本の民話、シェンミエン（ラオスの民話）



衛生・環境問題の 2 冊をテーマ―にしたのは、支援品を考える時に挙がった衛生、
環境問題を絵本にすることで、子どもたちに興味を持ってもらうことを目的として
いる。コーヒーは、ラオスでできたコーヒーがどのような過程を経て世界に輸出さ
れているのか、またコーヒーが発見された時のコーヒー伝説を取り上げることで、
コーヒーについての理解を深めてもらうことを目的とした。日本の民話は、国際理
解の手段として重要であると考え、なかでも日本の「桃太郎」を取り上げた。

C)

9 月下旬

D)

11 月中旬

下書き制作、絵の内容を検討する全体ミーティング

E)

11 月下旬

清書


F)

絵の得意なメンバーにイラスト作成を依頼した。

11 月下旬


内容検討し、全体ミーティングで改善を重ねた

翻訳依頼

ラオス語の翻訳ができそうな知人をあたり、翻訳を依頼した。最終的に 3 名の方々
の協力を得ることができた（在日ラオス人留学生、ラオス人通訳、ラオス語専攻の
日本人大学生）
。ラオス班メンバーはラオス語翻訳用の解説つきで本文を英語訳した。
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なお、すべてのラオス語訳は箕曲先生にチェック・修正を依頼した。
G)

12 月上旬


イラスト・文字のデータ化、印刷会社へ入稿

手書きのイラストをスキャンし、文字データとともに Illustrator 上でレイアウトし
た。

H)

12 月中旬


製本作業

ページのカット、貼り付けなどの製本工程を手作業で行った。

この絵本の制作にあたって、翻訳や印刷で外部の方々に協力を依頼した。団体に共感し、忙
しい合間をぬってご尽力くださった方々に感謝を申し上げたい。
外部の方々とやりとりするにあたって、紙の向きやサイズなどの基本的な情報共有が抜けて
いたことから、勘違いが生まれてしまったという失敗があった。情報共有の大切さを学んだの
はもちろんだが、失敗の後にしっかりフォローしていくことが大切だという気づきもあった。
また、印刷を発注した新村印刷株式会社の小野里志穂理さんには、構想段階から完成までの
間に何度も相談に乗っていただいた。小野里さんは東洋大学社会学部の卒業生である。学生時
代には現在の社会文化体験演習の原型である「紙プロジェクト」に参加していた経験もあり、
企業とのやりとりに不慣れな私たちを気遣って、いつも気さくに対応していただいた。小野里
さんの存在は、絵本制作以外の面でも FLAO に影響している。現在「紙」に関連する印刷業界
で働く小野里さんは、メンバーにとって「学生時代に興味を持ったことの延長線上で働く」ロ
ールモデルになっているのである。
外部の方々に協力を仰ぐにあたっては難しいことも多かったが、そのやりとり一つ一つが学
びとなり、最終的には自分たちだけでは到達できないクオリティの絵本を作りあげることがで
きた。さらに、身近なロールモデルの存在が「働くこと」を考えるきっかけとなった。

写真 13 完成した絵本
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ラオス班通信
以下のラオス班通信は、FLAO の活動に関連するラオスの現状を多くの人たちに知ってもら
おうと、ラオス班のメンバーが中心となり、いくつかのテーマに従って情報をまとめたもので
ある。ラオス班通信はおもに販売イベントにおいて配布されていたのだが、ここではその文体
のままラオス班通信を本報告書に転載する。

I ラオス概説
社会文化システム学科 2 年

１

松 本 実 晴

基本情報

正式国名：ラオス人民民主共和国1
1353 年、ランサーン王国として統一、1899 年フラ
ンスのインドシナ連邦に編入され、1949 年仏連合の枠
内での独立を果たし、1953 年 10 月 22 日仏・ラオス
条約により完全独立を果たします。その後内戦が繰返
され、1973 年 2 月「ラオスにおける平和の回復及び
民族和解に関する協定」が成立し、インドシナ情勢急
変に伴って，1975 年 12 月、ラオス人民民主共和国が
成立しました。

面積：約 23.7 万平方キロメートル
ほぼ日本の本州の広さと同じです。

図 4 ラオス全土の地図
(出典

『ラオスを知るための 60 章』)

人口：約 660 万人2
国土面積に対して人口が少ないです。千葉県の人口と同じくらいといわれています。
首都：ビエンチャン
東南アジアでももっとものんびりした首都と言われています。
気候：熱帯モンスーン気候
雨季と乾季 2 つにわかれています。
民族：ラオ族を含む計 49 民族
1

以下の基本情報は、外務省（http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/laos/）、ラオス情報文化観光
（http://www.lao.jp/）
、菊池陽子、鈴木礼子、阿部健一編『ラオスを知るための 60 章』
（明石
書店、2010）を参考にまとめている。
2 ラオス統計局（2013）
。
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多民族国家です。
宗教：仏教、精霊信仰など
公用語：ラオ語
時差：国際標準時間＋7 時間
日本からは 2 時間遅れです。
通貨：キープ（Kip）
10,000．00（キープ）＝152.67（円）3

２

ラオスとコーヒーの関係4

美味しいコーヒーが採れるのは、ラオス南部のボラ
ベン高原です。なかでもチャンムパーサック県パクソ
ン郡が産地として有名です。

図 5 ボラベン高原の位置
（出典

３

南富堂）

チャンムパーサック県パクソン郡について5

パクソン郡は，年間の平均降雨量が高く、年間平均気温が涼しいといわれ、比較的冷涼
多雨な地域と言われています。

II ラオスの本の状況と NPO 法人「ラオスのこども」について
社会文化システム学科 2 年

１

大 久 保 亜 美

ラオスの、文字に触れる機会について

ラオスの子供は、文字に触れる機会がほとんどありません。書店や図書館が少ないだけでは
なく、学校で使う教科書さえも十分ではないのが現状です。教科書が生徒一人ひとりに行き届
いている学校はラオス全国平均で 10％程度です（2002－2004「ラオスのこども」による聞き
取り調査）
。複数人の生徒で一冊の教科書を使い、教員しか教科書を持っていないということも
稀ではありません。このような教育整備の遅れの原因は①フランス植民地時代のラオス語の使
用を控えるようにしていた教育政策、②べトナム戦争の影響による経済の衰弱、③山がちな地
形で交通が不便なことによる物流の少なさ④多民族国家であることなどがあげられます。また、
口承で文化を伝える傾向があることにより、読書が習慣化されていません。
3

為替レート（2015 年 6 月 24 日時点）
。
菊池陽子、鈴木礼子、阿部健一編『ラオスを知るための 60 章』（明石書店、2010）を参考。
5 箕曲在弘「ラオス南部コーヒー栽培地域における農民富裕者の誕生要因」
『東南アジア研究』
51 (2), 2014。
4
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［ラオスの出版状況］
表 1 ラオス国立図書館の蔵書数（2002 年 5 月「ラオスのこども」による聞き取り調査）
一般向け図書

子ども向け図書

ラオ語

11,721

636

タイ語

（ラオ語とタイ語の合計）

1,514

英語

15,090

854

フランス語

15,719

184

日本語

—

947
（約 400 冊はラオ語訳を添付）

—

ロシア語
合計

42,530

19
4,154

2012 年の統計によるとラオス国立図書館の蔵書数は合計 330,000 冊であり、隣の国のタイ
国立図書館の 2,454,746 冊、ベトナム国立図書館の 1,000,000 冊と比べるといかに少ないかが
わかります（2012 年世界ランキング統計局による統計）
。しかしラオスは財政状況が悪いため
に本の購入が難しいのです。

2

NPO 法人「ラオスのこども」について

［概要］
1982 年よりラオスのこどもの教育環境の向上を目的に始まった NGO です。このとき「ASPB
ラオスの子どもに絵本を送る会」として発足し、日本語の絵本や文房具を寄贈しました。1990
年にラオス語の本を初めて出版し、その翌年には一般・古典図書、創作本の出版と、移動図書
運動が始まりました。出版や図書館活動をはじめ、学校教育の充実や子供の遊び場の提供など
を行っています。

［「ラオスのこども」の主な活動］
ラオス人作家、画家によるラオス語の創作絵本、なぞなぞ、生活冊子、古典の再刊、絵解き辞
書、昔話、歴史書などを現地のラオスで出版しています。再版図書を含め、2012 年末までに出
版した本は 189 タイトル、81 万冊です。これらの本は、
「図書箱」というトランク型の木箱や、
本を入れるポケットがついた「図書袋」に入れて小中学校に送られたり、学校の空き教室を図
書館にしてそこに送られたりしています。また、本を送るだけではなく、本の管理、活用の仕
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方を教える「読書推進セミナー」も行っています。

写真 14 送られている絵本

（「ラオスのこども」ホームページより）

［子ども文化センター］
1994 年に設立された、こども子ども文化センター。
日本で言う児童館のような、図書室と安全な遊び場を備えた施設をラオスの各地に設置してい
ます。学校では学ぶ機会の少ない、音楽や絵画、演劇、工作、伝統芸能などの表現活動をラオ
スの子供達に楽しんでもらうためにできた施設です。

［個人でできるボランティア］
①「ラオス語絵本プロジェクト」では、翻訳リストにある日本語の絵本に、ラオス語の訳の紙
を切り貼りすることでラオスに絵本を届けることができます。
②書き損じ郵便はがきを送ると、
郵便局で切手と交換して、ラオスの子供達の教育支援活動に充てることができます。③「ラオ
スのこども」のビエンチャン事務所で補佐ができます。

［企業、学校との連携］
企業の中で集めた募金 40 万円程度で 1 種類の本を 5,000 冊から出版できます。また、20 万円
でラオスの小、中学校一ヶ所に図書館を設置するなどの支援活動ができます。学校との連携に
おいては、学生を対象にラオスの教育環境に関する講演を行っています。

参 考 資 料
「ラオスのこども」http://homepage2.nifty.com/aspbtokyo/
「世界ランキング統計局

（閲覧日 6/23、6/30）

世界の国立図蔵書数ランキング TOP100（2012 年）

http://10rank.blog.fc2.com/blog-entry-228.html

（閲覧日 6/23）
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III

読書の重要性
社会学科 3 年

１

関 根 美 織

読書の効果

読書の効果についてはこれまでに以下のような意見が見受けられます。

①

知識の獲得、拡充

本を読むことで新しい概念や知識を身に付けることができます。新しいことを知ることがで
きたという感動が子どもたちの学習意欲をさらに引き立てていきます（増田・朝比奈・米谷
2005: 15-16）。

②

人間、社会への理解の深化、貢献

自分の世界とは違う世界や作品の世界の話を準経験することができます。登場人物の立場に
立って心情などを想像することで、現実世界でも他者と関わったり仕事をしたりしていく上で
も役立ちます（増田他: 14-15; 早津 1991: 16）
。

③

自己の確立、人間的魅力の拡充、価値観の形成、独創性、創造性の発揮

同じ本を読んだ他者との考えの違いや登場人物と自分の違いを見ることで「自分」というも
のを理解することができます（増田他: 16－18）。

④

矛盾に気が付く論理的思考

映像では、どんどん流れていってしまい物語に矛盾点があっても映像でイメージが流れてい
るのでそれに気が付くことができません。しかし本では自分の頭の中で想像しながら読むため
疑問が生じたら簡単に前のページに戻ることができ、自分の解釈の間違いや本の矛盾点などに
気が付くことができます（脇 2005: 145-146）。

⑤

想像力

想像力とは人間の感覚、感情、考えなどもの以外のものなどその場にはないもののイメージ
を思い浮かべる力のことです。
「とにかくたくさん本を読め」と先生に言われた日本のこどもた
ちは、ひたすら薄くて絵の多い本を読み、想像力を働かせず文字をただ読んで理解したつもり
になっていました。そのため、心から面白いと思える本に出会えず読書離れが進んだのです。
本を楽しみ、上記の効果を得るためにはただ数を読むのではなく、本をじっくり味わい、想像
する力が不可欠です（脇 2005: 112）
。

⑤

マスメディアとのちがい

映像を見て育った子ども達は自分でイメージを作らなくてもメディアが流してくれるため、
文字から想像することができなくなってしまいます。絵本の絵を手掛かりにそうぞうすること

60

社会文化体験演習活動報告書

第 3 分冊（キャリア分野）

を幼い頃からしていた子は、絵のない絵本になっても自分の想像力を使い、物語の展開につい
ていくことができるようになります（脇 2005: 145-146）。

２

なぜ絵本をラオスの小学生におくるか

本を読むという行為は学童期に完成しま
す。

絵本の絵を手掛かりに子どもたちがそ
のストーリーを頭に描くことができます。

子どもたちは本を通してイメージして、
独自の世界をつくりだすことができるよう
になります。

いきなり挿絵のない小説だと、今まで
本に触れる機会の少なかった子どもたち
にとっては想像することは大変です。

学童期に、本を読むことの楽しさ
をしることが重要！
絵本でイメージを示すことでスト
ーリーを頭の中に描きやすくする
ことができます。

「ラオスのこども」は 2008 年に国際児童図書評議会（IBBY）に読書推進活動が評価
され賞を受賞した。
「ラオスのこども」は、25 年以上もの間、読書に関する知識が少
なく本の入手が限られている遠隔地において、読書推進を行ってきた。プロジェクト
は、14 地域、3000 以上の学校で行われた・(ラオスのこども HP より)

このようにラオスでの読書推進活動は長年行われており結果もでています。読書は生涯学習
の第一歩であり、よりよく生きていく方法を考えるきっかけとなります。そのために子どもた
ちに読書の楽しさ大切さを知ってもらい読書活動を活性化させるきっかけとしていきたいと考
え、支援品を絵本に決定しました。

３

問題

いつまでも絵本ではなく、徐々に絵の少ないものなどに移行していかなければ想像力などの
トレーニングにはなりません。

→読書の入門編として絵本を送ります。

ただ本を読んで終わりではなく、その本を読んで感じたことや疑問などをしっかりと受け止
めたり考えるきっかけを与えたり疑問に答えられる大人が必要です。
その子に合う本を読むことが必要です。5 種類では本当は少なく、子ども達が読みたい本を
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与える必要があります。

→すべての本を与えるのは難しいが読書のきっかけを与える

ことができます。

参 考 文 献
早津秀雄（1991）
『読書することによって学ぶ―創造力の開発―』学芸図書。
鈴木喜代春（1986）『本を読む子を育てる』厚徳社。
増田信一・朝比奈大作・米谷茂則（2005）
『読書と豊かな人間性』財団法人放送大学教育振興
会。
脇明子（2005）
『読む力は生きる力』岩波書店。

IV

ラオスの学校教育事情
社会文化システム学科 3 年

水 上 大 輔

今回はラオスの学校生活について特集します！
昨年末、FLAO のスタディツアーで訪れた村の小学校が懐かしく思えます。ラオス国内の学
校は一体どのような様子なのでしょうか。

１

学校・教育に関する基本情報

義務教育期間は 6 歳～10 歳（小学校 1 学年～5 学年のみ）で 9 月 1 日～6 月 1 日が定められ
た学校の年度となっています。年度内の学期は 2 期制を採用していて、前期が 9 月 1 日～1 月
31 日、後期は 2 月 1 日～5 月 30 日までです。
ラオスでは日本と比べて義務教育期間が短いですね。中学校は義務教育ではありません。地
方では義務教育ではない中学・高校への入学率は高い水準ではありませんが、首都ビエンチャ
ン等の都市部では教育熱が高まっていて、中学・高校及び大学や職業訓練校へ進む人も多いそ
うです。

２

義務教育の概要

義務教育段階の授業料は、施設修繕費などの負担を除き一切かかりません。しかし、就学人
口に対して学校の数、質ともに十分でなく、午前と午後に分けた 2 部制を実施している例も多
いようです。また小学校の教師の 19 パ－セントが適切な研修を受けていません。更に、就学
年齢（6 歳）での入学率は 84.2％で 6 歳前、や 10 歳を超えて入学する例もあります。
また、日本と同じように義務教育である小学校入学に先立ち、3 歳～5 歳を対象に有料で「就
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学前教育」つまり幼稚園・保育園がラオスにも存在しています。

３

学校生活

それではラオスの小学生達の学校生活を覗いてみましょう。

①生徒の一日
学校へは朝 8 時までに登校し、月曜の朝に朝礼、金曜の授業後の終礼で国旗掲揚･貢納、国
歌斉唱を行います。午前中に 45 分 1 コマの授業を 4 コマ終えたら、ほとんどの生徒は昼食を
食べに帰宅します。その後、午後の授業は 3 コマです。生徒は、都市部では大学まですべて制
服を着用していますが、地方ではあまり一般的ではありません。
放課後は基本的に皆家に帰って家事のお手伝いをします。畑の水や肥料やりなどは毎日行わ
なければならないので、誰から言われるわけでもなく進んで行っています。

②授業
使用言語はもちろんラオス語です。教科はラオス語、算数がほぼ毎日行われ、私たちの身の
回り、芸術、体育、音楽、工芸など。休校日は土曜日・日曜日、祝日となっています。進級の
ためには定められた出席日数を満たすことが必要で、
成績評価は小テストを基にして行います。
しかし教科書やノート類は十分にありません。教科書は教師のみで、生徒たちは聞き取るか、
黒板に書かれたことを持参したノートに書いています。
行事がある際には、ラオスの伝統衣装であるシンとスア、パーピアンを身に着け、踊りを披
露します。

日本の学校事情と比較すると、かなり異なる部分が多くておもしろいですよね！今回のラオ
ス班通信は以上です！

参 考 資 料
外務省、諸外国･地域の学校情報
（http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/world_school/01asia/infoC12100.html）

最終閲覧日

2015 年 6 月 27 日。
外務省、世界の学校を見てみよう、ラオス人民民主共和国
（http://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/kuni/0407laos.html） 最終閲覧日 2015 年 6 月 27 日。
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V ラオスの森林破壊問題について
社会文化システム学科 3 年

１

鈴 木 研 亮

ラオスの森林の現状

今日ラオスでは森林破壊が問題になっています。ラオスの農林省林野局（Department of
Forestry： DOF）によると、1960 年代には 70%であった森林率が、過度の伐採や農地転用な
どを主な原因として 2011 年には 40.3%まで低下してしまっていると言われています。

表 2 森林面積と年間平均森林減少面積
1990 年
森林面積（千 ha）
年平均森林減少面積（千 ha／年）

17,314
―

2000 年

2010 年

16,532

15,751

78

78

（出典：FAO 2011; UN data）

２

森林減少・劣化の要因

森林減少と劣化の主な要因は、大規模なダム開発に伴う伐採、不法伐採を含む商業用伐採、
破壊的な焼き畑農業、民間企業や小自作農によるプランテーション、水力発電、鉱業、インフ
ラ開発などです。また近年ラオス北部において、外国投資によるゴムや飼料用トウモロコシと
いった商品作物栽培が急速に広がり、土地・森林利用形態が大きく変わってきており、森林保
全・持続的利用に対する懸念材料となっています。
この原因の中で、特に問題となっているのが破壊的な焼き畑農業です。ラオス北部山岳地域
では依然焼き畑に依存している貧困住民が多く、焼き畑移動耕作が森林破壊の原因に関わって
きています。焼き畑とは一部分の森を焼き、そこを畑として数年使い、そのあとその畑を 10
年ほど放置し、回復期間を与えることで元の森林に戻ることを待つ農法です。またその畑を数
年使った後、今度は別の場所で焼き畑をしていくのです。こうすることで、農民たちはずっと
農業を行うことができます。この焼き畑農業は昔からの伝統的な農業で、うまく農民たちの生
活に根付いていました。
しかし、今十分な回復期間を与えず、短いサイクルで焼き畑をすることで、どんどん森林が
破壊されていってしまっているのです。今まで伝統的にうまくやってきていた焼き畑農業がな
ぜ、破壊的な焼き畑農業に変わってしまったのでしょうか。その理由の一つとしては、ラオス
政府側が森林の一部を保護林などと指定してしまったことにあります。今まで焼き畑をしてい
た農民たちは、指定された森林しか焼き畑に使えず、十分な回復期間を与えず焼き畑を行うよ
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うになってしまいました。そして十分な回復期間を与えられなかった土地は十分な森林にまで
回復できなくなり、結果的に森林破壊につながるのです。またこの他にも森林減少の要因とし
て、ラオス政府による村落移転や焼き畑抑制などの政策、換金作物栽培により、焼き畑地が減
少し、十分な回復期間を与えず、焼き畑が行われることなどがあげられます。

３

森林破壊による影響

森林破壊による影響は様々ありますが、まず地球規模で考えた時に大きな影響としては、地
球温暖化や大気汚染の拡大が挙げられます。森林は地球温暖化や大気汚染の原因となる二酸化
炭素や有害物質を吸収しているため、森林が減るとそれらがいっそう進んでしまうのです。
またたくさんの動物の住む場所がなくなることでその動物は生きていけなくなり、私たち人
間の食べるものが減ってしまうのです。
森林の木は土に根を張り、山を支えています。そのため山の土は雨がふってもくずれにくく
なっています。しかし、森林破壊がすすんで木が減ると、土は簡単に雨で流されてしまいます。
大雨時に山の土が流れたり、土砂崩れがおきたりするなどの災害の原因、さらには川や湧き水
もなくなってしまうので、水不足になる可能性もあるのです。

４

対策

ラオス政府は「森林戦略 2020（Forestry Strategy to the year 2020）」という政策のもと、
2020 年までに森林被覆率を 70%まで回復する計画を作成していて、森林法の整備に取り組む
一方で、REDD プラス6に向けた準備も進めています7。森林戦略 2020 では、貧困削減の貢献
を森林開発の最終目的とし、その目標達成の手段として、①地域における生産体系の一環とし
て健全な森林の維持、②住民による森林からの収入及び国家財政収入の安定化、及び拡大化、
③環境保全、生態系維持を含む森林機能の発揮を掲げています8。森林破壊を抑え森林保全のた
め、このような対策をラオス政府はとっています。しかし上でも述べたようにラオス政府の政
策により、ラオス政府の意図とは反対の結果が生まれているのも事実で、これらを解決するに
は森林を保護したりするだけでなく、ラオスの各村にもっと寄り添い、村々の現状を把握して
いく必要があるのではないかと思います。そのためラオスの中央政府だけでなく、県や村レベ
6

REDD プラスとは、途上国における森林減少・劣化に由来する温室効果ガスの排出削減に関
し、過去の推移などをもとに将来の排出量の参照レベルを設定し、資金などインセンティブを
付与することにより、参照レベルからの削減を達成しようとする考え方。森林保全、持続可能
な森林経営、森林炭素蓄積の増加に係る取組を含む場合には、
「REDD プラス」と呼ばれる。
7 http://www.ffpri.affrc.go.jp/redd-rdc/ja/redd/_trends_2012/laos.html
［2015 年 10 月 25 日ア
クセス］より引用。
8 「2013 年版 開発途上国の森林・林業 2013:266 ページ」より引用。
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ルでの政府の動きが大事だと思います。

参 考 資 料
国立研究開発法人

森林総合研究所

REDD 研究開発センター

「REDD プラスへの取組動向- ラオス人民民主共和国 Country Report -」
（2012）
（http://redd.ffpri.affrc.go.jp/information/trends/2011/laos/redd_report_laos.pdf）2015 年
10 月 24 日アクセス
東智美
「焼畑農業と山間地の暮らし～ラオス北部の事例～」（2013）
（http://www.mekongwatch.org/platform/bp/japanese2-9.pdf）2015 年 10 月 24 日アクセス
環境省
「Forest Partnership Platform」
（2011）
（http://www.env.go.jp/nature/shinrin/fpp/maintenance/new/redd.html）2015 年 10 月 24
日アクセス
一般社団法人
「2013 年版

海外林業コンサルタンツ協会 JOFCA、
開発途上国の森林・林業」
（2013）

（ http://www.jofca.or.jp/_files/publication/A25.pdf#search='%E3%83%A9%E3%82%AA%
E3%82%B9+%E6%A3%AE%E6%9E%97%E4%BC%90%E6%8E%A1'）2015 年 10 月 24 日
アクセス
東智美
「ラオスの森と焼畑民の暮らし～ラオス北部ウドサムイ県における経験から」（2010）、
『フェアウッド・メールマガジン』第 39 号
（http://www.fairwood.jp/news/mmbn/mmat/vol039_1.html ）2015 年 10 月 26 日アクセス
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川崎：団体の収支報告

団体の収支報告
川 崎 理 莉 香
社会文化システム学科 3 年

I 2015 年度収支報告
表1

2015 年度の収支報告

収入の部
製品名

個数

支出の部

単価（円） 合計（円）

費目

金額（円）

中煎 100g 粉 A

176

500

88,000

中煎 100g 粉 B

3

450

1,350

8 月 1 日付

99,645

中煎 100g 粉 C

3

400

1,200

9 月 1 日付

13,705

中煎 200g 粉

120

800

96,000

10 月 1 日付

56,577

中煎 200g 豆

41

800

32,800

11 月 1 日付

79,170

深煎 100g 粉 A

177

500

88,500

12 月 1 日付

7,126

深煎 100g 粉 B

6

450

2,700

1 月 1 日付

70,245

深煎 100g 粉 C

3

40

1,200

振込手数料（合計）

3,888

深煎 100g 豆

1

500

500

深煎 200g 粉 A

121

800

96,800

深煎 200g 粉 B

25

720

18,000

深煎 200g 粉 C

1

600

600

41

800

32,800

ドリンク A

346

200

69,200

ドリンク B

1

110

110

深煎 200g 豆

その他
合計

仕入れ代金

326,468

出店料

34,960

備品購入費

45,368

410
529,210

410,684

今期収入の合計は 52 万 9210 円、支出の合計は 41 万 684 円であった。したがって、今期の
純利益は 11 万 8526 円となった。ここから、オリジナル絵本 60 冊の印刷代 6 万 8515 円と、
製本用の備品代 1 万 4247 円を引くと、3 万 5764 円が残った。これに、前年度繰越金 3 万 9468
円を合わせた 7 万 5232 円が、来年度への繰越金となる。しかし、現在口座には 7 万 5758 円
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あるため、＋526 円の差額が生まれている。これは、恐らく備品購入の際に記入漏れがあった
ためであると考えられる。来年度からは、こういった差額が生まれないようしっかりと管理を
してもらいたい。
当初の予定だと、絵本製作に必要な費用が約 10 万円とのことだったので売上目標を生豆
180kg に設定していたが、11 月に絵本の代金が約 8 万円になるという連絡を受けて、目標を
150kg に変更し、無事その目標を達成することができた。

II イベントごとの収入の内訳
表 2 イベントごとの収入の内訳
イベント
①キックオフパーティ

収入

備考

111,500

②水かけ祭（委託）

15,000

③館林販売会（委託）

18,000

④恵比寿マルシェ（9 月）

17,000

⑤女神祭（2 日間）

43,700

⑥恵比寿マルシェ（10 月）

22,800

⑦白山祭（2 日間）

79,510

⑧恵比寿マルシェ（11 月）

13,600

⑨ハラルフード合同販売会

4,550

×0.9 の値段で販売

差額＋200 円

製品＋ドリンク販売、差額＋210 円

ドリンク販売のみ、売上の 2 割を出店料として
主催者に支払った

⑩FD 会議

16,000

⑪学内販売会

83,600

⑫イベント外売上

96,900

ドリンク販売のみ

それぞれのイベントの後日に団体のメンバー
や先生方に販売した分

⑬12/15 授業内販売

3.000

焙煎日が前のものを 100g は 100 円、200g は
200 円値引きをして販売

⑭委託販売
合計

4,050

×0.9 の値段で販売

529,210

表 2 は、それぞれのイベントにおける収入である。去年度よりも約 10 万円多くなっている。
しかし、去年度同様、大学外での販売会においてあまり売上が芳しくないことが見て取れる。
大学外の一般のイベントは、出店料が高く、また備品や製品の持ち運びに苦労するが、かと言
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って大学内で何度も販売会を行うと、飽きられてしまう可能性がある。また、大学内で販売で
きる回数が限られている以上、来年度以降も外部イベントへの参加が必要となる。その際に、
どうやって売上を伸ばしていくか、その戦略を考えることが今後も課題となるだろう。
今年度の特徴としては、初めて委託販売の契約に成功したことが挙げられる。そのお店は大
学近くにある洋菓子店であり、11 月から販売を開始したにも関わらず、卸した 100g9 袋を全
て売り切った。また、来年度以降も委託販売を続けたいとお店の方がおっしゃっていた。

III

製品原価と一袋当たりの利益

表 3 製品原価と一袋当たりの利益
中煎り 100g

中煎り 200g

深煎り 100g

深煎り 200g

113.4

226.8

119.7

239.4

63

126

66.5

133

袋詰め代（¥100/袋）

100

100

100

100

脱酸素剤代（¥8/袋）

8

8

8

8

シール表

2.5

2.5

2.5

2.5

シール裏

2.84

2.84

2.84

2.84

合計（税抜、袋なし）

289.74

466.14

299.54

485.74

合計（税込、袋なし）

312.92

503.43

323.5

524.6

34.8

34.8

34.8

34.8

347.72

538.23

358.3

559.4

500

800

500

800

152.28

261.77

141.7

240.6

豆代（¥900/kg）
焙煎加工費（¥500/kg）

袋（送料込）
合計（税込、袋あり）
定価
1 袋当たりの利益

※これに加えて、送料と振込手数料がかかる。また、豆代と焙煎加工費は焙煎具合により変動
する。

表 3 は、製品原価と一袋当たりの利益である。それぞれの製品のコストと利益がわかるよう
になっている。よく「フェアトレード＝高い」というイメージを持つ方から「なぜこんなに安
いのか」という質問をいただくが、それはこのコーヒーには人件費や固定費など普通の会社な
ら必ずかかる費用が、箕曲先生の研究室に納品された製品を置き、学生自身が売ることによっ
てかからなくなっているためである。
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IV 総評
、
今年度 1 年間会計・発注班として活動してきて、まず「先を見通した計画を立てること」
そしてそれに合わせて「準備すること」がいかに重要であるかを、身をもって経験することが
できた。今年度の初めに年間収支計画を作成したのだが、その時はまだその計画の重要性を知
らず、全く自分の想像だけで作ってしまった。そしてその計画に基づいて発注をしたことによ
り多くの売れ残りが出てしまい、次から次へとイベントを増やさなければいけなくなってしま
った。
また、去年度よりも多くの利益を出す必要があったにもかかわらず、去年と同じ「製品のま
ま」をメインとした売り方しかしなかったことも、イベントを増やす要因となった。
「売り上げ
を増やす＝販売量を増やす」という考えしかなく、販売形態やお客様へのアプローチの工夫が
足りなかった。コーヒーには粉のまま売る、ドリップパックで売る、ドリンクにして売る、他
の食材と合わせて売るなどいくらでも売り方は考えられる。これらを効果的に取り入れていけ
ば 1 つ 1 つの販売会の質が上がり、メンバーの負担も減らすことができるだろう。そして、販
売会で重要なのは、売ることだけではなくそれをフィードバックして次に活かすことである。
短期間に多くの販売会を行うとこれをする時間が取れなくなってしまうので、来年度はこれら
の反省をもとに、より良い販売会を行えるようしっかりと計画、準備をしてもらいたい。
そして、きちんとこまめに「記録を残すこと」もとても大切である。今回差額が出てしまっ
たのは記録不足が原因であるので、1 冊のノートに買ったもの、発注したもの、売れたものの
数量と日付を毎回記入して、不明金が出ないようにするべきであった。
これらは今後仕事をしていく上でも重要なことなので、ここで学んだこと、反省したことを
十分に生かして、より良いパフォーマンスができるように心がけたい。

71

個人の成長の記録

1 年前の自分、代表を経た自分
千 川 隆 成
社会文化システム学科 3 年

2015 年、私はこれまでの人生で一番悩み、苦労し、そしてもっとも達成感を得た年であった。
その中心にあったのがこの Smile F LAOS（以下 FLAO）の活動だ。とりわけ今年度は団体の
代表として活動を行ったことが昨年度の活動とは大きく異なった点であった。
活動当初の 4 月、代表に任命されたとき、とにかく不安しかなかったのを覚えている。これ
まで何度か他の活動で、リーダー的存在の役職に就いたことはあった。しかし、それらはいず
れも少人数編成だったことや期間が短かった。そのため、総人数 24 名の団体の代表を 1 年間
務めることへの不安はとても大きく自分が、何ができるのかという意識が強かった。
活動が始まってから私が苦労したのは、授業の雰囲気づくりだった。昨年度、私はイベント
班の一員として役職に縛られることもなく授業に参加するだけであったので、自由気ままに楽
しく授業に参加をしていた。しかし、今年度は幹部の仕事である授業企画に加えて、代表の仕
事である授業運営といった責任感ある仕事があった。このことは私にとって大きなプレッシャ
ーであった。一回一回の授業が計画通り進まなかった、期待できる結果が得られなかったこと
が何度もあり、不安を感じた。そしてその不安が表に出ていたのか授業の雰囲気も上手く楽し
いものをつくれないままでいた。
さらに私自身を苦しめたのはメンバーとの距離であった。私は人の性格や性質を見て仕事の
向き、不向きといった相性を見分けるのが得意な方ではなかったが、他人に比べるとまだ優れ
ている点だと思っていた。しかし、代表という立場ゆえ全体統括をしなければならずメンバー
1 人 1 人と親密な関係になることが難しかった。そのため、奮闘する新メンバーたちとも関わ
りを持つことがなかなかできず、
新メンバーがどんな人たちなのかということを知れずにいた。
また、各班がプロジェクトを進める上で共有されていないこと度々あり、全体を統括するこ
とに困難を極めた。というのも今回 5 人の班代表は全員女性であり、昨年度からの継続メンバ
ーで構成されている。昨年度の活動中でも各々所属班は違うも、関係は持っていた人が多かっ
た。
そのため、男性である私が無理にその中に入ることはなくても班代表同士で関係を構築し、
班ごとの仕事を共有し、班代表の連携によって企画が代表に挙がるだろうと考えていた。しか
し、そのようなことはほぼなく、班代表になったことにより各々が自らの班にしか意識がいっ
ていなかった。話し合いにて「ラオス班の答え待ちです」
「イベント班のイベント日程決定待ち
です」などの声が挙がり作業が進んでいないときもあった。この日まで、代表は全体を統括す
る仕事のみだと思っていた。しかし、無共有をきっかけに彼女たち自身でやってくれるだろう
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という他人任せにしていた自分に気付き、班代表同士の関係も代表が作る必要性があることを
痛感した。この 2 つの仕事を同時並行しなければいけなかったことも授業の雰囲気づくりを悩
ませた一因だ。
そのうえ、団体運営で困っているなか、コーヒー販売の目標量への達成が困難であるという
事実が浮かび上がってきた。第 2 期活動開始当初は絵本の製作資金のため 15 万円弱が必要と
され昨年度の総販売量の倍、240kg をコーヒー総販売量と設定した。昨年度は発足 1 年目にし
て 120kg を完売したため、今年度も上手くいくだろうと考えていた。しかし思うように販売が
上手くいかず、
出店するイベント全て予想販売量を大きく下回るものばかりであった。
その後、
活動が進むにつれて絵本の製作は、自分たちで製本を行えばコストを抑えられるということが
分かり、当初 240kg だった販売目標は 210kg、180kg と落としていった（最低ロットが 30kg
単位のため 30kg ずつ減少している）。
しかし、10 月下旬段階にて学内販売 1 回、外部販売イベント 2 回を控えた残り計販売イベン
ト 3 回に対し、販売目標まで 70kg 近く残っていることが明らかになった。学内販売では今ま
での販売会を例にして見ると、多くても 35kg の販売しか望めなかった。つまり、残り 2 回あ
る外部販売イベントで 35kg を売らなくてはいけなかった。しかし、うち 1 回のイベントは多
くても 10kg 売れるか売れないかのイベントであり、もう 1 回のイベントは初出店により販売
量は未知数であった。販売量が増えれば来年度の活動費も増えるが、売れ残りが出てしまった
場合団体買い取りになり赤字になってしまう。活動当初では 240kg だったものをすでに 60kg
落とした 180kg になっているため、これ以上落としたくないという思いが少なからず私にはあ
った。
新たに販売方法を考える必要があったが、
発注日まで期限が迫っており時間がなかった。
以上 4 つの問題が出て、幹部内で話し合うも解決策と言える方法を決定できず、さらには仕
事の分業が上手くいかず、会計を担当している川崎理莉香のみが団体運営の危機を感じている
状態で他メンバーとの意見の違いが目立ち、
「そもそも私たちが何のために販売活動をしている
のか分からなくなった」といった声が出るなどメンバー同士の不満が溢れていた。幹部内で分
裂しそうなほどであり、このままでは支援目標の達成ができないのではないかと思った。そん
な中で、副代表の 3 年、森佳那美が「問題を幹部で収めず、一度 3 年生全体で話し合おう」と
声を挙げた。この話し合いが団体の転機だったと思う。
11 月 10 日、3 年生のみの話し合いが行われ、第二期の活動を通して各々が思っていること、
そしてこれからどう動いていくかといったことを話していった。
やはり、
自分も含め全員 FLAO
を大事にしたい、好きだという思いを強く持っていたのは感じた。だが、好きすぎる一方で、
販売活動に力を入れすぎて、本来もっと視点を当てるべきところに視点を当てていないことが
分かった。班代表が知っている新メンバーの良さを他の班の人たちに伝えなかったこと、班内
や個人の悩みを周りの人たちに話せなかったこと、支援のための資金目標とコーヒー販売目標
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量の兼ね合いなど共有すべきものはたくさんあったにも関わらず、それを共有してこなかった
ことが分かった。この話し合いを通して、問題であったコーヒー販売目標数は多少下げても資
金目標に達することを共有し、目標量を 30kg 下げることで解決した。目標量を下げたことに
より、販売しなければならないといったプレッシャーからメンバー全員が解放され、授業の雰
囲気も次第によくなっていった。
初めての 1 年間という長丁場でのリーダー職は、個性的すぎる同期をまとめるといった責任
感や支援目標を達しなければいけないといったプレッシャーから、不安だらけのものだった。
しかし、話し合いを機に周りのメンバーの存在を強く感じ、代表としての職を楽しくまっとう
することができた。このとき、今まで感じていた不安は消え、代表という職の在り方を学んだ
と思う。団体第二期の支援目標であるオリジナル絵本が完成したときには、活動続けていて、
目標が叶って本当に良かったと思った。
昨年度から継続して FLAO のコーヒーを買ってくれるバイト先の同僚がいる。販売終了であ
る 12 月前に今年度の最終販売分を渡した際、
「本当に美味しくて毎日楽しみで飲んでいる。来
年もよろしくね」という声をもらった。私にとってこの言葉は本当に嬉しかった。コーヒー製
作時にあったラオスのフェアトレードコーヒーを美味しく飲んでもらいたいという思いが、ま
さに叶った瞬間であったからだ。一消費者に感動してもらえる製品を届けることができる団体
に所属していたこと、そしてその団体で代表を務めたことにとても大きな達成感を得た。
FLAO を引退してから将来何が
できるかということを考えるが、
答えはまだ出ていない。だが、代
表を務めたという経験は無駄には
ならないはずである。人々に感動
を与える、ためになるようなモノ
を届ける活動をこれからもしてい
きたい。
最後に、第 2 期 Smile F LAOS
の活動運営に協力してくださった
先生、職員の方々、他団体の方々
本当にありがとうございました。
第 3 期 Smile F LAOS もよろしくお願
い致します。
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焦りは禁物
川 崎 理 莉 香
社会文化システム学科 3 年

去年度所属していた製品班とは全く仕事内容の異なる会計・発注班に入ったのは、昔から金
勘定が好きで、会計という仕事に興味を持ったからという単純な理由であった。しかし、もち
ろん会計に関する知識があるわけでもなく、去年度の会計担当者から指導を受けたわけでもな
い。また、発注に関してはやり方だけは教えてもらっていたが、肝心の発注量をどう決めてい
たか、
ということを聞いていなかったので、
右も左もわからない状態からのスタートであった。
さらに、会計・発注班とは言っていたが、もう 1 人の 2 年生は製品・管理班との兼任でそちら
に重きを置いてもらっていたので、実質 1 人で班の仕事をしなければならなかった。
今年度の Smile F LAOS（以下 FLAO）の活動の開始にあたって、まず苦労したことが「年
間収支予定」の作成であった。支援品がオリジナル絵本に決まった時点では必要な金額がだい
たい去年度の 2 倍であったので、ならば去年度の 2 倍の豆を売らなければ、という思いに駆ら
れて大きく焦ってしまった。また、去年度の販売が成功していたため、外部のイベントでも学
内と同じようにどんどん売れるだろう、と思い込んで、随分と楽観的な収支予定を立ててしま
った。
今年度 1 回目の販売会であるキックオフパーティでの売れ行きは好調で、去年度のお披露目
会での反省をもとに少し多めに発注をしたのだが、それでも完売することができた。良いスタ
ートを切れて喜んでいたのもつかの間、その後の夏休みでは都合の良いイベントが見つからず、
また出店しようとしていたイベントに出られなくなるなどのハプニングが続けて起きた。結局
夏休み中の販売は 2 回の委託のみで、私が年度始めに立てた予定が大きく崩れてしまった。
夏休みが明けてからは、今までの遅れを取り戻すかのように月に 2、3 回のペースで様々な
イベントに出店したが、その中で予定通りの量を販売することができたのはやはり学祭と最後
の学内販売だけであった。今回参加した外部のイベントはどれも売上が少なく、また出店料が
高かったり製品や器具を持っていくのが大変であったりとあまり良い販売場所とは言えなかっ
たが、それでもやらないよりはいいと思い、出店を続けた。だが、毎回出る売れ残りの製品を
見る度に焦りとストレスがどんどん溜まっていき、かと言ってずっと 1 人でやってきたので相
談できる相手もおらず、メンバーに強く当たってしまうこともあった。
そうしているうちにあっという間に 11 月になり、販売期間も残すところあと 1 ヶ月となっ
た。それでも予定していた量にはまだ全然届いていないし、売れる目処も立っていなかった。
さらに、この頃には売れ残りが出るのが当たり前のようになってしまい、発注をするのがどん
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どん怖くなっていった。そんな時、このままではいけないということで一度 3 年生全体で直接
話す機会が設けられた。私は、そこで初めてきちんと FLAO の現状と私の焦りについて話した。
ずっと抱えていたことを全て話したら、今まであった心の重荷がすっと消えたような気がした。
そしてその後、他の班代表やメンバーの話を聞いていると、自分の視野が狭くなっており、考
え方も凝り固まっていたことにやっと気がついた。みんなそれぞれ強い思いややりたいことが
きちんとあったのに、私はそれには全く目を向けず「売る」ということを 1 番優先させてしま
っていた。そこからは深く反省し、残りのイベントは少なかったが、できるだけ色んな意見を
受け入れるよう心がけた。また、話したことにより気持ちに余裕ができたので、もう一度今ま
での販売会の売上を入れて年間収支予定を立ててみた。すると、途中で絵本にかかる費用が減
ったこともあるが、予定していた量より 30kg 減らしても十分お金が足りることがわかった。
それを幹部の中で共有し、11 月半ばに目標販売量を 30kg 減らすことに決めた。イベント班に
はかなり迷惑をかけてしまったが、販売量と出店するイベントを減らすことによって 1 つ 1 つ
のイベントに集中することができるので、減らして良かったと思っている。そうして 12 月の
最後の学内販売が終わり、無事目標販売量、目標売上を達成することができた。

今年度は、とにかく何でも 1 人でやって、最初に決めたことをそのまま貫こうとしてしまっ
たことにより、FLAO のメンバーに迷惑をかけただけでなく自分の首もしめることになってし
まった。しかし、その意地を捨てて
メンバーや先生に相談し、様々な意
見を取り入れていくことによって状
況は一気に改善された。最初からこ
うしておけば良かったとたいへん後
悔をしているが、後悔しているだけ
では意味がないので、この悔しさを
忘れずに今後はどんな問題が起きて
も焦らず柔軟に対応し、最良の結果
が残せるように努力したい。
写真 16 女神祭りにて
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尋ねながら打開策を生み出す
森

佳 那 美

社会文化システム学科 3 年

2014 年の私は Smile F LAOS として活動していく中で、やってみようと挑戦することによ
って得る充実感を経験した。実は毎年、1 年間の目標をひとつ必ず決めて、何があっても曲げ
ずに努力するようにしている。2015 年、Smile F LAOS の 2 年目となる年は、挑戦したその先
にみえる“学び、考える”を目標に立てた。もちろん団体活動のみならず、日頃の自分に対す
る目標ではあるが、今期で引退を迎えるために、学習できることはすべて吸収しようと思いな
がら活動に取り組んだ。自分の知識や価値観を広げようと、2014 年の自分に負けないように、
箕曲先生が紹介してくださった講演会やシンポジウムに出向いたり、この先の人生でもために
なる社会人基礎力のプレゼンテーション大会に参加したり、本を沢山読んだりした。
アルバイト先で学んだコーヒーの知識をメンバーに共有して、みんなで学習しながら製品の
核を作り上げた 1 年目に私は達成感を覚えた。製品ができあがっている 2 年目には何ができる
だろうか、そう思いながら活動が始動しようとしていた。このタイミングでアルバイト先でも
変化があり、4 月から今までの業務やコーヒーの勉強に加えて、シフトコントールや人材育成
を行い、店舗運営に参画していく時間帯責任者になった。偶然か必然か少し戸惑いながらも何
か繋がるものがあるという直感から、2 年目の団体活動では今までの取り組みに加えて、メン
バーを巻き込みながらひとつずつ活動を考え、個人個人が得意分野ややりがいを発見できるよ
うにサポートする立場になることを目的にした。
だが、この目標はそう簡単には達成できなかった。もともと周りを上手く巻き込むことは得
意ではあったが、個人個人に目を向け、どうすればその人の良さややる気を引き出せるか考え
ることには時間とアイディアが必要だった。とはいえ、どれだけ時間をかけて考えてもアイデ
ィアが思いつかない。自分で考えて動くことはできても、周りの人まで気にしながら行動する
ために、どうすべきか全く分からなかった。1 年間の目標も納得いかずに終わってしまうので
はないかと焦りさえ出てきた。しかし、団体活動が始まって 2 ヶ月ほど経ったある時、新たな
学びがあった。
所属の班では委託販売の提携先を見つけ契約する活動を行っていた、1 年目にはこれができ
なかったこともあり、どうしても成功させたいという意気込みをみなが共有していた。私は、
これは新たな取り組みであったので、2 年生を中心に担当してもらい、
「成功することの嬉しさ」
を感じてもらおうとしていた。ここでもその人の個性が活きるように考えはしたが、それでも
苦労した。この打開策が見つけられなかったときある子がサークルで渉外活動をしていること
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を聞き、出向いて喋ることが得意なことを話してくれた。私は、その渉外活動でどんなことを
しているのか、
その経験によりどんなことができるようになったのかを尋ねてみた。
その時に、
人と話すことが好きで、丁寧な口調を使用しながら相手に紹介することが得意になったという
ことを聞いた。実際に訪問することが決まっていた提携先の担当をしていた 2 年生と 2 人で訪
問するように勧め、実際に行ってもらったところ、委託販売をしていただけるという素晴らし
い結果が生まれた。
私はふと、自分で解決できないことは周りの負担を気にしすぎて尋ねたり話したりしていな
いことに気づいた。チームで動く以上、考えながら相手に伝え、問いかけることは重要であっ
た。そこからどんどん成果が伸び、目的にしていた委託販売が可能になったことと、私の希望
であった 2 年生に成功することの嬉しさを感じてもらえた。2 年生とこれらのことについて会
話すると、目的達成についての感動や、頑張ってよかったという前向きな言葉が返ってくる。
さらに「営業・管理班で良かった」ということを 2 年生 3 人とも伝えてくれ、本当に嬉しかっ
た。
今ではすべてをお願いしすぎて負担が重かったのではないかと申し訳ない気持ちもあるが、
この取り組みは必ず次に繋がるし、彼女たちに何か残せていたら嬉しい。
自分で考えたことに他者のアイディアをさらに加えると、完成度が高く素晴らしいものが生
まれる。自分のわからない部分を埋める方法には、自らの力で調べるやり方と、ちょっとした
ことでも他者に聞きながら答えに近づけるやり方があることに、2 年目チームを動かす立場に
なって気づいた。
この気づきを今後の課題に変え、
もっと上手く使いこなせるよう努力したい。

2 年前に Smile F LAOS に参加せず今を迎えていたとしたら、私はどんな人生を送っていた
か。今では、ここで得た学びが自分の成長のきっかけになっていることがはっきりと分かる。
苦楽を共にしながら活動してきた 2 年間を財産にしたい。
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「自分の言葉で」
秋 本 真 理
社会文化システム学科 3 年

5 月中旬、
「思いやりは重い槍！？」という、ある学生による自身の経験に基づくボランティ
ア活動に対する問題提起についての文章を読んだ上で「支援すること」について FLAO のメン
バーで議論したことがあった。意見や感想を共有する時間があったので、他のメンバーに続い
て、私も話をした。その日の授業が終わったあと、箕曲先生に「さっきの話、どうしたの？」
と言われた。
「自分が本当に思っていることじゃないと。
」図星だったので、びっくりしたのを
覚えている。実は、私が自分の意見として話したのは、当時読んでいた本の受け売りだったの
だ。
「自分の言葉で書いてみましょう。
」とは、小学校の頃から先生たちが言っていた気がする。
「自分の言葉ってなんだ？言葉なんて誰のものでもなくないか？」
私は小学校の頃からずっと、
「自分の言葉で」の意味が分からなかった。箕曲先生からの指摘を受けたとき「自分の言葉で」
という言葉を思い出した。その二つが繋がったとき「こういうことなのかもしれない。」と、当
時はまだ不確かではあったが、ぼんやりと、そう思った。
それ以降、人の話を聞くときには「自分の言葉で」話しているかどうかに注目した。気づい
たのは、
「自分の言葉で」話しているかどうかは、確実に、聞いている人に伝わるということだ。
話を聞いて「説得力があるな」と感じたり、感動したりするとき。それは、話し手が「自分の
言葉で」話していると感じたときだ。たとえそれが上手な演説ではなかったとしても、である。
話し手は緊張しているようだけれど、心に響く。話し手は饒舌でも、なんとなく信用ならない。
受け売りも偽りもなく、本当に思っていることを誠実に話すとき、その人の話は初めて聞いて
いる人の心に届く。それが「自分の言葉で」話すことだと、今は理解している。
2015 年の 6 月上旬は、なかなかにハードだった。トビタテ！留学 JAPAN の 2 次選考と、
開発人類学の講義内での FLAO についての発表を、中 1 日というスケジュールでこなさなけれ
ばいけなかった。準備には苦労したものの、今思えば、この二つの発表を立て続けに経験した
ことで、人前で発表することに自信がついたのだと思う。このとき、私が気をつけたのはもち
ろん「自分の言葉で」話すことだ。
「自分の言葉で」話すには、
「そもそも自分が何を考えているか」を把握している必要がある。
私は、
「なぜそう思うか？」と普段から自問自答を繰り返しているタイプではなかったし、記憶
力にも自信がない。だから、まずは自分が何を考えているか（いたか）を洗い出す作業が必要
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だった。そのためには、書いてみることと、人と話すことが効果的だった。書いてみるとは、
そのままずばりで、考えていることをとにかく書き出してみる。でも、それだけでは大抵行き
詰まる。そういうときは、先生方や友人に、自分が考えていることを話してみる。気持ちがす
っきりするだけでなく、
「それって、こういうことだよね。
」という、思わぬヒントをもらえる
ことがあるからだ。そうしたら、また一人の作業に戻ってひたすら書き出す。このようにして、
自分が何を考えているかを洗い出していく。さらに、どんな発表が求められているか、どんな
聴衆に向けた発表かという点とうまくすり合わせていくと、自分が一番「伝えたいこと」が明
らかになる。そのワンセンテンス、あるいはワンフレーズが決まれば、あとは、その「伝えた
いこと」を発表の最後に配置して、それに向かうベストな構成を考えていけば良い。ここまで
くれば、ともすると、もう半分は完成したようなものだ。なぜなら、構成に使う材料は、すで
にたくさん書き出しているからだ。
と、ここまで「自分の言葉で」書いてきたつもりだが、ずいぶん偉そうなところもあると思
う。でも、自分宛てだから、偉そうでもいい。現在の私にとっての「自分の言葉で」というテ
ーマについて、具体的な方法とともに、記録しておきたかった。未来の自分に向けてである。
また、後輩宛てでもある。この 2 月から 1 年間ラオスで暮らすにあたって、FLAO に関わる
方々から応援メッセージをいただいた。そのうちの何名かが、私の言葉に「説得力がある」と
いうようなことを書いてくれた。そういう風に言ってもらえたのは初めてだったので、これは
今年の成長なのかもしれない、と思ったのである。だから、特に後輩たちに向けて、私がいつ
もどんなことを考えて話をしているかを分析してみた。今後、発表をする機会が増えていくに
あたって、少しでも参考になれば幸いである。
「ふぅ〜ん。
」と思ってくれたら嬉しい。
優しく背中を押してくれただけでなく、大切なテーマについて考えるきっかけも与えてくれ
た暖かいメッセージの数々へのお礼に代えて。
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挑戦が第一歩
大 茂 未 於
社会文化システム学科 3 年

今年で 2 年目になった Smile F LAOS で自分に何が出来るか、昨年と同じではいけないとい
う思いが私の中で大きな目標となっていた。昨年、私が 2 年生としてイベント班に所属して、
様々な企画をし、実際にイベントを行い、成功する例もあればあまりうまくいかなかった経験
もあった。それをそのままで終わらせてはいけない、そんな気持ちがずっとあった。今年も引
き続きもう一度、イベント班に所属することで、今度は自分の経験を活かせるように、そして
新しいことができるように努めた一年だった。
最初に立ちはだかった壁は、目標利益だった。昨年の倍以上の売上利益を必要とすることが
決定した段階で、私はその目標を達成することがどれだけ大変なことかを理解できていなかっ
た。金額が昨年と大きく違っていたゆえに、全体的なイメージがつかめていなかった部分があ
る。自分たちがやりたいイベントをやろうという思いでは、
「支援品を届ける」という最終目標
すらクリアできなくなってしまうかもしれない。そう気づかされたのは夏の合宿だった。
イベントに積極的に参加するために、とにかく行動しようと班の中で話し合いをした。すで
に決定しているイベントに、一人ひとつ自分の担当のイベントを付けることになった。自分主
体のイベントを一つもつことで、そのイベントに対するリーダー兼指揮官としての責任感と自
信が培われると考えたからである。2 年生の松永さんには恵比寿マルシェ、阿部君には白山祭、
3 年生の堂垣さんは女神祭りを担当にした。外部のイベントでは、主催者側の責任者との連絡
や話し合いへの参加。白山祭は、毎月の説明会への出席やポスターなどの実行委員会への提出
物など、それぞれがイベントを成功させるように必要な手続きをするなどして、積極的に取り
組む姿勢がみられた。そこから一人ひとつ担当を付け、2 年生も 3 年生も、それぞれが積極的
に行動できるようになった。具体的にイベントの規模や条件から、売上の見込みを立てたりす
ることを計画的に行えるようになったのだ。
その一方で、私は担当を持たずに、サポート側に回った。それは昨年白山祭の担当を持った
ときに、誰かに相談したくてもできない、という経験があったからである。一人に任せず、全
体で共有して考える。これは班の中だけではなく、団体でもいえることであると思った。そう
して、一歩引いた目で全体を掴もうとしたことで、私は自分の役割を考えることが出来た。準
備や開催中に気にしていたのは、しっかりとマニュアル通りに行動できているか、変更点は共
有できているか、トラブルは発生していないか、些細なことだけれどもどれも運営に重要なこ
とで、誰かが指摘しないといけない部分だった。昨年イベントをこなすことに必死になってい
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た時とは違って、成長できたと感じられたところだと思う。
白山祭の最中、ドリップコーヒーを限定 50 杯淹れて販売することになっていた。しかし、
予想以上の売り上げのおかげであっという間に完売してしまった。早すぎる売れ行きのペース
に対応するため、その場にいた 3 年生で話し合いをした。50 杯が出た時点で売り切れにし、あ
とは製品の販売だけに徹するのか、それともこのままドリンクを売り続けるために必要なもの
を大至急買ってくるのか。結果、私たちは後者を選んだ。これは大きな賭けでもあったと思う。
絶対に売れるという確証はなかったし、水やコップをその場で買い揃えるのは、まとめてネッ
トなどで注文するよりも高くつくからだ。しかし、そこで会計班の川崎さんと焦らずに冷静に
話し合えたことで、利益をすばやく計算し、行動できたことで白山祭は成功につながったと思
う。確かに、利益だけが私たちの追うものではないとは分かっていた。だが、大きなチャンス
を逃さず、
「売り上げを作る」というその時一番の目標を目指したのは間違いではなかった。そ
れまでの私は決断力が弱く、判断が遅いと自分自身で感じるほどの性格だったのだが、この時
は自信を持って決定できた。なぜなら、Smile F LAOS の活動を通して、考え、悩み、そうし
て身についた自信であったからである。
私はもっと積極的に物事に挑戦できるようになりたい。しかし、ただ手当たり次第に何にで
も手を付ければいいというわけではない。挑戦するということは、先の見えない目標にむかっ
てどうアプローチするかを、自分で必死に考えることだと思う。新しいイベントを企画した時
も、下調べやインターネットで情報を集めたり、集客率をあげるために考えられる案をあげて
何度も話し合ったりした。今までは、
やってみて駄目なら改善すればいい、
と考えていたことも、一度しかないイ
ベントの機会を何とかして最良の結果
にしたいと思うようになった。挑戦す
るためには、受け身の姿勢でいてはい
けない。団体の活動で刺激を受け、成
長することができた。
これから「挑戦」
をテーマに自分から行動することで、
周囲の人を巻き込むくらいの影響を与
えられるように、さらに自分の世界を

写真 17 学内販売会にて

広げていきたい。
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後悔からその先へ
鈴 木 研 亮
社会文化システム学科 3 年

私は 3 年生から Smile F LAOS に入った。基本的には 2 年生から入って、3 年生までの 2 年
間で活動をする人が多い。そのため私はイレギユラーな入り方をしたのだと思う。1 年間とい
う期間で自分にどれくらいのことができるのかもわからないし、途中からほとんど知り合いも
いない団体に入ることは、不安であった。しかし、国際協力やフェアトレードに興味があり、
貧しさで苦しむ人たちのために何かできることを探したいと思う気持ちから、FLAO に入るこ
とにした。
FLAO では実際にフェアトレードコーヒーの販売会に参加した。そんなにたくさんの販売会
に参加することはできなかったのだが、参加している中で気づかされることがあった。それは
フェアトレードを広める難しさである。販売会ではフェアトレードという言葉だけでは売れず、
学生団体やラオス、ピーベリーという希少価値のある豆を使っているという宣伝文句があるか
らこそ、売ることができるのだと感じた。売っているイベントや場所によりお客さんのニーズ
は違う。そのお客さんのニーズに合わせて、自分たちが何を推して売るのかを考えないといけ
ない。それが販売というもので、すごく難しい。その中でフェアトレードを広めていくことは
さらに難しかった。そしてコーヒーの知識や販売のスキルなどが自分には足りないと感じさせ
られた。
だが、フェアトレードを広める上で、私の中で一番足りない物があると気づいた。それは実
際にフェアトレードをしているラオスの農家の人達を知らないということである。私は販売会
でフェアトレードのことを説明しても、お客さんにあまり興味を持ってもらえず、何かうまく
伝えられないと感じていた。つまり、自分の言葉に説得力がなかったのだ。私たちのフェアト
レードコーヒーはこういう人達が作っていて、こういう豆を使っている。そしてこのフェアト
レードはこういった恩恵を与えているのだと言えなかった。私の言葉は軽かったのだ。自分の
目で見て肌で感じたこと、つまり経験したことでないとフェアトレードを広めることは難しい
と感じた。
FLAO の活動では、販売会に参加する以外にラオス班の一員としての活動が主であった。ラ
オス班での初めての活動が支援品決めであった。支援品決めでは、自分はラオスに行ったこと
がなかったため、ラオスの現状をほとんど知らなかった。しかし、去年は浄水器という素晴ら
しいものを渡していると知っていたので、何を渡すことができるか悩んでいた。そこで私はフ
ィリピンに行ったことがあり、フィリピンの子どもたちにも会ったことがあったため、途上国
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の子どもたちには教育の面での支援が必要であると感じていた。そういった視点から意見をす
ることで、ラオス班に貢献することができたと思う。結果として支援品が絵本になったため、
子ども達に絵本に触れる機会を与えられたことは、本に対する興味を持ち、教育につながる支
援ができたのではないだろうか。
ラオス班では普段の火曜日のミーティングとは違い、他の曜日の空いている時間も使って、
支援品決めやラオスの小学校でのワークショップの内容、絵本制作のことなど、話し合うこと
が多かった。
集まれる人だけで集まっていたので、
後輩と自分だけで話し合うことも多かった。
そんな中自分は先輩という立場だが、すごく話しやすいと言われることがあった。ラオス班以
外のメンバーともスタディツアーを通して関わるようになったが、
たくさん話すようになった。
私はサークルにも入っていて、サークルの後輩とも自分の中では仲が良いと思っていて、たく
さん関わっているのだが、サークルの中だけたまたま仲が良いのだと感じていた。しかし、ラ
オス班の後輩にすごく話しやすいと言われ、自分には後輩とのコミュニケーション力や人の話
を聞く能力があるのではないだろうかと感じた。後輩とのコミュニケーションに関しては、自
分は先輩としての威厳を保つのに威圧的な接し方をするのではなく、先輩として信頼してもら
い、何でも気軽なく言ってもらえるように、後輩であっても対等の立場であると思って接して
いるから、後輩と気軽にコミュニケーションを取れるのだと思う。また人の話を聞く能力に関
しては、私はそもそも人の話を聞くことが好きである。なぜなら人が自分に何か話してくれる
ことは、自分が必要とされているのだと感じることができ、とても嬉しいことであるからだ。
だから私は人の話はどんなことでも真剣に聞いて理解しようと、人と話している。その姿勢や
話しやすい雰囲気を作ることができるため、私には人の話を聞く能力があるのだと思う。これ
は将来社会人になった時に、とても役立つ能力であり、もっと伸ばしていきたいと思った。
今年度の FLAO の活動を終えたわけだが、私は 3 年生なので来年度は原則参加できない。ス
タディツアーを終えて、フェアトレードをしているラオスのコーヒー農家の人たちの生活やフ
ェアトレードの恩恵を知り、やっと自分の言葉に自信を持ってフェアトレードを伝えることが
できるようになったのだが、来年 FLAO の活動で伝えることはできないのが心残りだ。また、
自分には 2 年間同じメンバーがいないため、一緒に 1 年間活動してきたメンバーと来年も頑張
って行きたかった。やはり、自分が 2 年生の時から参加しなかったことに後悔してしまう。し
かし、FLAO で 1 年間活動したことは無駄ではないと感じている。今回経験したことを生かし
て、興味がある国際協力に関わり、もっともっとフェアトレードのことを伝えていきたい。そ
の時、自分と一緒に活動してきた FLAO のメンバーを思い出し、頑張っていきたい。最後に 2
年生のゼミの時に、3 年生からでも「FLAO に来なよ」と言ってくれた箕曲先生に感謝したい。
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私の広報班への再挑戦
鈴 木 麻 奈 美
社会文化システム学科 3 年

2 年生の時、私は「とにかく楽しかった！」という気持ちが大きくて、3 年生でもそのまま
FLAO の活動を続けるのに全く悩まなかった。しかし、3 年生になって最初に班決めの時に今
までの私は広報班として何かしたのだろうか、何か成し遂げたかと振り返ると 2 年生の時の活
動のほとんどを先輩に任せて、自分は与えられた事しかしてこなかったことに気づかされた。
私が主にやったことといえば SNS の更新で、これは誰かやらなくてはいけない役目ではある
が難しいことではない。フライヤーの作成やホームページの立ち上げなど自分がやったことが
無いものは、できないと最初から否定してやってこなかった。他の広報班のメンバーと比べて
自分には技術が無いから駄目だと決めつけ、ずっと避けてきたのだった。もし、広報の仕事が
できないといって今度は他の班に移ったところで同じことの繰り返しにならないだろうか、最
初から諦めていたら、変わらないままだと思い、3 年生では貪欲に広報班として活動しいきた
いと思った。
活動が本格的に始まってすぐに、私が広報班のことが何もわかっていないということに焦り
を感じた。班員の中で私だけが 2 年続けているのに、班員の質問や他班の頼みにすばやく対応
することができずに、
先輩に何度も聞いたり、先生に聞いたりと進行を遅らせてしまっていた。
そこで昨年いかに自分が無意識に他人任せだったか痛感した。
けれども、
昨年の自分とは違い、
知らない中でもやってみる、
挑戦してみたいといってくれる広報班のメンバーの姿勢に救われ、
自分もみんなと一緒に 0 からのスタートだと思い、これから頑張っていこうと考えられるよう
になった。
広報班の最初の仕事として、キックオフパーティに向けてリーフレットとフライヤーの作成、
動画の作成、ホームページの向上があった。私を含めて広報班みんながあまり経験のない、大
変なことだったが、みんなで手分けしながらも疑問を出し合って、他の班員に相談しながら取
りかかった。私はリーフレットの作成を担当することになったものの、制作ソフトを上手く使
いこなせなくて、自分の思い描いた形にすることができなかった。先輩が昨年作ってくれた土
台があったからなんとか形になったのだと思う。一方で、動画はとても完成度が高く、ホーム
ページも想像以上に立派なものになって、班員の短時間の内のレベルアップにとても驚き、感
激した。私もみんなに負けないよう努力していきたいと思った。そこから FLAO とは別のとこ
ろで、ポスターを作る機会があり、他の学生に意見をたくさんもらい何度も直していく中で制
作ソフトの使い方を覚えることができた。そして、恵比須マルシェのフライヤーを作った時に

86

社会文化体験演習活動報告書

第 3 分冊（キャリア分野）

は自分の満足のいくものを作ることができた。
また、スタディツアーの様子を伝える動画では、自分の独断で編集するより、広報班みんな
と内容を考えたほうが絶対良いものになると思い、みんなで話し合いながら構成を決めた。1
本の動画を作ることが初めてで難しくて、場面のつなぎ目や挿入するテロップの内容を考える
のにとても時間がかかったが、白山祭で完成させられた動画が実際に上映できたことが嬉しか
った。自分の気づかないことも、積極的に声をかけたり、意見をくれたりとみんなに支えられ
て自分の満足感のいく広報班の活動ができた。
私は自分が広報班の代表であるという意識が低かったために、その役目を怠ってしまって失
敗したことが何度もあった。女神まつりで配布するフライヤーを入稿するときも、担当の人に
当日配布できる範囲の場所を確認せずに枚数を決めて、印刷してしまってから範囲が絞られて
いることに気づいて結果、フライヤーを大量に余らせてしまった。また、2 回目の学内販売で
はパソコンを研究室に事前に置いておくとみんなに伝えていたのに、やっぱりいらなくなった
と全体に共有しなかったことから当日たくさんのメンバーを困らせ、迷惑をかけてしまった。
私は団体メンバーに連絡するということを小さいことだと甘く見ていたため、同じ間違いを繰
り返してしまった。その反省点は今でも自分の中に突き刺さっていて、思い出しては後悔して
いる。
私は今まで話の利き手の役割にまわり、自分の発言について気にしてこなかった。FLAO に
おいて 3 年生という中心学年でありながらそれでは駄目だと、
活動がもう終わる時に気づいた。
その反省を活動に直接活かすことはできなかったが、広報班でやってきたことや他班との連携
の大切さなどしっかり次の代へ引き継
いで伝えていきたいと思う。3 年生で
FLAO の広報班の活動に取り組んで、
他人任せだった自分を見つめなおして、
新しいことに挑戦していく勇気をもら
い、自分の話を相手に伝える自信がつ
いてきた。班員含め団体のメンバーが
いなければ、一緒に活動しなければ自
分の駄目な面に目も向けられなかった
と思う。この気持ちと学びを忘れない
ようにしていきたい。

写真 18 恵比寿マルシェにて
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リーダーの役割
関 根 美 織
社会学科 3 年

今年私はラオス・支援品班の班長を務めることになった。人の上に立ってまとめるのは苦手
で、リーダーの役割になったこともほとんどなかった。しかも、
「ラオス班」は今年名前を変え
て、
「ラオス・支援品班」という団体の大きな柱である支援品を担当する重要な班になった。こ
のため、リーダーになったときは「今年一年間大丈夫かな」と不安で緊張した。しかし、今回
ラオス班で班長になって今まで経験していなかったことをできるかもしれない。今年はチーム
の意見をしっかりまとめていく力をつけるように頑張ろうという思いで活動を始めた。
だが、実際の活動はなかなかうまく行かなかった。班内の話し合いのときには、進め方も分
からず不安になり、話し合いがぐだぐだになり時間内に終わらないことや、
「やらなければいけ
ないこと」の優先順位をきちんとつけられていなかった。さらに、絵本製作のスケジュールを
きちんと考えておらず、ぎりぎりになってしまい、同じラオス班の秋本さんに担当してもらう
ことになった。ワークショップや絵本の話し合いを団体全体で行ったときには、きびきびと話
し合いを進められなかった。そういう経験をするたびに、自分のダメさに落ち込み、どんどん
FLAO の活動に行きたくなくなった。しかし、そのたびに話を聞いてくれる同期のメンバーや
頑張っているメンバーを見て、再び頑張ろうという気持ちになれた。
このような人をまとめる作業は、自分にとってはこれまで経験のないことで新鮮だった。た
とえば、
「ラオス班通信」や展示物を作るにしても、自分でスケジュールを考えなければならな
かった。休んだメンバーにその日決まったことを報告したり、次回の授業までにやってほしい
ことを連絡して確認したりするということすら、初めての経験だった。去年までは先輩から連
絡がきて、自分に与えられた仕事をやってしっかり参加しているつもりになっていた。
しかし、
実際には先輩たちがスケジューリングやリマインドをしてくれていたり、話し合いの際にも議
題を明確にしてくれていたりしたおかげで、スムーズに活動できていたのだと気が付いた。
今年は 3 年生というだけではなくラオス班のリーダーとして、自分が動かないと進まないと
いう状況だった。したがって、
「しっかりしなければ」と思い、話し合いをするにあたって図書
館でマーケティングの本を読んで支援品決めの方法を考えたり、話し合いの進め方などの本を
少し読んだりもした。また、自分から積極的に動かないと班員にも仕事を回してもついてきて
くれないだろうと考え、絵本の印刷会社を探すために電話するときなども自分から率先して動
くようにするということを意識した。しかし、絵本のスケジューリングが甘く、製作が遅れて
しまって絵を描く人や全体の製本作業に影響があったときに、リーダーがしっかりと考えて行
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動していかなければならない、自分はまだ周りに甘えてしまっていたのだと反省した。
正直この一年間、思い描いていたようにみんなをきちんとまとめて、引っ張っていくという
ことはできなかったと思う。しかし、その中でも学び成長することができた。班内の話し合い
では、一人一人が意見を言いやすい雰囲気をつくるように気をつけて、全員の意見を聞きなが
ら話を進められた。さらに、話が脱線しているときにはきちんと仕切りなおして話の流れを修
正したり、時間を気にして先に決めなければならないことを意識したりすることがだんだんと
できるようになっていった。そうして、当初、自分はリーダーのようなことはできないと決め
つけていたけれど、自分にもできるのだと自信をつけることができた。
とはいえ、結局はメンバーの助けがあって班活動は成功した。たとえば、ラオス班メンバー
は私が「ラオス班通信」などの期限を決めたり、来週までに調べてほしいといったりしたもの
をやってきてくれたり、意見を求めると一緒に考えたりしてくれた。絵本の製作やワークショ
ップなど、すべていろんなメンバーが力を合わせてできたことだと改めて気が付くことができ
た。そして、リーダーはそのいろいろなメンバーの力をまとめる重要な仕事だと気が付くこと
ができた。
ラオス班のリーダーに挑戦したことで、リーダーの経験を積むことができ、いろいろなこと
に気が付くことができた。自分ができないと思っている経験をするのはとても不安だけれど、
それをやることで見えてくることがあった。
また自分の成長に気が付くことができるとともに、
できないことにも気が付かされる。それをしっかりと自分で認識できたことで、これからはで
きるようになりたいと思うようになり、スケジューリングをしっかりするということや、話し
合いでの話の切り出し方などこうすればよかったんだということを、身をもって知ることがで
きた。今年思うようなリーダーになれなかったという経験のおかげで、
「将来はできるようにな
るぞ」という前向きな気持ちでいっぱいだ。不安に思ってもいろいろなことに挑戦していきた
い。この経験を学生のうちに積むことができて良かった。そして、こういう経験ができた FLAO
の環境とメンバー、一緒に活動してくれたラオス・支援品企画班のメンバーに感謝している。

写真 19 ラオスの小学校にて
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「自分らしく活動」する中で見えたこと
檀 上 千 芙 夕
社会文化システム学科 3 年

私は昨年度の報告書に、
「自分の得意なことを伸ばし、苦手を克服し、自分らしく活動してい
きたい」と記した。今思えば、これが私の 2015 年度の活動の軸になったと思う。
「自分らしく活動」していくために、年度初めに私は１つ、挑戦をした。それは、昨年度担
当していた製品班（現：営業・管理班）から広報班に異動したことだ。昨年度の活動を通して、
伝えたいことを絵や図、文にして上手く伝えることが出来る点が自分の強みだと知った。しか
し、それを製品班での活動の中で、上手く活かすことが出来なかったように思う。会社と同じ
ように、商品を販売し、利益を得る、という活動をしている団体に所属している限り、自分だ
からこそ出来ることをして団体に貢献したいと、昨年度の活動を通じて強く感じた。そこで、
思い切って、自分の強みを活かすことのできる、広報班に異動することにした。
広報班として私は、SNS の更新や HP の一新、販売イベントの告知フライヤーの作成を行っ
た。SNS は昨年の方法にとらわれず、どうすればイベントや団体に興味を持ってもらえるか考
えた。Twitter では、
「GIF」という短い動画を用いて、イベントのカウントダウンを行い、興
味を持ってもらえるように工夫した。HP は、全てのページが、時系列的にしか見られないよ
うになっていたため、常に見てほしいページは、項目ごとに分類し、見やすくした。また、イ
ベントの告知は、ブログのように時系列的に表示され、直近のイベントが分かり易いようにし
た。広報の仕事は、成果が見えにくいため、他の班のメンバーから厳しい意見を投げかけられ
ることもあった。しかし、SNS を通じて、他の団体の人が興味を持って、見学に来てくれた。
また、白山祭での販売イベントに、
「SNS を見て、興味を持ったので来てみました。来年 Smile
F LAOS（以下 FLAO）に参加したいです」と、他の学部の人が来てくれた。自分たちの活動
が FLAO の役に立っていることが、秋学期の活動の中では見て取れることができ、嬉しかった。
コツコツと目的を持って行動することが大切だということを、広報班の活動の中で学ぶことが
出来た。
今年度は、昨年度に比べ、積極的に販売イベントに参加することができた。その中で最も印
象に残っているのは、11 月に行われた、白山祭でのハンドドリップコーヒー（ドリンク）の販
売である。ドリンク販売は、ピーク時の 2 時、3 時台はお客さんを待たせてしまった。また、
白山祭 2 日目は、深煎りと中煎り 2 種類のドリンクを用意していたのに対し、チケットは 1 日
目と同じ 1 種類のものを使いまわしていたため、
誰が何を頼んだのか、誰が先に注文したのか、
把握するのに苦労してしまった。そこで、私は番号札を作り、お客さんに渡すことにした。ま
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た、メンバーで順番を把握するため、チケットの表を中煎り、裏を深煎りにし、番号の下に並
べておくことで、次に何を淹れればよいか分かるようにした。私の考えをメンバーがすぐに理
解してくれ、番号札を滞りなく渡すことができ、上手くお客さんにドリンクをわたすことがで
きた。結果、一日限定 50 杯の販売予定であったが、100 杯販売することができた。思いつい
たことをそのままにしないで、行動に移し、メンバーに共有することは、イベントのみならず、
団体を成長させるうえで大切なことだと感じた。
春学期に国際地域学部の授業「地域とボランティア」で団体やフェアトレードのことを発表
したことも大きな経験になった。この発表は 1 年生が多く受けており、ボランティアについて
学んでいる授業だったため、FLAO の活動の中でも浄水器を支援したことに重点を置き、発表
の準備をした。また、まだ海外に行ったり、ボランティアしたりといった経験がない 1 年生が
イメージしやすいように、自分が実際にラオスに行き、どう感じたかを詳しく述べることにし
た。人前で話すことに苦手意識を持っていたが、話すことをしっかり準備すれば、思ったより
も人前で話すことは苦ではないと思った。少し嫌だ、と思ったことでも、何か学ぶことが出来
るのかもしれないとポジティブに考えて行動すると、新たな自分の一面や考えが学べることに
気が付くことが出来た。この出来事がきっかけで、３年次の夏休みは、FLAO の活動以外にも、
積極的に外へ出て挑戦することができた。夏休みはインターンシップやセミナーに参加し、グ
ループワークや人前で発表することも経験した。そこで、FLAO のミーティングで人と話し合
った経験が活きたように感じる。また、絵や図、文にして表現することが得意だという強みを
活かして、発表に使う資料の作成を進んで担当するなど積極的に動くことができた。初めて会
った人と話し合う場面で物怖じせず
に行動できたことは FLAO の経験
が大きいと思う。
私は将来、ラオスやフェアトレー
ド、コーヒーに関わる仕事に就くと
は限らないし、関わる機会もおそら
く減ってしまうだろう。しかし、２
年間 FLAO で学んだことや経験し
たことはどこでも活きていくと思う。
FLAO で得た仲間や経験、学びを糧
に、これからも多くのことを経験し、
成長していきたい。

写真 20

キックオフパーティ後の集合写真
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色々な視点を知ること
堂 垣 莉 沙
社会文化システム学科 3 年

私は、3 年生になってから、この団体に参加した。3 年生は、去年から所属している人がほ
とんどである。
いきなり入って馴染めるだろうか、
ついていけるだろうかという不安はあった。
しかし、
「社会文化システム学科って何やっているの？」と、よく聞かれるこの質問に答えられ
ない自分にもどかしさを感じていた。今からでも遅くない、この学科でこんな勉強してきたと
胸を張って言えるようになりたいと思った。私は、製品を売ったりするマーケティングやイベ
ント企画に興味があった。さらにスターバックスコーヒーでアルバイトをしており、コーヒー
やフェアトレードについてもっと知りたいと思ったので、所属することを決めた。
私は、入った目的の希望通り、イベント班に所属した。イベント班では、それぞれ一つのイ
ベントを任され、私は自由が丘で行われる「女神祭り」を担当した。イベントに向けて、主催
者と連絡をとり、会議に参加し、コーヒーの売る量や、販売場所のレイアウト、備品リスト、
販売時のシフトを考え、マニュアル作成を行った。準備の段階で元からいるメンバーに分から
ないことはすぐ相談したものの、初めて参加するイベントで分からないことが多く、何を元に
予測し、やっていけばよいのか、悩むことが多かった。自分なりにイメージや予測して試行錯
誤し、マニュアルを完成させた。
だが、全員で確認した際、抜けている点や細かい所まで決めてない点が多く、シフト中のそ
れぞれの役割や、展示品で何を使い、どのようにレイアウトするかなど、メンバーからのアド
バイスで自分の予測力が甘かったことに気づかされた。もらったアドバイスを元にまた考え直
し、不備がないか確認する。何か１つのことを決定するにも 1 人で勝手に決めるのではなく、
みんなで細部まで時間をかけて考えることが大切なのだということに気づいた。また、イベン
ト班だけで話を進めていくのではなく、会計班と顧客ニーズを元に発注を考えたり、広報班と
チラシ作成したり、ほかの班と連携し、協力し合ってイベントは成功させるものだということ
を学び、これが団体でやっていくということなのだと知った。
そのころ会計班から女神祭りで売り上げが出ないと目標に到達できないと言われていた。全
然指揮の取れない自分がこのイベントを成功させることができるだろうかと不安で、プレッシ
ャーを感じていた。そんななか迎えた当日、チラシを配れなかったり、立地条件が悪く人通り
が少なかったりとハプニングだらけで、人の呼び込みをしたものの売りあげも悪く、成功した
とは言い難かった。ここで私は、イベントはただ楽しいというものではなく、色んな状況を予
測し、準備があってこその当日の楽しさがあるということを気づかされた。何か起きてから対
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応するのでは遅いのだ。班内で情報共有や相談をすぐしたら、もっといろんな予測をし、対応
できたのではないかと思った。自分の予測力のなさを感じた。
一方でイベントに参加することで私は、積極的にお客さんとフレンドリーに話すことができ
ると感じた。販売の際は、周りをよく見て気になってそうなお客様にはすぐ声をかけ試飲を渡
したり、お客さんにコーヒーの感想や好みを聞いたり、お客さんが来て会話を通じて楽しい、
ためになったと思ってもらえるように接客するように心がけた。説明をし、お客さんが何に興
味を持ってくれたのか反応から察知し、さらに一人ひとりのニーズにあった説明をし、購入に
つなげられたときはアルバイトの時とは違ったやりがいや嬉しさを感じた。一生懸命準備した
イベントで、自分たちが考えて行っている活動について関心を持ち、褒められ、応援してもら
えることに誇りを感じた。イベントは、ただ売るだけでなく、自分たちの思いや活動を消費者
に直接伝えられる貴重な機会であり、これがイベントのやる目的、意義ではないかと感じた。
しかし、スタディツアー後、自分はフェアトレードの意味やラオスの状況をきちんと分からず
説明していたのだということに気づかされた。
コーヒーのことは分かっているつもりでいたが、
なぜこの活動をしているのか、フェアトレードが本当に役立っているのかについて知識不足で
あったと感じた。
全体を通して、私は物事の考え方が浅はかであったということを実感した。議題について話
し合う際、自分には思いつかなかった視点を持っていたり、説得力のある意見があったり、考
え方の幅広さを思い知った。私は普段から物事を深く考えず、思いこみで決めていることが多
いと気づき、自分の意見に自信がなくなった。だが、同時にもっとなんでも興味を持ち、自分
で気になったことは本で調べ考え、さらに様々な人の意見を聞き、考えを深め、色々な視点を
持ち、意見を言えるようになりたいと思った。何事も色々な可能性を考えることで、より豊か
な考え方ができるようになるのではないかと感じた。これは、この団体でメンバーとともに、
団体や活動についてみんなが真剣に考
え、意見を言う環境があったからこそ
気づけたことだと思う。何事も鵜呑み
にせず、
「本当にそうなのか？なぜだろ
う」という疑問を持つことが自分にと
って必要だと感じた。自信を持って人
前で意見を言えるように、色んな人と
関わり、新たな視点を持てるように今
後様々なことに挑戦していきたいと思
う。

写真 21 学内販売会にて
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ちょっとの興味から見えること
東 本 春 華
社会文化システム学科 3 年

去年、Smile F LAOS で活動していたなかで見えてきた課題は「積極的に動く」ということ
だった。去年は先輩の動きに合わせて行動し、自ら率先して動くということが少なく、また授
業中に意見を求められた際に発言することもなかった。こうした反省から今年は「積極的に動
く」ことを目標に活動を行った。
その中で印象に残っているのが、5 月に行った国際地域学部の子島先生の授業にお邪魔して
Smile F LAOS の活動紹介やフェアトレードを説明するというものだった。ここで発表者を決
める際に自ら出ると手を挙げた時が自分にとって大きなきっかけになった。それから他の発表
者 2 人一緒にプレゼンを行った。以前から人前で話すことに苦手意識を持っていた私だが、団
体紹介のパワーポイントを作ったり、発表練習をしたりした結果、大勢の前で話すということ
がほとんどなかったのにも関わらず、多くの一年生から聞いてもらい、最終的に子島先生に褒
めていただいたことが大きな自信につながった。それから授業内でも少しずつだが意見を出す
ようになり、去年より多く発言することが出来たように思う。
今年度は昨年度に比べ、FLAO は多くのイベントに参加した。私自身はあまり多くのイベン
トに参加できなかったが、一番印象に残っているのは今年最初のイベントであるキックオフパ
ーティと最後のイベントである学内販売である。最初のキックオフパーティは初めてというこ
ともあり、準備に手間取ったり、呼びかけもあまりなく、自分自身も営業・管理班としてきち
んと製品や備品のことを見るべきであったのに、おろそかにしてしまったりして反省の多いイ
ベントとなってしまった。しかし、授業内で班ごとに反省と課題を出し合い、共有しあうこと
でイベントごとに改善し、よくなっていった。このイベントごとに話し合って次に生かすとい
うことで、メンバー同士の絆が深まっていったように思う。結果、最後の学内販売では、2 年
生も社会文化システム学科の 1 年生に FLAO のことを説明したりと主体的に行動していたし、
3 年生も積極的に声を出したりして、最後にふさわしい販売会になった。自分自身も販売会の
前に必要物品を確認したり、当日も数を数えたり営業・管理班としてふさわしい行動が出来て
いたように思っている。
一方で、班活動においては反省する点が多々あった。製品班から営業・管理班と名前が変わ
り、団体内の備品を管理することと、白山キャンパス近くのお店へ営業するという 2 つの新し
い試みをすることになった。営業は 2 年生が頑張ってくれたおかげで 1 店舗契約していただけ
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ることになったし、備品は「備品チェックシート」を作ることで紛失を少しでも減らすように
なり班の活動成果はものすごくあった。しかし、自分自身何をすればいいか積極的に考えるこ
とをせず、人に任せっきりにすることが多かった。イベントで使う物品について聞きにいくな
ど、小さなことは出来たと感じているが、班長にくる負担を少しでも減らしたかというと決し
てそうではなかったように思う。3 年生としてできることをあまり考えず、自分のことしか考
えていなかったと反省している。一人が負担を多く背負っている場合、周りをよく見て、それ
を軽減するために自分も自ら踏み込んでいって手伝うなど行動すべきだったと思う。
今年は去年と違い、イベントに出る頻度が高く、準備に時間を多く割いてしまい、ラオスや
団体内のことを話し合う機会が少なかった。また、いかに売り上げを上げるかということに一
心に向かっていった結果、団体内がぎくしゃくすることが多かった。しかし、その分メンバー
間で話し合ったり、授業時間以外のところで 3 年生集まって話し合ったり、お互いの意見を述
べ合い、聞きあうことで改善策を出していき、団体がより良い方向へ成長していったのではな
いだろうか。
スタディツアーの準備の絵本の際には、皆で内容から絵まで色々意見を出し合い、
試行錯誤していった結果、班の垣根を超えてそれぞれ作業しながらとてもいい絵本が仕上がっ
たと思う。こうしたことから話し合いの重要性をとても感じた。
私が FLAO に 2 年生の頃に入ったきっかけは「フェアトレードを通してビジネスの手法を学
ぶ」という言葉にちょっとした興味を
持ったからであった。しかし、そのち
ょっとした興味から今私はここにいる
し、
ここまでに書いた多くの経験をし、
学ぶことが出来た。どんなことにも学
び成長できることはあると FLAO で
活動をすることによって理解できた。
今後の人生においても積極的に少しで
も興味を持ったものは参加し、行動に
移していこうと思う。
写真 22 学内販売会にて

95

個人の成長の記録

半年後に気づくことのできた成長
増 田 あ す か
社会文化システム学科 3 年

今年度の活動は、団体の幹部でありイベント班代表という立場と、団体内の個人という二つ
に分けて自分の成長があったと考える。昨年度の活動では、個性のある団体のメンバーの中で
も自分の意見を持ち、団体の一員として全体の前で多く発言をすることを心掛け、実行してい
た。しかし今年度の活動が始まって、全体でただ自分の意見を主張することは逆に後輩に発言
の場を妨げてしまうことになってしまうのではないかと思うようになった。主なメンバーが発
言してミーティングが進むのではなく、みんなの話し合いにより円滑に議論を進める、以前は
苦でなかったことが上級学年という立場になり難しいと感じた。三年が率先して意見を発して
しまうせいか、二年生からなかなか手が挙がらず意見を聞くことができない日々が続き、自分
が去年発言しやすかったのは先輩たちが作ってくれたその環境があったからだということに気
づいた。それからはどうしたら後輩たちに自由に意見を出してもらえるかを考えた。最初は意
見を求めても挙手してくれる子がいなかった。挙手することに抵抗があるのではないかと思っ
たため指名をして意見を求めると、みんなは何かしら自分の意見を持っているということが分
かった。
私は特に自分の班のメンバーを信頼していたため、
積極的に意見を述べるよう促した。
最初は意見を述べることに抵抗があるようだった二年生も、後半になると徐々に発言をしてく
れるようになった。
それは班活動でも同じであった。去年の活動経験があるということもあり、どうしても私が
話を進めてしまい今年入ったばかりの班員とどう進めていったらよいか最初は戸惑いがあった。
しかし徐々に班員それぞれに各イベントの担当を任せ、そのサポートしていくことが自分の役
割ではないかと考えるようになり、今年から入ったメンバーにも責任ある仕事を任せることに
した。私たちの班ではイベントを企画・運営することが班としてなすべき役割であり、それに
当たって今年度はイベント数が多かったこともありイベント班自体の負担は少なくなかった。
しかし想像以上の班員たちの一年間での大きな成長を近くでみて支えることができたおかげで、
私自身も最後まで乗り切ることができた。
次に個人として今年度の活動で成長できたと思える点についてである。私は年末に三回ほど
団体外の人たちに向けて発表の機会を頂いたことにより、自分の成長と同時に弱点を知ること
ができた。この機会を与えられる前、私は発表をすることに対し苦手意識をあまり抱いたこと
がなく、むしろ人前で話すということ自体は得意な方で、準備をし、発表をするという点に重
点があると考えていた。しかし、このとき与えられた「スタディツアーでの学び」というテー
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マは、プレゼン作成にあたり私を苦しませることとなった。その原因は、スタディツアーから
帰国後自分にとっての明確な学びを見いだせなかったという負い目があったからである。まし
て半年以上前のことであったため、何度思考を繰り返しても結論には行きつかず、どことなく
内容の薄いプレゼンになってしまい、一回目の他団体の前での発表までには結局箕曲先生の了
承を得ることができなかった。
こんなにもプレゼン内容に悩んだことがなかったため、自分でもどうしたらいいのか分から
なくなってしまっていた。それでも自分にとっての学びとは何かと問い続けた。しかしそれが
人前で話すに値する内容なのか、それは果たしてスタディツアーでの学びなのかという点がど
うしても腑に落ちないままだった。そんなとき、自分の学びという考え方ではなく、一年前と
今の自分の内面的な変化を視覚化することによって、自分自身何が変化したのかを明確にする
ことができた。そしてその変化は何によってもたらされたものなのかを考えることで、自分で
も気づかなかった成長に気づくことができ、二回目の一年ゼミの前での発表ではなんとか納得
のいくプレゼンを完成させることができた。二回目の発表のとき初めて箕曲先生のお褒めの言
葉を頂いたときのことは、今でも鮮明に覚えているほど嬉しかった。この発表を聞いた箕曲先
生の提案で、社会学部の教員 FD 研修会の前座で発表することになったため、計三回発表をす
ることになった。まさか発表すらまともにできず自信を無くしていた自分が、最後は教授たち
の前で発表できるなんて思いもしなかった。
この発表を経て気づいたことが三つある。一点目はスタディツアーが自分にとって分岐点の
一つであったということに気づけたことである。目を逸らしていた分苦労したが、この発表の
機会がなければそのままだったと思うと頑張って良かった。次に発表そのものの重要性につい
てである。以前はプレゼン本番がゴールだと考えていたが、回数を重ねるという経験をし自分
の考えを述べるだけでなく、それと同時に見ている相手の意見を知ることができた。それによ
り、発表をうけた人の反応や感想をそ
のあとまた自分の反省に活かせた。ま
さにこの行為が発表において大事な部
分であるということを学んだ。三つ目
は、自分の得意な点と弱点に気づけた
ことである。上の文章でも述べたよう
に、最初は発表とは本番に重きが置か
れるため、そのときの自分の思いや考
えを話せればよいものだと認識してい
た。しかし、今は自分の考える結論や
写真 23 恵比寿マルシェにて
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まとめを相手に伝わるように表現するものという認識に変わった。今回の発表が難しいと感じ
たのは、プレゼンの前に結論やまとめを明確にしなければいけないという点にあった。以上の
ことから、人前で話すことは得意ではあるが、一番言いたいことを明確にし、簡潔に相手に伝
わるような表現をするという行為がいかに難しいことであるか知ることができた。これはこれ
からの人生でも必要な能力だと思うため、この反省を活かし人前で発表する力を身につけてい
きたいと考えている。
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実際に行動すること
松 田 真 利 来
社会文化システム学科 3 年

私はイベント班のメンバーとして、約 1 年半活動してきた。まず、初めはイベントの企画・
運営に興味があったという簡単な理由でイベント班を選んだ。実際、イベント班として活動し
てみて、想像以上に困難なことが多かった。イベントを実施するにあたって、まず、FLAO が
出店するのにふさわしいイベントを見つけてくる。その中で、出店内容や費用など、細かく詳
細を調べ、本当に出店可能かどうか検討した。出店が決まってからも、さらにイベント詳細に
ついて詳しく調べ、必要なものを挙げ、出店イメージを具体化させた。一つ一つのイベントが
企画から運営、反省まででこんなにも沢山の段階を踏まなければいけないということを私はこ
の経験から身を持って学んだ。また、他の班との協力も必要不可欠であった。FLAO にはイベ
ント班の他にも様々な班があり、仕事を分担して日々活動している。イベントを実行するにあ
たって、イベント班のみの力だけでは当然成り立たない。他の班に何をして欲しくて、何が必
要なのか。それを考えるにあたって、常に先を見越して物事を考えなければいけなかった。そ
して、
上手く他の班に伝達し、
協力してもらうところまで成し遂げることはとても難しかった。
このような経験は、初めにイベント班に加入した時は想像もつかなかったことであり、実際に
イベントを達成しようと挑戦したから経験できたことである。
今挙げた点は、イベント班としての視点であるが、FLAO には様々な場面でこのような実際
に経験したからこそ得られる学びがあった。スタディツアーにおいても、私たちは、
「フェアト
レードは本当に恩恵をもたらしているのか」ということを一番のテーマとして調査を行った。
このテーマを調べるための家計調査で、私は率直な疑問を農家の方に聞いたことがあった。
「フ
ェアトレードという仕組みがあって助かっていると思いますか」というものだ。その答えがず
っと私は忘れられないのだが、
「あまり思っていない」と農家の方がおっしゃったのだ。私はラ
オスに行く前からずっと、フェアトレードは良いもので、現地の人の役に立っている。自分は
ラオスのフェアトレードコーヒーを売ることで微力かもしれないが何か少しはラオスの農家の
方の為になっていると思いこんでいた。しかし、実際にラオスに行って自分たちが売っている
コーヒーを作っている農家の方に直接お話を聞くという機会の中で、自分はただ勉強した内容
や思い込みのみで今まで考えてきたのでということに気づいた。
しかも「フェアトレード」という言葉はイメージだけでプラスの印象を抱く人が自分を含め
て多いと思う。この農家の方の一言により、今まで自分がしてきたことや考えていたことは机
の上のみの勉強であって、真の学びではないと気づいた。また、当たり前を疑うという大切さ
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にも気づくことができた。この経験と気づきも、実際にラオスに訪れ、行動したからこそ得ら
れる学びであったし、FLAO にはこのような経験型の学びができる機会が沢山あった。
そして、これらの学びは FLAO の活動、スタディツアー滞在中以外の、日本に帰ってきてか
らの生活、そして現在においてもとても役に立っているし必要なものであると思う。例えばこ
のラオスのスタディツアーであれば、ラオス滞在中に疑問に思ったり自分の予想と違うと思っ
たりした点をとことん質問し、納得するまで考えるようになった。また、普段の生活でも例え
ば大学の授業内で、今まで教授の教えてくれることや習うことはいつも正しいと勝手に思って
いたし、全て合っていると何も疑問に思わずただただ鵜呑みにしていた。しかし、教わるだけ
ではなくそれを一度自分の中で考察する、という時間をとるように自然と変わった。このよう
な変化は実際に直接的な行動を起こし
たから得ることができたものであるし、
先ほども挙げた「机の上の学びだけで
はない真の学び」の大切さを私は知る
ことができた。
振り返ってみてもっとできること
があったと後悔する点もあるが、普通
の大学の講義ではできない体験型の学
びから沢山のことを感じ、学び、得る
ことのできた FLAO の活動であった。

写真 24 ラオスの夕食のとき
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やらないよりもやってみる
阿 部 邑 人
社会文化システム学科 2 年

思い返してみると、自分が Smile F LAOS で一年間活動してきたというのが不思議である。
なぜなら、この活動に参加したいと思ったのは、仲の良い友達が一緒にやろうと言ってきてく
れたことがきっかけで、そもそも軽い気持ちで参加しようとしていたからである。心細く一人
で最初の授業に参加して、一人で座って、話を聞いていた。しかし、気が付いたら周りには知
っている人や気さくに話しかけてくれる先輩方がいて、少し安心したことを覚えている。ここ
から一年間の Smile F LAOS としての活動が、スタートした。
私は、イベント班に属することになり、学外で行われているイベントや学内販売、白山祭で
もマニュアルから当日の指示まで、すべて中心になって動くとてもアクティブな班であった。
その中で、やはり先輩の統率力や行動力は見習わなければならないと痛感した。ミーティング
の時も事前に調べてきたことをみんなに聞いてもらい、意見を言ってもらう。そこで修正する
ところがあれば、持ち帰って直す。あまり経験したことのないことが多すぎて、私は頭が痛く
なった。そして、私が担当した白山祭の学内販売では、もっと頭を悩ませることになった。白
山祭では、参加する団体はかなり前から話し合いがあり、それを持ち帰って、FLAO の話し合
いの場で共有しなければならなかった。しかし、私は白山祭の手前になるまで、様々な情報を
共有しなかったことで、先輩方に迷惑をかけたまま当日を迎えてしまった。結果的に見ると、
予想を大きく超える人が私たちのブースに来てくれたわけだが、それまでに至る反省は来年に
生かしていきたい。
Smile FLAOS としての活動は大変な部分がある一方で、とてもやりがいのある経験がたく
さんできた。それはイベントでの販売でどのように説明をすれば、私たちの活動をよりよく知
ってもらい、またラオスのコーヒーの魅力を伝えられるのか考え、実践できたことだ。ラオス
のフェアトレードコーヒーについて味の風味や香り、活動はリーフレットやポスターを使って
わかりやすく表現するのはもちろんだが、共通しているのは自信をもち、相手の目を見て話す
ことで、相手の反応も良くなると気づいた。実際にラオスに行っていなくても、言葉には人を
魅了する何かがあると思っている。そして自分で説明してコーヒーを手に取り買ってくれた時
は、達成感を得ることができた。若い人から年配の方、様々な人と関わることができてとても
貴重な体験をした。
もう一つは、最後の学内販売会で社会文化システム学科の一年ゼミの方たちに、 Smile F
LAOS の活動内容を説明する機会である。多くの一年生に私たちの活動について興味をもって
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もらうため、しっかりと内容を考えた。自分の中では文章がおかしくなってしまった部分もあ
ったが、先輩方に「よかった」と言ってもらうことができて、人に何かを伝えることはそれだ
け難しく大変だが、やり切った後はそれだけの充実感もあるとはじめて分かった。
そしてスタディツアーは、4 月からのラオスについての勉強や販売をしてきて自分の目で現
場を見ることができる、とても貴重な経験になった。特に、家計調査では、事前に班で話し合
ってどのように進めていくか考えていたが、最初の調査では思ったようにできず、夜のミーテ
ィングが終わってからも部屋で少し話し合って、次はどうやって話を進めるか、座る場所を変
えてみよう、ここだったらどういう質問に掘り下げられるか、といったことを考えた。箕曲先
生が、家計調査はやっていくうちにうまくなっていくと言っていたが、二回目は、ただ質問す
るだけでなく、そこから掘り下げて質問することができて少しではあるが、成長を感じること
ができた。また、ラオスでは様々な人と関わる機会があった。通訳の方々やラオス国立大学の
学生、
運転手さんや市場の人たちなどとコミュニケーションをとるのは同じ言語ではなくても、
ボディーラングエッジでも伝わり、自分が必死に伝
えようとしていると目を見てしっかり聞いてくれ、
ラオスの人たちはみんな優しいと感じた。10 日間で
はあったが、一日も無駄な日はなく、毎日が充実し
ていた。
振り返るとたくさんの出来事や人達と出会い、も
し Smile F LAOS に入っていなかったら得られなか
ったことがたくさんあっただろうと感じた。箕曲先
生をはじめ、3 年生の先輩方、同じ学年のみんなに
は本当に感謝の気持ちでいっぱいだ。まだ、自分は
将来なにをやりたいか明確に決まっていないが、こ
こでの経験はどんな道に進んでもどこかで必ず生き
てくると感じている。これからもいろんなことを吸
収して成長していきたい。

写真 25

ラオスの小学校にて
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振り返りの重要性
礒 野 由 奈
社会文化システム学科 2 年

私は、せっかく社会文化システム学科に所属しているのだから、どうせならこの学科ならで
はの活動がしたいと思いこの団体に入った。また、学生時代にこれを熱心に取り組んだ、とい
えるような経験がしたいと思い、社会文化体験演習の中でも将来自分のためになりそうなこの
キャリア分野を選んだ。
FLAO の活動の中で想定していなかった出来事として、学祭直前にポッドのコードがなくな
った事件が記憶に残っている。学祭ではドリンク販売をするつもりだったが、コードがなけれ
ばポッドが使えないのでお湯が沸かせず、それではドリンクがつくれないということで、かな
り大変だった。さらにメンバーが持ってきてくれた私物のポッドもなぜか使えず、私が代わり
に持って来たポッドもだめになる、という問題の連続だった。結局教授のポッドを使わせてい
ただくということで解決し、どうにか学祭のドリンク販売は無事にできた。しかし学祭が終わ
った後にコードを探したら簡単に出てきたのがショックだった。事前に備品の確認をきちんと
行っていればこんなことにはならなかっただろう。そして、私は団体の活動で私物を使うのは
よくないと思った。厚意で貸してくれている物に問題があったり、壊れたりしても、だれも責
任が取れない上に、団体内に不信感を生んでしまうからだ。
さらに、FLAO の活動を経て気づいたことは、振り返りの大切さである。マネジメントゲー
ムをした時に杉井さんもおっしゃっていたことだが、振り返りをせずただやりっぱなしでは、
やっていないのと同じことだ。マネジメントゲームも、時間とお金をかけて参加しても、終わ
った後に自分が何をし何を思ったのか考えなければいけないということだった。このことに本
当に気が付いたのは、この報告書を作成してみてからである。報告書をまとめるにあたり、自
分の FLAO での 1 年間の活動を振り返ってみて、初めて自分が何をし、どう成長したのかを深
く考えた。もし報告書を作成しなかったら、何も気づかないままだった。そしてそのまま次年
度の活動をしても、たいした成長はできないかもしれない。今までやったことを振り返り、新
たな目標を設定することで次からの活動に生きてくると分かった。
一つ一つの販売イベントや、毎回のミーティングで少しずつメンバーの絆が深まっていった
が、一番絆が深まったのは、今年度の支援品である絵本を作っている時だと感じている。絵本
はこの一年間の活動の最終地点であり、それを形にするため、皆で絵を考え、最後の製本作業
の時などが、メンバーが一つになったと思っている。特に製本作業は約 1 週間という短い時間
で 60 冊もの絵本を作らなければならなかった。それに毎時間人数が集まっているわけではな
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く、メンバーが空いている時間に自主的に集まっていたので、人手不足でもあった。初めの頃
は終わりが見えなかったが、それでもなんとか完成させることができた。一つのことに皆で取
り組み、それが大変であれば大変であるほど、メンバーの絆が深まると感じた。
また、FLAO の活動を通じて、この団体に入っていなければ関われないような沢山の方々と
交流した。
（株）流通サービスの服部社長や、マネジメントゲームでお世話になった方々、フェ
アトレードに関わる他団体の他大学の学生たちと関わる機会もたくさんあった。恵比寿の販売
イベントでは、他の出店者の方々とも交流することができた。そして、自分は営業管理班とし
て、営業先であるフランス菓子エリティエさんと関わることができた。このような方々と交流
できたのは、自分にとってとても良い経験であった。
この団体で、私は絵本作りに大きく貢献したと思っている。絵を描くことが得意だったため、
五種類ある絵本のうちの一つの絵を描くことを任された。しかし、絵本作りはそんなに簡単な
ことではないので、下書きに 1 週間、色塗りに 1 週間という短期間では、自分の納得いくもの
にできなかったことが悔やまれる。しかし、データ化を担当した先輩方のおかげで、絵本は完
成度の高いものとなった。製本作業は、ラオス渡航の直前に一気にやらなければならなかった
ので、皆の負担が大きかったと思う。私はラオスに行かない分、他のメンバーよりもさらに熱
心に取り組んだ。そのことで皆の負担を少しでも減らせて良かったと思う。
私はこの一年間、具体的な学習課題というものは持っていなかった。強いて言うなら将来自
分のためになることがしたい、という思いはあった。しかし、このような曖昧な目標では、活
動を終えてみてからの反省があまりできず、結局自分が成長したのかどうかも図れないという
ことに、この報告書を作成してみて初めて気づいた。学習課題をもってやるのとやらないのと
では、活動中の意識も変わってくるだろう。そして、以前からずっと分かっていたことではあ
ったが、この団体に入り再確認したことは、プレゼン能力の重要性である。このことは、自分
が発表する場で、思っているより上手く発表できず、プレゼン力向上の必要性を感じた。FLAO
の先輩達は、発言力や発表力がある。それはその人個人が元から備えている能力かもしれない
が、私はこのプレゼン能力は何よりも重要な力だと思っている。よって、これが私の気づいた
新しい学習課題である。
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組織の中で全体に貢献し、少しずつ目標を達成するという経験の重要性
梅 田 成 槻
社会文化システム学科 2 年

私は昨年度、国際理解分野に所属していたが、他の社会問題についても学びたい、他の国に
も行ってみたいという思いから、また、昨年度の「社会文化体験演習」の報告会で知ったキャ
リア分野の組織力に魅力を感じ、2 年生ではここに所属しようと決めた。団体全員で一丸とな
って一つのことに取り組むことに期待していた。
私はラオス班になり活動をすることになった。当初はスタディツアーを一番の楽しみにして
いたため、それへの準備ができる班に入ろうという安易な考えからだった。活動が始まるとそ
れぞれの班が活動しながら一つの目標に向かって取り組んでいて、とても素敵な団体だと改め
て実感した。
それと同時に私は不安も感じ始めた。私はラオスの社会問題やフェアトレードなどを学ぶこ
とを期待していたが、実際にしていることは模造紙に色を塗っていることだった。計画書を見
ているだけでは一年間の活動を実感することができず、
意欲が段々と薄れてきてしまっていた。
今ではそんな考えに至った過去の自分に怒りを覚える。私は販売活動に参加できなかった。
このことが、意欲が薄れていった一番の理由であると私は考える。販売活動をすれば模造紙の
使われ方、活動のための売り上げの実感、消費者のフェアトレードに対する関心の度合い、
Smile F LAOS のコーヒーの飲まれ方や売られ方を知ることができたはずだ。そうすれば、そ
れらが一つ一つ到達点に近づけてくれるはずであったし、新たな疑問や興味も生まれたはずで
ある。
私がこのままではダメだと危機感を覚えたのは、絵本の制作を始めたころである。どのよう
な形の本にするのかサンプルを請求し紙を選び、デザインを考え、ストーリーも自分たちで考
えた。私は物語を考えたことなどなく、また、子供の教育のこともなにも知らなかったので、
どのようにストーリーを作れば子供たちの成長の役に立つのかととても悩んだ。結局、私が担
当した衛生に関する絵本だけストーリーの制作が遅れてしまった。これは、積極的に団体に参
加しなかったことにより目標地点を想像できなくなっていたからだろう。絵本は比較的、外部
の人に見られやすいものであるので、完成度の高いものを制作しないと団体の評価が損なわれ
てしまうこともある。私はようやく一人一人の行動が団体に大きく影響を与えるのだろうと緊
張感を感じた。
そして、このそれぞれの仕事の大切さを理解したとき、Smile F LAOS の組織力をしっかり
と実感した。私たちの団体は生産者と消費者の間に立って、ビジネスではなく支援を目標に活
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動している。流通や販売を通して、モノやお金がめまぐるしく周っていた。支援とは何なのか、
フェアトレードの公平な貿易とは何なのかを一人一人が考えなければならなかった。
その中で、
それぞれのメンバーがそれぞれの班で、どのように貢献するのかはとても大切なことであった。
冒頭でも述べたが、私はこの団体の組織力に魅力を感じ参加した。このような、組織の中でそ
れぞれが思い思いの気持ちを抱きながら全体に貢献して少しずつ目標に到達することは、会社
に勤めてからも必要不可欠なことであるだろう。組織の中で目標を見失わずに、その場ででき
ることを精一杯行わなければならないことを学生の内に経験することができてよかった。
この 1 年を通して、組織の中で自分がどのように行動するのかを考えさせられた。一人で行
動できること、周りに頼らなければできないことの早急な選択など、人と物事に取り組む意味
を深く考えた。組織の中のこの経験はどこででも活かすことができるだろう。
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学びの楽しさを知った一年間と今後の課題
大 久 保 亜 美
社会文化システム学科 2 年

この授業を受講しようと思ったのは、今まで受けてきた社会文化システム学科の授業がつま
らないと思ったうえに、将来に結び付く実践的な能力が身に付くわけではないこの学科が嫌い
になりそうだったからである。これまでの授業では人類学的な事例や社会問題を取り上げたり、
その解決策を大学生なりに考えたりして終わっていた。異文化に興味があってこの学科に入っ
たのだが、ここで私はどんな力が身について、何が将来につながるのだろうかという不安と不
満があった。だから、この学科を嫌いになる前に実践的な学びができて、この学科を好きにな
れそうな「社会文化体験演習」を受講しようと思った。つまり、
「この団体で社会文化システム
学科の勉強をする意義を見つけたい、ここで学ぶことを将来活かせたら」という思いだった。
3 年生は皆それぞれ個性的で、私の中で大きな存在だった。簡単な案ではなく、綿密に考え
られた案を出していた。例えば、事業計画書の内容を詰めている際、
「独自の焙煎を施し」とい
う表現について、焙煎の仕方そのものにオリジナリティはないから、
「焙煎度合いを協議して決
めた」という表現にした方が適切ではないかというように、細かな言い回しにさえとても気を
付けていた。キックオフパーティの反省では、この物はいつまでに、どの役割の人が、どこか
ら借りてきて、どこに設置するかという段取りを決めた。このように細かい点に気が付いて提
案している姿を見て、団体をいいものにしていこうという気概を感じた。また、ビジネスをす
るにはここまで詰めて考えなくてはいけないのだと学んだ。そのようなことから先輩との経験
値の差を感じたのと同時に、来年度は先輩みたいにならなくてはと思った。
今まで団体活動をした経験はあるが、ここまで徹底して考える人や、話すのが得意な人がた
くさんいる団体に入ったのは初めてだった。そのため、私にとって 3 年生は衝撃的だったし、
そのような人々に囲まれて活動ができているという状況が嬉しかった。前に出るタイプではな
い謙虚な先輩も、自分にはない行動力と発想を持っていて尊敬できる存在だ。この一年間 3 年
生にたくさん刺激をもらったことが、
この団体に愛着をもてた理由の一つだったかもしれない。
また、何回か FLAO メンバーのプレゼンテーションを見る機会があった。先生の助言とメン
バーのプレゼンから、
個人的なエピソードを盛り込んだ上で具体的な意見や感想を言うことが、
飽きられないプレゼンテーションをつくる秘訣だと学んだ。今後プレゼンテーションをする機
会があれば、このことを念頭に置きながらプレゼンをしたい。
FLAO の活動のなかで私が一番団体に貢献できたと言えるのは、絵本製作だった。2 週間と
いう短い期間で絵を仕上げなければいけなかったため、体力的にきつかった。しかも絵を描く
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前に私がしなければいけなかったのが、カルディ少年の物語に出てくるエチオピアの修道士が
キリスト教徒なのか、イスラム教徒なのかを調べるということだった。カルディの物語は時代
背景がはっきりしない伝説であるため判断が難しかった。イスラム教徒と書いてあるホームペ
ージもあったが、突き詰めて調べていくとエチオピア正教というエチオピア独自のキリスト教
の修道士である可能性が高いことがわかった。私の調べた結果は絵からは伝わりづらいが、誰
かに指摘されてしまわないように、FLAO が恥をかかないようにと思い、調べた。そういう意
味で他の人とは違う方法で団体に貢献できたと思う。
FLAO を通して、この学科の学びも人の役に立つのかもしれないということを学んだ。生産
者と JCFC、ATJ、仲買人、ダオファン社の置かれている状況を調査することで、彼らに最善
の方法を助言できる。これは学者になって研究しないとできないことかもしれないが、私達の
学びは、その入り口にあるのではないかと思う。この学びが私の将来に直結するとは考えにく
いが、この学科の学びの意義の一つを知ることができ、私が最初の頃に抱いた疑問は解消され
た。スタディツアーを終えた次の授業で、フェアトレードがどのくらい生産者に恩恵を与えて
いるかを割り出した。その計算からフェアトレードの金銭的な影響は思ったより小さいことが
わかり、フェアトレードが何のためにあるのか分からなくなった。確かに農家が価格交渉でき
たり、品質向上へのモチベーションが向上したり、農家の誇りにつながったり、売り先の選択
肢が増えたりすることなど、フェアトレードが与える恩恵は多様にあるとわかった。だが、そ
の恩恵が大きいという実感はなかった。数字で測れないものだからそう感じたのかもしれない。
さらに、家計調査の結果から、農家はその日暮らしの生活をしているわけではないこともわ
かったが、農家の生活を向上させるための仕組みが「フェアトレード」であるならば、なぜ農
家にとって、より利用しやすくなるような形に変わらないのだろうかと考えてしまう。
「チェリ
ーのままで売ってもいいことにできればもっと利用しやすくなって、農家はより経済的にゆと
りが持てるのに」と腑に落ちないところがある。フェアトレードの恩恵がはっきりとした数字
で見えてこなかったことで、雲を掴む
ような気持ちになるのと同時に、フェ
アトレードに対する意見を確立するた
めの判断材料が、自分の中で少ないと
いう実感がある。今になってフェアト
レードの勉強をしっかりやってきてい
なかったことに気付いた。これからも
フェアトレードの専門家の話を聞いた
り、書物を読んだりして、自分なりの

写真 26 恵比寿マルシェにて

答えを見つけたい。

109

個人の成長の記録

自分の考えを持つ
鈴 木 美 那
社会文化システム学科 2 年

この一年を振り返ると、Smile F LAOS での活動ばかりが思い出される。この団体に入って
から大学生活がとても濃いものになった。今ではこの活動が私の大学生活を語る上で欠かせな
いものになったが、私がこの団体に入った理由は“大学生活で何か頑張ってみたい”という漠
然としたものだった。
私は一年生の時にアルバイトもせず、授業が終わるとすぐに帰宅してぼーっとするだけの無
駄な時間を過ごしていた。学校で時々、先輩方の「社会文化体験演習」の発表を聞き、
「この先
輩たちはすごいな。積極的で、堂々と人前で話していて、自分とは違うな」と感じていた。そ
の一方で、活動に打ち込む先輩方がうらやましくもあった。2 年生になってからも、自分は積
極性がないため、
「社会文化体験演習」は向いていないと考えていたが、どこかで「一年生の時
のように無駄な時間を過ごして大学生活を終えたくない、
何か頑張ってみたい」
と思っていた。
そこで思い切って「社会文化体験演習」を履修することに決めた。
私は広報班に所属した。広報班では Twitter や Facebook、ホームページなど SNS の運営や
チラシなどの作成を行った。これらはパソコンを使用するのだが、私は元々機械が苦手だった
ので役に立てないのではないかと不安であった。機械が苦手なのに広報班に入った理由は、最
初に出した班は人数が多かったため、
「人が少ないようだし広報班でいいか」という適当なもの
だった。しかし、広報班に入ったからこそ、苦手なことに挑戦して努力することを学ぶことが
できた。
まず私はイラストレーターを使ってチラシを作成した。イラストレーターはチラシなどを作
るソフトなのだが、前に先輩が苦戦しているという話を聞いていた。自分でもソフトをインス
トールしてみたが、操作方法が何も分からなかった。その時、チラシを作らなければならない
という事実にとても焦った。しかし、作らなければどうしようもないので、図書館で解説書を
借りて時間をかけてひとつずつ操作方法を確認していった。完成したチラシはよくできたとは
言い難かったが、操作方法が分からなくても、逃げずに努力をしたことで達成感を得た。
次に私は団体の動画を作った。動画を作ったことはもちろんなかったし、Smile F LAOS の
動画はこれが一つ目だったのでプレッシャーを感じた。そこから、構成などを先輩たちにたく
さん相談に乗ってもらったり、他の海外の支援を行っている学生団体の動画を色々見て、伝え
たいことをシンプルな言葉で表現するなど、良いところを真似したりして動画を作成した。そ
の後、めでたく完成し、授業時に皆の前で披露した時はとても緊張した。その時、文字の色を
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変えた方が見やすいということや、スタディツアーの内容に入る前に、目的地なども説明した
方がよいなど、アドバイスを頂き、改善して、なんとか動画を完成させることができた。完成
した動画をキックオフパーティで流した時、スクリーンの前で足を止めてくれる方もいて、頑
張ってよかったと感じた。また、相談に乗ってくれた先輩やアドバイスをくれた人がいたから
こそ、動画を完成させることが出来たのだと思う。自分の担当だからと抱え込まずに、周りの
人に頼ることも大切なのだということに気付いた。
FLAO での一年間の活動を通しての反省は、 “積極性”が足りなかった点だ。広報班の活
動では、達成感を得ることもあった。しかし、それは先輩の指示があったからだ。自分から先
輩に提案をすることがほとんどなかった。先輩の指示通りに動くだけで、もっとこうした方が
いいといった意見を言うことが出来なかった。広報物の作成では、ただ作るだけでなく、見る
人の関心を引くために、イベントの特徴を進んで調べたり、イベントごとに FLAO のアピール
ポイントをしっかり考えたりすることが大切であると考えた。
普段のミーティングや販売会でも“積極性”が足りなかった。先輩方の意見に頼り切ってし
まっていた。恵比寿のファーマーズ・マーケットでは、初めての出店で当日レイアウトに悩ん
でしまった。初めてという点は全員同じであったはずだが、そこでも自分の考えを言うことが
出来なかった。この反省を踏まえて、自分の考えを人に伝える、問題があればどうすればよい
かしっかり考えるといったことを実行していきたいと思った。
FLAO に入って、様々な経験をし、自分の意見を持つことの重要性に気づいた。他人任せに
せず、
自分でものごとを考えることは、
FLAO のミーティングやコーヒー販売、
班活動において、とても大事なことで
ある。さらに、自分の考えを他人と共
有することがさらに大事だ、というこ
とも一年間を通して分かった。自分の
考えを持ち、
それを人に伝える能力は、
FLAO に限らず、今後様々な場面で必
要になってくるはずだ。その能力を伸
ばしていけるように努力し、さらに今
後の自分に役立てることができたらと
思う。

写真 27 恵比寿マルシェにて
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自分を知る
松 永 理 沙
社会文化システム学科 2 年

大学に入学して 1 年が経とうとしていたとき、この 1 年間何をしていたのかと自分に問うて
みると、答えを出すことができなかった。今までに、新しいことに挑戦し新しいものを吸収し
たときに味わったことのある、心の充実感というものが全くなく、高校生の時の自分と比較し
ても、非常に気持ちが弛んだ状態だった。このままでは大学に来た意味がない、来年は迷わず
何にでも挑戦してみよう、と思った。数年前からフェアトレードに興味をもっていたこと、海
外に行きたいということなどの理由から、Smile F LAOS（以下 FLAO）への参加を決意した。
初めて FLAO の授業に参加したとき、今まで受けていた大学の授業とは全く別のもので驚い
た。授業を進めることも、授業内容を考えることも、すべて学生が主体となっていたからだ。
何もかもが新鮮で、この 1 年皆でどう進めていくのか、この中で私は何ができるのか、期待と
不安でいっぱいだった。そんな中、活動を進めていく上で 1 つひっかかることがあった。それ
は 3 年生との意識の違いだ。昨年 FLAO が発足したため、3 年生は団体をどのように、何のた
めに、1 から作り上げたのかという思いを持っていることが自然と伝わってきた。3 年生がそ
の思いを持っている、ということはわかっても、その思いがどのようなものなのか全くわから
なかった。
「昨年は～」という言葉をよく耳にしていたが、昨年の例を聞いてもなかなか理解で
きなかった。3 年生は「団体を皆でつくっていく」という意識であるのに対して、私は「既存
の団体に参加する」という意識だった。その意識の差をどう埋めていくか、そもそも埋めてい
く必要があるのか、自分が何をすればよいのか、これらの答えを出すということが FLAO で活
動していく中での自分自身の課題であると感じた。この課題をどう解決すればよいのか全くわ
からなかったが、少なくとも FLAO の活動の中で与えられた機会はできる限り無駄にせず、参
加しようと思った。
たとえば、静岡県にある流通サービスへの訪問では、FLAO で販売しているコーヒー豆の焙
煎や袋詰めの過程を見学し、消費者の視点だけでなく製造者側・販売者側の視点を持つことの
重要性を学んだ。また、マネジメントゲームに参加し、初めて経営戦略というものを考える機
会があった。今まで「経営」という言葉を聞いても、
「数学」というイメージが強く、文系の自
分には関係のないものだと思っていた。しかし、実際にマネジメントゲームをしてみると、経
営戦略を考えるということに魅力を感じ、自分の興味が「経営」にもあるということを知った。
他の場面でも自分の新たな一面を知ることができた。
たとえば、イベント班に所属していたため、販売活動を行うたびにイベント主催者側と連絡
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をとり、参加するための準備などを行った。初めての経験で不安や、うまくいかないこともあ
ったが、それ以上にイベントをよりよいものにするためにはどうしたらよいのか、と考えるこ
とのおもしろさや、消費者や主催者、同業者と直接関わりを持てるという点でのやりがいを感
じた。そして、イベントへの参加は、自分たちの商品の売り方や活動の主旨を考えさせられる
ものでもあった。
活動目的として重きをおくべき点は、
商品をいかにたくさん売ることなのか、
それともフェアトレードを広め、支援をすることなのか。自分の中で疑問がわいていたころ、
早稲田大学のフェアトレード団体との交流会が行われた。その交流会の中で、
「支援とビジネス
のどちらに重きを置くかで団体の方向性は決まってくる。そしてそれは団体のメンバーの意志
によって決まるもので、それをしっかり話し合って進めていくべきだ」ということを箕曲先生
がおっしゃっていた。これは私が疑問に思っていたことと一致する内容だった。まだ自分の中
ではっきりと答えはでていないし、団体内でもそのような話し合いを行っていないため、これ
は来年度の課題となるだろう。
先述したように、今年の課題は、3 年生との団体に対する意識の違いを踏まえたうえで自分
がどのように活動すべきか、というものであったが、気が付けば、すでに解決しているのでは
ないかと思う。なぜなら、1 年間積極的に活動をしてきたことで自然と自分の中で団体の活動
方針について考えるようになり、さらには、活動内容に対する疑問まで生まれるようになった
からだ。そもそもすでに 1 年間の活動
経験を持つメンバーと、経験のない自
分との間に気持ちの違いが生まれるこ
とは当然で、そのことを問題視する必
要はなかったのだと気付くことができ
た。この 1 年間での自分の成長を踏ま
えた上で、来年度も新たな課題に向か
って、数多くの挑戦をしていこうと思
う。そして新たな自分の一面を見つけ
るために、自分を知る機会を自分自身
でつくっていこうと思う。

写真 28 恵比寿マルシェにて
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後悔したくない
松 本 実 晴
社会文化システム学科 2 年

私はこの 20 年間の人生において「後悔」という言葉とは無縁だった。無縁だったというよ
り、
後悔を感じるほどのことをしていなかったという、
言い方のほうが正しいのかもしれない。
だが、2 年生になり FLAO の活動に参加することによって、後悔という感情が初めて自分自身
に生まれた。自分自身が今まで後悔を感じていなかったのは、目標もなく目の前に現れた選択
を適当に選択し、嫌なことには逃げて生きていたからだった。そのことに気付いた時、私は初
めて後悔をした。
なぜ後悔を感じたかというと、それは FLAO の活動とアルバイトとの両立であった。高校生
の時からアルバイトをずっとしていて、アルバイト中心の生活を送っていた。大学に入っても
サークルにも所属せず、ただアルバイトと遊びの繰り返しの生活を送っていた。そこで 2 年生
になり大学生活で「こんなことをした」といえるものを作りたいと思い、1 年生の時のゼミの
先生が FLAO の活動について教えてくださったのがきっかけで、FLAO に入った。
自分はこういうことがしたいから FLAO に入ったとか、自分のヴィジョンは全くなかった。
その自分との意識の違いを FLAO の 2 回目の授業の時に痛感した。それはラオスの小学生に何
の支援品を送るかについて話しあった時、自分は何をしようか何を送ろうか全く思いつかなか
ったのだ。だが、先輩たちは「このようなものを送りたい」
、
「理由は…」などと明確に自分の
意見を言えていた。私はすごく驚いた。
また、コーヒー販売に対する意欲もすごかった。目標を決め、しっかりその目標を達成でき
るようにイベントを開催していた。私が初めてイベントに参加したのは 5 月に開催されたラオ
フェスで、姉妹団体であるドリプロさんの手伝いの時だった。アルバイトを経験しているから
大丈夫だろうと思っていたが、全く期待を裏切った。団体について、フェアトレードについて、
ラオスについて、コーヒーについてなど、たくさんのことをお客様に説明しなければいけない
のであった。ただコーヒーを売っているだけであったら、買ってくれる人はなかなかいないだ
ろう。そこで自分に求められたのは、いかに短時間でお客様にこの活動全体について話すかと
いう能力であった。それは私が 1 番苦手としていることであった。私はその時ただドリプロさ
んや先輩の後ろ姿だけを見て、逃げてしまった。そして、次のイベントの水かけ祭りの時も、
上手く話すことができなかった。
そしてその頃から、もともとアルバイトが固定シフトであり、土日にイベントがある際は代
わりを探さなければならなかったのもあり、自分はこの FLAO の活動よりもアルバイトを優先
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してしまうようになった。そしてどんどんと月日が経ち 12 月、最後のイベントである学内販
売が行われた。この学内販売では 2 年生が中心となって、1 年ゼミにこの FLAO の団体につい
て説明する機会があった。私は今まで逃げていたことが自分にきて、「どうしよう」と思った。
だが、それでも発表をした。私は、そこで初めて後悔をした。1 年生にむかって自分は何を説
明しているのだろう。自分は何が言いたいのだろう。自分は何を話しているのだろう。自分自
身がわからなくなってしまったのだ。この時、自分には何も身についてないと実感した。今ま
でアルバイトを口実に逃げていた自分に、本当に後悔した。
そこから私は FLAO について、しっかりと考えるようになった。このままの調子であれば、
12 月の下旬に行われるスタディツアーに行っても、自分には全く意味がないと感じた。それは
絶対に嫌だった。一生後悔すると感じた。そこで私はスタディツアーに行くにあたって、自分
なりの目標を立てた。それは、
「相手のことを知ること」である。相手の意見を聞くことに意味
があると感じたのだ。ただ日本でラオスのコーヒーを売るのではなく、コーヒー農家さんたち
の思いを背負って、売ることの大切さを感じたいと思った。これは、実際にコーヒー農家さん
と会話をしなければわからない。そこで、私はスタディツアーで会話を大切にしようと思った
（この結果についてはスタディツアーの個人の成長記録の方に書いてある）
。
1 年前の自分を思い返したら、ラオスに行くことなんて考えてもいなかった。FLAO に入る
ことも悩んでいた。だが、FLAO に参加し、人生で初めて後悔をし、自分自身について気づけ
ていなかった部分に気づくことができ、
自分自身についてよく考える 1 年とな
った。FLAO に参加したことにより、
自分自身の成長にもつながった。逃げ
ていては、何も変わらない。後悔して
からでは遅いのである。私は、もう後
悔したくないと強く感じた。まだ全く
と言っていいほど話す力は身について
いないけれど、逃げずによく考え挑戦
していきたい。
写真 29

キックオフパーティ後の集合写真
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自分自身の課題と向き合う
丸 木

灯

社会文化システム学科 2 年

文系大学の 4 年間でしか学べないことを学びたい、そう思って Smile F LAOS（以下 FLAO）
に入った。しかし、この 1 年間で FLAO の活動に積極的に参加できたとは言えない。スタディ
ツアーに行くまで、自分たちのやっている事のゴールが見えず、この活動が本当に現地の人た
ちの助けになっているのか自分の中で疑問が湧いていた。日曜日にやる販売イベントや、多く
の人が学校に集まり集客が見込める白山祭の準備やドリンク販売も、白山祭実行委員会の活動
があり、参加することが出来なかった。私が参加できたのは、火曜日の 5・6 限にやるミーテ
ィングや学内販売、渡航前の絵本作りだけで、スタディツアーに行ったときに私は何もできな
かったと非常に後悔した。他のメンバーとの差を感じながらも、自分にできることを模索し続
けていた 1 年間だった。
しかし、国内活動をしていく中で気づいたことは 2 つある。1 つは、私は外部の人と関わっ
ていくことが好きであるという事だ。それは今年度から委託販売をさせて頂いた白山エリティ
エさんへ話をしに行ったときに実感した。私は白山祭実行委員会で渉外局に所属しており、今
まで多くの方と接する機会があった。そこで培ってきた経験をエリティエさんで活かすことが
できたことで、FLAO の中での私の強みが、営業活動が好きであるという気持ちと経験だと改
めて実感することが出来た。
2 つめは、営業や販売活動をしていく上で実感した、自分の情報量の少なさである。団体や
製品については話せても、それとはまったく別の質問をされたときに対処しきれない時が多く
あった。私はグァテマラやキリマンジャロなどコーヒーの品種に関する知識が乏しく、FLAO
のコーヒーがどの様な品種に近い味なのか、また、フェアトレード団体は多くあるものの私た
ちのようにラオスの支援をしている団体はどの位あるのかと聞かれたが、その場ではっきりと
答えることが出来ず、一緒に居た先輩に頼ってしまう部分が多くあった。知識や情報があれば
それを使ってもっと会話を弾ませることが出来る。そして伝えたい事をきちんと伝えることが
出来るのではないかと考えるようになってから、知識や情報を得ることの重要さを実感した。
FLAO はゼミとは違い、自ら参加し、現場に赴き、考える機会が与えられている場所である。
何か得られたら良い、ここでしか学べないことがあるのではないかという漠然とした理由で
FLAO に入り、思い描いていたことと現実とのギャップに葛藤しながら活動してきた。来年度
も活動を続けるか迷っていた時期に参加したスタディツアーで、国内活動の成果をこの目でみ
ることができた。その時に感じたこと、考えさせられたことを先輩や同期と話し合っていく中
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で、様々な考え方やモノを観る視点を学んだ。漠然とした目的で FLAO に入り葛藤していたの
は自分だけではなかったこと、皆それぞれの思いや疑問を解決するために努力している姿を、
私はただ単に「凄い」と思うだけで何も行動に移してこなかったのだと痛感した。帰国してか
らは、今まであまり利用してこなかった図書館に行き、アジア圏だけではなく世界的にみたフ
ェアトレードの実態が気になったので、それに関連する本を読み始め、友人が参加している若
者支援の NPO 法人の説明会や、立教大学や早稲田大学のフェアトレードの認知活動をメイン
に活動するサークルに話を聞いてみるなど、自分から行動するようになっていた。わからない
ことをわからないままにしない、疑問に思ったことはきちんと解決するといった、当たり前の
様で難しかったことをやっている。小さな成長かもしれないが、私にとっては大きな成長だ。
自分自身の課題に気づき向き合っているのは FLAO に入ったからだと思う。
本を読み、話を聞いていくうちに自分の経験してきたことや考えさせられたことを、営業活
動やプレゼンなどを通してより多くの人に伝えていきたくなった。今年は人前で話すことに積
極的になれなかったため、FLAO で活動できる最後の 1 年は、好きだと再認識した営業活動も
やりつつ、人前で話すという苦手な部分も改善し、自分自身の課題と向き合えるような有意義
な 1 年にしていきたい。
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一年間の活動を経て見えてきたもの
村 上 千 香 子
社会文化システム学科 2 年

私がこの団体に入ったきっかけは、大学に入学し一年が過ぎたにも関わらず何も大学生活の
中で人に言えるものがない、ということに焦りを感じたことにある。したがって、この団体の
活動内容に興味があったわけでもなく、入った当初はこの団体の一員という自覚やラオスへ行
って子ども達に絵本を届けるというイメージも全くわかないまま先行きが見えず、この団体の
活動がスタートした。
当初は何も考えずこなしていたこの活動に対し気持ちの変化が生じたのは、イベントへの参
加と営業・管理班の活動である。初めてのイベントへの参加は、5 月に代々木公園で行われた
ラオスフェスティバルだった。私の役割は、ブースでお客さんの呼び込みと商品の説明であっ
た。しかし、この団体の活動内容やコーヒーについて何も知らなかった私は、商品を売ろうと
しても説明出来ることがなく、ドリプロの方や先輩たちがお客さんと会話を楽しみながら上手
く売り込む姿をただ横で見ているだけで終わってしまった。何も出来なかった自分がとても不
甲斐なく感じた。
そのため、私はこのラオスフェスティバル以来、なるべくイベントへ参加することを心がけ
た。イベントへ参加すれば自分で説明を行わなければならない状況になるからだ。いくら大学
でこの団体について去年の報告書を読んでも意味がない。それを実際他人に説明することが出
来てはじめて、自分のものになると考えたからだ。この結果、イベントへの参加によって、こ
の団体や商品について沢山の知識を身に付いただけでなく、場所や客層の違いに応じて説明出
来るようになった。例えば、恵比寿ファーマーズ・マーケットと自由が丘のイベントでは、客
層が違う。高級志向のお客さんが多い恵比寿では、コーヒーの「上質さ」を売りにし、自由が
丘ではスーパーの隣に私たちのブースが位置していたため、そこに買い物へ行くお客さんをタ
ーゲットに身近に感じてもらえる「学生団体」やフェアトレードだが「安価」をコンセプトに
売ることが出来た。
次に営業・管理班の活動である。班活動はとてもやりがいを感じた。営業・管理といっても
この他に大学内で開かれるキックオフパーティと学祭では展示物の作成やブラックボードの作
成、またお菓子投票など遊び心のある催しも行われた。展示物の作成やブラックボードの作成
は、もともとこのような作業が好きだったため、苦にならず思案しながら制作することが出来
た。また、出来上がったものを見てメンバーから褒められることもモチベーションアップに繋
がり、自分もこのイベントに参加していると思えた、とても貴重な機会だった思う。お菓子投
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票は学祭でドリップコーヒーを買いに来てくださったお客さんに、3 種類のお菓子を配り最後
にどのお菓子が一番コーヒーに合うか投票してもらうという企画だ。この企画はほとんど 2 年
生だけで行われたのだが、
思った以上に周囲から好評であり、楽しさを見つけることが出来た。
堅苦しいなと思っていた仕事にも、やりがいや意欲が沸いてきた瞬間だった。
また、この団体に入って一番良かったと思えるようになった経験は、営業・管理班の委託販
売である。はじめてこの言葉を聞いた時は、委託と買い取りの違いすら分からなかった。また
いつも何かあると私たちの前に立って助けてくれる先輩たちがおらず、2 年生だけに任され訪
問先に行くことになり、自分に出来るのかとても不安だった。さらに、委託販売先は私がアポ
取りを行ったこともあり、最後まで任されることになった。一番大変だったことは、信頼関係
を先方と築くことである。これは店舗訪問した際、一緒に同行したメンバーに気づかされた。
委託契約を結ぶために、先方に商品やこの団体について話すだけではなく、
「ラオス」というキ
ーワードから向こうの方が昔東南アジアへ行った際の話しをするなど、他愛の世間話をして、
幅広く会話することで相手との距離も縮まり、そこに笑顔が生まれる。この場が相手との交渉
にとても大切な役割を担うと感じた。また、一度連絡が上手く行き届かなかった際には、先輩
のサポートもあり無事乗り越える事ができた。この委託販売は責任こそ重く感じたが、普通の
授業では出来ないようなことをやらせてもらった充実感と達成感、また１人では出来ないこと
を皆で協力してやり遂げる大切さを得ることができたと思う。
最後にこの一年を通しての反省点は、あまり積極的な姿勢がなかったことだ。毎回 6 限目は
班ミーティングを行うのだが、私は先輩に振れられても自分の意見を上手く相手に伝えること
ができず、発言が少なかった。また、班活動では与えられた仕事しかしようとしなかったため、
先輩が何をやっているのか、他の班がどのようなことをやっているのか、もっと積極的に知ろ
うとする姿勢が足りなかったと思う。次年度は、自分の仕事だけではなく全体を見渡して誰か
の助けやサポートも出来るように広い視野と積極的な姿勢を身につけたい。
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〈「個人の成長の記録」を書くための注意〉
以下の問いに答える形で「個人の成長の記録」を書くとよいでしょう。ひとつの質問に 200
～300 字で答えましょう。できればこれらの項目のすべてに答えてほしいですが、これ以外に
も自分の学んだことや言いたいことがあれば、どれかをカットして、遠慮なく言いたいことを
書いてください。

Q. 自分の学習課題をもっていましたか。学習課題の解決のためにどういう行動を取りました
か。それは具体的にどのような場面でしたか。
【参画性】

Q. FLAO の活動を経て、
「えっ、どうして？」など事前に考えていたことに対して、現場で想
定していないような意外なことが起こりましたか。それはどのような場面でしたか。
【状況
性】

Q. FLAO の活動を経て、「あぁ、こういうことだったのか」「こういうふうに考えるのか」と
いう新しい発見や変化につながることはありましたか。それはどの場面でしたか。
【状況性】

Q. FLAO の活動を経て、メンバーの一員として絆が深まったのはどの場面でしたか。
【関係性】

Q. 箕曲や服部さんやその他、F Lao を通じて知り合った方々と、どのように関わりましたか。
そして、彼らが自らの学習課題の追求にどのような役割を果たしましたか。
【関係性】

Q. FLAO の活動を経て、メンバーの中で自分にしかできないこと、あるいは自分であれば貢
献できることはありましたか。それはどのような場面でしたか。
【連結性】

Q. FLAO の活動を経て、自分のどのような能力を、どのような場面で自覚しましたか。ちい
さな能力でも構いません。そして、それをどのような場で今後、伸ばしていこうと思いま
すか（来年の F Lao で伸ばすというのでもいいです）
。

Q. FLAO の活動を経て、自分の学習課題に到達できなかった、あるいは、新たに気づいた学
習課題は何ですか。どういう場面で気づいたかを記述してください。
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ラオス・フェアトレード・スタディツアーの概要
箕 曲 在 弘
東洋大学社会学部

I ツアーの概要
本年度のスタディツアーの目的は、3 つある。1 つ目は、昨年と同じく、ラオスのコーヒー
栽培地域においてコーヒーの生産や流通に関する理解を深めることによって、フェアトレード
に対する理解を相対化し、自ら課題を発見し、現地社会に貢献するアイディアを見出すことに
ある。このアイディアは次年度に展開する第 3 期 FLAO の活動を通して実現していく。2 つ目
は、
昨年度渡航した現 3 年生の目標であった、子どもたちの教育環境の改善に貢献するために、
小学校で読書の重要性を伝えるワークショップを実施し、オリジナルの絵本を小学校に寄贈す
ることにある。3 つ目は、今年度新たに加わった取り組みで、2 回目渡航者が年度初めに決め
た各自の研究テーマに関する実地調査を行うことにある。
これら目的は「企業や NPO などと連携し、地域社会に貢献する人材を育成する」というキ
ャリア分野の方針と合致していると同時に、
「学外の『現場』に出て現実の社会に起きている問
題を自らの力で発見・分析し、さらに問題解決能力を向上させ、…国際交流を図る人材を養成
していく」という「社会文化体験演習」が目指す方針とも合致していることを確認しておきた
い。以下では、目的地と訪問期間について説明した後、事前学習、現場活動、事後学習と大き
く 3 つの項目に分けて活動の内容をまとめていきたい。

II 目的地と訪問期間
ツアーの目的地は、ラオス人民民主共和国チャムパ
ーサック県パクソン郡である。このパクソン郡は、首
都ビエンチャンから南へ約 700km 下った地点にあり、
ボラベン高原（図１）の中心地である。この地域はコ
ーヒー栽培が盛んで、演習担当者の箕曲の調査地でも
ある。パクソン郡には同地を活動拠点にする農業協同
組合があり、フェアトレードを実践するこの組合がツ
アーの受け入れ団体となる。訪問期間は、12 月 19 日
（土）から 28 日（月）までの 10 日間である。19 日

図 6 ラオス地図
（出典：白地図より筆者作成）
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に羽田を出発し、バンコクを経由して訪問地に向かい、27 日に現地を出て、28 日に羽田に到
着するというルートにした。

III

事前学習

事前学習は大きく分けて、以下の 3 つの要素によって成り立っている。

１

テーマに関する知識の習得

本スタディツアーのテーマは、フェアトレードや国際協力にあるため、まず春学期にフェア
トレード・デイトリップと題して、フェアトレード関連ショップに出向き、聞き取り調査をす
ることによって、フェアトレードに関する理解を深めた。一方、現地社会と箕曲との関係や箕
曲が ATJ と一緒に取り組んでいるプロジェクトについて、さらにコーヒーの栽培や加工に関す
る基礎知識については、秋学期に講義した。

２

ラオスに関する知識の習得

次に秋学期に訪問する地域に関する知識をつけるため、ラオス文化研究所編『ラオス概説』
（2002 年、めこん）を教科書として、
「南部ラオス」
「現代の歴史」
「民族」
「宗教」
「文化」
「農
業」
「村の暮らし」
「森林資源」の 8 章を読んだ。今年度は、2 回目渡航者が各テーマについて
講義し、初回渡航者は講義を聴き、ノートを取るという形式にした。
一方、箕曲がツアーで滞在する地域となるボラベン高原の「地理と歴史」や「コーヒーの栽
培、加工、流通方法」について講義した。同時に、家計調査をする前提となる知識として、
「家
計調査の意義」、
「仲買人と協同組合の買取方法の違い」について説明した。また、渡航時には、
亀田正人著『指さし会話帳』
（情報センター出版局）を持参するように指示した。

３

調査技法の習得

スタディツアーの中心となる、家計調査の方法について学んだ。家計調査は箕曲が博士課程
における現地調査の際に利用したものの簡易版であり、世帯の構成員、コーヒーの種別ごとの
耕地面積、家畜の所有や売却、コーヒーの種別ごとの売却量や 1kg あたりの値段などを聞くた
めの項目が用意されている
（調査票は「社会文化体験演習」
のウェブサイトにて公開している）
。
参加者はまず班に分かれて、英語で書かれているこの調査票を読み、疑問文にして調査相手
に質問できるかどうかを試した。

IV 現地活動
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１

現地でのおもな活動

現地での活動は、おもに以下の 5 種類となる。

① 受入団体との交流
受入団体であるジャイカフェ農業協同組合（JCFC）の幹部を合い、協同組合の歴史と現在
の取組など基礎的な知識を得た。一方、最終日とその前日には、再び組合幹部と会い、参加
者がそのときまでに見てきたことを質問する機会を設けた。

ワークキャンプ（命の授業とホームステイ、収穫体験）

②

参加者は JCFC 傘下の家庭に一日滞在し、一泊することによって、コーヒー生産者の日常を
体験した。参加者は生きたアヒルを自らさばき、調理する「命の授業」を体験した。この際、
ラオスの料理に加えて、日本の筑前煮を作り、ラオスの人たちにふるまった。その日は、高
床式の家に一泊し、翌朝 6 時前に起き、果肉除去や水洗いなど農家の仕事を見学した。朝食
後は、農園で 30 分ほどコーヒーの収穫を体験した。この収穫体験ではチームに分かれて、
収穫量を競い合った。参加者は事前に労賃の相場を家計調査におして聞き取っているので、
その金額を自分たちの収穫量にかけて報酬額を考えてもらった。

③ 農園や加工施設の見学
本ツアーの目的のひとつにコーヒーの生産や加工について実地で学ぶことが含まれている
ため、コーヒーを栽培している農園、加工施設を見学した。今年度は、JCFC の加工設備に
加えて、大手輸出業者のダオフアン社の農園や加工設備の見学もした。

④ 世帯の家計調査
初渡航者は JCFC 傘下の 4 つの村を訪問し、3、4 名で 1 つの班を作り、各村で各班が 1 つ
の世帯を訪問し家計調査を行った。調査時間は 2 時間程度で、1 班に 1 名の通訳が付いた。

⑤ 小学校におけるワークショップとオリジナル絵本の寄贈
主に 2 回目渡航者が主体となり、家計調査に訪れた 4 つの村の小学校の午後の時間を使わせ
てもらい、読書の重要性を伝えるワークショップを実施し、絵本の読み聞かせとクイズを行
った。最後に、団体オリジナルの絵本（5 種類 2 セット）を寄贈した。

⑥ 個人研究テーマの調査
2 回目渡航者が年度初めに各自主体的に設定した研究テーマにもとづき、フィールドワーク
を実施した。そのテーマは多岐にわたり、
「水質」
「食文化」「村のニーズ」「浄水器の使用状
況」「子どもの遊び」「市場の果物」「ラオス人大学生の意識」となった。各調査者には、ラ
オス人大学生を適宜振り分けて調査を手伝ってもらった。

⑦ ふりかえり
日々の経験のふりかえりは、経験の言語化を促す意味で非常に重要である。本ツアーのふり
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かえりは、毎晩行い、班ごとの家計調査の結果報告に始まり、各自が個人感想を述べた。こ
の際、事実誤認があれば、箕曲が訂正し、翌日の目標を各自で自覚してもらうように促した。
最終日には、一人 2 分でツアーをふりかえる「2 分間スピーチ」を実施した。

２

現地活動の行程
日付

活動場所

宿泊地

19

羽田―（飛行機）→バンコク

バンコク

20

バンコク―（飛行機）→ウボン―（車）→パクセ（市場訪問）―

パクソン

（車）→パクソン
21

観光局、教育局訪問、JHAI COFFEE HOUSE

パクソン

22

カプ村訪問：加工設備見学、村長らと会談、家計調査①、ワーク

パクソン

ショップ①、個人調査①
23

プーオーイ村訪問：村長らと会談、家計調査②、ワークショップ

村の民家

②、個人調査②→「命の授業」、ホームステイ
24

プーオーイ村（続き）
：コーヒー収穫体験

パクソン

25

ノーンヤートゥン村訪問：村長らと会談、家計調査③、ワークシ

パクソン

ョップ③、個人調査③
26

プーマッコ村訪問：村長らと会談、家計調査③、ワークショップ

パクソン

③、個人調査③→プーオーイ村訪問：JCFC 代表への質問時間、
お別れの儀式（バーシー）
27

ダオフアン農場―（車）→ダオフアン工場―（車）→パクセ（市

ウボン

場、2 分間スピーチ）―（車）→ ウボン
28

ウボン―（飛行機）→バンコク―（飛行機）→羽田

-

以下は、出国した 19 日から帰国した 28 日までの主な行程である。

V 事後学習
帰国後、1 月 5 日（火）と 12 日（火）には事後授業を行った。事後授業では、以下の 2 点
を行った。

① 知識のまとめ
Google map を使い訪問した場所がどこにあるのかという位置関係を把握し、再度ツアーの

125

箕曲：ラオス・フェアトレード・スタディツアーの概要

行程を振り返った。同時に、固有名詞をおさらいし、理解に誤りがないかを確認した。

② フェアトレードの家計への影響に関するディスカッション
参加者が取得してきた家計調査データを使い、班ごとに分かれて、フェアトレードによる取
引は家計に対してどれくらいの影響があるのかを算出するディスカッションを行い、各班の
結果を発表してもらった。この過程から、データをもとに一つの主張をして先行研究を批判
していく手続きを学んだ。

事後授業終了後、本報告書の執筆を行い、2 年生は次年度の活動に向けて、各自の問題意識
を明確にしてもらうように促した。なお、2 月以降には、英文の報告書を執筆する予定である。

※渡航時、ラオスキープのレートは、1000kip=15 円程度であった。
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訪問先の報告
I 観光局と教育局
社会文化システム学科 2 年

阿 部 邑 人

スタディツアー3 日目は、パクソンにある観光局と教育局に行き、それぞれの場所で貴重な
お話を聞くことができた。
観光局では、情報文化観光局副局長のソム・チットさんからお話を伺えることができた。最
初は自己紹介で FLAO の全員が彼にラオス語で挨拶をした。ここでラオスの言葉である「コ
イ・スー」や「サバイディー」また「コープチャイ」の基本的な挨拶を学んだ。一人一人が挨
拶を終えると、ソム・チットさんは、笑顔で私たちにお話をしてくれた。まず、パクソンの観
光客は、年間 18 万 3000 人であるという。そのほとんどが有名なユアンの滝を見に行っている
という。また、コーヒーに関連した質問では、コーヒーを見に来るツーリストの数は全体の約
20％で、ほとんどがタイ人だという（日本人は少しだけいる）
。
次に向かった教育局では、副教育局長のポーサイ・チャンタセイさんがお話をしてくださっ
た。最初に FLAO の絵本を教育局に渡すため、代表の千川さんがポーサイさんに絵本を手渡し
た。そして、ポーサイさんは私たちの質問に丁寧に答えてくれた。
まずこの街の小中学校の数は、小学校 86 校、中学校 24 校、幼稚園が 1 園ある。パクソンの
奥には小学校がなく、街の小学校にきても定員が多くなり、建物がなく、教員のお金もだせな
くなる実状がある。教室は１つで 30 人の子供に対して 1 人の教員が普通とされる。中学、高
校は 45 人で 1 教室である。学年は、１〜4 が中学、5～6 が高校になっている。図書館や教科
書についての質問では、移動図書館が存在することが発見でき、教科書は全国で共通であり、
もし足りなくなったら外国に発注し、
ラオス語に直す作業をしていることも知ることができた。
そして教育の問題に対する質問では、学校に行けない子供に対して学費が払えない場合に、子
供が多い家庭は免除の措置を行い、小学校に行けない子供はいないようにしていた。小学校で
は年間一人約５万キープがかかる。ただし、各村でのお金のかかり方は違うので正確にはわか
らない。様々な問題がある中で早急に解決しなければならない問題は、教師が足りないという
ことであった。以上がパクソンの教育についての質疑応答だが、教師が足りないという問題を
どのように解決していくのか、疑問が残る。

［感想］
観光局ではパクソン郡の観光事情について、とても興味をもって聞くことができた。ノーン
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ルアン村では、エコツーリズムのプログラムの一
環としてコーヒー農園の見学を行っていると聞き、
コーヒーも様々な形で観光に関係していると気づ
いた。教育局では、絵本を渡した時にポーサイさ
んから、
「将来的に農家たちと日本の学生が今回だ
けでなく、続いていけるように願っている」とい
う言葉を聞き、自分たちの活動をとても誇らしく
思った。また、ラオスの教育における課題を直接
聞くことができ、どうしたら教員不足の問題を克
服できるのか、教室数を増やせるのかを考えた。
私たち学生では資金の面での援助はきびしいかも
しれないが、例えば教師の採用方法について知り、
意見を述べるといった「アイディア」ならば考え
られると思った。この経験を活かして、来年の活

写真 30 教育局前

動では、例えば教師の不足問題などの視点からフ
ェアトレードについて考えていけると思ったのでラオスをよりよくしていくために協力したい
と感じた。

II カプ村
社会文化システム学科 2 年

梅 田 成 槻

調査初日にカプ村を訪れた。ここでは村人の話だけではなく、実際にコーヒー農場や豆の洗
い場を見せていただいた。この村までの道は整備されているとは言えず、車の揺れの疲労を感
じながら到着した。

１

村の歴史

1941 年に焼き畑をしながら移動してきた約 10 世帯のもの達で村が設立された。戦時中は
様々な村に逃げており、最終的にこの村に落ち着いた。村長は草刈りをしているときに落ちて
きた爆弾の破片に当たったことがあるという。
このときにコーヒーの木もこの村に入ってきて、
コーヒーと米の両方を生産していた。コーヒーは外部へ売り、米は自給用であった。
1975 年に社会主義が成立し、
内戦を終えたものたちが約 90 世帯戻ってきて村に入った。1986
年に自給のための米の生産をやめ、コーヒー生産に特化して、コーヒーで得た収入で米を買う
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ようになった。

２

村の概要

1285 ヘクタールの広さの村に約 1300 人、238 世帯の村人が生活している。
村には牛 350 頭、
豚 100 頭、鶏 500 羽、アヒル 100 羽の家畜がいる。この村では、カティモールをチェリーで
1000 トン、ロブスタを生豆で 550 トン、ATJ 向けのティピカをパーチメントで 5 トン生産し
ている。村人はすべてコーヒー農家であり、別の仕事をするものは村を出ていく。商店も 15
軒ほどあるが、農家と兼業である。
米の生産をやめたとき、コーヒーの生産だけで生活できる者とできない者が生まれた。仕事
に怠惰な者は、その分コーヒーの生産が少なく収入が安定しない。真面目なものは、１ヘクタ
ールで 10～13 トンのチェリーを収穫できるが、怠惰なものは同じ面積で 2 トンしか生産でき
ない。またコーヒー価格について、かつては 1kg のチェリーを 4000kip で売っていたが、今年
は 2500kip と厳しい状況である。
JCFC の副代表であるカンプーさんは、村の発展のために努力を惜しまない人で JCFC の会
議があれば必ずパクソンまで行く。車が上下に揺れるほどの道を 1 時間かけて移動している。
高齢であるので大変だろう。

３

コーヒー農場

この村ではカンプーさんのコーヒー農場を見せていただいた。
2011 年にティピカを植えていたが 2014 年の冬に気温が低く霜が降り、ほとんどの木が枯れ
てしまったため、代わりにジャワの木を植え始めた。今後、ティピカだけでなくジャワも ATJ
の買い取り対象になればと望んでいる。2 年前に植えたジャワの木は、約 1m の高さになって
いた。コーヒーの木を植える際、日陰樹も同時に植える。日陰樹は 3m 以上あるものもある。
コーヒーの木は直射日光に弱く、葉が枯れてしまうので、それを防ぐために日陰を作らなけれ
ばいけない。そのために日陰樹を植える。日陰樹はコーヒーの木よりも成長が早いので、同じ
時期に植えても日陰を作ることができる。
カティモールは 1m×1.5m、ジャワはもう少し広い間隔で植えるように農林省から指導され
ている。間隔が狭いと養分を奪い合ってしまうので、品質の良いコーヒー豆を生産することが
できない。
採れたコーヒーチェリーは、果肉を除去し、発酵させ、水洗いし、乾燥させる。発酵には 18
時間から 20 時間かかる。気温が高いところでは 14 時間ほどで発酵できるが、この村は標高が
高く平均気温が低いので長い時間をかける必要がある。発酵後は、ぬめりをとるために、水路
で水洗いをする。水を大量に流しながら村人が木で作ったデッキブラシでぬめりをとる。水の
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流れている水路に仕切りをつくり、洗っているコーヒー豆をせき止める。その際、欠陥豆は軽
いので浮いてきて、水路の上から外へ流れていく。その他の良質な豆は沈んでいき、洗い終わ
ったあとにまとめてとり、その後乾燥させる。豆を洗うのに多くの水を使用し、腰を曲げて体
全体を使うため、作業は大変だが、熱い日中にこの作業をすると、冷たい水を浴びるので気持
ちが良いという。

４

感想

この村はカンプーさんの積極的な会議への参加やぬめりをとるための作業、コーヒーの木の
間隔を厳格に守ることから、良質なコーヒーを生産するために努力していることがわかる。ま
た、他の村では見ることができなかっ
たジャワの木を植えていた。ジャワ品
種のコーヒー豆が、ATJ の買い取り対
象になれば、村人にも新たな選択肢が
生まれ、生活が変わってくるだろう。
村人は全員で資金を出し合い、パク
ソンまでの道を整備したいと言ってい
た。確かに、この村までの道は非常に
荒れていた。道が整備されればカンプ
ーさんは会議に参加しやすくなるだけ
でなく、コーヒー豆を町まで運ぶのが

写真 31 滑り取りの体験

容易になるだろう。

III

プーオーイ村とホームステイ
社会文化システム学科 2 年

１

鈴 木 美 那

JCFC の組織の概要に関する聞き取り

12 月 23 日にプーオーイ村を訪問し、JCFC の幹部からお話しを伺った。そしてその日の夜
はラオス初渡航者によるホームステイを行い、翌 24 日には同じくプーオーイ村にて全員でコ
ーヒー収穫作業を体験した。
まず JCFC 幹部のウアンさんが JCFC という組織の概要について話してくださった。JCFC
は加入したい人が自主的に加入する仕組みになっており、自分たちでルールを作り、そのルー
ルをしっかりと守ることが求められている。そのため、最初の 3 年間はお試し期間とし、3 年
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後に組織の一員としてふさわしいと判断された場合に正式な加入が認められる。
そして、ウアンさんが考える「公平さ」とは何かについても話してくださった。JCFC と ATJ
は取引の関係だけではない。果肉除去機の設置や水路の建設、電気の取り込みといった物品面
での支援、また学生がラオスを訪れそこで得たものを日本に持ち帰る機会を設けるなどの関係
づくりもしてくれる。また、最近ではダオファン社とも提携し、ダオファン社から米や肥料の
前払い制による支援を受けて、今年はコーヒーチェリーをダオファン社へ 1000 トン売る目標
を立てているが、なぜこのような関係を築けるのかという問いに、ウアンさんは「フェアトレ
ードを重視しているからだ」と言っていた。それは、つまり公平さを重視しているという意味
である。JCFC ではコーヒーを売る際に、買い手と交渉し、双方で合意を得てから売ることに
するなど、自分たちで意思決定をし、公平な取引をしている。

２

アヒルの解体とホームステイ、コーヒー収穫体験

23 日の朝、市場でアヒルを 4 羽購入し夕方から屠殺を行った。アヒルの首の動脈を素早く切
ることであまり苦しませずに済む。しかし、初めての経験ということもあり時間がかかってし
まった。続いてお湯につけ羽をとる作業を皆で行い、そのあとラオスの方がアヒルの解体をし
ているところを観察した。羽の部分とり、腹に包丁を入れるなど慣れた手つきでの解体する様
子を間近で見ることができた。次々と部位ごとに分けられていき、足の部分も味付けをして網
で焼くなど、どの部分も無駄にしていない様子をみて感動した。また、アヒルの肉を使いメン
バーが日本料理の筑前煮を作った。台所はあまり明るくなく、ガスではないために火加減を調
節することができないなど、日本で料理するのとは異なる点がいくつもあった。
夕食が終わり、初渡航者はそのままホームステイをした。歯磨きやお手洗いに行こうと外に
出ると街灯がなく、真っ暗で、懐中電灯がないと前が見えなかった。しかしそれほど暗いから
こそ、たくさんの星を見ることができた。星を見ながらの歯磨きは開放的だった。朝は農家の
方の仕事を見るために朝 6 時ころ起床した。まだ仕事が始まっていない様子だったため、道に
出てみるとたくさんの鶏や犬が歩いていて、日本よりも人と動物の距離が近いと感じた。７時
前に家に戻ると、すでにコーヒー農家の方が仕事を始めていた。その時に見学したのは、果肉
除去の作業である。日が昇ったばかりで、まだ肌寒い時間から働いている姿に驚いた。ラオス
の人々はのんびりした生活を送っていると想像していたが、朝から働く姿を見て、なんでも一
つのイメージに対象を閉じ込めることはできないのだと思った。また、子どももこの時間から
起きて外に出ていたことにも驚き、コーヒー農家の家庭は朝が早いと感じた。
そして、この日は全員でコーヒーの実の収穫体験をした。この日はラオスに滞在していた数
日の中でも特に暑く、帽子やタオルがなければ外出られないくらい大変であった。その暑さの
中、いくつかのグループに分かれ 30 分でどれだけ収穫できるか競った。結果は、ラオスの学
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生チームが、4 人で 6kg 以上収穫して勝ちとなった。30 分という短い時間であったが、暑さに
加えて木の上から下まで収穫するために立ったりしゃがんだりの上下運動をしていたのでとて
も疲れた。さらにコーヒー畑は広大で気が遠くなってしまいそうであった。これだけの重労働
であっても、もらえる賃金は 30 分で一人あたり数十円程度だという。コーヒーの収穫は大変
であると聞いていたが、その意味が実際に体験してみて分かった。

３

感想

プーオーイ村では、ラオスの人々の生活に触れることができた。日本ではほとんど見る機会
がないアヒルの解体を慣れた手つきで行うラオスの人を見た時、私にとっては新鮮な光景だっ
た。だが、これがラオスの人々にとっては日常生活なのだと感じた。また、夜になれば外は真
っ暗で人通りがなくなり、朝日が昇れば活動を始める人々を見て、夜でも明るい日本の光景を
思い浮かべ、日が高くなってから目覚める自分の生活を思い出した。私はラオスに行くまで日
本の夜は明るいなど特に意識したことはなかったが、ラオスの夜を知って国によって夜の光景
はこんなにも違うのだと気づいた。
そして朝、台所で床に座り何人かで
輪になって朝ごはんをつくった。日本
のキッチンでは何人も一緒に立てない
し、複数いても横並びだ。床に座るこ
とでみんなで話しながら料理ができ、
朝から楽しい気持ちになった。この 2
日間でラオスの生活に触れたことで、
日本との違いをたくさん見つけた。不
便に感じることもあれば、楽しく感じ
ることもあった。2 つの国の生活を比
べてそれぞれのよいところを見つける
ことができ、とても貴重な体験をした

写真 32

収穫体験

と思う。

IV

ノーンヤートゥン村
社会文化システム学科 2 年

松 本 実 晴

［お話を伺ったみなさん］
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ダオソーンさん（村長）41 歳、ブンティアンさん（長老）63 歳、シーワントンさん（ノーヤ
ントゥン村組合長）55 歳、カンプーイさん（小学校の校長）。

12 月 25 日金曜日スタディツアー4 回目の訪問となる、ノーンヤートゥン村に訪れた。

１

ノーンヤートゥン村の概要

ノーンヤートゥン村の全人口は、670 人で、そのうち女性は 331 人である。129 世帯 149 家
族がこの村に暮らしている。
村の敷地面積は 1235ha で、
そのうち農地が 858ha、保全地が 18ha
である。小学校は村に 1 校あり、中学校、高校に行く場合は村から 8Km 離れたノンカリ村へ
行く。お寺は 1 軒ある。村人全員がコーヒー農家であり、その中で家畜の飼育を行っている家
庭もあるそうだ。学校の先生は 5 人のみで、最近チャンパサック大学を卒業した 5 人は、この
村に住みながらノンカリ村の中学校に教えに行っている。

２

ノーヤントゥンの歴史について

同村は、1978 年、隣村の人口増加により別れて設立された。当時からコーヒー栽培をしてい
る。カティモールの苗木が来たのは 2000 年頃であり、1kg あたり 15,000kip で種を買った。
ティピカ、ロブスタは昔から育てており、近年になってティピカは日本が買うようになった。
戦争中はあまり被害を受けなかったこともあり、村人は、内戦の時もこの村に住んでいた。1989
年には、米が徐々に取れなくなってきていたため、焼畑農業をやめ、その後、コーヒー栽培が
正業の中心となっていった。

３

経験したうえで気づいたこと

村の人のお話や箕曲先生のお話を聞いて、本当の「支援」とはどうあるべきか、また、「支
援」とは、この人たち（日本人）はな
んでもやってくれると勘違いされ、援
助依存になりかねない危険性があるこ
とに気づいた。質問タイムの際、今 1
番必要としているものはという質問に
対して、
「学校のフェンスを創って欲し
い」
、
「学校を創りたい」
「ラオスのコー
ヒーをもっと広めてほしい」などとい
う意見があった。
「支援」をするという
のは、本当に必要としていることにつ
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いて実際にコーヒー農家さんとお話をして、何が必要なのか理解することが大切であると感じ
た。
だが、全部が全部できることではない、そこで援助依存にならないように、何が 1 番良いの
かはわからないけれど、手助けをするという形が 1 番いいのではないのかと話を聞き、日本に
帰ってきて、振り返った時に気づいた。つまり、彼らが自分たちで協同組合を作り、自分たち
でマネジメントを行い、生計を立てていくことが 1 番の理想であると思う。その中で、私が今
できることは日本でラオスコーヒーを広めることである。また、このように実際に村を訪れ、
村の人々のお話を聞き、様々なことに気づくことである。気づくことで本当に必要としている
「支援」とはなにかといえるのだろう。

V プーマッコ村――長老のお話
社会文化システム学科 2 年

松永理沙

12 月 26 日、スタディツアーで最後の訪問となる、JCFC 傘下のプーマッコ村に訪れた。3
日前に訪れたプーオーイ村の南に位置する小さな村である。
村に着くと初めに、長老の自宅前に乾燥してあるアラビカ・カティモールとティピカを皆で
触り見比べ、ピーベリーを探してみるなどした。付近には ATJ と赤色のマジックペンで書かれ
た果肉除去機が置かれていた。実際に ATJ の社会開発費を使って設置された果肉除去機をみて、
ATJ と農家との目に見えるつながりを感じた。
プーマッコ村の人口は 358 人で、そのうち女性は 174 人である。72 世帯、70 家族が暮して
いる。そのうち 20 世帯が JCFC の組合員である。一方、AGPC は、2011 年に金銭の受け取り
方における不便さを理由に除籍した。村には、1～3 年生までの小学校が 1 校あり、そのあと、
4、5 年生はプーオーイ村の学校へ移動することになっている（ほとんどの子どもがプーオーイ
村まで通学している）
。中学校や高校へと進学する場合は、パクソンまで行くという。この村の
小学校は、Jhai Coffee House の経営者であるタイソンさんが建設費の 85%を負担し、あとの
15%は村人から集めて、今年建設された。1～3 年生だけでなく、そのあともこの村で教育を受
けさせることができるように、今後も学校の建設を行いたいという。だが資金不足や教師不足
の問題がある。資金については、1 校目が建設された時と同じように、建設費の 85％は援助に
頼り、15％を村で集めるという形であれば実現可能だという。一方、教師不足の問題について
は、新たな学校の建設に際して教育局に教師を増やす申請を行うことで解決する必要がある。
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1989～1992 年の間、現在のプーマッコ村の土地
は国営農場であった。そのころはアラビカとロブス
タの栽培や家畜の飼育をすることによって、政府か
らの月給を得ていた。また、月給のほかに、米や栽
培道具などが支給されていた。ここで収穫されたも
のは、プーマックナオ村にあった国営農場の事務所
に運ばれていた。収穫量は、今よりもっと多かった
というが、その理由については「気候が変わったか
ら」だという。現在では、この村において、アラビ
カ・カティモールが 150ha、ティピカが 30ha、ロ
ブスタが 30ha 栽培されている。だが、この村では、
キャベツのような化学肥料を使用しなければ育てる
のが難しいとされる葉物の栽培する家はない。
JCFC に加盟する利点として皆が口をそろえて言

写真 34 果肉除去機

うのは、社会開発費と前払金である。実際に私たち
が確認したように、社会開発費で購入された果肉除去機が置かれている。これがあることによ
って、自分で加工するという選択肢が生まれると同時に、売る相手や売り方を選ぶことができ
るようになる。また、前払い金として収穫前の収入の少ない雨季に、収入全体の 70%を現金で
もらえるため、お米を買ったり、子どもを学校へ通わせたり、万が一ケガや病気をしてしまっ
てもそのお金で賄えるという大きな利点がある。どちらも農家の人自身が使い道を選べ、使い
方によってさまざまな選択肢を得られることが特徴だ。農家の人にとって選択肢が広がるとい
うことが、最も大きな利点だということを改めて再確認できた。
最後に、国営農場であった時と今の生活を比べてなにが変わったのかという質問に対して、
村長は国営農場だったころ、栽培も生活も国が管轄してすべて集団でやっていたが、村ができ
て現在は、栽培も生活もすべて個人のものになった点が大きな変化だという。しかしながら、
どちらにせよ、程度の差こそあれ政府が自分たちの生活を見守っているという点では変わりは
ないと感じているようだ。

VI 市場での買い出しと肥料屋
社会文化システム学科 2 年

１
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私たちはラオス到着の 3 日目から 4
日間、村を訪問し、それぞれ世帯調査・
小学校でのワークショップ・個人調査
を行った。毎回村を訪れる際は、朝、
市場で昼食分の食材を購入してから向
い、その食材を使って現地の方にラオ
ス料理を作ってもらった。その際、私
たちが利用していた市場がパクソン市
場であり、12 月 23 日に解体したアヒ

写真 35 市場の様子

ルもここで買った。パクソン市場は、
滞在していたゲストハウスから車で移動してすぐのところにあり、子どもから老人まで沢山の
人々が集まる、比較的大きい市場である。
市場での買い出しは朝 9 時から始まった。A,B,C 班の 3 つのグループに分かれ、各班の学生
4 人に通訳者が 1 人付き、先生から指示された食材と予算が書かれたメモと現金をもらってか
ら、買い出しを始める。朝の市場は、食材を届ける車の往来と現地の人々の活気で、賑わって
いた。市場に到着してまず聞こえたのが、ニワトリの鳴き声である。ここではニワトリやアヒ
ル、ナマズ等は「生きた食材」としてそのまま売られていた。また、調味料の唐辛子や野菜、
果物はそれぞれ山積みに置かれ、とても色鮮やかだった。豚肉の売り場では、大きい肉の塊が
そのまま台の上に陳列され、店主が重

写真 4 パクソン市場－食材が陳列されている。

さを計り、適量にその場で切り落とさ
れる。肉の周りには沢山ハエがたかっていたが、その光景も日本では見ることのない、ラオス
の市場らしさを感じた。また、米は 1 袋 50kg で売られている。表 1 を見るとおり、うるち米
よりもち米の方が安く、私たちが家計調査の際訪問した家庭もほとんどもち米を買っていた。

表 1 お米の種類と 1kg あたりの値段
種類
普通のお米
もち米

1kg あたりの値段
8 千 kip

①高地のお米

6 千 kip

②平地のお米

5 千 kip

黒のもち米

1 万 8 千 kip~2 万 kip
（出典：筆者作成）
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２

肥料屋

次に肥料屋についてである。私たちは 12 月 26 日にパクソン市内にある肥料屋を訪問した。
キャベツの種は日本製であり、製造はタイの商社で行われ、そこからベトナム、ラオスへと輸
出される。値段は、5,000 粒で 12 万 5 千 kip である。私たちが市場で行った肥料屋の調査から
も白菜は 1 缶、3 万 kip に対し、
キャベツ缶は 13 万 kip と非常に高かった。表 2 の有機肥料は、
政府が推奨している肥料である。理由は、土が化学物質に汚染されず、持続的な農業が可能だ
からだ。主にキャベツに使用されているが、コーヒーにも使用される。この有機認証を得るた
めには、化学肥料を 3 年使用しない期間を設けなければならないらしい。また、農薬をまくた
めのスプレーは、箱のような形状で大きく、バッテリーがかかるというデメリットがある。値
段は 14 万 kip である。

表 2 肥料と殺虫剤の種類と各値段
品目

値段

キャベツ用の化学肥料

15 万～27 万 5 千 kip

/

有機肥料

6 万 kip

/

25kg

殺虫剤（葉に付く虫用・大きいサイズ）

7 万 kip

/

1缶

殺虫剤（珈琲と野菜用）

6 万 kip

/

1缶

50kg

（出典：筆者作成）

３

感想

最後に私が市場に行って感じたことは、わたしたちがいつも利用しているスーパーと比べる
と、活気があり、面白いということである。近年、日本のスーパーではセルフレジが増え、人
との接触が薄れつつあると感じていた。しかし、ラオスでは各ブース毎に店員が居て、品定め
や金銭のやり取りを行うので、そこには人との直接的な触れ合いやコミュニケーションが多く
生まれていた。さらに、市場内を歩き回っている時も挨拶をすれば応えてくれるので、非常に
温かさを感じることが出来た。また本文では食材のことを記したが、市場内を一本細い道へ歩
いて行くと、衣類・生活用品・雑貨等も売られており、品が豊富で見飽きることがなかった。
自由時間では、ラオス伝統織物のシンや日本でいうクレープのような食べ物であるローティを
その場で作ってもらって食べるなど、とても楽しい時間をこの市場で過ごすことが出来た。

VII

ウアンさんへの質問タイムとバーシー
社会文化システム学科 2 年
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本来ならスタディツアー3 日目に訪問した Jhai Coffee House にて JCJC 代表のウアンさん
にお話を伺う予定であった。しかし多忙のためお会いすることができず、8 日目の JCFC 幹部
とのミーティングで直接 JCFC に関してのお話を伺い、4 つの村で行った家計調査を基に沸い
てきた疑問や質問を問いかけた。20 個ほどの質問に 1 時間以上かけて丁寧に答えてくださった。
家計調査をしていると、近くまで来て買い取ってくれるからという理由で仲買人に売ってい
る人が非常に多かった。農家の方は道具や食料、賃金等を支払う関係上すぐに現金が欲しいた
め仲買人に売ってしまう。つまり、お金がない人ほど仲買人に売ってしまう傾向があるのだ。
確かに仲買人は近くまで来てくれ、その場で現金を受け取ることができるものの、価格が安定
しない。一方、JCFC は加盟者全員で話し合って価格決定することを大事にしている。そうす
ることで、全員が納得して仕事ができ、自分たちで解決する力も身につくからだ。また、JCFC
が直接買い取りに行くことは出来ないのかという疑問も浮かんだが、質のよいものを選別しな
ければならないため、直接行くには時間も手間もかかってしまうから厳しいという。
JCFC の幹部たちは給金を貰うことなく活動している。それは彼らが農家の方との信頼関係
を何よりも大切にしているからだ。給金を貰わずに活動することで、同じコーヒー農家として
対等な関係を維持している。年々忙しさを増しているものの、考えは変わっていない。農家の
方と一緒にやっていかないと出来ないことであるため、自分たちが給金を貰うのは違うと考え
ている。彼らが給金を貰って活動をしていたら、農家と対等な立場ではなくなり、築き上げて
きた信頼関係も崩れかねない。自分の利益よりも農家の生活の質の向上を何よりも思って活動
していることが伝わってきた。
次に、AGPC・仲買人・JCFC、3 つの組織の関係について伺ったところ、3 つの組織が競争
し合っていくことは、農家の方が自分たちの都合の良いところに売ることが出来るため、生活
の助けになると考えていた。もちろん、JCFC が全て正しいとは限らない。農家側から見れば
デメリットもある。そのデメリットを補うために、AGPC や仲買人にも売っているというのが
現状だ。今後 3 つの組織が競争し合うことで、より農家の生活の質の向上が、ますます図れる
だろう。
JCFC の来年以降の目標は、人材の育成であった。今後組織を大きくしていくには、人材育
成をして人を増やしていくのも重要だ。また、次の代への引継ぎにも重点を置いていた。若い
世代の人たちのほうがパソコンなどの電子機器や語学が堪能で、今以上の成果を挙げられるの
ではないかと考えているため、若い世代の人にもっと入ってきて欲しいとおっしゃっていた。
最後に JCFC の抱える最大の課題は、自分たちで良い買い取り先を見つけることが出来てい
ないことだという。JCFC は年々大きな組織になっているものの、ATJ とは対等な関係である
と言うことができない。ATJ が買い取りを止めてしまったら組織は崩れてしまう。彼らが新た
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な買い取り先を見つけることができ、
ATJ が買い取りを止めてしまっても
崩れない組織になれば、本当の意味で
の「対等な関係」といえるだろう。
話を伺っていく中で、フェアトレー
ドにおいて「対等」
「信頼」という言葉
がキーワードになっている事を強く実
感した。ATJ と JCFC、JCFC と農家、
それぞれが対等な関係だからこそ成り
立っている事業があり、助けられてい
る人たちがいた。コーヒーという物に

写真 36 バーシーの様子

焦点を当てていたが、人と人との付き
合いに目を向けてみると、JCFC という組織の中では対等な立場の人同士で信頼関係が結ばれ、
その結果として品質の良いコーヒーが生産されていることを実感した。
そして、ウアンさんへの質問が終わった後は、別れの儀式でもあるバーシーを行った。儀式
ではバナナの葉を使った、パー・クワンという花飾りと供え物が乗せられたお盆が会場に置か
れていた。素朴ながらも心のこもった手づくりの祭壇であることが見て取れた。参加者全員で
祭壇を囲み、手を添えると、祝詞を唱え始め水のようなものをまいていた。その後は、祭壇に
捧げてある木綿の糸を相手の手首に結び儀式は終了した。ラオス語だったので言葉はわからな
かったが、相手の健康や幸せを願いながら糸を結んでいたように感じた。とても穏やかな気持
ちになり、相手の幸せを願う温かい想いがこめられているのが伝わってきた儀式であった。

VIII ダオファン農園と工場
社会文化システム学科 2 年

１

大 久 保 亜 美

ダオフアン農園

ラオス滞在最終日の 9 日目、12 月 27 日にダオファン農園と工場を訪れた。最初に私達は農
園に向かった。家計調査した家庭とは比べものにならないくらい広大なコーヒープランテーシ
ョンの敷地の中を車で走り、巨大な加工設備の前に着いた。そこでダオファン社の現場責任者
のユアン氏に話をきいた。
このダオファン農園は、元々森林地帯であった場所を、2002 年から 2005 年の間に切り開き
農園にした。全体で 500ha ある敷地面積のうち、コーヒーは 250ha、お茶は 50ha にわたって
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植えられている。ここに植えられているコーヒーは、ティピカとカティモールの 2 品種のみで
ある。この農園から一日に 560 トンのチェリーが収穫される。今年は 1ha あたり 22 トンとれ
た。通常 1ha あたり 22 トンから 30 トンとれるが、雨が十分ではない年は 1ha あたり 10 トン
から 15 トンしかとれない。普通の農家が 1ha あたり 5 トンから 10 トン収穫できると考える
と、気候に恵まれていれば普通の農家よりも単収が多いと言える。これは、高い技術をもった
ベトナム人の農技師を雇っているからできることである。ベトナム人の技師は栽培だけではな
く、果肉除去にも詳しい。例えば、殻を肥料として混ぜるのだが、多く使いすぎると腐ってし
まうということも知っている。一方、各村から一日に 500 トンから 600 トンのチェリーを買い
付けている。合計すると、年間で 40,000 トンに達する。この買い付けは、JCFC か仲買人を介
して行われる。アラビカの場合、実が赤くなり始める 10 月から買い付けが始まる。2015 年の
チェリーの最初の価格は 1kg あたり 2,000kip であったが、最高値は 1kg あたり 2600kip にま
で達した。1kg あたり 3,000kip で農家の生計が立てられると言われていることを考えると、1kg
あたり 2,000kip という今年の平均価格は農家にとって生活を苦しくさせる。
トラックで運ばれてきた山のように積まれたコーヒーチェリーが、加工設備の入口で降ろさ
れる。そこには、大きな溝があり、チェリーはそこに流しこまれる。その後、リフトで上の方
に上げられ、次々に連なる機械にかけられる。現状で、1 日におおよそ 500 トンから 700 トン
のチェリーを加工できるが、もし 3 カ所の加工設備のすべてが故障しなければ最大で 1300 ト
ンから 1500 トンを加工できるという。
写真の上部にあるのが、葉っぱなどの大きな異物を除去する機械で、そこから分かれている
水路を通ってチェリーは果肉除去機に流される。その後、水につけて欠陥豆を除去する。そこ
で出た排水や欠陥豆は、設備の左側にある緑のタンクに集められる。そのあと、ぬめりをとり
やすくし、発酵させるために、大きな水槽でしばらく水に浸される。乾期には 12 時間から 15
時間、雨期には 10 時間から 12 時間、水につけ、そのあと水洗いされ豆のぬめりを除去する。
ちなみに、ここで使われる水の水源は、雨期に溜まったダオファン農園内の池の水であり、そ
れをポンプで吸い上げるため、水道代がかからない。さらに、使われた水は肥料として再利用
される。これらの行程を経て、生豆加工工場にトラックで運ばれる。
ニューヨークやロンドンで決められる世界のコーヒー市場価格に対して、ダオフアン社と
しては何か行動を起こしているのかという質問があった。責任者のユアン氏は、自分たちは世
界の市場価格に従わなければならないため、それに干渉することはできないという。丸紅に売
るときは、コンテナがバンコクの港に着いた日の市場価格に従った請求書が来る。1 台のコン
テナあたり、市場価格より 10%上乗せした価格で買い取ってもらっている。それはタイのコー
ヒーとは異なり、無農薬であるからであり、プレミアムをつけて売るために 10%増の価格が可
能だということだった。ダオファン社のコーヒーに「オーガニック」の文字が入っていないの
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は、公式な「オーガニック認証」を取得していないからだ。
「認証」はされていないものの、ベ
トナム人がオーガニックであると認めているため、
プレミアム化が可能となっている。
しかし、
今ラオスコーヒー協会は「オーガニック認証」を取得しようとしている。ラオスのコーヒーは、
10%上乗せしたとしても中南米のコーヒーと比べても安いとされる。
一方、この農園で働く従業員は 80 名ほどだ。給料は月 200 ドルで、高い人でも 500 ドル程
度である。しかし、地位の高い 3 人だけが月 1000 ドルの給料を受け取っている。

２

ダオフアン工場

農園を後にして、私達は工場に向かった。そこはパーチメントを生豆に加工するための場所
だった。ここの従業員は 110 人ほどだという。まず、農園で加工されたパーチメントを倉庫に
保管する。倉庫の天井は直射日光が当たらないような素材が使われており、倉庫内の温度と湿
度が管理されている。これが品質の良い豆を作ることにつながる。そこに保管されているほと
んどのアラビカの生豆は、一度タイのバンコク近郊の港を経由して、日本の総合商社である丸
紅に売られるものだった。ここに置かれているパーチメントを生豆にしたら、全部で 5000 ト
ンにも達するという（ちなみに、1kg のパーチメントは生豆にすると 750g になる）
。ダオフア
ン社が扱うラオスのアラビカコーヒーのほとんどは、日本に輸出される。そのほとんどを買い
付けているのが丸紅で年間 5000 トン、次が三菱商事で 200 トンから 300 トン、アタカ商事が
200 トンから 300 トンとなる。一方、今年から買い付け始めたネスレが一番少なくて、約 200
トンだ。ネスレは三か月間、品質試験期間を設け、それに合格したら買い付けるという方式を
とっている。日本は他の諸外国と比べて高い品質を求めるため、ダオフアン社は買い付ける農
家の村に行って品質チェックをする。工場はこの場所以外にいくつかあり、多くの人が働きに
来る。
倉庫見学の次に、パーチメントを生豆に加工するための場所を見学した。2015 年の生豆はよ
く乾燥できて、品質がよかったそうだ。濡れているパーチメントを広大な土地に広げて乾燥さ
せ、その後、脱穀機、サイズ選別機、重力選別機、カラー選別機の順番で機械に通し、輸出可
能な生豆に加工される。JCFC も脱穀機、サイズ選別機、重力選別機はもっているが、それに
比べるとこちらのほうが大きい。これらの機械から、不純物を除いた 100 トンの生豆が一日の
うちに加工される。この機械のうちカラー選別機は日本製で、5、6 台あり、一台につき 1000
万円程度するという。ここにある麻袋は、60kg 入るもので、麻の臭いがコーヒーに移らない質
の高いベトナム産の袋である。ちなみに、ダオファンは袋詰めも機械で行っているが、JCFC
は小規模なため、手作業で行っている。最後にコーヒーを試飲させてもらい、焙煎豆を食べさ
せてもらった。
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感想

今まで村の農家で見てきた機械とは
比べものにならないくらい、一つ一つ
が大きかったため、ダオファン社の資
本力を実感した。そして、何よりも驚
いたのが、倉庫にあったアラビカのパ
ーチメントがほぼ全て日本に輸出され、
とりわけ丸紅が圧倒的な量を買い付け
ていることだ。普段日本で見るコーヒ
ーはコロンビア、ブラジルなどの中南
米のものばかりの印象だが、私達は知
らず知らずのうちにラオスのコーヒー

写真 37 ダオファン農園の果肉除去施設

を飲んでいるのかもしれない。帰りの
車のなかで、先生が「ラオスのコーヒーはブランド力がない。政府は、ブランド力をつけてラ
オスのコーヒー業界を盛り上げようとしている」と言っていた。日本でめったにラオスのコー
ヒーを見ないのは、おそらくラオスコーヒーにまだブランド力がないからだろうと推測した。
したがって、ラオスコーヒーの価値を上げるためには、まずブランド力を上げて、多くの人の
心に浸透させることが必要なのだ。

［コーヒー関連の専門用語解説］
 チェリー：コーヒーの実のこと。完熟すると真っ赤なさくらんぼのように見える。
 パーチメント：チェリーから果肉を除去した状態のコーヒー豆を指す。
 生豆：パーチメント豆から薄皮を除去した状態の豆を指す。一般的にこの段階で国外に輸
出される。

［コーヒーの品種に関する用語解説］
 ティピカ：1910 年代後半に初めてラオスに植えられたとされる品種。病気には弱いが、優
れた風味をもち世界的に高値で取引されている。ATJ の買い取り対象でもある。
 カティモール：1990 年代に導入された高収量品種。2000 年代に入って普及した。風味は
ティピカには劣るが、単位面積当たりの収穫量は一般的にティピカの倍程度とされる。
 ロブスタ：1940 年代後半に導入された品種。病気には強いが、風味に欠けるため、価格は
一般的にティピカやカティモールに比べて安い。
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家計調査結果――①カプ村
I アノンサさん一家
社会文化システム学科 3 年

１

堂 垣 莉 沙

家計調査の結果

アノンサさん一家の家族構成は以下の表 1 の通りである。

表 1 世帯構成

（2015 年 12 月 22 日調査）

名前

性別

年齢

学歴

出身地

1

アノンサ

男

51

小学校（3 年間）

カプ村

2

ティ

女

49

小学校

ポントゥン村

3

マオ

女

30

未就学

カプ村

4

トゥン

女

28

高校（1 年間）

カプ村

5

ジョイ

男

23

高校

カプ村

6

ヌー

男

22

高校

カプ村

7

ノイ

女

21

高校

カプ村

8

ヌイ

女

20

高校（4 年間）

カプ村

9

ドゥイ

男

不明

高校（2 年間）

カプ村

10

ダオ

男

11

小学校

カプ村

（出典：調査データより筆者作成）

世帯主であるアノンサさんは、JCFC 傘下のカプ村組合長である。この家は、アノンサさん
とその妻ティさんと 8 人の子供の 10 人構成になっている。
（－しかし、調査時点でこの家に住
んでいるのが誰なのかを聞きそびれてしまった）
。調査中、トゥンさんの息子である男児が 1
名いたが、表 1 には記載されていない。長女のマオさんは、姉妹や兄弟の世話をするために学
校へ通わなかったが、彼女以外の子供たちは、みな程度の差こそあれ学校に通っていた。

アサノンさん一家は、鶏を 22 羽飼っていた。そのうち今年 5 羽を 60,000kips で売ったとい
う。コーヒーの農地は 6ha であり、そのうちロブスタは 2ha で 3000 本、カティモールは 4ha
で 16000 本を植えている。ティピカは 1000 本植えていたが、ロブスタとカティモールのどち
らの農園に植えられているのかを聞き忘れてしまった。アノンサさんは、雇用労働者を用いて
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おらず、家族内労働力のみですべての農作業を行っている。家庭菜園では、葉物の野菜を中心
に、ミント、ナス、サトウキビ、バナナ、レタス、ハヤトウリなどを育てていた。

表 2 コーヒーの売却量と売却価格
販売先

種類

状態

総量（kg） 価格 （kip/kg）

収入（kip）

ダオフアン社

ロブスタ種

生豆

1,000

15,000

15,000,000

仲買人

アラビカ種

チェリー

7,000

3,500

24,500,000

AGPC

カティモール

チェリー

5,000

4,600

23,000,000

ATJ

ティピカ

チェリー

500

3,000

1,500,000

（出典：調査データより筆者作成）

表 2 は、2015 年の種類別の売却先と売却量、1kg あたりの売却額をまとめたものである。表
から分かるように収穫したコーヒーは、様々な販売先に売られている。チェリーをダオフアン
社に直接売りにいかないのは、買取場が遠く、チェリーは収穫したその日に運ばなければなら
ないため、手間がかかるからであると話していた。しかし、生豆は、数日間貯めてまとめて車
で運ぶことができるので、直接ダオフアン社に売っている。さらに、アノンサさんは、チェリ
ーを AGPC と仲買人の両方に売っている。AGPC の方が買取価格は高いが、なぜ仲買人へも
売るのかを聞くことは出来なかった。だが、後のミーティングにおける先生の解説から判断し
て、その場で現金がもらえるから仲買人に売却しているのではないかと考える。

アノンサさん一家は、総額 2,000,000kips の借金を抱えている。借金の担保は土地であり、
銀行から利子 16%（年間）で借りている。期間は 1 年で、返済はまだ終わっていない。この借
金は、カティモールのチェリーと肥料を買うためだと話していた。アノンサさんは、近くの農
家からカティモールのチェリーを買いとり、この地域のコーヒーチェリーの買い取りの元締め
する「下請け仲買人」であるようだ。ヒュンダイの車を所有しているため、下請け仲買人とし
て都合がよいようである。組合長であることも大きく関わるかもしれない。このように農民か
らカティモールのチェリーを買い取り、その農家にその場で現金を支払う必要があるため、借
金をしている。また、農薬や殺虫剤など化学物質使わないコーヒーを作るために、有機物であ
るピーナッツの殻を購入し、肥料として農園に播いているようである。
表 3 は、2015 年の主な家庭での支出である。米は年間で 30 袋購入している。1 袋あたり 50kg
なので、年間 1,500kg を消費していることになる。1 袋 270,000kips として年間の米代を算出
した。医療費は、誰のために使ったのか聞くことが出来なかった。電気代では、テレビとステ
レオの使用によるものではないかと考えられる。また、ガソリン代はヒュンダイの車と草刈機
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に使われているはずだ。車は、下請け仲買人として農家のコーヒーチェリーを運ぶのに使って
いると考えられる。教育費は 2 人分払っているというが、どの人の分を払っているかは聞くこ
とが出来なかった。電話代は、携帯電話を 2 つ所持しているので、それに使われていると思わ
れる。以上、主な支出の合計は、19,736,000kips となる。

表 3 年間の主な支出（kip/年）
米代

土地税

電気代

水道代

医療費

教育費

8,100,000

500,000

480,000

156,000

5,000,000

2,500,000

ガソリン代
2,000,000

電話代
1,000,000

（出典：調査データより筆者作成）

２

考察・感想

アノンサさんの収入全体と主な支出から家計の状況を考えてみる。

収入 64,000,000kips－主な支出 19,736,000kip=44,264,000kips

である。家計は、黒字で儲けは出ているようだ。フェアトレードの影響をどれだけ受けている
のか考えてみた。アノンサさんは、ATJ にチェリー500kg を 300kip/kg で売却し、1,500,000kip
金銭的恩恵を受けている。これは全体収入のうちの約 2％にあたる。彼は、あまりフェアトレ
ードを利用してないようである。
しかし、フェアトレードがあることで、売却の選択肢が広がるというメリットがあるようだ。
色々な販売方法を駆使し、定期的に収入を得るような工夫をしているように感じた。さらに、
ピーナッツの殻を肥料に使い、無農薬のコーヒーを作る努力をしているようだ。JCFC や AGPC
といったフェアトレード団体に売るためには高い品質基準が求められるため、このような品質
の高いコーヒーを作ろうという意識や工夫をしているのではないかと考えた。今後も彼らのコ
ーヒーへの情熱や誇りにつながるのではないだろうか。
アノンサさんは下請け仲買人であり、借金も抱えている。しかし、銀行から融資を受け、買
い付け資金をもらい、そのお金で農家から買い付けをして手数料をもらっている。車を使うと
いう手間はあるが、儲けも少しばかりあるようだ。下請け仲買人をしていることは、車の所有
も大きく影響しているが、周りの農家からの信頼を得ているということの現れでもあるように
思う。仲買人への売却でなく、JCFC という組合を作ることで、安心できるシステム作りにつ
ながるのではないだろうか。
私たちの班は、今回が初めての調査であった。事前にある程度質問することは考えていった
ものの、班員全員が緊張し、段取りも悪く堅苦しい雰囲気で調査をしてしまい、あまりうまく
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いかなかった。ただ数値を記録するだ
けで、その場ですぐに「なぜこの家庭
はコーヒーを仲買人に売るのか？」な
ど理由まで聞くことが出来ず、彼らの
意図を読み取ることができなかった。
データを見返した際に、あれについて
もっと聞けばよかったなど後悔した。
私は初めて、
「下請け仲買人」という言
葉を聞いた。今まで、農家それぞれが
自分自身で買取場に売りに行くと思っ
ていたが、仲買人と農家の間を取り持

写真 38 アノンサさん

つ人もいるのだということを知った。
フェアトレードはただ正当な金額で買いとるということに目を向けがちだが、取り入れること
で彼らが周りとうまく関係を築き、考えながら売却するということにつながるのだと思った。

II スヴァンさん一家
社会文化システム学科 2 年

１

鈴 木 美 那

家計調査の結果

今回調査に応じてくださったスヴァンさん一家の家族構成は、以下の表１の通りである。

表 1 世帯構成（2015 年 12 月 22 日調査）
名前

性別

生年月日

年齢

学歴

出身地

スヴァン

男

1963.6/4

52

小学校

ムンムン

セーン

女

1965.4/7

50

―

カプ

フーカン

女

1986.3/6

29

中学校

カプ

ペンチャイ

女

1993.9/4

22

高校

カプ

カイポン

男

1995.8/15

20

大学（在学中）

カプ

ペッツモーン

男

2000.4/3

15

高校

カプ

ポンサイ

男

2002.6/4

13

中学校

カプ

ブライ

男

2004.8/5

11

小学校（在学中）

カプ

（出典：調査データより筆者作成）
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まず、スヴァンさんは牛 20 頭、豚 1 匹、鶏 15 羽を飼っているで。牛はスヴァンさんがご両
親からもらい、豚と鶏は購入したと言っていた。今年、牛を一頭 500 万 kip で売却した。
次に、スヴァンさんの農地を見てみよう。彼は、は 3 つの農地を持っており、1 カ所目は 3ha
でロブスタを約 6000 本、2 カ所目は 0.5ha でティピカを約 2000 本、そして 3 カ所目が 4.5ha
でカティモールを約 25000 本栽培している。農地面積は計 8ha で、コーヒーの木は計 33,000
本である。

表 2 種類別の売却先と売却量、売却額
種類

状態

売却先

量（kg）

価格（kip/kg）

合計（kip）

カティモール

チェリー

ダオファン

10,000

2,500

25,000,000

カティモール

パーチメント

仲買人

2,000

13,000

26,000,000

ロブスタ

生豆

仲買人

3,000

17,000

51,000,000

ティピカ

チェリー

ダオファン

30

3,000

90,000

（出典：調査結果より筆者作成）

表 2 は各種の売却先と売却量、価格をまとめたものである。表を見ると、ダオファン社には
カティモールのチェリーを 10 トン 2,500kip/kg、一方、仲買人にはカティモールのパーチメン
トを 2 トン 13,000kip/kg と、
ロブスタの生豆を 3 トン 17,000kip/kg 売っていることが分かる。
年間の収入は、合計 102,090,000kip であった。
2007 年から植えているというティピカは、ATJ（JCFC）に売っているのではなく、ダオフ
ァン社に売っている。ティピカをダオファン社に売った理由を尋ねると、
「初心者だからだ」と
言っていた。だが、後から考えるとティピカの栽培を始めてから 8 年が経っているため、
「初
心者である」という回答に少し疑問が
残る。後に先生から収穫量が少ないこ
とが ATJ にティピカを売っていない
理由として考えられるかもしれないと
いうお話を聞いたが、実際のところは
分からない。
スヴァンさん一家は、5 月～11 月の
間の 30 日間だけ 5 人を雇い、一人当
たり一日 40,000kip で、草刈りを依頼
した。また、11 月と 12 月の 2 か月間
写真 39 スヴァンさん一家
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で 10 人を雇い、一人当たり一日 27,000kip でカティモールの収穫を依頼した。一方、12 月～
2 月の間の 30 日間に 7 人を、一人当たり 1 日 27,000kip で雇い、ロブスタの収穫を依頼した。
雇用労働者との関係を聞いてみると、知り合いではなくただの「従業員」で、シーズンごとに
人は変わると言っていた。この調査ではスヴァンさん一家が、雇用労働者に食事や寝床を提供
しているかどうかを尋ねることができなかった。

表 3 一年間あたりの主な支出（kip／年）
米
5,400,000

土地税
520,000

電気代
360,000

水道代
0

医療費
15,000,000

教育費
120,000

ガソリン代
200,000

（出典：調査結果より筆者作成）

表 3 は、一家の主な支出をまとめたものである。スヴァンさんの家庭では米を一年間に 20
袋買っている。米一袋は 50kg であるため、1,000kg を消費していることになる。市場で尋ね
た一袋は 270,000kip だったので、合計 540 万 kip となる。しかし、家族のデータを最初に伺
った際に、現在この家で暮らしている人数を聞くことができず、雇用労働者と食事を共にして
いるかどうかも聞けなかったため、一人当たりの米の消費量を割り出すことができなかった。
水代が 0 円であることは調査時点ではとくに気に留めなかったが、他の家庭を調査した際に水
代が 0 円の家庭では、井戸水を利用していた。そのことからスヴァンさんの家庭でも、水は井
戸からくみ上げているのではないかと考えられる。以上、主な支出の合計は、21,600,000kip
である。
スヴァンさんはコーヒーを栽培する際に化学肥料や農薬、除草剤を使用しない。また肥料は
家畜の牛ふんを使用しているため、費用はかかっていない。

２

考察・感想

スヴァンさん一家の調査の結果から、この家庭ではあまり生活に困っていないと考えた。理
由として収入と主な支出の差額を挙げる。スヴァンさんの家庭の収入と主な支出の差額は以下
の通りだ。

総収入 102,090,000kip－主な支出（ 49,470,000kip ）＝（

52,620,000kip ）

主な支出には、雇用労働者に対する賃金も含んでおり、合計額は 4947 万 kip となる。収入か
ら主な支出を引いた差額は 5262 万 kip である。上記の主な支出の他にも、儀礼費用や米以外
の食費など様々な支出が考えられるが、借金の返済が完了していることからも、
この家庭では、
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あまり生活に困っていないと考える。
今回は、私の班で初めての調査となった。この調査で印象的なのは、ATJ にティピカを売っ
ていないということである。これはつまりフェアトレードによる恩恵を受けていないというこ
とだ。なぜ ATJ に売っていないのかを詳しく聞くことができなかったのが、非常に残念に思う。
しかし、この調査で英語ができるメンバーに頼り切ってしまったことなど調査対象者とのコミ
ュニケーションの取り方について反省点が出たことで、2 回目の家計調査からこの点が改善で
きた。
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家計調査結果――②プーオーイ村
I スックさん一家
社会文化システム学科 2 年

１

大 茂 未 於

家計調査の結果
表 1 世帯構成
名前

続柄

性別

年齢

学歴

出身地

スック

世帯主

男

68 歳

-

プーオーイ

ペーン

妻

女

60 歳

小学校卒業

コーン

ベンネイ

娘

女

34 歳

高等学校中退

プーオーイ

（出典：調査データから筆者作成）

プーオーイ村で行った家計調査対象者は、スックさんの妻のペーンさんである。ホームステ
イした家やコーヒーの実の収穫体験をした土地は、このスックさん一家の所有物である。スッ
クさん一家は、現在 3 人で住んでおり、この夫婦以外に暮らしているのは 3 女のベンネイさん
のみである。子どもは 8 人おり、ベンネイさん以外はパクソンで銀行員や政府の役人をしてい
たり、日本やベトナムに住んでいたりする。
家畜については、鶏 100 羽とアヒル 2 羽を所有しているが、これらはすべて自分たちの消費
する食料であり、売りはしないそうだ。
コーヒーの農地は、合計で 4 ヘクタールある。ロブスタ種が 2 ヘクタールに 3000 本を植え
ており、その中にティピカも 150 本含まれている。また、カティモール種は 2 ヘクタールに
10,000 本を植えている。ロブスタは平均で 1 ヘクタール当たり 3000 本植えるとされるが、農
家によって木と木の間の距離を広くとっていることもあるので、少ない本数ではない。150 本
のティピカのうち、50 本は実のならなくなった木であったため、上の部分だけをカットして、
また実がなるようにしているようである。
続いて、コーヒーの売却先についてだ。下の表 2 は今年のコーヒーの売り先と量と、平均価
格をまとめたものである。今年は、仲買人にしか売るつもりはないらしく、アラビカ種（ティ
ピカ・カティモールの両方）のチェリーを 8 トン、1 ㎏当たり 2,100～2,500kip で売った。ロ
ブスタの生豆は 200～300 ㎏、1 ㎏当たり 13,000kip で売ったという。今年は雇用労働者に給
料を払うために、すぐに現金をもらいたかったので仲買人を選んだ。
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表 2 売却した量と価格
種類

状態

売却先

価格（kip/kg）

量（kg）

合計（kip）

アラビカ

チェリー

仲買人

2,100~2,500

8,000

18,400,000

ロブスタ

生豆

仲買人

13,000

300

3,900,000

（出典：調査データから筆者作成）

ダオフアン社や AGPC に売らなかった理由として、「便利ではないから」だと言っていた。
だが、よく聞いてみると、車を所有してないので、事前にもらうはずの米や肥料を取りに行け
なかったという（ダオフアン社の場合、米と肥料を事前に支給されるサービスがある）。その点
も、選択しなかった要因のひとつかもしれない。
昨年は、仲買人だけはなく、ダオフアン社や JCFC（ATJ）にも売ったという。ダオフアン
社には、カティモールのパーチメントを 3 トン、21,000kip で売却した。一方、JCFC にはテ
ィピカのパーチメントを 20 ㎏、27,000kip で売却した。ロブスタの生豆は 400 ㎏、13,000kip
でダオフアン社に売っていた。

表 3 １年間の主な支出（kip/年）
米

土地税

電気代

7,000,000

300,000

600,000

水道代
0

医療費
10,000,000

教育費
4,000,000

ガソリン代
240,000

通話代
2,160,000

（出典：調査データから筆者作成）

表 3 は今年 1 年間の主な支出を表したものである。年間の支出の中で、1 袋 50 ㎏の米を 20
袋購入していたので、3 人でひとり当たり約 330 ㎏消費していることになる。年間消費量の平
均が 250 ㎏であることから、十分な量を食べられていることがわかる。だが、これは雇用労働
者に出す食事の分も含まれている可能性があると考えると、
多くない量であるとも考えられる。
また、
水道代が無料なのは井戸からポンプを使ってくみ上げているためである。
しかしその分、
ポンプで水をくみ上げる際に電気が必要なので、電気代が少し高くなっている。教育費が多い
のは、ベトナム留学している娘のための学費などであって、スックさんの兄弟からサポートを
受けているという。一方で、借金はないということだ。果肉除去機は 2 台所有しているが、車
は持っていないという。理由はペーンさんが車の免許を持っていないからだそうだ。
表 4 は労働者を雇ったときの内訳で、かなりの数がいることがわかる。まず、草刈りでは、
鎌を使用する人と草刈機を使用する人で賃金に差がある。まず鎌を使用した手作業の草刈りは、
年に 2 回行われ、一回につき 5 人を一週間雇い、1 ヘクタール当たり 1,000,000kip を支払う。
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機械作業は年六回行われ。一人を 5 日間雇い、1 ヘクタール当たり 800,000kip を支払う。合わ
せて、2 ヘクタール分を雇用労働者に任せている。アラビカ種の収穫作業は、年に二回あり、
一回に 10 人を 10 日間雇い、1 ㎏当たり 1,000kip を支払っている。ロブスタの収穫は家族で
行っている。雇用労働者は近所の人であり、20 代くらいの若者が中心で、自分たちだけでは手
の回らない作業を任せている。今年掛けた賃金支払い総額を、総収入の何割合であるかを計算
してみると、約半分を賃金の支払いに充てていることが分かった。

表 4 雇用労働者の内訳
種類
草刈り

人数

日数

年間労働回数

賃金

手作業

5

7

2

1,000,000kip/ha

機械作業

1

5

6

800000kip/ha

10

10

2

1,000kip/kg

アラビカの収穫作業

（出典：調査データから筆者作成）

２

考察

ホームステイしている家の主であり、コーヒーの収穫を体験した土地の所有者だったのでデ
ータを取るだけでなく、実際に目で見て確かめることが出来たことが良かった。今年は仲買人
にしか売らなかったという話を聞いて、なぜ JCFC に売らないのか、安い方に売るのか、とい
ったフェアトレードの理想と現実が、
質問していくうちにどんどん明らかになったように思う。
収入の総額に対して支出が多すぎるのではないだろうか、ということを調査中に感じていた。
しかし、賃金の支払いを早く済ませるため、仲買人にしか売ることができなかった。JCFC と
売却契約をすることによって、ダオフアン社からコメや有機肥料の事前支給を受けることもで
きるが、彼女の家のように車がないとな
ると、その恩恵をほかの組合員のように
受けることは難しい。今までその可能性
について考えたこともなかったので、今
回気づかされることがあった。農民のた
めを考えて行っている活動が、届かない
一例もあることが分かった。支援の方法
はさまざまあるが、彼らが正当な利益を
受け取れるために、サービスを充実させ
るなど、支援の形をもっと多様にしてい
写真 40
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かなければ、彼らのためとなる恩恵のあるフェアトレードを成立させることはできない。その
ためには、私たちのようなフェアトレード団体が、周知へのフェアトレードの認知度や理解度
を向上させて貢献できるように、さらなる活動を継続的に行っていく必要があるだろうと考え
る。

II サイサモーンさん一家
社会文化システム学科 2 年

１

梅 田 成 槻

家計調査の結果
表1

世帯構成

名前

性別

年齢

学歴

出身地

サイサモーン

男

42

中学

プーオーイ

ハム

女

62

小学

プーオーイ

（出典：調査データより筆者作成）

私たちはサイサモーンさん一家の家計調査を行った。表 1 は世帯構成である。サイサモーン
さんは離婚しているため母親と 2 人で暮らしている。家畜は牛が 5 頭、鶏が 8 羽、アヒルが 16
羽飼っており、これらはすべて自給用である。耕作面積はアラビカ・カティモールが 3 ヘクタ
ール、アラビカ・ティピカが 0.5 ヘクタール、ロブスタが 8 ヘクタールである。木の本数は調
査対象者がしっかりと把握してないためか、明らかにすることができなかった。

表 2 種類別の売却先と売却量、売却額
種類

状態

売却先

量（kg）

価格（kip/kg）

アラビカ

チェリー

ダオファン社

10,000

2,500

アラビカ

パーチメント

仲買人

1,000

15,000

ロブスタ

生豆

仲買人

700

17,000

ティピカ

パーチメント

JCFC

130

27,000

（出典：調査データより筆者作成）

表 2 は種類別の売却先と売却量、売却額である。JCFC はティピカのみを取り扱うのでこれ
だけは限られているが、この家計は豆の種類によって売却先を変えている。チェリーをダオフ
ァン社、それ以外は仲買人に売却している。果肉除去機を 2 台、豆を倉庫まで運ぶための車を
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1 台所有しているため売却先の選択肢が多いのだ。
サイサモーンさんは、他の家庭のコーヒー農家へ働きに出てもいる。コーヒーの収穫は 3 回
あると言い、それぞれの収穫の間に他の家庭のコーヒー豆の収穫をしている。賃金は 1 日に
80,000kip である。

表3
種類

雇用労働者の受入状況

人数

雇用日数

賃金（kip/day）

除草

1

5

50,000

収穫（アラビカ）

20

3

80,000

収穫（ロブスタ）

20

3

80,000

（出典：調査データより筆者作成）

表 3 は 1 年間の雇用労働者の受入状況である。この家計は二人で生活していて働き手が少な
いため、
このように多くの労働者を外から雇い入れている。
賃金は 80,000kip となっているが、
2 年前の 2014 年頃までは 50,000kip であった。サイサモーンさんも賃金労働をする際は、同
じ額を賃金としてもらっている。雇用賃金が低いと誰も働きに来てくれないため、賃金は全体
的に上昇しているという。総額は、9,850,000kip となる。

表4
米

土地代

1,620,000

72,000

電気代
480,000

主な支出（kip/year）

水道代

医療費
0

120,000

ガソリン代
不明

電話代

雇用賃金

360,000

9,850,000

（出典：調査データより筆者作成）

表 4 は 1 年間の支出である。米は年間で 300kg 消費している。1 人当たりの年間消費が平均
で 250kg であり、この家計は二人で生活しているので足りないと感じるが、母が高齢であるた
めこの量は妥当であると言えるだろう。水道代は井戸があるためかかっていないという。ガソ
リンは車のために 1 回あたりそれぞれ、レギュラーを 9,000kip、機械のためにディーゼルを
1,500kip 支出としている。電話はサイサモーンさん一人だけが使っているため一人分の値段で
ある。

２

考察

ここでは、フェアトレードがこの家計に恩恵をもたらすことができているかを分析する。ま
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ずこの家計の収入をまとめる。コーヒーから得た収入はすべて合わせると、40,425,000kip に
なる。次に賃金労働であるが、調査対象者が働いた日数を把握していないためここでの計算で
は省くことにする。支出は上記の表 4 に加え苗木を購入したが本数を正確に把握していないた
め値段も検討がつかないというので、表 4 以外の支出も計算から省くことにする。表 4 の支出
すべてを合わせると 11,847,500kip である。

総収入 55,410,000kip－主な支出 12,502,000kip＝42,908,000kip

次に、もしティピカを生産せずに JCFC とのやり取りもせず、フェアトレードに参加してい
なかった場合を考える。ティピカの生産量をアラビカ・チェリーに置き換え再検討する。ティ
ピカは 130kg×27,000kip＝3,510,000kip（A）である。一方、パーチメントをチェリーに置き
換えた場合、重さは約 5 倍となるので、130kg×5＝650kg 程度になる。この重さに 1kg あた
りのチェリーの金額をかけると、650kg×2,500kip＝1,625,000kip（B）となる。この場合、
（A）
と（B）の差額は以下のようになる。

3,510,000kip－1,625,000kip＝1,885,000kip

この金額がフェアトレード団体である JCFC に売却することによって追加された収入分である。
これは、総収入 55,410,000kip の 3.4 パーセント程度になる。

このことから、フェアトレードに参
加することによって収入が増加してい
ることがわかる。ただし、この家計は
外からの多くの賃金労働者を雇い入れ
ていることから質の高いティピカを生
産するのに負担がかかっている可能性
がある。数字だけでなくそれぞれの家
計の労働状況をよく知り、その場で深
く考えなければならないと帰国後に改
めて気づかされた。その場でこれらに
気づき質問できなかったことが心残り

写真 41 サイサモーンさん（右）

である。
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家計調査結果――③ノーンヤートゥン村
I カンプーイさん一家
社会文化システム学科 2 年

１

阿 部 邑 人

調査結果

ノーンヤートゥン村のカンプーイさんの家族構成は、奥さんと子供 6 人の計 8 人である。お
話を伺っていた場所は広々していて、ステレオセットや音楽機器が揃っており、生活にはそれ
ほど困っていない家庭だろうと最初の段階では推測していた。

表 1 家族構成
名前

性別

生年月日

学歴

出身地

カンプーイ

男

1962/5/10

中学校卒業

ノーンヤートゥン

チャンペン

女

1966

小学校

セータプン

ソンマイ

男

1993

高校

ノーンヤートゥン

サイサモーン

男

1995

小学校高学年

ノーンヤートゥン

ペサマイ

男

1997

高校

ノーンヤートゥン

セングペット

女

1999

高校

ノーンヤートゥン

トンクーン

女

2001

小学校高学年

ノーンヤートゥン

トンミー

男

2005

小学校高学年（在学）

ノーンヤートゥン

（2015 年 12 月 25 日現在）

この家庭では、牛一頭、鶏 5～6 頭、あひる 4 羽を買っているが、すべて自家消費用である。
コーヒーの木は 4ha の農地に 8,400 本育てている。そのうち 2ha でアラビカ・カティモールを
6,000 本、もう 2ha でロブスタを 2,400 本植えている。また、ティピカは、今年収穫したもの
で終わりになり、来年は収穫しないという。
表 2 はこの家庭のコーヒー豆の種類、売り先、量、価格をまとめたものである。アラビカ・
チェリーは 5 トンで 2,400kip/kg、パーチメントは 62 キロで 13,200kip/kg で仲買人に売って
いる。ロブスタはチェリーの状態で仲買人ではなく JCFC 傘下のカプ村組合に売っている。テ
ィピカは、ATJ に 500 キロを 3,000kip/kg で売っていた。カンプーイさん自身は校長先生であ
り、農作業をする時間が十分にとれないためコーヒー豆を家まで買い取りに来てくれる仲買人
に売っている。家庭内菜園は忙しくて作っておらず、賃金労働にも出ていない。一方、家族内
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労働でまかなっているため、雇用労働者は受け入れていない。

表 2 種類別の売却先と売却量、売却額
種類

状態

売り先

販売量 （kg） 価格（kip/kg）

アラビカ

チェリー

仲買人

5000

2,400

アラビカ

パーチメント

仲買人

62

13,200

ロブスタ

チェリー

JCFC 傘下カプ村組合

1000

2,000

ティピカ

パーチメント

ATJ

500

3,000

（種類別の売り先、量、価格表）

表 3 は、カンプーイさん一家の主な支出である。米は年間 50 袋（2,500kg 相当）を購入し
て、一袋の値段 270,000kip をかけると表の数値になる。土地税では、4ha でこの支出になり、
ティピカを植えていた農地は今後使わなくなるので、税がかからなくなる。電気代は一か月あ
たり 45,000kip だ。医療代は、保険がなく、病院に行けないため一切かかっていない。教育費
は、いちばん下の子が学校に通っているため、一年で 3,000,000kip かかっている。

表3
米
13,500,000

２

土地税
200,000

主な支出（kip/年）
電気代
540,000

医療代

教育費
0

3,000,000

考察と感想

カンプーイさんの家では、彼が校長先生の仕事をしているため、収入の中心がコーヒー栽培
ではないことがわかった。そのためコーヒー豆を仲買人に多く売っているが、JCFC に興味が
あるかという質問に対しては、まだ考えているところで高く買い取ってもらえるので前向きに
考えたいと言っていた。そこで、ATJ のフェアトレードがどのくらいこの家庭に恩恵を与えて
いるのかを、家計調査結果をもとに考察した。
まず、表 2 で扱ったカンプーイさんのコーヒーでの収入を合計する。そうすると販売量×1kg
価格なので、アラビカ・チェリー、アラビカ・パーチメント、ロブスタ・チェリー、ティピカ
4 種類で合わせて 16,318,400kip になる。もし ATJ にティピカを売っていなかったらという状
況を考える。そうすると、ティピカは仲買人に売ることになり、1kg 当たり 2,400kip の価格に
なる。そして先ほどと同じようにすべての種類を合計すると、16,018,400kip になる。結果
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16,318,400kip から 16,018,400kip を
引くと 300,000kip になり、これがフ
ェアトレードによってもたらされた利
益ということになることが分かった。
実際の家計調査をすると結果から
様々なことが推測でき、フェアトレー
ドのことについて、もっと深く知るこ
とができると感じました。

写真 42 カンプーイさん（中央右）

II ボウンソンさん一家

社会文化システム学科 2 年

１

大 久 保 亜 美

家族構成

ボウンソンさんの家族構成は以下の表 1 の通りである。

表 1 家族構成
名前

年齢

性別

続柄

生年月日

最終学歴

出身地

ボウンソン

68

男

世帯主

1947/6/13

小学校卒

ノーンヤートゥン村

サン

57

女

妻

1958/3/15

就学経験なし

ルアンパバーン郡

ジェイス

24

女

娘

1991/11/22

中・高等学校卒

シエンクワーン県

トンタン

3

男

孫

2012/8/6

未就学

ノーンヤートゥン村

フェッツアメイ

28

男

娘の夫

1987/2/4

中・高等学校卒

スクマ郡

ノーンヤートゥン村のボウンソンさんの家庭で家計調査を行った。私達は世帯主であるボウ
ンソンさんに話を伺った。この家庭は５人家族で、皆同じ家に住んでいる。ボウンソンさんは
ノーンヤートゥン村出身だが、ベトナムの小学校に通っていた。妻のサンさんは内戦があった
ために教育を受けられなかった。娘のジェイスさんはこの村ではなく、シエンクワーン県出身
である。そして、その夫がフェッツアメイさんで、彼はスクマ郡出身だ。ボウンソンさんの小
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学校がベトナムだったこと、娘さんがシエンクワーン生まれということから考えると、ボウン
ソンさんは、いろいろな地域に住んでいたと推測できる。

２

収入

この家庭では、少なくとも 2 羽の鶏、15 羽以上のアヒルを飼育している。これらの家畜は売
却用ではなく、自家消費用として飼われている。
ボウンソンさんは、1998 年からコーヒー栽培をしている。4ha のコーヒー農園をひとつもっ
ていて、そのなかにカティモール 3,000 本とロブスタ 1,000 本を育てている。しかしティピカ
は育てられていない。年間のコーヒーの売却量と売却額を以下の表 2 に示した。

表2

年間のコーヒーの売却量と売却額

種類

売却先

状態

総量（kg）

単価（kip/kg） 収入（kip）

カティモール

ダオフアン社

チェリー

5,000

2,300

11,500,000

ロブスタ

仲買人

生豆

800

14,000

11,200,000

1kg あたり 2,300kip のカティモールのチェリーを 5,000kg、1kg あたり 14,000kip のロブス
タの生豆を 800kg 売ったため、コーヒーからの収入は 2270 万 kip である。今は栽培する量が
少なくて、AGPC のメンバーになれないが、AGPC は高く買い取ってくれるため、もっと生産
できたら売りたいという。
コーヒー以外の作物は、家の前で栽培されていた。キャベツは 6,000kg を 1kg あたり 500kip
で売っていた。ボウンソンさん曰く、
「パクセでは 1kg あたり 3,000kip で売れるのだが、ノー
ンヤートゥン村では、皆がキャベツを栽培しているため、
（供給量の方が多くなり）1kg あたり
500kip でしか売れない」と話していた。このキャベツを、毎年 6 月と 8 月に 4 回収穫する（教
員註：8 月ではなく、おそらく 9 月だと思われるがこのままにしておく）
。他に栽培しているも
のは、にんにく、玉葱、ミント、レモングラスなどであった。
借金はしていないが、ボウンソンさんは軍人だったため、毎月 250,000kip の退職金を政府
からもらっている。1998 年に軍隊を退職したが、退職金だけでは生活していけないため、その
年からコーヒー栽培を始めた。

３

雇用

コーヒー栽培に関する雇用労働者の人数や、雇用時期、給料などをまとめたのが、表 3 であ
る。
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表 3 雇用
人数

雇用日数

雇用期間

給料（kip/月/人）

草刈り

0

0

0

0

カティモールの収穫

3

36

11/15～12/20

900,000

ロブスタの収穫

3

36

12/15～ 1/20

900,000

この雇用労働者は、雇われている期間、この家族と一緒にこの家で生活している。

４

支出

この家庭ではもち米を、従業員を雇わない 1/21 から 11/14 までの約 10 ヶ月は、ひと月に 2
袋（50kg×2 袋=100kg）、
労働者と共に生活する 2 ヶ月間はひと月に 4 袋
（50kg×4 袋=200kg）
購入する。つまり、年間で 28 袋となる。もち米の相場は 1kg あたり約 5,000kip であるため、
合計 7,000,000kip（5,000kip/kg×50kg/袋×28 袋）の支出となる。農園の土地税には年間
160,000kip（40,000kip/ha×4ha）払っていて、家の土地税として年間 30,000kip を支払って
いる。従って、土地税は合計で年間 190,000kip かかっている。果肉除去機やその他の電化製
品の電気代には、月 30,000kip を払っているため、年間 260,000kip かかっている。また、井
戸を使って川の水を引いているので、水の使用料はかからない。医療費に関しては、怪我や熱
などで年間 200 万 kip かかった。
教育費に関しては、孫がまだ 3 歳と幼いのでかかっていない。
トラクターやバイクなどのガソリン代は、年間 150 万 kip かかる。通信料は年間 35 万 kip す
る。

表 4 年間の生活費
米
7,000,000

土地税

電気代

190,000

260,000

水道代
0

（kip/年）

医療費
2000,000

教育費

ガソリン代

0

1500,000

通信料
350,000

栽培し始めの 3 年間、コーヒーの木は弱いため、その期間だけ農薬を年間 12 袋（3 袋/ha×
4ha）使った（そのため、今年の支出には含まれない）。除草剤と殺虫剤は使い方も効果も分か
らないうえ、必要性を特に感じていないため使っていなかった。125,000kip するキャベツの種
の缶を年間で 1 缶買っていた。年間で、7,000 から 8,000 個の苗木のプラスチックバッグが入
った大きな 1 袋を 40 万 kip で買い、
肥料は、
購入せずにアヒルなどの家畜の糞尿から年間 22kg
使っている。
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表 5 年間の栽培のための支出
除草剤・殺虫剤
0

５

キャベツの種

コーヒーの種

125,000

（kip/年）
苗木バッグ

0

肥料

400,000

0

考察・感想

この家庭は AGPC や JCFC にはコーヒーを売却していないため、フェアトレードを利用し
ていなかった。AGPC を将来利用したいと考えていることはきけたが、もっと踏み込んで JCFC
や ATJ への売却は検討しないのかということ、それ以前になぜティピカを栽培しないのかとい
うことをきけばよかったと反省している。しかし、コーヒーからの収入が多いこと、退職金が
毎月入ること、教育費がかからないことから、フェアトレードを必要としていないのではない
かと考えた。実際に年間の収支を計算してみた。
コーヒーからの収入が 2270 万 kip、キャベツからが 300 万 kip、退職金が 300 万 kip で、1
年の総収入が 2870 万 kip である。そして栽培と生活に費やす支出が 1182 万 5000kip で、従
業員に支払った給料が 540 万 kip となる。したがって、総支出は 1722 万 5000kip である。つ
まり、支出は主なものしか計上していないが、この計算において利益が 1147 万 5000kip（2870
万 kip－1722 万 5000kip）は出ている。この値は米以外の食費は引かれていないが、米が一年
で 700 万 kip かかることから、他の食費を引いたとしても 450 万 kip くらいは残ると考えた。
この値はお米で換算すると 18 袋であ
る。
そう考えると裕福とは言えないが、
ある程度の余裕はあることがわかった。
時間が押してしまったため農園の写
真を撮ることができなかったが、果肉
除去機と井戸と家畜は確認できた。実
際に見てみると、ボウンソンさんが家
畜の数を言い間違えていたことがわか
った。このとき、話をきくだけではな
くて、実物を見させてもらうことは大
事だと思った。

写真 43

ボウンソンさん一家とお孫さんの友達
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家計調査結果――④プーマッコ村
I ボアバンさん一家
社会文化システム学科 3 年

１

鈴 木 研 亮

家計調査の結果

今回はボアバンさんのお家で、私達の最後の家計調査を行わせてもらった。表 1 はボアバン
さんの家族構成の基礎データである。

表 1 家族の基礎データ（2015 年 12 月 26 日調査）
名前

続柄

性別

年齢

最終学歴

出身地

ボアバン

世帯主

男

76

小学校 4 年

プーマッコ

ティー

妻

女

80

小学校 1 年

コーン

ワット

息子

男

60

小学校

卒

コーン

ワート

息子

男

58

小学校 3 年

コーン

ワン

娘

女

45

高校

卒

ムン

カムタム

息子

男

37

高校１年

ムン

カムカ

息子

男

35

小学校 2 年

コーン

ケロ

息子

男

32

小学校

コーン

卒

（出典：調査データから筆者作成）

ボアバンさんの家族構成は、ボアバンさんと妻ティーさんのご夫婦に加えて、子どもが 11
人もいた。しかし、今生きていらっしゃるのは、表 1 に記載した 6 人であった。また、現在子
ども達は独立していて、一緒に暮らしてはいない。現在ボアバンさんのお家には、世帯主のボ
アバンさんと妻のティーさん、そして姪であるボーさんの 3 人が暮らしている。今 30 歳であ
るボーさんは、知的障がいを持っていて、学校に通ったことはない。
ボアバンさんは、家畜をまったく飼っていない。なぜなら、3 人だけでは世話をするのが難
しいからだ。また、コーヒー以外の作物も同じようにまったく育てていなかった。賃金労働も
していないため、この家庭ではコーヒー以外の収入はなかった。
ボアパンさんは、現在は 3 ヘクタールのコーヒー農園を持っている。そのうち、1 ヘクター
ルにロブスタの木が 5300 本、1.5 ヘクタールにカティモールの木が 5500 本、0.5 ヘクタール
にティピカの木が 2300 本ある。昔は 9 ヘクタール持っていて、6 ヘクタール分を独立した子
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どもたちにあげた。妻は朝 4 時に起き、コーヒー豆の収穫に向かい、昼食抜きで、16 時の晩御
飯に帰ってくるまで一日中コーヒー豆の収穫をしているのだという。

表 2 各種類別の売却先と売却量、売却額
品種

状態

売却先

売却量（kg） 価格（kip/kg）

収入（kip）

カティモール

チェリー

ダオフアン社

2,000

2,500

5,000,000

ロブスタ

生豆

ダオフアン社

1,500

14,000

21,000,000

ティピカ

パーチメント

ATJ（JCFC）

50

22,000

1,100,000

（出典：調査データから筆者作成）

表 2 にはコーヒー豆の売却先と売却量、価格などが示してある。この一家は、カティモール
をチェリーでダオフアン社に 2 トン売り、500 万 kip を得ている。ロブスタの生豆は、ダオフ
アン社に 1.5 トン売り、2100 万 kip を得ている。
そして、
ティピカをパーチメントで ATJ
（JCFC）
に 50 キロ売り、110 万 kip を得ている。これらの売り上げを合計すると、2710 万 kip となる。
ボアバンさんの家はコーヒー以外で収入を得ていないので、これが一家の総収入となる。ちな
みに興味深いのは、ボアバンさんの家庭では、仲買人や AGPC には売っておらず、すべての種
類のコーヒーを、JCFC を通して売っている点である。他のバイヤーに売らない理由は、JCFC
の買値が良いからであり、なおかつ JCFC がトラックで来てくれるからだという。

表 3 年間の主な支出（kip/年）
米（もち米）
3,240,000

土地税
150,000

電気代
120,000

水道代
180,000

医療費
50,000

教育費

ガソリン代

0

700,000

（出典：調査データから筆者作成）

表 3 は年間の主な支出を表している。まず、この家庭は独立した子ども達が収穫などを手伝
ってくれるので、人を雇ってはいない。また借金もない。この家庭は米の一種であるもち米を
食べていて、１年間で 12 袋（600kg）を購入しており、1 袋 270,000kip で計算すると表 1 の
合計金額になる。生活水は、組合長であるチャンパさんの家からひいている。また、医療費は、
高齢な夫婦であるにも関わらず、ほとんどかかっていなかった。教育費は、すべての子どもが
独立しているので、一切かかっていない。

２

考察・感想
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ボアバンさんの家庭は 3 人暮らしで、人手が足りてないようにも見えた。しかし 80 歳のテ
ィーさんが病気にかかることもなく、朝から夕方まで働くほど元気で、一般の若者と同じくら
いの体力があるのではないかと驚かされた。収穫の時期には、独立した子どもも手伝いに来て
くれるので人手には困ってないとわかった。高齢の方が二人いて、30 歳の姪が一人いる 3 人暮
らしだが、借金もなく、雇用労働者もいないので、暮らしにはあまり困っていないのだと感じ
た。
この家庭では仲買人に売っておらず、JCFC を通してすべてのコーヒーを売却していた。で
は、フェアトレードの金銭的恩恵を調べるために、もしフェアトレード団体である JCFC を選
ばなかった場合、どれほど収入に違いが出るのかを計算してみる。もし仲買人に売っていた場
合、まず 50kg のティピカはチェリーに換算すると 250kg になり、アラビカ・チェリーの総量
は 2,250kg となる。次に、同村の他の家庭のデータを基に、仲買人のアラビカ・チェリーの価
格 2,200kip/kg（ブンコンコンさんの家計調査より）をかける（2,250kg×2,200kip）。一方、別
の家計調査を基に、仲買人のロブスタ生豆価格 13,000kip/kg（ペンさんの家計調査より）を彼
の家のロブスタの総量にかける（1,500kg×13,000kip）。すると、収入は①のようになる。

① 4,950,000 kip＋19,500,000kip =24,450,000 kip
次に JCFC を通して売却した場合と仲買人に売却した場合（①）の差額を出してみると、②の
ようになる。

② 27,100,000kip−24,450,000kip=2,650,000kip
これは総収入（27,100,000kip）の約 10%
に相当し、もち米約 14 袋分に値する。
この家庭では１年間で 12 袋のもち米を
消費しているため、もち米１年間分以上
の恩恵を受けていることがわかった。フ
ェアトレードにより最低限の食費は賄え
ていることがわかる。
今回家計調査をしてみて、自分たちが
活動して売っているフェアトレードコー
ヒーが、農家にどれだけの恩恵をもたら
しているかがわかった。これを知ってい
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ることは活動をする上でとても大切なことだと感じたのと同時に、自分は来年 FLAO の活動に
いないのが残念である。ただ FLAO の商品は買えるので、あの農家の人達が働いて作ったもの
なのだと理解しながらコーヒーを飲みたいと思った。

II ブンコンさん一家
社会文化システム学科 2 年

１

松 本 実 晴

調査結果の結果
表 1 世帯のデータ

（2015 年 12 月 26 日調査）

名前

性別

生年月日

年齢

学歴

出身地

ブンコン

男

1946/7/5

69

小学校 2 年間

コーン村

トンレック

女

1949/4/15

66

小学校 3 年間

パンカオ村

ニッド

女

1980/5/27

35

小学校 3 年間

プーコ村

ポーキー

女

2004/4/2

11

小学校 3 年間

プーコ村

（出典：調査データとり筆者作成）

プーマッコ村では、ブンコンさんから話を伺った。表 1 は、世帯の基礎的な情報をまとめた
ものである。ブンコンさんを世帯主としたこの家は 4 人家族で、2 世代が一緒に暮らしている。
ブンコンさんは戦争のため小学校を中退した。家には、兵務証明書らしきものがあり、彼自身
兵士が軍服を羽織っていたので、昔兵士であったことが推測できる。娘のニッドさんは離婚し
ており、孫のポッキーさんも一緒に暮らしている。
家畜は鶏 2 羽のみで直接市場で買い、
自分たちで育てて消費している。他の
種類の家畜（牛、豚、アヒル）は飼っ
ていなかった。また、スタディツアー
中に犬に遭遇する率が高く犬はどのよ
うな存在か気になり、ブンコンさんの
家に犬が 2 匹いたので尋ねてみると、
番犬であることがわかった。
ブンコンさんの世帯は、コーヒーの
木をおよそ 7,000 本育てており、耕地
面積は全部で 5 ヘクタールある。その

写真 45 ブンコンさん（右から 2 番目）
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うちカティモールが 3 ヘクタール、ロブスタが 1 ヘクタール、ティピカが 1 ヘクタールであっ
た。収穫したコーヒーのうち、2014 年にはカティモールのチェリーについては、JCFC を通し
てダオファン社に 4 トン、仲買人に 2 トン、売却していた。一方、ロブスタについては、生豆
1.1 トンを、直接ダオファン社に売却していた。また、2013 年には、JCFC に 200 キログラム
のティピカを売却していた。今年も JCFC に 1 トン売っていたが、まだ値段が確定していない
という。他にも中国の業者に、カティモールのチェリーを 1 トン売却していた。アラビカのパ
ーチメントについては、自分たちと通訳との理解に齟齬があり、正確に聞き取ることができな
った。また、タイソン氏経由でアメリカにも売っていると聞いたが、正確に理解することがで
きなった。

表2

2015 年度

販売実績

販売物

状態

販売先

販売量（kg） 単価（kip/kg）

収入（kip）

カティモール

チェリー

ダオファン社

4,000

2,300

9,200,000

カティモール

チェリー

仲買人

2,000

2,200

4,400,000

ロブスタ種

生豆

ダオファン社

1,100

15,000

16,500,000

カティモール

チェリー

中国業者

1,000

2,600

2,600,000

ティピカ

パーチメント

ATJ（JCFC）

200

30,000

6,000,000

（出典：調査データとり筆者作成）

表 3 は、家庭における主な支出をまとめたものである。米大は年間 12 袋を購入し、1 袋の値
段 270,000kip をかけると、表の数値に消費量となる。消費量としては、600kg（12 袋×50kg）
となり、一家 4 名で暮らすにはそこそこちょうどよい量だといえる。水は井戸水を機械でくみ
上げているため、費用は一切かかっていなかった。ガソリン代は、主に自家用車でコーヒー豆
を直接売りに行く際にかかると思われる。

表3
米（袋）
3,240,000

年間の主な支出（kip/年）
（2015 年 12 月 26 日調査）

土地税
180,000

電気代
840,000

水道代

医療費
0

300,000

教育費
360,000

ガソリン代
1,000,000

（出典：調査データより筆者作成）

２

考察・感想

ブンコンさんの話を聞いて 1 番驚いたのは、コーヒー豆をダオファン社、仲買人、JCFC 以
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外に、中国の業者にも売っていることだった。だが、なぜダオファン社、仲買人、ATJ、中国
の業者など多様なバイヤーに分けて売るのか、それぞれのメリット・デメリットまで聞けなか
ったことが残念である。また、通訳と自分たちの理解の違いなども原因で正確に聞き取れなか
った部分も多々あった。
慣れない英語で家計調査を行い反省点もあったが、それよりも家計調査を行い実際にコーヒ
ー農家さんの実態に触れることができ、ちょっとした達成感が芽生えた。

最後に、得られたデータからフェアトレードの金銭的恩恵はどれくらいになっているかを計
算した。ブンコンさんは ATJ に 200kg のティピカを 1Kg あたり 30,000Kip で販売している。
そのため、
200kg×30,000kip＝6,000,000kip

となり、ATJ から 600 万 Kip の収入を得ている。これをアラビカ・チェリーとして仲買人に売
った場合、仲買人は 1Kg あたり 2,200Kip で買い取っているため、以下のような式になる。な
お、200 ㎏のティピカはパーチメントのため、5 倍してチェリーの重さに直し 1,000kg として
計算する。
1,000kg×2,200kip=2,200,000 kip
ティピカを ATJ に売った場合は 600 万 kip、仲買人売った場合は 220 万 kip の収入になる。し
たがって、差額は以下の通りだ。

600 万 kip－220 万 kip＝280 万 kip
つまり、ATJ にティピカを売ることで、ブンコンさんは仲買人に売るよりも 280 万 kip 分、多
くの収入を得ていることとなる。これは米 9 袋分（450kg 分）に相当する。1 人当たりの米年
間消費量は訳 200kg であるため、ブンコンさんの家計はフェアトレードによって約 23 人分の
年間の米の量に相当する金銭的恩恵を受けていることが分かる。
また、表 2 の収入を全部足し

9,200,000+4,400,000+6,000,000＋16,500,000+2,600,000＝38,700,000
ATJ に売ることで 280 万 kip 多く得ているのを、全収入と割り何%か出すと

2,800,000÷38,700,000×100＝7.235…
となる。よって 280 万 kip は収入全体の約 7％である。
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III

ソーンさん一家
社会文化システム学科 2 年

１

松 永 理 沙

家計調査の結果
表 1 世帯の基礎データ
名前

続柄

性別

年齢

学歴

出身地

ソーン

本人

男

63

小学校卒業

サーン

パンマッフ

妻

女

54

（不明）

ノングバック

オウタマ

息子

男

31

（不明）

プーマッコ

マラヤーン

娘

女

28

（不明）

プーマッコ

チャンサモーン

息子

男

26

（不明）

プーマッコ

コンサバン

娘

女

22

（不明）

プーマッコ

フォウトサバーン

息子

男

20

（不明）

プーマッコ

ティッパチャン

娘

女

18

（不明）

プーマッコ

アニー

姪っ子

女

6

（不明）

プーマッコ

ジャマン

甥っ子

男

3

-

プーマッコ

（出典：調査データより筆者作成）

この村の村長であるソーンさんの世帯の基礎的な情報は、表 1 の通りである。調査対象者で
あるソーンさんと妻のパンマッフさんの出身地が異なる背景には、このプーマッコ村が 1992
年まで国営農場だったということがある。また、アニーとジャマンは姪っ子、甥っ子の続柄に
あたるのだが、誰の子どもなのかを聞き逃してしまった。3 人いる息子の中のいずれかの子ど
もで、その息子の妻が亡くなったことにより、この家庭で生活をしている。
家畜は、鶏を 10 羽、アヒルを 8 羽、飼っている。しかし、これらは売るためではなく、す
べて自分たちで消費している。また、耕地面積は、全部で 7 ヘクタールある。そのうち 2 ヘク
タールがロブスタ種、1 ヘクタールがティピカで、残りの 4 ヘクタールがカティモールだ。
表 2 はそれぞれの豆の売却先と売却量、1kg あたりの売却額をまとめたものである。アラビ
カ・チェリーは 2015 年の数字で、ロブスタとティピカは 2014 年の結果からソーンさんが推定
した数字だ。アラビカ・カティモールとロブスタはどちらも仲買人に売却している。その理由
は、仲買人は家の前まで来てくれるため、他の売り手より簡単に売れるという点、そして、そ
の場でお金をもらうことができるという点にあるという。この家庭は果肉除去機を持っていな
いため、カティモールはすべてチェリーで売却していた。
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各種別の売却量と売却額

種類

状態

売却先

総量（kg）

単価（kip/kg）

合計（kip）

アラビカ

チェリー

仲買人

8,000

2,300

18,400,000

ロブスタ

生豆

仲買人

900

14,000

12,600,000

ティピカ

チェリー

ATJ

500

3,300

1,650,000

（出典：調査データより筆者作成）

表 3 は、家庭外で草刈りに携わった成員の労働日数と賃金を表している。ダグラック社とい
うベトナムのコーヒー会社の農園の草刈りに 3 名が携わった。この労賃の合計金額は、150 万
kip となる。ちなみに、2 年前までプーマッコ村から数キロ離れた村（おそらくプーオーイ村）
で、収穫作業に携わり労賃をもらっていた。

表3

1 年間の賃金労働について

名前

草刈り
日数

賃金/日（kip）

コンサバン

10

50,000

フォウトサバーン

10

50,000

ティッパチャン

10

50,000
（出典：調査データにより筆者作成）

一方、表 4 は年間の主な支出についてまとめたものである。まず、ソーンさん一家は、所有
する 7 ヘクタールのうち、5 ヘクタールのみで生産しているため、その分の税金のみがかかり、
合計 200,000kip を支払っている。土また、この一家は、地下水を使用しているため、水代が
かからない。ガソリン代は、2 台のバイクと 2 台の草刈り機を所有しているため、それらに使
われている。また、家族のうち妻、姪っ子、甥っ子以外の 7 人は携帯電話を持っているため、
その分の電話代がかかっている。
注目したいのは、肥料の欄だ。この一家は、ベトナムの土を購入している。1 袋（25kg）
110,000kip で、5 袋購入し、カティモールに使用している。また、肥料として牛糞ではなく鶏
糞を 1 袋 1,500kip で、20 袋購入した。今までは牛糞を使用していたが、今年初めて鶏糞に変
え、二つの違いを知るために試しているそうだ。彼は果肉除去機を持っていないのだが、買え
ないわけではなく、今は家にいる人数が多いため、いつお金がかかってもいいようにすぐに使
えるお金を残しておいているという。だが、将来は購入する予定であると話していた。
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表４
米
12,960,000

土地税

電気代

200,000

540,000

水道代
0

年間の主な支出（kip/年）
医療費

教育費
0

1,500,000

ガソリン代
3,000,000

電話代

肥料代

360,000

580,000

（出典：調査データにより筆者作成）

２

考察・感想

この家計調査で印象的だったことは、ソーンさんがコーヒー栽培に関して、さまざまなもの
を試しているということだ。肥料としてベトナムの土を使用したり、牛糞から鶏糞に変えてみ
たりするなど、新たなものを試してみて、生産物の質の向上を目指すなど、自らの選択肢を広
げていた。
また、フェアトレードがこの家にどれほど貢献しているのかを知るために、現在 ATJ に売却
している分をすべて仲買人に売却すると仮定して計算をしてみた。その結果、ATJ に売却する
場合は、そうでない場合に比べて 500,000kip 多く収入を得られるということがわかった。こ
の金額はコーヒーからの全収入のうち約２％であるが、
これは現在ソーンさん家の支出である、
1 年間の土地税と鶏糞代に相当する。したがって、この金額は、家計を助ける役割をしている
と言えるだろう。先に述べたように、
ソーンさんは、現在、家にたくさんの
人が暮らしているため、さまざまな事
態を想定し、すぐに使えるお金をある
程度用意しておく必要があると考え、
今は果肉除去機を購入していない。こ
の考え方から分かるように、私は、一
般にラオス人は、あまり物事を計画的
に考えていないという話を聞いたこと
はあるが、彼のように先を見越してお
金を取っておく人もいるということが
分かった。
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小学校ワークショップ

小学校ワークショップの報告
私たちは、フェアトレードコーヒー販売によるコーヒー農家への支援に加え、売上金の一部
を使用し、オリジナルの絵本を製作した。今回は、カプ村、プーオーイ村、ノーンヤートゥン
村、プーマッコ村の 4 つの小学校を訪問し、絵本を寄贈し、読書の重要性を伝えるワークショ
ップを行った。以下では、これら 4 つの小学校のワークショップの様子を報告する。

I ワークショップ１日目――カプ村
社会文化システム学科 3 年

１

檀 上 千 芙 夕

小学校の概要

1 日目はボラベン高原北部にあるカプ村でワークショップ（以下 WS）を行った。その後、
小学校の教師に小学校に関する聞き取り調査を行った。
この小学校の生徒は幼稚園児を含め、207 人であり、教室数も多く、私たちが訪れた小学校
の中でも比較的大きな小学校であった。学年は幼稚園 1 学年、小学校 5 学年を合わせた 6 学年
であり、1 クラスおよそ 56 人で構成されている。授業は午前が 8 時から 11 時半まで、午後が
14 時から 16 時半までであり、週に 3 回、
校長先生がラオスの文化に関する授業を行っている。
この小学校は最近新しくなったそうで、校舎は綺麗であった。昨年は、25 人いた小学 5 年生は
全員中学校へ進学している。教師の数は足りている。教師に必要なものを聞いたところ、本や
文房具、ボールやバドミントンセット等、体育で使う道具が必要だと述べていた。一番遠くか
ら通っている生徒は、2、3km 離れたところから通っているそうだ。

２

ワークショップの経過

私たちはカプ村で加工設備の見学
をし、昼食を食べた後、小学校に訪問
した。私たちはまず教師にあいさつを
し、WS の準備を行った。この小学校
は生徒数が多いため、ワークショップ
は 1 クラスのみを対象に行うこととな
った。今回の WS の絵本の読み聞かせ
は、小さい子どもには難しいと考えた
ため、高学年のクラスを対象とした。
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WS では、写真や折り紙等を置くのに机を使うことになっていたが、廊下に置いてあった長椅
子と机を貸してもらった。
WS は事前にラオス支援品企画班が作成した台本に沿って、①挨拶・自己紹介、②アイスブ
レイクのしっぽとりゲーム、③折り紙や写真を用いた日本の文化紹介、④絵本の紹介、⑤『桃
太郎』の読み聞かせ、⑥絵本に関するクイズ、⑦贈呈式、⑧終わりの挨拶の順で行った。前日
の午後にメンバーで台本の確認をし、子どもがいることを想定した通し練習をしていたため、
スムーズに WS を進めることができた。
WS ではその状況に応じた対応も重要であり、WS を実施しながら変更した点もいくつかあ
った。1 つ目はしっぽとりゲームである。しっぽ取りゲームは、しっぽに見立てたすずらんテ
ープをズボンの後ろに付けて、追いかけっこをし、テープを取り合うゲームである。勝敗はな
く、制限時間を設け、子どもたちと打ち解けるために行った。当初の制限時間は 8 分であった
が、思ったよりも長く、子どもたちが疲れて飽きてしまいそうだと考えたため 4 分ほどで打ち
切った。2 つ目はクイズである。クイズは 2 択で、正解だと思うほうの選択肢を持っている人
のところに、ラオス語で１から 10 まで数えている間に移動してもらう予定だった。また、す
ずらんテープを用いて、選択肢の間に境界線を作る予定だった。しかし実際に行ってみると、
ほとんどの生徒が桃太郎の内容を理解しており、ラオス語で数を数える間もなく、自分が正解
だと思う選択肢にきちんと移動してくれた。そのためすずらんテープも使用することはなかっ
た。

３

ワークショップのふりかえり

カプ村での WS が初回だったため、多くの課題が見つかった。
『桃太郎』の読み聞かせは高
学年を対象に行ったこともあり、1 つ 1 つの絵に笑ってくれたり、楽しそうに見てくれたりし、
反応が良かった。そして最後まで飽きることなく聞いて、クイズにも取り組んでもらえた。一
方で、折り紙や写真を用いた日本の文化紹介は思ったよりも反応が薄かった。折り紙は兜、写
真は電車の中やお神輿などであったため、高学年の子どもにとっては折り紙や写真のインパク
トよりも、「これは何か」という疑問の方が大きかったのではないかと思った。
今回の WS で 1 番の反省点は「絵本の渡し方」である。台本の通り、5 人の生徒に前に出て
きてもらい、1 人ずつに 1 種類 2 冊の本と文化紹介で使用した折り紙を渡した。その際「私た
ちの絵本を楽しんでください！」と言いながら渡した。絵本は小学校に置いてもらい、生徒が
いつでも読めるようにしてもらうということを教師や生徒に詳しく説明できていなかったため、
こどもたちは自分個人が絵本をもらったと勘違いしてしまい、
持って帰ろうとする生徒もいた。
そこで一度渡した本を預かって、教師に渡し、絵本について詳しく説明することとなった。絵
本を楽しそうに読んでいる子どもから一度絵本を預かったとき、子どもたちに上手く説明でき
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ず、困らせてしまったことが 1 番の反省だった。
今回の WS についてミーティング後、この日 WS を行った 2 回目渡航者で話し合いをし、台
本や WS の内容を一部変更した。
第一に、台本はただ読むのではなく、相手に伝わるように話し方に気をつけることにした。
例えば、写真や折り紙、絵を持つ人がどのタイミングで写真や絵本を次のものに持ち換えるの
かが分かりにくかったため、手を使って説明しているものを示したり、紹介するものが変わる
際は「1 冊目は…」
「次の写真は…」と最初に言ったりし、持ち換えるタイミングを分かりやす
くした。これは WS をする私たちだけではなく、通訳の方や見ている子どもたちにも分かりや
すいと考えたためである。また、クイズあとの台本にも分かりにくいものがあったため、変更
した。
第二に、しっぽとりゲームの時間を短くすることにした。おそらく他の学校でも 8 分だと長
いだろうと考えたため、3、4 分を基準とし、子どもたちの様子を見て、疲れたり、飽きたりし
ている様子だったら早く打ち切るようにすることにした。
第三に、
『桃太郎』の読み聞かせの際、絵を持つ人が 1 人であったが、場合によっては 2 人
で持つことにした。カプ村で WS を行っている際、風が強く、紙が曲がってしまったからだ。
その日の状況によって 1 人で持つことができない場合は、他の人にもサポートしてもらうこと
にした。
第四に、クイズで移動してもらう際、１から 10 までラオス語で数える予定だったが、場合
によっては数えないことにした。もし、生徒が正解に迷って動けなくなっているような場合は
数え、必要がない場合は数えないことにした。
そして一番大きな変更は、
「絵本の渡し方」である。絵本は生徒に渡すより、教師にも一緒に
WS を見てもらい、絵本についてきちんと説明して渡した方が、学校で管理してもらえ、多く
の生徒に読んでもらうことができると
考えたからだ。子どもたちには、
「先生
に渡して、学校に置いてもらうので、
みんなで仲よく読んでください。
」と説
明することになった。そのため、台本
を大幅に変更し、生徒だけではなく、
教師にも理解してもらえるよう、絵本
を渡す際は教師にきちんと説明するこ
とにした。また、教師にも WS を見て
もらうようお願いすることになった。
写真 48 絵本紹介の様子
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図書館の様子

ワークショップが終わったあと、私
たちは小学校の図書館を見せてもらう
ことができた。新しく作り直した学校
であるため、造りは綺麗であったが、
中は薄暗く、普段は施錠しており開け
ていないそうだ。中には余った教科書
や紙芝居と絵本が数冊机の上に置いて
あったが、他にもトタンの鉄板が床に
何枚か置いてあり、倉庫として使われ
ている状態であった。しかし中に置い
てある紙芝居は、幼稚園児と小学 1、2

写真 49 小学校の図書館

年生に読み聞かせの教材として使っているそうだ。紙芝居は政府が送ってくるものや学校で購
入したもので、子ども向けの物語や民族に関する物語が中心である。校長先生は、今は倉庫の
ような状態であるが 1、2 ヵ月後には図書館として使えるよう整理し、今回貰った絵本も置い
て、生徒に読んでもらえるようにしたい、と話してくれた。

５

全体をふりかえって

今回の WS は自分たちが主体となって初めて行う WS であったため楽しみよりも不安の気持
ちの方が大きかった。また、しっぽとりゲームは楽しんでもらえるだろうか、日本の昔話は楽
しんで聞いてくれるだろうかと不安でいっぱいであった。しかししっぽとりゲームの「スター
ト」の掛け声を合図に子どもたちが一斉に走り出して、ゲームを楽しんでいる姿を見て、その
不安は一瞬で消えた。
『桃太郎』に関するクイズも正解が分かりきっている様子であったが、子
どもたちは真剣に桃太郎を聞いて、理解してくれていると思うと、とても嬉しかった。
カプ村での WS を通して、ただ子どもたちに楽しんでもらうだけの WS では意味がないと感
じた。そして、本を読む楽しさを理解し、自発的に本を読んでもらうきっかけ作りが出来るよ
うな WS を行うことが大切なことであると考えた。また、カプ村の小学校の図書館を見て、本
に興味を持った子どもが進んで本を読みたくなるような、空間づくりも大切であり、それは教
師を始めとする大人の理解や助けがいるのだと感じた。そのために、教師にも WS を見てもら
い、絵本を置いたあとの彼らの学校生活を考えたうえで、WS を行うことが必要であると思っ
た。今回の WS は、次回以降の WS や Smile FLAOS の活動をするうえでの多くの課題を見出
すことができた。
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II ワークショップ２日目――プーオーイ村
社会学科 3 年

１

関 根 美 織

ワークショップの様子

2 日目の小学校ワークショップは、プーオーイ村の小学校で行った。この村の小学校には昨
年は来ておらず今回初めて訪問した。1 日目の反省を活かし、先生にも本を読むことの大切さ
を知ってもらうため、最初に先生に事情を説明し、ワークショップを最初から見てもらうよう
にして、絵本も子どもではなく先生に渡して、学校においてもらうように提案をした。
参加してくれた子ども達の年齢層は、低学年から高学年までばらばらだった。集まってくれ
た時には、
「なんだろう」と戸惑っている様子が見えたが、しっぽとりでは私たちのしっぽを積
極的に取りに来る子や追いかけると笑顔で声をあげながら逃げる子など、楽しんでくれ距離が
縮まったように感じた。その後、文化紹介の写真を見せた時には小さいけれど「おお～」と声
を出してくれるなど興味をもっている様子だった。しかし、
『桃太郎』の読み聞かせの際に中高
学年の子は最後まで真剣に聞いてくれていたが、低学年くらいの子の中には少し飽きている様
子の子もいた。後ろの方の子には座るように促さずずっと立ったままにさせてしまったのと、
小学校低学年の子には話が長すぎたのかもしれないと反省した。また、読み聞かせの際に、先
生は後ろの方で小さい子を一人膝にのせて聞いていた。鬼がきたときには子どもの腕をとって
「うわ～」と動かしたり、なにか話しながら『桃太郎』の話を聞いていたりしてその子の関心
を本の内容に向けていた。
最後の絵本の贈呈式の際には、参加
してくれた先生一人に対し、絵本 10
冊と折り紙を手渡して、これから読ん
でもらえるように話をして終わった。
途中で少しだけ飽きてしまった子もい
たようだったが、その子も騒いだりし
てどこかに行ってしまうこともなく参
加してくれて、子ども達全員が私たち
のワークショップと絵本に関心を持っ
てくれているのがわかった。

２

写真 50 先生に絵本を渡している様子

ワークショップ後の聞き取り調査と参与観察の結果

ワークショップ終了後に、一緒に参加してくれた女性の先生 1 名にインタビューを行った。
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プーオーイ村の小学校は、全校生徒 71 名で、内訳は 1 年生 16 名、2 年生 12 名、3 年 10 名、
4 年 16 名、5 年 17 名であった。先生は 4 名のみで、2 年と 3 年のクラスを同じ先生が担当し
ている。昨年は 16 名中 15 名が中学校へ進学した。1 名は家族の手伝いをしなければならず、
中学に行くことができなかったそうだ。しかし、しっかりと卒業しており一人も中退した生徒
はいないという。
校舎はコンクリート造りでとてもしっかりとしており、何よりきれいな作りだった。校舎の
壁にはラオスの国旗とスイスの国旗が描かれていたので、スイスの支援によって作られたのか
もしれない。教室の入口の横には小さなボードが掛けられていて、先生の名前、その日の欠席
者と出席者の人数が書かれていた。教室の中は 2、3 人掛けの机と椅子が並んでいて広々とし
ており、後ろにはスペースが余っていた。壁にはユニセフから送られた地雷についてのポスタ
ーや、
手書きで作られた植物のおしべめしべなどの説明など勉強に関するものが貼られていた。
また、教室に入ってすぐのところには出欠確認用に全員の名前が書かれた紙が貼ってあった。
さらに、そのそばには以下の 8 つのルールが書かれていた。

1.

8 時 15 分までに学校に来ること

2.

休みは 3 回までで休む場合は親が学校まで理由を言いに来ること

3.

ルールを守らなかった場合は罰として掃除、花の水やりをすること

4.

お金、携帯電話、アクセサリー、食べ物を持ってこないこと

5.

制服をきちんと着ること（赤いネクタイを付け女の子は青か黒のシンで髪の毛が長い場
合は結び、男の子は青か灰色のズボンでショートヘアにする）

6.

先生の話をよく聞いて静かにすること

7.

一生懸命勉強すること、宿題もしっかりやってくること

8.

机や椅子などを大切に使うこと。

国語の授業はリーディング、ライティング、書き取りの 3 つを行っていたが、本の読み聞か
せは授業内で行ってはいなかった。しかし、お昼時間に家が遠いなどの理由で昼食をとりに帰
らない子ども達に向けて、読み聞かせを行っていることがわかった。絵本はおとぎ話や戦争、
地雷についてのものが 100 冊以上あるといっていたが、この学校に図書館はなく、どこに所蔵
されているのか確認することはできなかった。
この村では、長老の話でも先生の話でも戦争の話がでてきて、特に先生は子ども達への読み
聞かせをすることで戦争や地雷の危険性について教えたい、知ってほしいと話していた。
また、
教室内には地雷のポスターが 3 枚ほど貼ってあるなど、地雷について普段から気にかけている
様子が良く分かった。また、この学校には昨年行っておらず、私たちは浄水器を設置していな
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いが、昨年私たちが支援品にしていた
ものと同じテラクリア社の浄水器が一
台設置されていて、子ども達が使って
いるのを見ることができた。
最後にこの学校の課題を聞いたとこ
ろ、先生が一人足りておらず、特に英
語の先生がいないので来てほしいとい
うことと、浄水器が現在ひとつしかな
いので全校生徒で使うには足りないた
め、もっとほしいという要望が挙がっ

写真 51 桃太郎の読み聞かせ

た。

III

ワークショップ３日目――ノーンヤートゥン村
社会文化システム学科 3 年

川 崎 理 莉 香

3 日目はノーンヤートゥン村の小学校でワークショップを行った。この村には去年度のスタ
ディツアーでも訪問していたが、その時の小学校は壁面が木材、屋根はトタンでできた小さい
校舎であった。しかし、今年度再び訪問した際には、コンクリート造りのきれいな校舎に改築
されていた。ただ、まだフェンスはつけられていなかった。この改築費用は、70 パーセントが
政府の負担で、
残りの 30 パーセントは村民 1 世帯あたり 30 万 kip の寄付によって集められた。

この小学校は幼稚園から 4 年生まで
あり、生徒数が 84 人、先生が 5 人で
ある。普段は先生 1 人につき 1 学年を
もっているが、現在は 1 人の先生が 3
か月間の産休をとっていたため、校長
先生が幼稚園クラスと 1 年生を担当し
ている。授業ではラオ語、英語、一般
教養、地理学などを教えており、ラオ
語の授業ではリーディングとライティ
ングの他に、読み聞かせや書き取りな
ども行っている。また、今回は英語の先
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生にインタビュー調査を行ったのだが、
あいさつなどの簡単な英語しか伝わら
なかったため、英語を専門的に勉強し
てきたというわけではないように思わ
れた。
この学校には去年度訪問した際に、
浄水機を 1 台と手洗いの順番を描いた
ポスターを贈ったのだが、浄水機は教
室の外に置かれ、訪問中にも生徒が浄
水機から水を注いで飲んでいる姿も見
られたため、日常的に浄水機が使われ

写真 53 浄水器の水を飲む男子生徒

ていると考えられる。また、手洗いの
ポスターはある教室の壁に貼られており、生徒たちがみんなこの順番を暗唱できていたので、
この学校では衛生に関する教育にも力を入れていると思われる。
この村の子どもは、全員この小学校に入学する。以前は 4、5 人卒業できなかった生徒もい
たが、最近は全員卒業できている。しかし、小学校を卒業した全員が中学校に進むわけではな
く、約 20 パーセントの生徒は家庭の事情によりコーヒー農園で働くようになる。残りの 80 パ
ーセントの生徒は中学校に進学するが、この村には小学校しかないので、7km 離れたノンカリ
村の中学校に通っている。しかし、中学高校を合わせると 7 年間あるが、最後まで卒業する生
徒はほとんどいない。
この学校には、スポーツや教育などに関する、政府から送られてきた 25 冊の本があるが、
図書館はない。その理由は、これらの本は自宅で読むように全生徒に回しているためである。
そして、最後に私たちの贈った絵本も同じように回してほしいと伝えたところ、そうするとの
返事をもらった。
他の小学校では本はたくさんあるが読まれていないということもあったので、
ここのようにあえて図書館を作らず、生徒たちの間で回し読みをさせるというのは、絵本を身
近に感じてもらう良い方法だと思った。
現在、この小学校に足りないものはないかインタビューしたところ、以下のものが挙げられ
た。

教科書／教材／絵を描くための色鉛筆／遊びに使うボール／バドミントン／浄水機／生徒に見
せるための写真／童話の本

浄水機は去年度のスタディツアーでも 1 つ贈ったが、
生徒数が多いため足りていない。
また、
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読み物も 25 冊しかないため、もっと
ほしいと言っていた。ボールやバドミ
ントンは授業で使うものではないが、
この先生はスポーツをすることが重要
だと考えており、休み時間で使うため
に、
このような道具を必要としていた。

ワークショップは 2 回目の参加者が
半数近くを占めていたので、大きな問
題もなくスムーズに進めることができ
た。しかし、折り紙を回してもらって

写真 54 ワークショップ終了後の集合写真

いるときに何個か形が崩れてしまった
ものがあったので、しっかりとのり付けをするべきであった。また、日本の文化紹介で写真を
見せている時や、桃太郎の絵本の読み聞かせの時に、最初はみんな興味を持って聞いてくれて
いたのだが、後半になると一部の生徒が飽きてきたのかあまり反応を示さなくなったり、少し
離れたところに行ってしまったりすることがあった。対象がまだ小学生であることを考慮し、
もう少し 1 つ 1 つのプログラムを短くした方が、最後まで飽きずに楽しんでもらえたのかもし
れない。
ワークショップが終わったあとに、
「スガー・ライ・ムウ」というラオスの遊びを一緒に行
った。ルール自体は日本の「鬼ごっこ」に類似しているが、遊び方が全く異なっており、たい
へん興味深かった。しかし、この「スガー・ライ・ムウ」をしている時や、ワークショップの
アイスブレイクで行ったしっぽ取りゲームの時に、生徒たちが校庭を走り回ることで大量の土
埃が舞っているのが気になった。これはこの小学校に限ったことではなく、今回訪問した 4 つ
の小学校全てで同じ様子が見られた。去年度のインタビュー調査により、私たちの訪れた乾季
には土埃による風邪が多いことがわかっていたにもかかわらず、対策をせずに生徒たちを遊ば
せてしまったことは、反省しなければならない。楽しそうにしっぽ取りゲームをしている最中
に、生徒たちも参加している日本人学生もみんな、いたるところで咳き込んでいたのをよく覚
えている。こういったワークショップをやる際には、どうすれば飽きずに楽しんでもらえるか
プログラムを考えるだけではなく、それを行う場所を想定して、起こりうるリスクとその解決
策も同時に考えておくべきだと痛感した。
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IV ワークショップ４日目――プーマッコ村
社会文化システム学科 3 年

水 上 大 輔

ワークショップ最終日はプーマッコ村の小学校を訪問した。家計調査とのスケジュールの兼
ね合いで、偶然このワークショップに参加したメンバーは私も含め全員が 2 回目の渡航者であ
った。私は昨年この村でのワークショップは行っていないが、昨年と同じ小学校へ行くと、一
切子供たちがいない。村の人に尋ねると廃校になったそうで、徒歩 10 分くらいの場所に移っ
ていた。当日は休日ということもあり、登校している生徒もいなかったため、生徒たちを集め
るために村長が村人へ向けた放送で、このワークショップのお知らせをしてくれた。生徒を呼
び出す手段としては何とも大胆である。また、先生方も不在だったため校舎の中へ入れず、他
村のように村や学校の状況について聞き取り調査ができなかった。したがって、ワークショッ
プの内容についてのみ述べることとする。
村長の呼びかけから数分経つと、続々と子供たちが村の通りへ出てきてくれた。歩いて小学
校へ向かう私たちの後について来て、列をなして小学校へ向かったのだが、後ろを振り返ると
恥ずかしそう笑う生徒たちの姿がなんとも純粋な目をしていたのが忘れられない。休日で先生
が不在という変則的なワークショップではあったが、先ほども述べたようにこのワークショッ
プ担当のメンバーが全員 2 回目渡航者の 3 年生であったことと、最終日ということでそれまで
の反省が毎晩のミーティングなどによってしっかりと共有できていたため、特に問題なく終え
ることができた。結局、集まってくれた生徒たちは 30 人弱であった、みな FLAO のワークシ
ョップのためだけに集まってきてくれた子供たちである。他村と比較すると、やはり休日であ
るので人数の少なさに関しては少し心配だったが、
元気な子ばかりで一切気にはならなかった。
小学校でのワークショップは私自身渡航中 2 回目であったのだが、1 回目のワークショップ
と比較すると、この村は特に生徒同士の仲が非常に良い印象があった。身体を動かせて遊ぶコ
ンテンツの一つであるしっぽ取りゲームのルール説明時には、ただ私たちの話を聞いているだ
けではなく隣の生徒と確認しあったり、分からないところを聞いていたりする様子が見られた。
『桃太郎』の読み聞かせ後に行った絵本のストーリーに関するクイズの際には、仲良しグルー
プで相談しながら答えを出したり、友達同士で正答数を競ったりしている子供たちもいた。通
訳の方が盛り上げてくれるのもあり、私が担当した小学校の生徒たちは皆楽しそうな反応をし
てくれた。プーマッコ村では友達と親密そうに話したり競ったりなど、私たちが提供するコン
テンツを、自分たちなりにもっと楽しもうとする姿勢が目立っていてとても嬉しかった。
ワークショップ終了後、思いがけない感動があった。時間の都合で片づけをしながらになっ
てしまったが、通訳の方にお願いして昨年 FLAO が寄付した浄水器と、ワークショップのテー
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マにしていた手洗いについて現在の状況を生徒たちに聞いてもらった。浄水器に関しては「毎
日使っている。毎日飲んでいる」との答えがすぐ返ってきて私たち 2 回目渡航者は安心してい
たのだが、その後生徒たちが声を出しながら何かをし始めた。片づけの手を止めてよく見ると、
ラオス語で 1 から 10 まで数えながら手洗いの動作をみんなで行っていたのである。昨年行っ
た FLAO の手洗いワークショップ以降、先生が繰り返し教えてくれていたようだ。
こういったワークショップは、開催すること自体が目的になってしまってはいけない。開催
することは、子供たちに何かを与える「手段」であって、
「目的」ではないからだ。私たちの活
動を続けてくれていた先生にお話を伺えなかったのは残念だが、しっかりと昨年の成果を 2 回
目渡航者全員で確認できて最後にふさわしいワークショップとなった。

写真 55
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2 回目のラオス渡航での驚き
千 川 隆 成
社会文化システム学科 3 年

昨年のスタディツアーでは、ただ楽しく過ごしたということだけが強く印象に残っている。
昨年度は、ラオスへの初渡航というワクワク感や、2 年生のためまだ責任のない立場、パクソ
ン地域の人々のあたりの良さ、ラオス人とともに夜遅くまで飲んだお酒などによって、この楽
しい思い出は作られた。
しかし、今回の渡航では、目に見える結果を残したい、自分自身が成長したといえる気付き
を得たいという目標ばかりでなく、団体の代表としての責任感もあり、前回とは違った気持ち
で参加した。振り返って見ると、果たしてその 2 つの目標は達成できたのか甚だ不安ではある
が、その中でも自分自身の行動についての驚きがあった。
1 つ目の驚きとは、何でも「挑戦してみる」という姿勢がついていることへの気づきだ。私
はこれまで計 3 回の海外に行ったことがある。その回数を経る度に、私は英語を喋ろうという
意欲が増しているのだ。というのも、そもそも私は大学入学当初、英語が苦手ということもあ
り、海外に出ようという思いは全くなく日本での活動に注力しようと考えていた。しかし、こ
の「キャリア分野」での活動やスタディツアーを経て、少しずつでもいいので英語を喋ってみ
ようという気持ちが生まれた。さらに、英語だけではなくラオス語まで喋ろうという気になっ
ていた。たとえば、夕食用の水を買う際に『指さし会話帳』と財布のみを持ち、単身で店へと
買いに行くといった行動を自然と取っていた。このような気持ちや行動の積み重ねによって、
例え苦手なことでもとりあえず「挑戦してみる」といった姿勢がついたことに、今回のスタデ
ィツアーで自ずと気づかされた。
2 つ目の驚きは、ラオス滞在最終日前日に行われたバーシー中に涙を流してしまったという
ことだ。私はここ数年涙を流すなどという経験は一切無かったので、すっかり涙腺は枯渇して
しまったと思っていたが、どうやらそうではなかったらしい。何故泣いてしまったのか、それ
は「感謝」の気持ちなのだと後に気づいた。そもそもこのスタディツアーは、団体活動全体の
なかの「海外活動」に分類される。この海外活動を経て、Smile F LAOS は次年度への活動準
備に移る。したがって、私にとってスタディツアーとは年間の活動の最後にあたる最もやりが
いを感じる瞬間であると同時に、年間の活動の終了を意味するものという意識が強かった。
とりわけバーシーはそのスタディツアーの最終日前日に行うものであったため、バーシー開
催が「長い一年の活動が終了した」と感じてしまったのである。その中で私は、2 年間お世話
になった箕曲先生に木綿の紐を結ぼうとした際、
「終わり」という言葉を意識しすぎて涙が出て
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しまったのだ。さらには、この「終わり」を意識して初めて、先生と団員全体への感謝の気持
ちがあふれ、皆が木綿の紐を結び合っている際に涙が止まらず、ただ立ちつくしてしまったの
だ。私にとって、このとき感じた感謝の気持ちは、2 年間の活動を経た特別な感謝であり、今
後忘れることはない。
3 つ目の驚きは、スタディツアーの楽しさが、人の気持ちを変えたということである。まず、
たとえば、2 年生の丸木さんから「スタディツアーを経験して気持ちが変わった」ということ
を聞いた。自分以外の人の意見、とりわけ初めて渡航した人の意見を聞いて、改めてツアーの
楽しさや、団体活動に対するやりがいを感じた。この楽しさの源はどこにあるのか。それは、
異文化を知ることそのものにあるのだろう。自分の知ることがなかった世界を知れることは、
そもそも楽しい。一方、学習という面において、毎日こなさなくてはならないことがあるので、
もちろん大変な部分もある。しかし、その学習内容は単なる旅行や観光では学ぶことができな
いものであり、達成感を得られるものだ。この達成感が自らのレベルアップに繋がる。これが
私の考えるスタディツアーの楽しさであり、やりがいである。
この楽しさややりがいを経て、メンバーは、自己の変容を遂げる。初渡航者であればこれま
で知らなかった世界が知れることに加えて、とりわけ 2 年生は、来年度にどのような支援をす
べきかという問いを考えられるようになる。一方、3 年生は、2 年間の Smile F LAOS で培っ
た学習に対する積極的な姿勢、とくに 2 回目の渡航で自ら設定した調査テーマに対して、何を
どのようにして学ぼうとしたのかという学びの姿勢を身につけることができた。このスタディ
ツアーは、これらの学びの姿勢の変容を可能にしているのではと感じた。
大学生にできる海外支援は、金銭や活動期間の短さなどの問題から期待できる成果は小さい
というのを聞いたことがある。しかし、私が今回驚きを通して学んだように大学生のうちに尽
力して活動することにより学べるものもあると思う。
「何でも挑戦してみる姿勢」や「感謝の気
持ち」、
「学ぶ姿勢づくり」
、これらは後の人生に大きな意味を与えるものだと感じる。
この団体に入る前には、日本の中で生きていくとしか考えておらず、海外には興味のなかっ
た私だったが、この団体に入り 2 年間の活動を経て、考えは一変した。海外を知る楽しさを知
り、自分が一段ステップアップしたように感じた。次の段階である社会に出るとき、この学び
や貴重な経験を活かしていきたい。
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支援する前にまず「相手の立場にたつ」
川 崎 理 莉 香
社会文化システム学科 3 年

Smile F LAOS（以下 FLAO）に入ってから 2 回目のスタディツアーに行くまでの約 1 年半、
ずっと不安で仕方なかった。支援品は去年度も今年度も FLAO の 3 年生がメインで考えたのだ
が、正直なところ、先進国の一大学生が考えたものが本当に発展途上国の人々の役に立つのか
確信が持てなかったからだ。去年度、イベントに参加した時にお客さんや先生方から「なんで
支援品を浄水器にしたのか？」という質問を何度も受けた。しかし、私の勉強不足と「絶対に
浄水器が必要であること」
を証明するだけの根拠がなかったため、
「きれいな水が飲めないから」
といった曖昧な回答しかできなかった。さらに、その年に初めてラオスに行き実際に家計調査
をしてみると、調査をしたほとんどの家庭で飲み水は一度沸騰させてから飲んでいるという結
果が出たため、本当に浄水器を贈った意味はあったのかと、いっそう私の不安は高まった。そ
の後、FLAO の 1 期が終わった去年の春休みに次年度の支援品を決めるため何時間も話し合い
をしたのだが、そこで出た様々な提案に対しても意見を言ってはいたが、心の中では「それっ
て本当に必要なの？」という気持ちがどうしても消えなかった。話し合いの結果、識字率が低
いことと子どもの読み物が少ないことから今年度の支援品はオリジナル絵本に決まったが、こ
れに対しても「少ない＝必要としている」とは限らないのではないか、必要だとしても素人の
オリジナル絵本で喜ばれるのかなど色々と考えてしまい、自信を持ってこの活動を紹介するこ
とができなかった。そんな時、今年度からラオス 2 回目渡航者は個人で 1 つテーマを決めて調
査をすることになり、
この活動に意味があるのかをきちんと確かめるいい機会だと思ったので、
この調査のテーマに「ラオスの農家の方々のニーズ調査」を選んだ。しかし、実際にラオスへ
行き、現地の方々に話を聞けるのは 12 月のスタディツアーしかないので、それまでは去年同
様ずっと不安感を抱きながらイベントに参加したり、班の仕事を続けたりしていた。自分が必
死になってやっているこの活動に意味はあるのか、本当に現地の人々の役に立っているのか、
お客さんに「ラオスのためになっています」と断言していいのか、この 1 年間のうちに自信を
なくして F ラオを辞めたいと思ったこともあった。それでも、この目で確かめるまでは意地で
も辞めないと心に決め、多少の無理はあったがなんとか絵本も完成し、あとはスタディツアー
の開始を待つばかり、というところまで来た。
当初はラオスの農家の方々のみを対象に参加型の調査を行う予定だったのだが、他の 2 回目
渡航のメンバーが絵本を贈る小学校の先生にインタビュー調査をするとのことだったので、せ
っかくだからとそちらのインタビューにも同行させてもらった。農家の方々はやはり生活がか
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かっているからか、コーヒーの買取価格の上昇や電気、道路の舗装などわりかしスケールの大
きい意見が多かった。しかしその中でも、きれいな水や図書館の設立を求める声がいくつか挙
げられていた。また、訪問した小学校の先生たちからも興味深い話を聞くことができた。それ
は「もらった浄水器は毎日使っているが 1 台だと足りない」
「手洗いの仕方を今も教えている」
「図書室はあるが本が足りなくて開館することができない」といった内容であった。さらに、
実際に目の前で浄水器を当たり前のように使っている子どもを見たというメンバーの話を聞い
て、思わず目頭が熱くなった。ずっと不安を抱えながらも続けてきたこの FLAO の活動が現地
の人々の役に立っていることがわかり、2 年間の努力が一気に報われた気がしてとても嬉しか
った。
しかし、それと同時に支援品が足りていないことに対するやり場のない悔しさも感じた。
ラオスの人々と私たち日本人の生活環境は全く異なっているため、必要とするものも違って
くる。これはどこの国が相手でも同じである。そのため、
「これが本当に必要なのだろうか」と
心配になるのも当たり前のことだろう。また、一言で「支援」といっても、その中身はとても
複雑である。しかし、何をすればいいかわからないからといって、下手な鉄砲も数撃ちゃ当た
るとでも言わんばかりに、何でもかんでも与えるのは良いとは言えないだろう。なぜなら、支
援をするということはつまりほとんどがその国や地域をより良いものにしたいからであって、
支援依存にさせるためではないからである。援助依存は彼らの自立の妨げとなってしまう。か
といって適当なものをあげても彼らのためになるとは言いがたく、そこの線引きがとても難し
い。そこで必要となってくるのが、
「相手の立場にたつこと」である。彼らの生活を知り、彼ら
の立場になって彼らの目線で考える。あるいは、可能なら今回の調査のように直接聞いてしま
うのもいいだろう。これから先は、
もう FLAO のメンバーとして支援
を行うことはない。しかし、今後も
「誰かのために何かをしてあげる」
という場面はいくらでもあるだろう。
そのときに、今回学んだ「相手を知
り、相手が本当に必要としているこ
とを見極める」ことを意識して、自
分のしていることを、自信を持って
紹介できるようになりたい。

写真 56 ニーズ調査の様子
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経験を生かすための「準備」
秋 本 真 理
社会文化システム学科 3 年

私にとって、今回のスタディツアーはなんだったのだろう。他者に共有すべき学び、どこか
キラリと光るような学びが、前回のスタディツアーにはあった。しかし、今回のスタディツア
ーを経て学んだことは、持ち物リストに「整腸剤」を加えること、滞在中はもちろん渡航前も
寝不足が続かぬように気をつけること、食欲が落ちたときのために日本食を食べられる用意を
していくこと……。
私はラオスで体調を崩した。初日から、お腹の調子が悪かったし、3 日目はひとり宿に残っ
てひたすら寝込んだ。ただ、大きな学びがなかったことを「体調不良」のせいにすることはで
きない。なぜなら、体調を崩したのは私だけではないからだ。程度の差はあれ、参加者の多く
は普段と違う環境へのストレスが身体にあらわれているように見えた。また、2 回目のスタデ
ィツアーで新鮮味が薄れたということも全く理由にならない。他の 2 回目渡航者はしっかりと
報告書を仕上げているし、その内容はキラリと光る学びに溢れている。ではなぜ、私は今回の
スタディツアーで学びを最大化することができなかったか？それは、経験を生かして学ぶ「準
備」を怠ったからである。
昨年度につづいて 2 年連続でスタディツアーに参加する者は、個人調査を実施することにな
っていた。当時は気がつかなかったが、これは本当に大切なことだと今は思う。なぜなら、2
回目渡航者には「見るものすべて新鮮！」というアベレージがないからである。初めての経験
というのはいつも特別だが、24 時間非日常の環境にさらされる海外では特にそういう面が強い
と思う。私は去年のスタディツアーで、すべての瞬間が目から、耳から、鼻から、舌から、自
分の体に染み込んでくるような気がした。そこから、たくさんのことを学んだ。もちろん、全
く同じ経験を二度繰り返すことはないから、2 回目以降も新鮮に感じるシーンもあるのだと思
う。事実、今回のスタディツアーでも新鮮な体験はあった（体調を崩したこともそう）。それで
も、やはり昨年度のスタディツアーは私にとって、新鮮さという意味で圧倒的な体験だった。
多分、こういう体験は今後そう多くはできないのだと思う。だとすれば、初めての経験以外は
意味がないのかというと、そんなわけがないのである。
2 回目渡航者は圧倒的な新鮮さを失う代わりに、
「経験」という新たな地平を獲得する。今回
のスタディツアーで気づいたのは、経験を生かすには、そのための「準備」が必要だというこ
とである。私は、2 度目のラオスに行く前、この点に気がついていなかった。前回は、環境が
私を成長させてくれた。家計調査に、毎晩のミーティング。与えられた課題をこなし、一つ一
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つの出来事を浴びるように日々を過ごしていった。結果として、学びが得られたのだから、そ
れでよかったと思う。ところが、経験を生かして学びを獲得し、成長するには、ただそこにい
るだけでは足りなかったのである。
具体的にどんな「準備」が足りなかったのかというと、昨年の経験から得た問題意識の下で
調査計画を立てるということだ。それぞれの昨年の経験を生かした個人調査の実施は、2 回目
渡航者にとって良いきっかけだった。前年のスタディツアーを振り返り、そこで得た問題意識
や疑問を発展させて、調査内容を決めていく。私がまずかったのは、そこを怠ったところだ。
「現場に行けばどうにかなるかな」という誤った認識。先にも述べた通り、それが許されるの
は、初めてのとき限定だったのである。
私は現地で、「パクソン郡の市場における果物について」調査をしようとしていた。調査方
法は、果物店店主と購入者への聞き取り調査を予定していた。しかし、実際は現地の市場で果
物店のラインナップと価格、原産地を 2 人の店主に聞くにとどまった。研究の本分は「比較」
であると聞いたことがある。2 つの事例だけではサンプルが少なすぎるし、事前の文献調査も
していなかったから、別の地域との比較を試みることもできなかった。そもそも、そこから何
を明らかにしようとしていたかを突き詰めることができていなかった。
結果、
情けないことに、
私はこの報告書に個人調査をまとめることができていない。ないない尽くしで悲しい。
経験は、そのひと自身が意識的にそれを駆使することで初めて学びと成長につながる。昨年
は「振り返る」ことの大切さを学んだ。今年の学びは、
「準備」の大切さである。さらに、この
報告書に取り組んでスタディツアーを振り返ったことで学んだことをどうにか「見出す」こと
もできた。「準備する」
「振り返る」
「見出す」、私が今後に生かすべき 3 つの課題である。

191

個人の成長の記録

異文化コミュニケーションにおける感情共有
大 茂 未 於
社会文化システム学科 3 年

Smile F LAOS に入って二年間活動してきたが、去年から継続してきたメンバーの中で、ス
タディツアー初渡航は私だけであった。スタディツアーに参加したかそうでないかの差は、大
したものではないと勝手に思っていた。確かにイベントで消費者に商品を説明するときに経験
談を交えて話すことが出来ないことを痛感することもあったが、それ以外で特に不自由を感じ
たことがなかった。しかし、こうしてスタディツアーを終えてみると、知りたかったことの数
倍の収穫と成果を会得した。
ラオスで最初に驚いたことは、日本とのギャップのありすぎる光景だった。バイクにヘルメ
ット無しで乗るすごいスピードの人々、前が見えないほどの砂埃、どこからともなく聞こえる
音楽、真夏のような照りつける陽射し、
「外国」っぽい匂い、何を言っているのかわからない言
葉。ダオフアン市場を探索した時はすさまじい衝撃を受け、テレビを通してではない、自分の
五感で感じることのできる景色に心が躍った。勉強してきた中での、想像のラオスとはまった
く違っていた。ラオスにいた毎日は、楽しさと驚きと発見と、少しの後悔と反省を含んだ充実
した日々であったと思う。その中でも印象に残ったことは現地の人とのコミュニケーションに
ついてだ。
今回のスタディツアーにはラオス人学生が 4 人参加をしてくれたが、初め頃の私は彼らと話
すことを拒んでしまった。それは言葉が通じないという不安からコミュニケーションを取るこ
とを恐れ、そこから逃れることが出来なかったのである。英語でラオス人学生と楽しそうに話
す関根さんの隣でその様子を横目で見ながら、自分は頷いたり、笑顔でいたりすることしかで
きなかった。しかし、それではいけないと思っていた矢先に、Jhai Coffee House でペンが積
極的に話しかけてきてくれることがあり、機会があったのでそこで初めてペンがどんなことが
好きなのかを聞いたり、いろいろなものを一緒に見て回ったりして感想を言うなど、自分から
勇気をもって話しかけることが出来たのである。
拙い英語だったのは言うまでもない。だが、単語をつなげるだけでも自分の伝えたいという
思いが相手に通じたとき、こんなにも嬉しいんだということに気づかされた。これはラオスに
いるからこそ発見できた喜びだった。それからは他の学生にも気軽に声がかけられるようにな
っていったし、ホームステイした時にはラオス人の会話に混ざっていったりして、コミュニケ
ーションを取ることが楽しくなっていった。どうしても言葉が出ないとジェスチャーでなんと
かしようと奮闘したし、日本では恥ずかしくて気軽には使えないような言葉でも冗談として言
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えたりした。言葉の壁は厚い、けれども、それを乗り越えるための手段はいくらだってある。
そのことを肌で感じたのが、ワークショップで小学校を訪れた時だった。
小学校では、低学年から高学年の子どもまでいた。最初はシャイで、なかなか笑顔を見せて
くれなかった子供たちは、しっぽとりゲームで本当に楽しそうに一緒に遊んでくれて、桃太郎
のクイズの時には正解の紙を掲げる私に元気に飛びついてきてくれたのである。笑顔がどの子
もキラキラしていて可愛いく、絶対に忘れられない。最後に手をつなぎながら遊んでいた時、
そういえば私はこの子たちと言葉らしい言葉は何ひとつ交わしていないことに気がついた。一
緒にいた時間は一時間足らずであり、お互いのことを深く知ったわけでもない。ただ、あのワ
ークショップで子どもたちと心が通じ合ったように思うのだ。私はここで、自分という人間を
全身で表現する、ということが何よりも大事であると感じたのである。
一回目の家計調査でその大切さに気づいた。彼らの生活状況を知るために来たはずなのに、
私は彼らにどうアプローチすれば伝わるかを考えないまま、そしてそれがわからないまま臨ん
でしまったのが、終わった後に本当に悔やまれた。相手を知るためには、まず自分から行動し
ようと思った。二回目の調査では、どうしてこの調査をしたいのかが相手に伝わるように、な
るべく調査対象者の目をみて話をしてみたのである。一回目は緊張で気が回らなかった部分も
他のメンバーとカバーしあったりしながら、親しみやすさや相手の話をきちんと聞く姿勢に注
意して挑んだ。調査対象者に「コーヒーの収穫は、あなたたちと同じくらいの年の子に手伝っ
てもらっている」と言われたときに、私たちは「じゃあ、明日から手伝いに行くよ！」と冗談
で言ってみた。その瞬間、場には笑顔がこぼれ、笑い声が響いたのである。それまで張りつめ
ていた空気が、
柔らかくなったように感じた。初めて家計調査が楽しいと思った瞬間であった。
まさかその次の日、コーヒーの実の収穫体験で、本当にその家庭にお邪魔することになるとは
思っていなかったが。
異文化コミュニケーションにおいて、言葉を駆使することは極めて大切だ。日本にいるとき
は意思疎通が困難なことなどなかったため、この大切さに気付かなかった。だが、その一方で、
コミュニケーションの場面において、言葉が必要ない時もある。私はもっと、いろんな人に自
分の考えや意見を知ってもらう努力をすべきだということを、スタディツアーを通して学び、
この点において成長できた。相手のことを思いやる気持ち、そして感情を共有することが異文
化コミュニケーションのなかでもっとも重要なのではないかと私は思う。
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ラオスで思い出した本当の意味での「学ぶ」とは
鈴 木 研 亮
社会文化システム学科 3 年

「学ぶ」
、今回のスタディツアーを一言で表すとこの言葉につきる。「学ぶ」という行為を私
たちは小学校、中学、高校、大学といくつもの環境で行ってきた。しかしスタディツアーを経
験したことで、社会人になる一歩手前の大学に在学している今、私は本当に「学ぶ」ことを行
ってきたのかと感じてしまう。私は自分の中では一番勉強したであろう大学受験を乗り越え、
入りたい大学に入った。あれほどの苦労を乗り越えたのに、大学に入るととりあえず単位を取
れればよいとか、テストは一夜漬けで勉強すれば大丈夫だと思いながら、勉強をしていた。そ
れは「単位」を取るための勉強であり、決して本当の意味での「学ぶ」ではないのだ。今回こ
のスタディツアーではすべてがこの意味での学びであったし、改めて「学ぶ」ことについて考
えさせられた。中でも特に「学ぶ」ことについて考えた 2 つの出来事について述べようと思う。
一つ目はやはり家計調査である。私にとって自分の知らない異国の土地に行くことはすごく
楽しみであった。どんな国でどんな場所で、どんな人たちに出会えるのだろうとわくわくして
いた。だが、ただ一つ、家計調査をすることだけは少し憂鬱であった。そんなに話せもしない
英語で、コミュニケーション力もない私が、家計調査なんてできるのだろうかと不安であった
からだ。そんな思いの中、一回目の家計調査が始まった。そこでは不安が的中するように見事
に失敗した。家計調査を始めた瞬間、緊張や不安から何もかもが後手に回り、ただ私たちのグ
ループについてくれていた通訳のエーさんが場を進めてくれて、私はただ数値を調査票に記入
するだけになってしまっていたのだ。このままではまずいと思い、夜にグループで反省会をし
た。その時私はあることに気付いた。それは、自分には学ぼうという気持ちが薄かったのでは
ないかということだ。
英語が話せないとか、自分にはできないとか、そういったことばかりを考えていて、不安の
中から、早く調査が終わってほしいと思っていた。これでは何のためにラオスに来たのかもわ
からない。不安は確かにあるが、そんな思いだけで調査に臨んでも何も学べないと反省した。
そしてコーヒー農家の人たちはなぜ ATJ を選ぶのか、あるいは仲買人を選ぶのかなど疑問に思
うことを質問していこうと決め、2 回目に臨んだ。2 回目の農家では、去年は Dao Huang 社に
売っていたのに今年は仲買人に売っていた。そこで反省を生かし「なぜか」と聞くと、雇った
人に早く現金でお金を渡したいからと答えてくれた。そこからコーヒー農家の人たちは、時や
場合によって自分に必要だと思う買い手を考え選んでいる場合もあると知ることができた。そ
の他のことにも、
「なぜ」と思ったらすぐ質問することができた。
194

社会文化体験演習活動報告書

第 3 分冊（キャリア分野）

「なぜ」
この 2 回目以降の家計調査をしている時、私の中では今まであった不安などなく、
や「知りたい」という探求心であふれていた。自分の知らないことに対して「知りたい」とい
う気持ちを持ち、学ぶ。そしてそれを知ったとき、そこで「なぜ」という気持ちが生まれ、ま
た「知りたい」と思い、学ぶ。これが「学ぶ」ということの本質であり、それは、そもそも楽
しいことなのだと思い出させてくれた。
そして 2 つ目はラオスの小学校訪問である。私はもともと途上国の子ども達に興味があり、
フィリピンの児童養護施設にも行ったことがある。フィリピンの途上国で会った子ども達とラ
オスの小学校で会う子ども達はどう違うのかを知りたいと思いながら、小学校訪問をした。小
学校に訪問すると、子ども達はすぐ教室から飛び出し、満面の笑みで私たちのところに来てく
れた。正直短時間しか関わらなかったため、フィリピンの子ども達とラオスの子ども達の違い
についてはあまり知ることはできなかった。しかしフィリピンの子どももラオスの子どもも、
「笑顔であること」はどちらも一緒で、それが周囲のみんなをさらに笑顔にさせると感じた。
途上国は経済的には豊かではないが、そんな豊かさとは関係なく、子どものあの純粋な「笑顔」
は変わらないと、ラオスやフィリピンに行って気づいた。そしてその「笑顔」を見たとき、自
分はこの「笑顔」を絶やしたくないと感じた。
私は忙しさにかまけて、自分が本当に学びたかったことを忘れかけていた。
「貧困」「紛争」
など、多くの事から途上国の子ども達は理不尽に命を失っている。そんな子ども達を救いたい、
あの「笑顔」を絶やしたくない。そのためにもっと途上国のことを学び、子ども達のために自
分にできることを考えたい。ラオスの子ども達に出会い、その気持ちを改めて強く感じさせて
くれた。そしてそれは自分が「学ぶ」意味なのだとも思った。自分がやりたいことのために「学
ぶ」
。それが「学ぶ」意味なのではないだろうか。
「学ぶ」について考えさせられた 10 日間を終え、私は切にもっと学びたいと感じた。フェ
アトレードのことや支援のこと、そして自分の興味がある途上国の貧困や子どものことである。
普段日本に住んでいると、自分が生きていくのに必要なことはたいてい知っていて、そんなに
頭を働かせなくても生きていくことができる。そのため私の中の「学ぶ」という気持ちが薄れ
ていた。しかし 10 日間異国の地に行き、言葉もわからない、何もわからない、知らないこと
ばかりで、不安しかないような環境に身を置いた。そのため知らないことだらけになるという
環境が、「知りたい」という気持ちを呼び起こし、
「学ぶ」ことの大切さを改めて感じさせてく
れた。
ラオスでは家計調査で私のグループについてくれた通訳のエーさんという人がいた。エーさ
んはいつもメモ帳を持ち、何かあることに、私たちに「これは日本語では何て言うのか」と聞
いてメモをしていた。エーさんは常に自分の知らない物事を知ろうと「学ぶ」という気持ちで
あふれていた。このエーさんのように、私も「学ぶ」という気持ちを忘れないでいたい。
195

個人の成長の記録

目には見えない「支援のかたち」
鈴 木 麻 奈 美
社会文化システム学科 3 年

私は今回のスタディツアーに参加する直前まで、昨年も渡航したのに再びラオスへ渡航する
意義が自分の中で見いだせずにいた。今年のスタディツアーも昨年と同じ村を周り、同じ内容
のプログラムも組み込まれていて、昨年経験してあっという間に一瞬で時間が過ぎてしまうこ
とを知っていたからこそ、何か自分個人の目標を立てないと何も成長できないまま 10 日間を
無駄にしてしまうと危惧していた。だから「この 10 日間は自分を成長させるための自分への
投資だ」と心に決めて、何か昨年とは違うことを学んでから日本へ帰ろうと思っていた。しか
し、自分が不安に感じていたことに反して、昨年と全く異なった学びがあった。今まで漠然と
していた「支援のかたち」が自分の中で見えてきたのだ。
私は日本で支援活動をしていると簡単に言っていたが、相手に物を渡すことが支援につなが
るとは限らないことに気づかされた。私は今回支援品として絵本を贈る 4 つの小学校全部へ行
くことができたが、小学校へ向かう車の中で「自分達が贈った絵本を子ども達に本当にたくさ
ん読んでもらえるか」と、ワークショップの直前になって不安に思った。日本で絵本製作して
いる時は夢中で絵を描き、製本作業をしていたが、いざ絵本を設置するとなると 1 回読んでお
しまい、数人だけ読んで放置されるといった可能性も大いにあると考えていた。もしそうなっ
てしまったら何より辛い。
実際最初に訪れたカプ村の小学校では図書館があったが、室内は薄暗く、砂埃がひどくて本
に無関係なものも置かれている様な物置部屋になっていた。1 回は使ったと聞かされた他の団
体が贈った紙芝居や本などが、ただ並べられているだけの図書館だった。そこに私たちの絵本
も設置したが、私はとてもその部屋が使われているようには見えなかったし、これからも使う
ことがあるのか疑問に思った。私たちの絵本がひょっとしたら子ども達に 1 回も読まれないか
もしれないとさえ思った。校長先生が「子どもたちに読んでもらえるようにする」と言ってく
れても、この状況が私にはかなりショックで自分が絵本を贈ったその先のことを全く考えてい
なかったことに気づかされた。
絵本はただ贈るだけでは意味がないからきちんと読んでもらえるように促さなければなら
ないとは頭では分かっていたつもりだったが、実際の行動に移せてはいなかった。箕曲先生も
言っていたが小学校の先生に
「絵本を読む大切さ」
を伝えないと贈っただけで終わってしまう。
カプ村の小学校では、そのことが突き付けられた。その後の 3 つの小学校では村長へ絵本を渡
したが、実際に子どもたちの手に届くのかはその場では分からなかった。支援すると言うから
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には、支援品を贈る理由、その使用方法、使うことのメリットを相手に伝えるということが１
番大事なことだと身に染みて分かった。
一方で、自分たちが行った支援は、ものを贈ること以外にもあったのかもしれないとも感じ
た。各村で村長や長老、JCFC 幹部の方から話を聞いて印象に残ったことは、どの人も日本か
ら、またはビエンチャンから学生が来てくれて嬉しいと言ってくれたことだ。これはただの挨
拶文句でしかないかもしれないが、彼らに笑顔でそう言ってもらえることが素直にとても嬉し
かった。ラオス滞在最後の夜、JCFC 幹部の方から改めて「来てくれてありがとう」と聞いた
瞬間に、
今まで出会ったラオスの子どもから大人まで様々な人の笑顔が頭に浮かんだ。
皆が皆、
そうという訳でもないと思うが、自分達が村へ訪れて「サバイディー！」と挨拶しただけでも、
ラオスの村の人たちは笑顔になって喜んでくれたではないかと思った。
それは自分が 2 月に
「地
域ベンチャー留学」に参加した際、
「田舎に東京の若い学生が来てくれることが嬉しい」と口々
にお世話になった方々に言ってもらえたことと一緒なのかもしれない。今回のスタディツアー
でラオス人と何度も接して自分達が村を訪れること自体が、村の人たちの関心をひくことがで
きると知った。そのこと自体に価値があることに気づかされたのだ。
支援においては何かを贈るだけではなく、自分がどう支援したいのかという意思を相手に伝
えることが大事だと強く感じた。言葉だけではなくても何か見せる、その場で使ってもらうな
ど工夫して伝える努力をしていかなければいけない。だからこそ、支援は難しいとも考えた。
だが、一方で難しく考え過ぎなくても、目に見える形のある「もの」を贈るだけが支援ではな
いと感じた。自分たちが顔を出したり、簡単な挨拶をしたりするだけでも嬉しく思ってくれる
人もいる。スタディツアーに参加して現地の人たちと接したという、昨年までの私は意識もし
ていなかった小さいことのように思えることにも今では意味があったと思っている。
2 回目のスタディツアーでは約 2 年間の自分の活動を振り返り、自分にどんな成長があった
かを考えた。昨年は楽しいだけだった活動は、今年度に入りやることが増え、多くの時間を割
いて何度も辛く苦しいとも感じた。だが、ラオスにまた来て、笑う時に顔がくしゃっとなるラ
オス人の笑顔が私は大好きで、それがとても印象的だったから「次の年も活動を続けよう、ま
たラオスに行こう」と昨年強く決心していたことを思い返した。実際に今回も村の人に挨拶し
て、小学校でワークショップをして笑顔をたくさん見ることができて、その光景を思い浮かべ
るとスタディツアーを遂げたという充実感でいっぱいになる。私は支援について考え「支援の
かたち」は人によって違うとは思うが、私は支援したい相手の顔をちゃんと見て、自分の思い
を相手にしっかり伝えていくことを、これからしていきたいと思う。
私は海外渡航がまだ 2 回目で、ラオスにしか滞在したことが無い。タイも経由地としてしか
分からない。もっと学生のうちに他の国でその国の人や景色がどうなのか、違いを見つけて、
ラオスや日本と比較してさらに知識を深めていきたい。
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ラオスの人たちに対する敬意を抱く
関 根 美 織
社会学科 3 年

今回のスタディツアーでラオスに行くのは 4 回目となった。去年のスタツアはただラオスに
行けるのが楽しみで、家計調査やワークショップ（以下 WS）は不安だけれど、一人ではない
し WS も先輩のサポートだけだからなんとかなるだろうと正直言うと気持ちは軽かった。しか
し、今回は WS を自分が主導しなくてはならないし、個人調査も自分だけで計画して、他の人
との協力なしでやらなければならない。そのため、とても不安でできればやりたくないと逃げ
ようとしていた。しかし、一年間ラオス班としてやってきた活動の集大成であり、最後のスタ
ツアとなるため行かないと後悔するだろうと思い、また何よりも「ラオスに行きたい」という
気持ちが強く、参加することに決めた。その結果、今回のスタツアで去年とは違った多くのこ
とを学ぶことができ、今までよりもさらにラオスのことを好きになった。
まず私が学んだのは、自分で調査・行動することの楽しさだ。去年の家計調査では英語が苦
手で、他の班員に質問をしてもらい私はメモを取るだけだった。しかし、今年の個人調査は自
分でインタビューをお願いし、一人で質問をして、メモもする必要があった。聞き取り対象者
であったラオス人学生 4 人を前に最初はとても緊張し、考えてきた質問を聞くことしかできな
かったが、慣れてくると会話をしているような感覚になり、相手の話の不明瞭な点を聞き返し
たり、質問票にないことまで聞くことができたり、逆に自分のことを話して場を和ませたりす
ることができるようになった。
去年は調査のとき班員に頼っていたにも関わらず、余裕がなく楽しめなかった。だが、今回
は自分の聞きたいことをその場ですぐに聞けた。WS のときには、自分で会場設営や先生への
聞き取りなどを全部自分から積極的に行った。去年とは違い言われたことをそのままするので
はなく、自分でしたことによって子どもたちが楽しんだり、
「おお～」と声を挙げたりしてくれ
た。個人調査と WS において、自分がしたことに対する相手の反応を見られて、それを純粋に
楽しいと感じることができ、
「自分でもできるんだ」と自信を付けることができた。大学 3 年
生にして自分の知りたいことを聞ける楽しさを知り、
今まで受身で生きてきた自分を後悔した。
二つ目は、人とのつながりの大切さ、素晴らしさである。今年の WS は日本にいる間に全体
で練習できないままラオスに来てしまい、うまくできるのかとても不安だった。だが、折り紙
を作ろうと夜に集まってくれたメンバーや自由時間に WS の練習をすることになっても積極的
に参加してくれたメンバー、一緒に WS を考えてくれたラオス班のメンバー、そしてモックさ
んや学校の先生、子どもたち全員のおかげで WS を大きなミスなく終えられた。また、個人調
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査においてラオス人学生の 4 人が疲れていても、私の質問にしっかりと答えてくれたり、理解
できるように何度も説明してくれたりした。さらに調査終了後「また質問があったらいつでも
聞いてね、質問をしてもらえるのがうれしいから」といってもらえ温かさを感じた。
支援や調査は 1 人で勝手にやりたいと思って出来るものではない。一緒に活動してくれるメ
ンバーや先生、快く受け入れてくれるラオスの小学校や生徒、通訳さんたちなど大勢の協力が
あって初めてできる。今まで避けていた「一人だけで何かをする」ということを経験して、逆
に自分は一人ではなく周りの多くの人の協力があり、初めて様々なことができるということを
知れた。上手くできるか不安だからとラオスに来ることを辞めていたら、このことを気づけな
かっただろう。今まで私はこのことを知るチャンスを逃していたのだと気が付いた。
最後に今回ラオスに来て、ラオスの学生や小学校の先生たちなど、ラオスの人々のことを尊
敬し、さらに身近に感じることができた。調査をした 4 人のラオス人大学生に対して、将来の
夢や目標について聞いたとき、4 人とも堂々と話してくれた。また、とても勉強熱心で、特に
ペンは「将来のためにもっと自分は勉強しなければならなくて、今年で大学を卒業するけどま
だまだ時間が足りない、日本に留学してもっと勉強するんだ」と話してくれた。さらに、自分
のやりたいことのために毎日たくさん勉強し、スタツアで村長さんたちに積極的に質問を投げ
かけたりする姿を見て、彼らのことがかっこよくみえた。私は大学入学以来、授業外の時間で
はほぼ勉強しておらず、テストの前に少しするくらいで、そんな自分がとても恥ずかしくなっ
た。自分も卒業までの残された一年間でもっと将来のことを考え、様々なことを勉強したいと
刺激を受けた。一方で、休日はバトミントンで遊んだり友達とショッピングに行くなど私たち
と変わらない生活をしていたり、宿題が多くて休日が潰れて嫌だなど年代が近いことで様々な
話ができた。このおかげで、今までよりもラオス人のことを身近に感じることができた。
また、WS には小学校の先生も参加してもらった。桃太郎の読み聞かせの際、生徒に寄り添
い何か話しながら聞いていたり、生徒達がしっぽとりゲームで遊んでいるのを笑顔で見守って
いたり、学校の問題点を聞いたときにすらすらと出てきたり、先生たちは生徒達のために一生
懸命働いているということが分かった。ただ、物不足などの問題があるだけで、学校の先生は
日本もラオスも変わらずに生徒のことをきちんと考えていることに気付いた。その結果、小学
校に足りないものを支援してあげるという気持ちよりも、ラオスの生徒達の小学校生活が少し
でも良く、楽しくなるような手伝いを一緒にしたいと思うようになった。私が今回行った WS
が、
生徒達の今後の生活や人間性を豊かにするための手伝いになっていればよいと願っている。
二回目のスタツアを終えて、ラオスの人々のこと、そしてラオスの他の地域のことなど、い
ろんなことを知りたくなった。自分で調査することや行動することの楽しさを知った以上、ラ
オスの学生たちに恥ずかしくないように、やろうと思ったことをやらずに後悔しないように、
これからは自分から積極的にさまざまなことに挑戦していきたい。
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帰国して始めた「一言日記」
檀 上 千 芙 夕
社会文化システム学科 3 年

今回のラオススタディツアー（以下スタツア）は私にとって２回目のラオス渡航となった。
２回目のスタツアは見るものに目新しさは感じなかったが、以前とは異なった見方ができ、新
たなラオスの一面を知ることができた。また、JCFC 幹部の方などからフェアトレードやコー
ヒーに関するお話を再び聞いたことで、フェアトレードやコーヒーに関する理解をより深める
ことができた。
ラオスで印象に残ったのは人の温かさだ。初渡航者がプーオーイ村でホームステイをした翌
朝、私は村長さんやラオスの学生がお酒を交わしているところに混ぜていただいた。村長さん
を始めとする村の方々は私にコーヒーやお茶を出してくださり、
私たちを歓迎してくださった。
また、ラオスの学生と楽しそうに話をしていた。前日に初めて会ったにもかかわらず、村の方々
とラオスの学生が楽しそうに話している光景はとても新鮮に思えた。私は日本で、初めて会っ
た出身や年齢の異なる人々が相手を朝から家に招き、親しげに話している姿を見たことが無か
ったからだ。初めての渡航の際は家計調査をすることに必死で、ラオスの村の方々とあまり関
わることができなかった。そのためプーオーイ村での朝の出来事はとても新鮮だった。
今回のスタツアで私は初めて海外で熱をだした。普段熱をだすことがなかった私は久しぶり
に熱を出した上、海外で熱をだしたことに驚いた。私は昨年のスタツアで大きく体調を崩すこ
とは無かったため、今回もあまり心配していなかった。ノーンヤートゥン村の方々の話を聞い
ているときから体調が悪かったのだが、そのときはワークショップと個人調査はできると思っ
ていた。そのため、自分の気持ちと体調が一致せず、小学校に行くことができなかったことは
悔しかった。毎晩 3 年生でワークショップをより良くするために話し合ったことが実践できな
いこと、浄水器を自分の目で確認し、調査できないことがとても悔しかった。
翌日も熱が 39.7 度あり、活動することができなかった。そんな私を支えてくれたのはスタツ
アのメンバーだった。気にかけて薬や食べものをくれた同期のメンバー、冷却シートを張りに
来てくれた後輩、日本語で「大丈夫」
「頑張って」と声をかけてくれた通訳の方やラオスの学生
たち。ラオスで熱をだしたからこそ知ることのできた温かさがあった。今回スタツアに関わっ
た全ての方に感謝したい。また、後半できなかった、２村の浄水器に関する個人調査を関根美
織さんと鈴木麻奈美さんが、私が作成した調査票を用いて調査してくれた。調査結果は報告書
にまとめたので FLAO の今後の活動に一役買ってくれれば嬉しい。
ラオス国立大学の学生がスタツアに同行したことも昨年のスタツアと異なる点であり、多く
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彼らは私の拙い英語を一生懸命聞いて理解してくれようとしたり、
のことを学ぶこととなった。
たくさん話しかけたりしてくれた。さらに私たちに「これは日本語で何というの。」と何回も尋
ね、日本語を覚えて使ってくれた。自分の国の言葉を楽しそうに覚えて使ってもらえることは
とても嬉しいことだと感じた。そして相手の国の文化を知ることは重要だが、自分の国の文化
を相手に知ってもらうことも互いのことを知り、コミュニケーションをとる上で重要だと思っ
た。また実際に話すことで、見るだけでは分からなかったことを知ることができる楽しさも感
じられた。
もう一つ、ラオスの学生と過ごしたことで印象に残ったことがある。それはラオスの学生の
「将来の夢」についてだ。これは、個人調査でラオスの学生のライフヒストリ―や意識に関す
る調査を行っていた関根さんから聞いた話なのだが、男子学生 2 人は、ラオスの人々の暮らし
がより豊かになるように道路の整備などに取り組むことが「将来の夢」だそうだ。そのために
彼らは大学で環境について研究している。この話を聞いたとき、自分の夢を素直に語ることが
でき、夢を叶えるために朝から夜まで勉強している彼らを尊敬した。私は卒業までにどこかに
就社しなければならないということに囚われ過ぎて、本当に自分がしたいことは何か、
「将来の
夢」について全く考えてなかった。どこかに就社して、安定していて、嫌な仕事でなければ良
いと考えてしまっている自分がいた。自分の夢や目標はなんであるのか、何を人に伝え、何を
通して人の役に立ちたいのか、考えていきたい。
そのために私は 2016 年から「一言日記」を始めた。手書きで今日良かったこと、楽しかっ
たこと、思ったことを簡単に書く。小学生の時に、夏休みの宿題で出た日記を一気に書いてし
まうタイプだったので、短い文から自分の思ったことを書き留めておいて、自分を振り返る習
慣をつけようと考えた。
「一言日記」を始めようと考えたのは、ラオスで毎日フィールドノート
に、考えたことを書いていく中で、自分の考えや気持ちをすぐに書き留めておくことが、過去
を振り返り、将来を考えるうえで重要だと気づいたからだ。またラオスで出会った通訳の方や
学生とこれからも関わりを持っていきたいと考え、あまり更新していなかった Facebook を英
語で更新することにした。これからも日本で自分が何をしているのか、日本の文化や魅力など
を発信することで、ラオスに行けなくても彼らと関わりを持っていけたら良いと思う。
スタツアの最後に、一緒に 10 日間過ごしたツアーメンバーにこう言われた。
「私も昔、カン
ボジアに行ったときに熱をだして、
自分の調査ができなかった。
でも今こうしてラオスに来て、
自分の研究をしたり、いろいろな人と出会ったりできる。だから、だんちゃんが熱を出したの
は運命で、ラオスに行って見たことや学んだことは将来に繋がると思うし、またラオスに来る
のかもしれないよ」と。これからも自分の目で見たり、感じたり、聞いたりすることを大切に
していきたい。また、今後も何らかの形でラオスに関わることができるよう、ラオスや自分の
暮らす日本についての勉強を続けていきたい。
201

個人の成長の記録

現地に行くことでしか得られない経験
堂 垣 莉 沙
社会文化システム学科 3 年

今回、私はスタディツアーで毎日さまざまなことを考え、刺激を受け、多くのことを学べた。
私はアルバイトで普段からコーヒーを扱っているのに、コーヒーが実際にどのような過程を経
て店に届いているのかを知らないことに疑問を持ち、自分の目で見て、伝えられるようになり
たいと思ったのがこのツアーに参加する大きなきっかけである。ラオスにとても興味があった
わけではなく、一度も行ったことのない発展途上国は、衛生面や食事、治安など不安なことも
多かった。しかし、そんな不安も吹き飛ばすほど、私は大きな学びを得た。
1 つ目は、コーヒーを育て、売るまでには大変な時間と労力がかかるということである。行
く前から分かっていたつもりではあったが、ただ話を聞いて理解するのと実際に自分の目で見
て体験するのとでは大きな違いがあった。コーヒーが乾燥されるときの独特なにおいや、脱穀
される様子は自分の肌で感じ、現地に行くことでしか感じ取れない貴重な体験である。特にコ
ーヒーの摘み取りをすることで、根気のいる作業であることを、身をもって体験できた。機械
を使わず手作業で一つ一つ選別し、丁寧に摘み取る。時間もかかり、体力も必要である。しか
し、一生懸命取ったコーヒーチェリーすべてがよい値段で売れるわけではない。決められた基
準を満たさなければならないのだ。コーヒーチェリーが育ち、日本で売られるものは、育てた
うちのほんの一部なのだと実感し、コーヒーが飲めることのありがたみを感じた。色んな人に
これらの事実を伝えていくのが私の役目ではないかと思った。
2 つ目は、人とつながるということの大切さである。今回、家計調査や小学校でのワークシ
ョップを通して、たくさんのラオス人と関わり合った。家計調査では、初対面の私たちの質問
に、ラオス人は嫌な顔せず、優しい笑顔で快く答えてくれた。私はここでラオス人の温かさや
穏やかでフレンドリーな気質を感じ、ラオス人が好きになった。言葉は通じないが、もっと知
りたい、なぜだろうという気持ちを伝えようという姿勢から回数を重ねるうちにうまく打ち解
けることができた。私は、ただ彼らを家計調査の対象者の一人としてみて、その人を通してフ
ェアトレードが与える影響を知りたいというよりも、彼らの生きざまや考え方、性格をもっと
知りたいと思えるようになった。その人自身に興味を持ち、その人の立場になって考えてみる
ことや、現地で感じ取ることを通して資料やデータでは気付けなかった新たな視点や考え方が
生まれる。これこそがフィールドワークの面白さなのかと、やっと気づいた。
小学校でのワークショップでは、日本の文化紹介や絵本の読み聞かせを行った。突然来た私
たちに、子供たちは躊躇するのではないかと思っていたが、そんな心配はいらなかった。教室
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にいた子供たちは、私たちに興味を持ち、私が手を振ると笑顔で手を振り返してくれた。絵本
の読み聞かせでは、キラキラした目で絵本を見つめ、真剣に本を聞き楽しんでくれたように感
じた。
自分たちの作った本を間近で喜んでもらえるのは素直に嬉しかった。
ワークショップ後、
子供たちが遊びに入れてくれたり、カメラを向けると嬉しそうにポーズをとってくれたり、と
ても短い時間ではあったがこんなにも距離が縮まり、言葉は通じなくても、お互いに何か心で
通じ合えるということに感動した。一方でもっと自分がラオス語を勉強していたら、もっとつ
ながることができたのではないかと少し後悔もした。
3 つ目は、支援の形についてである。私は、今まで支援やボランティアという言葉はあまり
好きではなかった。自分たちは豊かで、貧困でかわいそうな人を助けてあげるという「上から
目線」な感じがして、偽善なのではないかという気もし、実際に彼らの支援につながっている
のかということに疑問を感じていたからである。しかし、現地の声を聞いてみるとそうではな
いことが分かった。ラオスの観光局や教育庁では、
「ラオスに来て、
コーヒー農家の現状を知り、
日本で伝えてくるだけでも嬉しい」
「物資などの支援だけでも大きな助けになる」という話を聞
いた。何もできない自分でも支援に携われることができることを知った。しかし、
「ただ物を与
えるだけではなく、少ない割合でも自分たちでお金を払わせることで自分たちのものと認識し
大切に扱うようになる」という話も聞いた。援助依存にさせてしまっては、これからの成長や
発展につながらないということである。ここでも支援の形は様々で正しいというものはなく、
将来を見据え、それぞれにあった色々な支援のパターンを組み合わせながら、少しずつ自分た
ちで自立できるようにしていくことがよいのではないかと思った。
また、継続や繋がりを大切にすることも必要だ。小学校でのワークショップや家計調査では、
その場所について何も知らないまま活動した。いきなり来て、自分たちのやることをやって、
一瞬で帰る。少しの時間でつながれたことは嬉しかったが、これで終わってしまうことが寂し
く、こんな少しでもきちんと支援したといえるのかと不安が残った。もちろん、現地に何度も
来て支援するのは費用的にも難しい。しかし、もっと定期的に繋がれる支援ができたらさらに
よいのではないかと思った。
支援の形については今後も考えていかなければならないと感じた。
また、ラオス人は今の生活でも幸せに暮らしているように感じた。実際多くの不満もないと
聞いた。
彼らは温かく、
どんな人も笑顔で決してかわいそうという感情を一度も思わなかった。
支援は、かわいそうという感情からではなく、もっと彼らに快適に過ごし、今でも幸せだがも
っと笑顔になってほしいという思いから始まるのではないかと思った。
今回、スタディツアーに参加し、自分で実際に見ることで分かる新たな発見や、自らが何か
しようと考えて意思を持って動くことの大切さを学んだ。ここで得た経験は自分にとって大き
な成長につながり、今後の将来に役立つと思われる。ラオスという国が好きになった。ぜひま
た訪れたい。
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「貴重な体験」を噛みしめる
水 上 大 輔
社会文化システム学科 3 年

また、ラオスへ“帰って”きた。
昨年見たラオスの観光ガイドブックに書いてあった言葉を思い出した。
「一度ラオスを訪れた旅人は再びラオスに帰ってくる 」

昨年のラオス渡航から 1 年間、世界では様々なことが起こった。ラオスの隣国タイ･バンコ
クでの爆発や、記憶に新しいフランス・パリでの悲惨なテロがあり、世界中が危険にさらされ
ているといった雰囲気になっていたせいか、昨年は一切無かった周囲からの「心配の声」が私
のところに集まった。
ラオスの治安は大丈夫なのか、安全なのかといったことをよく聞かれた。
確かに何が起きるか分からなかったし、実際に初渡航のメンバーの中にはそういった心配をし
ていた人もいたみたいだが、ラオスのあのゆったりとした街並み、笑顔で挨拶を交わしてくれ
るラオスの人々を思い出すとそんな不安を払拭するのは容易であった。たった数日しか滞在し
なかったのにも関わらず、何故こんなにも愛着を感じているのか自分でも分からないが、ラオ
スはそういう思いにさせてしまう場所であると言う他ない。もうあれから 1 年経ったのか、な
んだかんだ今年もまたクリスマスはラオスで過ごすのだな、こんな気持ちであった。
今回のスタディツアーは前回とはまた異なった充実さがあった。そう感じさせるのは、行っ
たことのない場所を訪れたという訳ではなく、昨年とは異なる 2 つの大きな要素があったから
に違いない。それは「個人調査」と「ラオス人大学生の参加」である。
「個人調査」は 3 年生で決めたスタディツアー2 回目渡航者のメインで、1 回目の渡航で各々
関心を持った事柄を基にテーマ設定をした。調査結果等は他の項で記述するとして、これほど
までに自主性を強めることができたのはこのタスクがあったからだ。
前回のスタディツアーを一言で言い換えると、嫌な風に聞こえるかもしれないが「ストイッ
ク勉強合宿」といったところだろうか。家計調査という非常に難しい課題に取り組み、慣れな
い生活環境の中、成長や学びは多くあったものの全体的に余裕がなかった印象があるからであ
る。しかし、2 回目である今回のスタディツアーは一言で言い換えると「ラオス人になりきる
食の旅」だろう。というのも、私は「食文化」
、特に、訪れたパクソン地域での食を個人調査の
テーマに設定していた。
聞き取り調査が主な手段であったが、食の調査ということで、食べ物に関して非常に意識し
ながら過ごした。市場では見たことない食材があれば尋ね、勧められた料理があれば必ず口に
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した。また、村を訪れた際には到着してすぐに他のメンバーと行動を別にして、ラオス人に混
ざって昼食の調理を実際に行った。忘れずに調味料やレシピについてメモを取りながら、現地
の方に積極的に聞くようにした。作っては食べ、食べては作る。ラオス人に教わりながら調理
するなんて、そう簡単に経験できるものではない。貴重な経験であると共に、最高に「調査し
やすい時間」でもあった。昨年の家計調査での失敗・学びを活かし、堅い雰囲気を作らないよ
うに料理や洗い物を手伝いながら、会話をする感覚で調査の質問事項を消化するようにした。
昨年の経験がしっかりと自分のものになっていると確認できた瞬間であり、何よりもその工夫
を自主的に実践できたことが非常に大きい。調査をしているという感覚よりも、知りたいこと
を次々と聞くことができて楽しくて仕方がなかった。
もちろん、一人で全ての事をやり遂げたわけではない。毎日慣れた手つきで調理し、私の調
査の通訳としてサポートもしてくれたラオス人大学生の存在がある。スタディツアーを充実さ
せた要素の 2 つ目に挙げた、彼らとの出会いは私たちへの大きな刺激になったことは間違いな
い。彼らはこのスタディツアーに通訳として参加していたのではなく、私たちと同じく学びに
来ていた。同い年ということもあり、とても仲良くなったが彼らから学ぶことは多かった。妥
協しない姿勢、向上心、探求心、好奇心、英語力、日常行動のスキル、そして私たちに歓迎の
意を常に示してくれる温かみ。学ぶ環境や生活環境は日本の方が整っているはずなのに、私は
甘い、と何度も感じる場面があった。彼らと数日間共に生活ができたことが貴重で実りあるも
のであった。
ラオス人と食事や調理、移動などあらゆる時間を共に過ごして、強く感じるのは、
「自分は
今、貴重な時間を過ごしている」という事を認識すべきであるという事だ。
「ラオス人になりき
る食の旅」と言い換えたが、共に過ごした全ての時間を、めったにない機会であると大切に過
ごしたつもりである。これによって調査への意欲向上や、充実した「食の旅」に繋がったのか
もしれない。自分を少し客観的に見るこの少しの意識がラオスでの数日間を大きく変えると気
付けたことは大きな収穫だ。さらに今回は自分で決めたテーマ、自分で考えた調査方法で結果
を得たという事実も達成感に繋がっているのだと思う。
この昨年からの成長の過程と今回でまた大きな学びがあったという事実、そして一連の貴重
な時間は、自分の人生を客観視して、数年後には社会に出なければならない私にとっての大き
な柱として私を支えてくれるであろう。ラオスにも仲間がいる。こういう機会は次いつ経験で
きるか分からないが、成長して学ぶ過程を進んでゆくこの快感を忘れずにこれからの人生を歩
んでいきたい。
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人生のなかでかけがえのない記憶として刻まれた「経験」
阿 部 邑 人
社会文化システム学科 2 年

Smile F LAOS として活動をしてきて、普段の授業や学内販売、学外でのイベントでラオス
についてたくさん触れてきたが、実際にラオスに行って現地の人と話したり、風を体に受けた
り、街を歩いたり、自分で感じたことないことばかりあったと今更ながら感じている。イベン
トでコーヒーについて説明していても、自分で「ラオスに行ったことはないですけど」と付け
加えていたのがなんだか寂しかったのも覚えている。12 月になると、ラオスへ向かう時期が近
づいていることを感じ、実際にラオスへ行ける好奇心もあったが、衛生環境が悪い、暑い、ク
リスマスは日本で過ごしたいとか、かなりモチベーションは下がっていた。その時はまだこの
スタツアが、自分にとってかけがえのないものになるなんて思いもしなかった。
初日のタイ滞在を終え、二日目は車で国境を越えラオスの地に踏み入れた。第一印象は、
「暑
い」という簡単な気持ちだった。冬の日本からラオスに来たのだからそれは当然だが、思わず
口に出してしまったのである。国境を越えダオファン市場につくと、そこは自分が想像してい
た通りの市場の風景であった。店が連なり、周りからは意味の分からない言語、そうラオス語
が飛び交い、改めて異国にいるという実感が湧いてきたのである。そしてお昼を食べ、市場を
散策すると、そこには洋服や日用品、アクセサリーなどを扱う多彩な店が並び、通りを抜けて
外に出ると果物や野菜、魚などが並び、活気に溢れていた。一日目のラオスはまさに「異国」
という印象をもったまま終えるのであった。
ラオスであったことをずらずら並べてもわかりにくいので、自分が印象に感じたことを三つ
のキーワードでまとめてみようと思う。一つ目は「経験」である。特に「食」についての経験
だ。国境の近くで食べた蜂の幼虫。好奇心で食べてみたが、味はなく、到底美味しいとは言え
なかった。そして忘れられないのがアヒルの解体である。プーオーイ村でのホームステイ先で
行い、動物を自ら調理し、食す。日本では絶対に経験できないことだと思った。実際に自分で
あひるの首に包丁を入れるなんて無理だと思っていたが、ここでやらないと一生できないとい
う衝動が勝り、思い切って挑戦してみた。終わってみて、ものすごい緊張だったのか、一気に
疲れが肩にきた感じは今でも忘れない。今になって、あの短時間で自分はものすごい「経験」
ができたと実感している。命の大切さ、いかに自分が日本のスーパーで売られている肉をたや
すく手に入れ、食べていたのかと考えさせられる「経験」になったのである。
二つ目は、「学び」である。パクソン郡観光局では、観光客の数を聞いたところ、観光客の
ほとんどがユアンの滝と呼ばれる観光名所に行くということ、コーヒーが目的で訪れる観光客
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は、大体 20％で、ほとんどがタイ人だということ、日本人も少しではあるがいることを知った。
また教育局では、自分たちがつくった絵本を副教育局長さんに手渡しし、教師が足りていない
という問題や教室の数が足りていないことを聞き、考えせられた。そして重要なのが加工設備
などの現場の見学である。カプ村での JCFC の加工設備や脱穀施設、ダオファン農園をみてコ
ーヒー豆がどのようにして出来ていくのか自分の目でしっかりみて確認ができた。一方、家計
調査では、その家の収入にフェアトレードコーヒーがどれだけ影響を与えているのかなどを知
ることができた。もちろん調査は簡単には行かず、試行錯誤を繰り返し大変であったが、自分
の中で新しい「学び」を得られたのである。
三つ目は、
「出会い」である。同じ年代の学生たちが近くにいてくれたことは、この 10 日間
でとても大きな意味をもっていた。ラオス国立大学のペン、ラー、ボー、ダーの 4 人はそれぞ
れ個性があり、頼りになり、助けてもらった。別れの時は本当に悲しく、また絶対会いたいと
感じた。今は Facebook などの SNS があるので、帰国後も連絡を取り合っている。そして C
班の通訳であるカムサには、市場での買い物、家計調査でお世話になった。特に家計調査では、
英語をゆっくり発音してくれたり、理解できないところはわかりやすく図に書いてくれたり、
本当に頼りになる兄貴的存在であった。他にも様々な人と関わることができて、ラオスという
国が本当に好きになったことは確かである。
スタツアを終え、東京に戻ってく
るとすぐに思ったことがある。
「充実
した日々だった」ということだ。
Smile F LAOS の活動はとても大変、
でもやりがいがある。始めたころは、
不安とやる気がない自分がいたこと
をふと思い出した。10 日間という短
い期間ではあったが、自分自身がま
ったく成長できたと言ったら嘘にな
る。このスタツアは、自分の人生の
中でかけがえのない記憶として刻ま
れる「経験」になった。

写真 57 ラオスの小学校にて
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現場の声を聞く
梅 田 成 槻
社会文化システム学科 2 年

ラオスにはどんな人がいて、どんなものがあるのだろう。私は期待に胸を弾ませ、初めて足
を踏み入れるラオスという国へ渡航した。
ラオスに来てからは驚きの連続であった。気が付かないほどの粗末なタイ―ラオス間の国境。
車が上下にガタガタと揺れるほどの道。4 人乗りまでしているバイク。鼻をかむと砂が出てく
るほどの砂埃。車のそばを歩く牛などの家畜。角度が合わせられていない、木の板で作られた
階段。屠殺に慣れている現地の人。鶏の鳴き声で目覚める朝。見たことがないほど青くて広い
空に浮かんでいる白い雲。一つ一つがゆらゆらと輝きを放っているのがよく見える星。目に入
る何もかもが新鮮で楽しく、どれだけ疲れていても眠気がまったくこなかった。
しかし、市場の人や村人、ラオスの学生を見ていると私達と何も変わらない部分もあるのだ
と気が付いた。きれいな美容室で働くおしゃれな美容師や、子供を心配そうに見守る母親。勉
強熱心な学生。初めは警戒していても、遊んでいる内に心を開いてくれる子供たち。彼らは私
が今まで見たことがなかっただけで実際にこの土地で暮らしているのだ。私にとって驚きであ
ったこの土地は、彼らにとって当たり前のように毎日生活している土地であるのだった。国の
経済状況だろうが、文化の違いだろうが、そこで生活している人たちは私たちと何も変わらな
いのだと知ることができた。これらはいくら頭ではわかっていても実感することは容易ではな
かった。
この考え方は、今回のスタディツアーにおいて私にとっての一番の課題であった家計調査に
も繋げることができた。フェアトレードという国をまたいで行う大きな貿易の中で、それに参
加する一つ一つの家計がどのように恩恵を受けて、どんな負担があるのかについてとても近い
距離で考えることができたと感じている。私はまだ学生で実家暮らしであるので、一人で生計
を立てる経験をしたことはないが、村人が生活の中でどんな悩みがあるのかを真剣に考えるこ
とができた。
社会はグローバル化が進み、経済の規模が国を超えて非常に大きなものになっている。連日
のニュースでは、非常に大きな額のお金が動き、100 人単位の正社員がリストラされている。
大きな数字を毎日見ているせいか、感覚が麻痺してしまいそれに関わる一人一人の気持ちを考
えることが難しくなってしまっていた。経済規模が大きくなればなるほど多くの人が関わるよ
うになる。そして、人の数以上に悩みや困難があるはずである。私はグローバル教育を推進し
ている大学に入学し、
フィールドワークを多く行うこの学科に入学し、現場の大切さを学んだ。
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そして、このスタディツアーで一層その大切さを学ぶことができた。
今回の家計調査は複数の家計を調査しデータを数値化した。複数の家計を調査することでそ
れぞれの家計を比較することができ、比較することで新たな気づきが生まれた。例えば、家族
構成によって収穫の仕方や年間の米の消費量など違うなど、それぞれの家計のライフスタイル
をみることができた。
私は何事にも現場の声が一番重要だと考える。どれだけ大きな流れができたとしても一人一
人の声を無視してはならない。小さくても声を無視してはいつかマイノリティとして社会の歪
みになってしまうだろう。悩みの声聞くことは社会の複雑な構造の中だけでなく、普段生活し
ている中でも必要だろう。私は相手の立場に立って物事を考えるということを、異文化理解の
中で改めて気づかされた。家計調査の中で校長を務めている父がいる家計の 6 人の子供たちが
皆、小卒であった。なぜ、学びの大切さを理解しているはずの人が子供にそれをさせないのか
と考えたときに、日本人としてラオスを考えることに限界があった。相手を知り悩みを理解す
る。それが現場での必要な考え方だと気づかされた。
また、調査をするものとして賢くて心の広い人間にならなければならないと感じた。私は、
悩みを相談するときは信頼している人や尊敬している人にする。悩みを解決してくれることに
期待しているからだ。これは社会調査の中でも同様だろう。生活に関わる悩みをただの学生で
ある私が聞いたところで解決することはできない。調査対象者も私を信頼してくれなければ、
真剣に取り組んでくれないだろう。自分だけの範囲で生活していたら見ることができない人た
ちと出会いそれぞれの小さな悩みが大きな問題を作っていると知ることができた今、もうそれ
らを無視して生きることはできない。余裕のある限り人のためになることがしたいのなら、私
は賢く人の気持ちを真剣に考えることができる心の大きな人にならなければならないと強く感
じた。
日本から遠く離れた国で学んだことは、人の気持ちをどれだけ考えることができるかであっ
た。海外渡航を経験する以前は、海外へ行くことは憧れもありとても大きなことだと思ってい
た。しかし今では、私たちと変わらない生活をしている中でどんなことを考えて日々を生きて
いるのだろうという疑問が一番にある。また、日本で生活していても一人一人の声に真剣に耳
を傾け、どうしてそうなるのだろうという気持ちをストレスに感じるのではなく純粋にその人
の気持ちを知ることを心がけている。スタディツアーで学ぶことができた大切さを早速、帰国
した後に実践することができてうれしく思う。これらの経験を人のために使えることができた
らと感じている。
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直接見聞きするということ
大 久 保 亜 美
社会文化システム学科 2 年

「このスタディツアーを通して何を学んで帰って来られるのだろうか。自分には何かを発見
する能力があるのだろうか」という問いをもちスタディツアーに臨んだ。ラオスの景色は先輩
からきいていたため、私の中でラオスのイメージは出来上がっていた。だからはじめは、カル
チャーショックがなくてあまり心揺さぶられないなとか、新しい発見ができるかなとか思って
いたが、この 9 日間を通して、直接見聞きする情報は貴重なのだという当たり前のことに気付
かされた。
私達の班の 1 回目と 2 回目の家計調査はスムーズに進んだ。特に一回目はドルフィンがこの
スタディツアー専属の通訳でコーヒー農家について詳しかったため、スムーズに進めることが
できた。しかし、これは私達の成果と言えるのだろうか、こんなにうまくいって本当に成長で
きるのだろうかと思ってしまった。このことを踏まえて、2、3 回目は話をとめてもいいから疑
問に思ったことは聞こうと反省した。2 回目の家計調査では、アヒルが 10 羽いて、鶏はいない
といわれていたのに、実際見てみたら少なくともアヒルが 15 羽、鶏が 2 羽いた。数を正確に
把握しないのはラオス人の特性なのだろうかと思ったのと、この特性の違う人を調査するとき
は、なおさら自分の目で見て確認する必要があるのだなと思った。そして、自信を持つように
なるはずの 3 回目の家計調査で私達は困難な状況に陥った。2 回目と 3 回目の家計調査の通訳
はサムラーンだった。サムラーンがコーヒーに詳しくない通訳さんだったため、理解の食い違
いが起きた。調査中皆の頭が大混乱した。もしこれが皆同じ言語を使う者同士だったら、ちょ
っとした勘違いにも気付いてそこから軌道修正することは簡単だったかもしれない。しかしラ
オス語から英語に翻訳されることで、ある程度省略される部分がでてきてしまう。そして英語
を母国語としない日本人はおそらく日本語で会話するよりもスムーズに飲み込むことはできな
い。そう考えると、違う言語を話す人から情報を集めることがこんなに地道で難しいものなの
かと思い知った。
先生は、
「コーヒー農家本人が自分で言語化できないことを言語化するのが私達の仕事だ」
と言っていた。日本に帰った後に、農家はなぜその売り先を選んだ理由を説明できないのかと
先生に質問した。
「自分でも理由が分からないけど、なんとなくそうしたという経験があるでし
ょ？」といわれた。感情的なことはそれにあてはまるが、生活がかかっているのに感覚で判断
するということがあるのが未だに不思議で、このことについてしっかり理解したいと思った。
ワークショップでは、想像以上に教育が進んでいる地域もあるということを知り驚いた。日
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本にいたとき「ラオス班通信」のなかでラオスの本の状況について書いた。その際、教科書が
一人一人に行き届いている学校は全体の 10％と学んだため、パクソン郡にある村の小学校は図
書館がなければ絵本も置いてないだろうと思っていた。しかしプーオーイ村は割と裕福な家庭
が多い地域らしく、そこの学校に図書館はないが本が 100 冊以上あり、保健や理科の図解の絵
が教室に展示されていた。
このとき一番驚いたのが、ラオスに未だに残っている地雷について、
絵本やポスターから学んでいるということだった。まずラオスに地雷がまだ残っていることに
も驚いた上に、今までラオスは教育が成り立っていないと思い込んでいたが、教えなければな
らないことはしっかり教えられていたということがわかった。しかしそれでも先生が足りない
という問題はこの学校にもあった。後になって「なぜこの村でも先生が足りないのだろうか。
何がそうさせているのだろうか」という疑問が湧いた。私が日本で得た情報はラオスの一部の
情報であって、実際に足を運んでなければ、ここまで知ることはできなかったし、新しい疑問
が出てこなかったと思うと、直接見聞きすることが貴重な経験だということが実感できた。
このスタディツアーの醍醐味は、夜のミーティングなのではないかと思う。日本で授業のと
きは発言したい人が発言する形だが、このミーティングでは必ず皆感想を言う必要があった。
このため、一人一人の思いをきいてそれを自分に重ねて考えるということができてとても有意
義な時間だと感じていた。社会人の 2 人や先生 2 人は、学生とは一味違ったそれぞれの経験を
通した感想を語っていた。先輩からは、自分が体験してない個人調査の話がきけた。また、先
輩のみならず、同学年からも興味深い感想を聞くことができた。このとき、自分とは違う考え
に触れる喜びと充実感を感じていた。ここで学んだことは書き切れない程あるが、特に先輩は
去年を踏まえた感想が多かったため中身が濃く、心に響くものがあった。関根さんの感想の中
に、
「去年は 3 年生のサポートということで自主的に何かをするということがなかったが、今
回はワークショップなどにおいて『自分たちがやったんだ』という達成感があった。なぜ去年
は今回みたいに積極的にやらなかったのだろうと後悔した」という言葉をきいた。その言葉を
きいたときに、私は来年度事情があってラオスに行けないが、もしラオスに行けたら先輩のよ
うに反省点も見つけられるだろうし、今回のスタディツアーを通して興味をもったことを掘り
下げられるのだろうなと思い、また行けないのが悔やまれる。
スタディツアーで見聞きしたことは日本で調べても見つからないことばかりだった。まして
やラオスは他の東南アジアに比べて注目されていないため、アメリカやヨーロッパの情報のよ
うに日本に入って来ない。そう思うと気になることはラオスにいる間にきいて疑問を解消した
いと思っていたし、目に入る情報全てや、ラオス人の方の説明、メンバーの感想などの見聞き
したこと全てが貴重で大切にしなくてはいけないと実感した。来年度はラオスに行けないが、
この気持ちを忘れずにこれからのゼミのフィールドワークなどに挑みたいと思う。
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実践して学ぶ
鈴 木 美 那
社会文化システム学科 2 年

私のラオス初渡航は忘れられない 10 日間となった。私はラオスに行くことを決めてから楽
しみな気持ちもあったが、当日が近づくにつれて英語での家計調査や慣れない環境でのホーム
ステイのことを考え不安が大きくなっていた。しかし、実際にラオスに行ってみると不安に思
っていたことが嘘のように毎日が楽しく、充実していた。スタディツアーを通して、自分の目
で実際に見て体験することの楽しさや学ぶ楽しさ、人との出会い、ラオスの良いところなどラ
オスに行かなければ得られなかったものをたくさん得ることができたと感じている。
一番不安に思っていた家計調査では反省を生かすということを学んだ。1 回目は事前に決め
てあった項目を聞くことに精一杯になり、英語ができるメンバーに頼り切ってしまった。また
良い雰囲気の作り方がよく分からず、堅苦しい雰囲気になる場面も多いなど、たくさん反省す
べき点があった。その日班で話し合い 4 ページある質問用紙のうち、一人一ページ担当するこ
とに決めた。また話す英語もまず自分で辞書を使いながら調べ、疑問に思ったことは聞くこと
になった。二回目の家計調査では反省通り一人一ページ進め、班員全員が 1 回目よりも細かい
部分や疑問に思ったことなどを質問することができた。一回目よりも達成感があり調査が楽し
いと感じた。その日のミーティングで先生に明らかに一回目よりも成長していると言って頂け
てとても嬉しかった。何かをやって終わりではなく、きちんと反省をして改善する努力をすれ
ば自分の自信につながるのだと分かった。これは家計調査に限ったことでなく日本でも同じこ
とで今後の自分にも役立てたいと思う。
またホームステイでは挑戦することで得られるものがあるということを学んだ。今回のホー
ムステイではアヒルの屠殺を行った。最初に誰かやりたい人がいないか聞かれた時に勇気が出
ず、手を挙げることができなかった。それだけでなく、一羽目の時はショッキング過ぎて目を
そらしてしまった。しかし、その時にこれではいけないと思った。日本では鶏肉や豚肉、牛肉
などをたくさん食べているのに、動物から命を頂くその瞬間からは目を背けるのは都合が良す
ぎるのではないかと思ったのだ。そして屠殺をする機会は日本ではめったにないことなので体
験するべきだと思い、やろうと決心した。
実際に首の動脈にナイフを入れてみて初めて“いただきます”の本当の意味が分かった。こ
れまでは食前のあいさつは形式的なもので、小さいときから言っていたため命を頂いていると
いう意識はあまりなかった。しかし、今回の経験で自分は動物の命を頂いているということを
心から実感した。最初は正直なところやりたくないと思ったが、目を背けずに挑戦したことで
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今まで気づいていなかった、とても大切なことに気付くことができた。屠殺を経験できて良か
った、というのは間違った表現なのかもしれないが、この経験を通して得たものは絶対に無駄
にしたくない。

そして私はスタディツアーを通して、途上国への考え方が変わった。ラオスに行くまではフ
ェアトレードを必要としている途上国では生活が苦しくて人々はつらい思いをしているのだか
ら、彼らを支援してあげなくては＿と少なからず考えていた。家計調査や村の方の話などを聞
いて、たしかにコーヒーの値段が安定していなかったり、借金があったりと大変な思いをして
いる部分もある。しかし、ラオスの人が不幸に見えるということは決してなかった。道で会っ
た人はどこの誰かも分からない私たち日本人に笑顔であいさつをしてくれ、家計調査では初対
面の私たちの質問に笑顔で答えてくれ、
『指さし会話帳』を使いながら言葉を教えてくれた。ワ
ークショップで小学校を訪問したときには、子供たちは笑顔で私たちに近寄ってきてくれた。
とにかく私はラオスにいる間に、たくさんの笑顔を見た。
「豊かに生活しているから幸せ」
「お
金がないから幸せではない」
と安易に決めつけるのは間違っているということに気付かされた。
むしろ、笑顔が多くて人のぬくもりを感じるラオスの人々の暮らしが、うらやましいとも思っ
た。ただ、やはり暖かみがあり良いと考えるのも単純すぎで、労働環境などはまだまだ改善さ
れるべきであると思う。まだまだ正解が分からないが、
“支援をして助ける”という考え方では
なくて“より良い生活ができるように
寄り添う”という考え方をしたらよい
のかなと自分なりに考えた。
最後に、私はこのスタディツアーで
本当に良い出会いが多かったと思う。
コーヒー農家の方や通訳さん、ラオス
の学生、子どもたちなどラオスに行か
なければ決して出会わなかった人々と
会うことができた。言葉が分からなく
ても人と人が出会うことは本当に素晴
らしいことであるということも、ラオ
スに行き学んだものの一つである。

写真 58 ラオスの学生と
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2 つの発見―比較と異なる立場
松 永 理 沙
社会文化システム学科 2 年

今回のスタディツアーで学んだ 2 つの大きなポイントについて、ラオスでの具体的な経験談
のいくつかを披露しながら、
考えてみようと思う。
そのポイントとは、
「比較対象をつくること」
と「異なる立場の視点を持つこと」である。
第一のポイントについて考えてみたい。たったの 8 日間ではあったがラオスでの生活を通し
て、今まで当たり前だと思い何も感じていなかったことに目を向け、新たな気付きを得ること
ができた。それはラオスにいても多少感じたが、日本へ帰国して自分の家のトイレに入った時
に驚くほど鮮明に感じた。「トイレがつまらない! トイレットペーパーが流せる! 」、そのあと
の生活の多くの場面で、
「水道水を飲んでもよい! 」
「道路は整備されていて砂がない! 」
「身の
回りに野良犬や水牛、鳥も豚もいない! 」といったように、ラオスでの経験が日本との比較対
象となり、帰国してから日本の生活に対して初めて抱く感情が数多く生まれた。先進国と発展
途上国の違いを実際に目の当たりにすることができたのは非常に価値のある経験であると思う。
このような「異国での自分の経験」という比較対象を多く持つことによって、新たな気付きが
生まれ、理解が深まった。
逆に、ラオスで村を訪問した時に家の周りには犬が、中には猫がいる家庭をよく見かけた。
私は犬や猫が好きで、自宅ではペットとして猫を 1 匹飼っている。日本人の友達に話すときと
同じように、犬や猫の話を何人かのラオス人にしてみると、「好き」「かわいい」という反応が
全くといっていいほど返ってこなかった。
それどころか、
特に関心を持っているようでもなく、
興味がなさそうな様子であった。その時に、違う国に住み、違う文化を持つ人のそれぞれの感
じ方・考え方の違いを身にしみて感じた。そしてその違いの理由を自分なりに考えてみると、
民泊時に行ったアヒルの調理や、市場での食べ物の売り方が関係しているのではないだろうか
と思う。このようにラオスで感じた、動物の命をいただいているという意識を日本で感じるこ
とはあまりない。
その文化や社会の違いが、
動物に対する意識の違いを生んでいるのだと思う。
そして、その文化についてよく知るためには本や学校の授業を通してではなく、実際にラオス
で何年も何十年も暮らしてみなければならないと思う。けれども、少なくともそのような違い
があるということを踏まえた上で、自分なりに想像して相手の視点に立って考えてみると新た
な発見が多いということがわかった
次に第二のポイントである異なる立場の視点を持つことについて考えてみたい。スタディツ
アーでは、毎晩その日 1 日に感じたことや学んだことを 1 人 1 人が話すミーティングが行われ
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た。その日 1 日皆が同じような経験しているはずなのに、感じていることや考えていることは
全く違っていた。その全く違う人の話を聞いて、自分が感じたこととの比較をしてみると、自
分がそれまで感じていたこととは良い意味で全く別の気付きを見つけることができ、より一層
自分自身を知ることができた。ミーティングの中でも印象的だったのは、デザイナーをしてい
る植木さんがラオス渡航初日の夜、一番初めのミーティングで、
「ラオスの空の色が透き通った
青色でとても綺麗だ」と話したことだ。やはり、デザイナーという仕事をしていて、普段から
色に注目している植木さんだからこその視点なのだろうと思った。では、その話を聞いた私の
視点はいったいどこに向いているのだろうかと考えてみた。すると、ラオスの人、特に子ども
たちの表情や行動が鮮明に思い出された。子どもたちが市場でフルーツを販売していたり、１
つの自転車に４人で乗っていたり、楽しそうに何かよくわからないもので遊んでいたり、その
ような光景に驚き、疑問を持ち、とにかく印象的であった。このようにツアーメンバーとの違
いを見つけることによって、自分自身を知ることができた。
以上のように、2 つのポイントに焦点をあてて振り返ってみると、どちらも今後生きていく上
で常に意識をしていくべき事柄だと思う。実際に経験することの重要性をラオスで学び、それ
に加えてその経験と比較ができるような自分自身の知識が必要だと感じた。自分自身の知識不
足ということだけでなく、自分のなかで知識の土台を固めることが実際の経験をよりよいもの
にするということに気づいた。今後の Smile F LAOS としての活動に照らし合わせて考えてみ
ると、さまざまな類のイベント、異な
る販売形態や販売方法を探し実行する
ことによってそれぞれの比較対象をつ
くっていくことができ、それが今後の
さらなる飛躍につながると考える。ま
た、その中で日本人、ラオス人、農家
の人、ラオスの子どもたち、経営者、
消費者などといったような、異なる立
場の視点を想像してみることによって、
物事を相対的に捉えることが重要であ
る。

写真 59 ラオスの小学生たちと
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出会いに感謝
松 本 実 晴
社会文化システム学科 2 年

初めてラオスという国を知ったのは、東洋大学に入ってからだ。東洋大学の社会文化システ
ム学科に所属していなかったら、ラオスという国を知る機会はもっと遅かったかもしれない。
もしくはずっと知る機会がなかったかもしれない。私はただ「国際」に興味があるというだけ
でこの学科に入った。
FLAO に入り最初の頃はなにをやって良いのかもわからず、ただ先輩たちって凄いなと思っ
ていた。そして私は授業に参加するだけの日々を送っていた。私はアルバイトを優先し、イベ
ントにもあまり参加せず、みんなの前で発表することも避けていた。だが、ラオスのスタディ
ツアーを目前に、最後の学内販売がありずっと避けていたみんなの前で発表する機会がきてし
まった。この団体について、フェアトレードについて、コーヒーについてなどなにをどのよう
に説明していいのかわからず、自分で何を話しているか全くわからなくなってしまった。ここ
で私は初めて後悔をした。今まで何をしてきたのだろうと...。これからスタディツアーに行く
のに自分には何も身についていない。このままで行っても何の意味もない。
この後悔を経て、私はスタディツアーに行くにあたり目標を立てた。それは相手の話をきち
んと聞き、相手のことを知ることである。スタディツアーでは家計調査を行う。私はこれを大
事にしようと思った。理由は、ただ日本でラオスのコーヒーを売るのではなく、コーヒー農家
さんたちの思いを背負って売ることの大切さを感じたかったからだ。これは実際にコーヒー農
家さんと会話をしなければわからないことである。
ただ、ここで 1 番の大きな問題点があった。それは英語が話せないことだ。しかし、グルー
プ内に唯一英語を話せる大久保さん（通称「あみちゃん」）がいた。また通訳のドルフィンさん
、サムラーンさん（家計調査 2 回目以降）、そしてラオス人学生も手伝って
（家計調査 1 回目）
くれた。そして 1 回目の家計調査が行われた。みんながいるから大丈夫だろうと思い、私は落
ち着いていた。このなかで家計調査が始まり、ドルフィンさんとあみちゃんが先頭をきってく
れて、たんたんと進んでいった。自分はメモに集中しすぎてあっという間に調査が終わってし
まった。その時は終わったのかと思い、そのまま宿舎へ戻った。そしてご飯を食べ終わり、1
日の振り返りの時に自分の目標であったコーヒー農家さんのお話を聞けていなかったことに気
付いた。ことがたんたんと進みよくわからない達成感があったのが一気に冷めた。ドルフィン
さんとあみちゃんにだけ頼っていて自分は何もしていなかったのだ。目標を達成できていなか
った。結果だけに満足して終わっていた。
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これを踏まえ、次回の家計調査では担当を決め、自分の担当する場所を質問するようにした。
上手く伝わらない場合は手伝ってもらうことにした。そして 2 回目の調査の時、ちょうど私は
借金の項目の担当になり、とても聞くのに躊躇した。だが、思いきって聞いてみた。そうした
らしっかりと、
「借金はない」と答えてくれた。昔、兵士だったため、今では政府から年金をも
らっていること、でもそのお金だけでは生活できないことや、兵士をやめた年とコーヒー農家
を始めた年が一緒であったことなど、
調査票にはないところまで踏み込んで開くことができた。
つたない英語だったが上手く訳してもらい、コーヒー農家さんのお話を実際に聞くことがで
きて、私はとても嬉しかった。しかし、やはり言葉が通じないのは大きな壁ともなりうる。言
葉が通じなくても分かり合えることはあるが、全部を分かり合えるとは言い難い。私はスタデ
ィツアーを経験して目標ができた。それは 1 年後に今より英語を上達させることだ。自分にど
れくらいできるか試してみたい、挑戦してみたいと思った。
今回のスタディツアーでは、自分なりの英語でラオス人学生や通訳さんとは少なからず通じ
合えた気が私はする。この感覚は最高に気持ちが良かった。また、帰国して家計調査について
まとめてみると、しっかりと聞けていなかった部分や、自分たちと通訳さんと理解の違いなど
によって上手くコーヒー農家さんに伝わってなかった点などが多々あった。
このことを踏まえ、
自分の目標達成を目指し、再度、来年も家計調査に取り組み、絶対に成功させたい。
FLAO に参加したこの 1 年間は、
私にとって 20 年間生きてきた中で 1 番濃いものとなった。
そして、後悔もした。だが、いろんな人と出会えて喜びもたくさんあった。自分に目標もでき
た。このような貴重な体験を大学生の
うちにできて本当に私は嬉しく思う。
これまで適当に過ごしていた私にとっ
て、適当に過ごしたくないと思う日が
来るとは思わなかった。このような自
分の活力となった FLAO に私は感謝
する。また、引っ張って行ってくれた
先輩方、支えてくれた同期たちに感謝
する。またラオスという国を教えてく
れ、スタディツアーを引率してくれた
箕曲先生に感謝申し上げる。

写真 60 ラオスの小学生たちと
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支援のカタチ
丸 木

灯

社会文化システム学科 2 年

私の価値観はたった 10 日間のスタディツアーで変えられた。見るもの、聞くこと、感じる
ことすべてが新しく、毎日学び吸収できる環境で過ごした 10 日間はとても刺激的だった。日
を重ねるごとにラオスの生活に順応しているのを実感し、帰国してからはラオスに帰りたいと
思うほどラオスという国がとても好きになった。だが、渡航前はラオスにいくことに対して不
安があり、直前まで参加することを迷っていた。しかし、私たちが販売しているコーヒーがど
のように作られているのか、私たちの活動が本当に現地の人に還元されているのかを知りたく
てスタディツアーに参加することを決めた。
海外に行ったことはあったが、アジア圏の国にいくのは初めてだった。見るものすべてが新
しい環境で過ごして特に印象的だったことは 3 つある。1 つ目は、当たり前は「当たり前」で
はないということだ。トイレや食事、買い物や移動手段、日本で当たり前だと思っていたこと
が、ラオスでは決して「当たり前」ではなかった。毎朝市場で買い物をしていた時も、ラオス
人の学生や通訳さんと会話している時も常に驚きがあった。
帰国してからバスに乗っていると、
整備されたコンクリートの上を走り続けている感覚に酔ってしまい、精肉売り場に行ったとき
奇麗に加工された肉を見て生き物の肉だと全く感じられず買うことをためらってしまった。最
初は戸惑いと不安を感じていたものの、日を重ねるごとにラオスでの生活に順応してきていた
ので、日本の整いすぎている環境に戸惑いを感じた。当たり前という先入観は時に自分の世界
観を狭めてしまうということを学んだ。これは海外に行ったら必ず感じることではない。今ま
で帰国すると日本の良さばかりが目立っていたが、今回はスタディツアーということもあり、
現地の人々に話を聞き、農家の方の生活を実際に体験したからこそ実感することができたこと
だ。
2 つ目は「支援のカタチ」についてだ。ただ物を与えるだけでは支援にならない。支援とは
問題を解決するための一種の手段であると感じた。今回の支援品である絵本も、ただ単に絵本
をあげることが目的ではなく、この絵本をきっかけに本を読むことの面白さや大切さを、子ど
もたちだけではなく先生にも理解してもらうための手段だったのではないだろうか。私は初日
に小学校でのワークショップを行ったため、まだラオスのことについて知らない部分が多かっ
た。しかし、絵本の読み聞かせやワークショップの終わりに校庭で遊んでいるときの、無邪気
で純粋な子どもたちをみていると、いったい私たちにはどんな支援ができるのかと考えること
が多くなった。翌日から家計調査が始まりホームステイをして農家さんの生活を体験したが、
218

社会文化体験演習活動報告書

第 3 分冊（キャリア分野）

同じような疑問を周りの人と話す機会がどんどん増えていった。考えれば考えるほど様々なア
イディアが出てきて、未だに答えは出ていない。しかし、私たちからの一方的な支援にならな
いよう、相手のニーズをきちんと汲み取り、自分たちの行為がどのように受け止められている
のかをフィードバックしていく必要があるということはわかった。
3 つ目は、聞くことだ。疑問に思ったことやわからないことを積極的に聞くことが大切だと
痛感した。初回の家計調査では緊張しすぎて、調査項目を埋めることに必死だった。通訳さん
の言葉を理解するのにみんなが精一杯で、調査対象者との連携も全くとれていなかった。思う
ようにいかない調査が悔しくて泣きそうになった。それでも、ミーティング後に班で集まり反
省会をし、どういうところが駄目だったのか、何を直せば改善していくのかを話し合った。そ
のおかげもあって、回数を重ねるごとに班のチームワークが良くなり、疑問に思ったことも聞
けるような余裕が生まれていくのを感じた。最後の家計調査が終わったときには、個人として
もチームとしても成長したのを実感したと同時に、霧の晴れるような喜びも感じた。この気持
ちを忘れずに、来年度は、疑問に思ったことは積極的に発言していきたい。
最後に、スタディツアーで一番意識していたことは、見て感じたことを書き留めるというこ
とだ。6 日目で新品のボールペン 1 本を使い切り、10 日間でノートの 3 分の 2 を使い切った。
短期間でこれだけの量を書き留めてきたことはないと実感したと同時に、書き留めようと思う
ほどの体験してこなかったのだと気づいた。経験は自分の財産になることを思い知った。スタ
ディツアーで変わった価値観を軸に、講演会やイベントに足を伸ばしていくことで経験を積ん
でいきたい。
国内活動の時点では実際にラオスに行ったことがなかったので、自分たちの活動のゴールが
見えず FLAO の活動に積極的に取り組むことができなかった。しかしラオスに行って多くのこ
とを吸収してきてからは、もっと積極的に取り組んでいれば良かったと後悔している。今はフ
ェアトレードとはどういうものなのか、ラオスとはどういうところなのか、私たちの販売して
いるコーヒーはどういうものなのかを
多くの人に伝えたいという思いがある。
そしてこのスタディツアーに参加した
ことで、営業活動を積極的に行ってい
きたいという目標ができた。営業や販
売活動を通して私たちができる「支援
のカタチ」についても考えていきなが
ら活動していきたい。

写真 61 早朝の加工作業の様子
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ラオスという国、学びから実践へ
村 上 千 香 子
社会文化システム学科 2 年

私がこのスタディツアーに参加する前までのラオスへの印象は、正当な価格交渉を交わされ
ない貧困国、先輩たちから見せてもらった去年の写真の風景にある乾燥とした大地といったも
のだった。正直、ラオスに行く前まではこの国について何も知らず、日本とかけ離れた異文化
で約 1 週間、生活していけるのか不安だった。
陸路でタイからラオスへ国境線を越えるという、珍しい体験をした 2 日目。到着してまず感
じたことは、気持ちいいぐらい真っ青な空に、視界が開けた大地、そして直射日光こそ眩しか
ったが、湿気のないカラッとした空気が心地よかった。舗装されていない砂が舞う道路も、英
語ではなく全く聞いたことのない言語が飛び交う市場も、
どこへ行っても見るもの、聞くもの、
匂い、雰囲気、全てが東京と違う。またそのギャップが面白く刺激的で、先輩たちが言う「ラ
オスへもう一度行きたい」と思わせる要因の 1 つなのかもしれないと思った。
私がこのスタディツアーを通して言いたいことは、実践すること、つまり何事も受身ではな
く自分でやってみることだ。それを実感したのは 4 日目から始まった家計調査の時である。家
計調査は計 3 回行われた。私達の班は初回、雰囲気作りが上手くいくか、尋問のようにならな
いか、しっかり調査を終わらせることが出来るか不安だったが、持っていった日本のお菓子や
英語の出来るメンバーのおかげで、最後には農家さんの農園を見て周り、ザボンまで頂き、初
回にしては良かったのではないかと思っていた。しかし、よく考えると質問はほとんど同じメ
ンバーが行い、私はメモを取る程度で、これでは学校で授業を受けている時と変わらないと反
省した。その日の夜のミーティングでも先生から反省だけではなく、次にどう改善するのか、
自分が何をするのか具体的に決めたほうが良いと指摘を受けた。
それからメンバーと話し合い、
それぞれ質問する箇所をページごとに割り振って担当を決め、次の調査に臨んだ。質問するタ
イミングは難しく、英語で私達が質問した内容をラオス語で通訳さんが農家さんに伝え、農家
さんが話した内容をまた通訳さんが英語で私達に伝える。常に誰かの話しに耳を傾け、たとえ
ラオス語で何を話しているか分からなくてもしっかり聞く姿勢を示す必要があるので、全体の
流れや雰囲気、タイミングを見て質問をしなければならなかった。それでも私達の班では、1
回目より 2 回目、3 回目と回数を重ねるごとにメンバー全員が積極的に各々の疑問に思ったこ
と、気になったことを質問出来るようになった。私がとくに実践して良かったと思うことは、
分からないなりに直接農家さんとやり取りすることだ。2 回目までの反省から私達と通訳さん
で不明な点について話し混んでしまう時、英語の分からない農家さんは退屈してしまう。また
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常に私達が話すのは英語の通じる通訳さんだけになってしまうので、3 回目は『指さし会話帳』
を持って行き、農家さんと話せるタイミングをねらった。これが良かった。3 回目は不明な点
について通訳さんが私達メンバーの 1 人と長い間話し込んでしまった。私達も考えながら、時
に農家さんにラオス語で簡単な一文を話してみると笑顔で応えてくれ、そこからさらに盛り上
がった。英語の通じない場所だからこそ、現地の言葉で話しかけてみる。そうすると自然と相
手との距離を埋めることができるため、良い家計調査へ繋がると感じた。
また、5 日目に行ったアヒルの解体も同じである。実践してみて改めて気づかされたのは、
私達は命をもらって今を生きているということだ。日本では既にカットされた肉が箱詰めされ
た状態で売られ、私達はその背景を知らない。毎日当たり前のように言っている「いただきま
す」
「ごちそうさま」にもきちんと意味がある。また、ラオス人のいいところはアヒルの血まで
飲むということである。頂いた命のすべてを無駄にしないその習慣は、食べ物をお粗末にせず
最後まで食べきることの大切さを私たちに教えてくれる。日本に帰ってきて当たり前の食卓が、
実はとても幸せなことだと気づかされた。
以上のことから、私は大学における机上の学習も大切だが、そこにさらに実際自分で見て感
じて体験することによって学びはさらに深まると知った。今回のスタディツアーではラオス人
学生との交流もあり、充実した中身だった。英語は話せないが、単語と単語を繋げジェスチャ
ーで相手に伝え、相手がそれを汲み取る。全くの異文化だと思っていたラオスでも日本人のよ
うに子供達はシャイだったり、家に上がる時は靴を脱いだりするなど意外にも類似点があった
ことにも気づけた。ラオスに行かな
ければ、このような収穫もなかった
と思う。しかし、このスタディツア
ーがゴールではなく、まだまだフェ
アトレードやラオス、コーヒーつい
て勉強不足な箇所も沢山あるので、
今回体験したことを無駄にせずしっ
かり今後の国内活動へ生かしていき、
さらに勉強していきたいと思う。
写真 62 教育局にて
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ラオス南部ボラベン高原における水質調査
千 川 隆 成
社会学部社会文化システム学科 3 年

I はじめに
昨年度、私たち Smile F LAOS は、小学校では清潔な飲み水が簡単に手に入らないという問
題意識から出発し、小学校に浄水器を設置する支援を行った。発展途上国において、清潔な水
は、なかなか手に入りづらいものであるが、生活するうえで欠かせないものである。もし清潔
な飲み水が手に入らなければ、胃腸の病気のみならず、長期間の蓄積により、人体にさまざな
な悪影響をもたらす。本論はラオス人民民主共和国チャムパーサック県パクソン郡を舞台とし
て、そのような誰もが心配する「水」を調査の対象とした。
発展途上国のラオスでは、生水は水質が悪いため、飲用の際には浄水器を使用するか煮沸す
るなど、何らかの浄水処理を必要とする。そこで、本調査では「水質の悪さ」に着目し、はた
してどの程度水質が悪いのかを明らかにする。さらに、昨年度私たちが浄水器を寄贈したこと
もあり、浄水器はどれほどの浄化作用があるのかといったことも同様の調査により明らかにす
る。本調査では、水質のなかでも以下通り、大腸菌、ヒ素、鉄の 3 種の物質が採取した水の中
にどの程度含まれているのかを明らかにする。

表1
物質名
大腸菌

ヒ素

調査対象となる物質名

症状

煮沸による効果

体内に入ると体温にて増殖する。急性症状とし

「菌」である。

て表れ、下痢疾患になる。

ゆえに、煮沸で死滅する

日常的にヒ素入りの水を飲むことによって体

「金属」である。

内に蓄積。慢性症状として表れ、ガンになる。 ゆえに、煮沸の効果なし
鉄

少量であれば鉄分のため、害はなし。だが過剰

「金属」である。

摂取してしまうと心臓病を引き起こす。

ゆえに、煮沸の効果なし

II 調査方法
今回は東洋大学国際地域学部の眞子岳助教から水質調査用のキットをお借りし、それを現地
に持参して調査を実施した。以下の通り、調査対象とする物質により、試用する器具が異なる
が、対象とする 4 村 4 か所（農家水源、農家飲用水、小学校水源、小学校飲用水）の水をペッ
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宿舎にて 1 つ 1 つの物質の混入の程度について順を追って調査した。
トボトルに採取したのち、

表 2 調査方法
調査対象

使用する器具

調査方法

大腸菌

・培養器（35℃保温）

①

サンプル 10nl をスポイトを用いて採取

（大腸菌群）

・培養マット

②

大腸菌マットに採取した水をかける（全

・スポイト

体にかかっているかどうかきちんと確
認）
③

培養器の中に入れる

④

入れてから 24 時間後培養器からマット
を出す

⑤

マットに反応している赤い点、青い点の
数を数える

ヒ素

・MQuentTM Asnic

Test

⑥

点の個数から水質判断

①

サンプル 10ml を、スポイトを用いて、

（ヒ素調査キット）
・薬品 As-1

小ビーカーに入れる
②

・薬品 As-2

るまで混ぜる

・5ml 採取スポイト

③

加えて As-2 を 2 杯入れる

・小ビーカー（蓋つき）

④

化学反応が起きて泡が出るので、水滴が

・マイクロスプーン

鉄

小ビーカーの中に As-1 を 1 杯入れ溶け

付かないよう試験紙をかざし、密閉する

・赤スプーン

⑤

20 分後試験紙を取り出す。

・試験紙

⑥

試験紙が変化している色を判断

⑦

色から水質判断

①

サンプル 100ml をビーカーに入れる

②

試験紙にサンプルに浸ける

③

1 分後、サンプルから試験紙を取り出し、

・Quantofix
Total iron 1000
・試験紙

付着している水滴を振って十分に取る
④

放置

⑤

放置から 20 分後試験紙を見て、変化し
ている色を判断

⑥

色から水質判断

225

千川：ラオス南部ボラベン高原における水質調査

掲載ページの上限規定により、1 つ 1 つの村の調査結果の写真を載せることができないため、
各村の調査結果を文字にして表現する。
大腸菌（群）の調査結果は、円形の培養箇所に出る赤点、青点の数で判断する。赤点は大腸
菌群、青点は大腸菌を表す。数が多いほどサンプルの水に大腸菌、大腸菌群が多いことを表す。
大腸菌群は身体への害のあるものとないものがあるため、一概に飲用不可というわけではない。
一方、大腸菌は下痢性疾患の原因となるもののため、飲用は不可である。日本では大腸菌群が
あるだけで、飲用は不可とされている。
ヒ素の調査結果は、
試験紙の反応色で判断する。
反応色は対応する水の量ごとに 6 種類あり、
白から茶色へと変化する。その色からヒ素の量を判断する。試験紙はサンプルに含まれるヒ素
を 0.0～3.0mg/l As で表す。日本では 0.05 以上のヒ素が検出されたものは飲用水とは認められ
ない。一方、発展途上国では 0.5 以上のヒ素が検出されたものは飲用水とは認められていない。
ヒ素の量が多ければ多いほど危険である。
鉄の調査結果は、ヒ素と同じく試験紙の反応色で判断する。反応色は計 6 種類あり、薄肌色
から赤へと変化する。その色から鉄の量を判断する。試験紙はサンプルに含まれる鉄の量を 0
～1000mg/L Fe2+/Fe3+で表す。ヒ素同様に多ければ多いほど危険である。

表3
大腸菌（群）

調査対象ごとの検査結果
ヒ素

鉄

本調査はチャンムパーサック県パクソン郡のカプ村、プーオーイ村、ノーンヤートゥン村、
プーマッコ村の 4 ヶ所で実施した。各村の小学校と 1 つの農家から水源と飲用水を 1 種ずつ採
取し、1 つの調査地から計 4 種類のサンプルを用いて調査を行う。基本的には、どの対象も水
源の水を煮沸もしくは浄水器を通して飲用水としている。

226

社会文化体験演習活動報告書

第 3 分冊（キャリア分野）

IV 調査報告
１

カプ村

① 調査対象
農家：カンプーさんコーヒー収穫時利用の別宅
小学校

② 大腸菌（群）
農家水源

農家飲用水（浄水器）

大腸菌群（赤）

：3 こ

大腸菌群（赤）

：0 こ

大腸菌（青）

：0 こ

大腸菌（青）

：0 こ

小学校水源

小学校飲用（浄水器）

大腸菌群（赤）

：0 こ

大腸菌群（赤）

：0 こ

大腸菌（青）

：0 こ

大腸菌（青）

：0 こ

③ ヒ素
農家水源
反応色：白（ヒ素含有量：0.0 mg/l As）

農家飲用
調査時間不足により割愛。
水源からヒ素が検出されないため、
飲用も検出されないだろうと判断。
（翌日以降は全サンプルで行っている。）

小学校水源
反応色：白

小学校飲用
上記同様。調査時間不足により割愛。
（翌日以降は全サンプルで行っている。）

④ 鉄
農家水源

農家飲用

反応色：薄肌色（鉄含有量：0 mg/L Fe2+/Fe3+） 反応色：薄肌色
小学校水源
反応色：薄肌色

小学校飲用
反応色：薄肌色

⑤ 考察
調査対象であった農家は、JCFC 幹部のカンプーさんの収穫時利用の別宅だったため、比較
的家としての設備も整っていた。水はタンクに溜めてある汲み上げられた地下水を利用してい
る。そのため、生活水準が比較的高く、水も綺麗であった。この日の調査結果は、家庭での水
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源も大腸菌群は少量であり、
飲用では綺麗な水となっているため危険視するものは少なかった。

２

プーオーイ村

① 調査対象
農家：昼食を食べた農家にて採取
小学校

② 大腸菌（群）
農家水源

農家飲用水（水購入）

大腸菌群（赤）

：約 350 こ

大腸菌群（赤）

：0 こ

大腸菌（青）

：0 こ

大腸菌（青）

：0 こ

小学校水源

小学校飲用（浄水器）

大腸菌群（赤）

：0 こ

大腸菌群（赤）

：0 こ

大腸菌（青）

：0 こ

大腸菌（青）

：0 こ

③ ヒ素
農家水源
反応色：白

農家飲用
反応色：白

小学校水源
反応色：白

小学校飲用
反応色：白

④ 鉄
農家水源
反応色：薄肌色

農家飲用
反応色：薄肌色

小学校水源
反応色：薄肌色

小学校飲用
反応色：薄肌色

⑤ 考察
今回調査した家庭は、
初渡航者のメンバーが民泊の際にお世話になった家だった。
そのため、
カプ村同様比較的生活水準は高いのかと推測していたが、大腸菌群が 350 個と大量に発見され
た。水源として利用している地下水が、トイレの近くにあることが原因だと考えられる。飲用
水には、購入した水を利用しているということで危険性はないだろう。しかし、野菜を洗浄す
る際、地下水を汲み上げた生水で野菜を洗う場合があり、大腸菌群が付着する可能性は充分に
考えられる（私たちの滞在時には、購入した清潔な水を使用して料理をしていた）
。

228

社会文化体験演習活動報告書

３

第 3 分冊（キャリア分野）

ノーンヤートゥン村

① 調査対象
農家：モーンさん宅
小学校

② 大腸菌（群）
農家水源

農家飲用水（煮沸）

大腸菌群（赤）

：約 150 こ

大腸菌群（赤）

：約 1000 こ

大腸菌（青）

：0 こ

大腸菌（青）

：0 こ

小学校水源

小学校飲用（浄水器）

大腸菌群（赤）

：0 こ

大腸菌群（赤）

：0 こ

大腸菌（青）

：0 こ

大腸菌（青）

：0 こ

③ ヒ素
農家水源
反応色：白

農家飲用
反応色：白

小学校水源
反応色：白

小学校飲用
反応色：白

④ 鉄
農家水源
反応色：薄肌色

農家飲用
反応色：薄肌色

小学校水源
反応色：薄肌色

小学校飲用
反応色：薄肌色

⑤ 考察
今回の調査での特徴は、農家の水源、
飲用水においてともに大腸菌群が発見さ
れ、なおかつ飲用水の大腸菌群の数の方
が水源の水より多い点にある。調査した
農家は煮沸による殺菌を行っているが、
殺菌をした水は冷ましたのちすぐ飲むの
ではなく、右図のように鍋で保管して飲
用の際、鍋からすくって飲んでいる。煮
写真 63 ノーンヤートゥン村にて水の保管
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沸を行ったとしても、日用雑貨が並ぶような不衛生の場所での保管により、鍋の中になんらか
な形で大腸菌が入り、増殖していたと考えられる。

４

プーマッコ村

① 調査対象
農家：昼食を食べた農家
小学校

② 大腸菌（群）
農家水源

農家飲用水（煮沸）

大腸菌群（赤）

：0 こ

大腸菌群（赤）

：約 50 こ

大腸菌（青）

：0 こ

大腸菌（青）

：3 こ

小学校水源

小学校飲用（浄水器）

大腸菌群（赤）

：約 200 こ

小学校が休みだったため、施設が施錠されて

大腸菌（青）

：0 こ

おり採取できず。

③ ヒ素
農家水源
反応色：白

農家飲用
反応色：白

小学校水源
反応色：白

小学校飲用
小学校が休みだったため、施設が施錠されて
おり採取できず。

④ 鉄
農家水源
反応色：薄肌色

反応色：薄肌色
小学校水源

反応色：薄肌色

農家飲用

小学校飲用
小学校が休みだったため、施設が施錠されて
おり採取できず。

⑤ 考察
今回の調査において初めて、大腸菌が検出された。この農家は昨年度もお世話になったプー
マッコ村生産組合長の家であり、生活水準も比較的高い。地下水も綺麗な水を使いたいという
思いから自分で稼いだお金で、6 年前井戸を掘り、地下 42m から水を汲み上げている。飲用の
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際は地下水を煮沸して利用している。本人の思い通り、汲み上げられた水は非常に綺麗で今回
調査した全家庭の中で唯一大腸菌、大腸菌群が発見されなかった。本家庭も、ノーンヤートゥ
ン村の農家と同様、飲用水は煮沸してからすぐに飲むことはなく、別の場所で保管している。
したがって、飲用水から大腸菌や大腸菌群は発見されたということは、おそらくその保管方法
か保管場所に原因があると考えられる。

V まとめ
調査結果全体を見ると、当初予想していた通り農家の水源は大腸菌群の面で水質が悪いこと
が分かった。特に、トイレの近くから地下水を汲み上げているプーオーイ村の家庭では、その
違いは他の村と比較しても歴然としている。おそらく、土壌中に浸みこんだ糞尿の成分が汲み
上げる際に混入したものだと考えられる。一方で、
「ヒ素」や「鉄」といった身体へと蓄積する
ことで害を発する、煮沸では除去できない金属物質は、
どのサンプルからも検出されなかった。
ヒ素や鉄などの金属物質は、地盤に近ければ近いほど検出がされやすい。しかし、パクソン地
域は高原であるため、地盤に遠くヒ素や鉄が水に溶け込むことはなく検出がされなかったのだ
ろう。つまり、本調査の結果では、パクソン地域において飲用水への処置としては大腸菌、大
腸菌群を死滅できる煮沸が一番効果的であると言える。
もう一つの調査目的である浄水器の浄化作用については、どの小学校も元々の水が綺麗だっ
たことや、家庭でも煮沸を取り入れている場合が多く、多くのサンプルを得ることができなか
った。水源に大腸菌が含まれている例は、カプ村の農家の 1 つしか得ることができなかった。
その 1 つの例で水源に検出された大腸菌群が、飲用時には検出されなかった。サンプル数が少
ないため確証はできないが、昨年度われわれが設置したテラクリア社製の浄水器は、大腸菌群
を浄化する作用があるといえる。
最後に、今回の調査では水質調査も
含め、ラオスの人たちが普段どのよう
な水の扱い方をしているのかというこ
とを知るために、各村にて通訳さんた
ちが昼食を作る際、手伝いながら参与
観察を行った。その中で一番衝撃的だ
ったのが右の写真である。この大きな
たらいの中には、野菜を洗う用の水、
水を汲む用の小さなたらい、食器洗い
用のスポンジや隼人瓜が置かれている。
写真 64 プーマッコ村での調理中にて
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この隼人瓜は皮を剥いてから食べるため、一概に害があるとは言い切れないが、安全であると
は言いきれない。彼らの食に対する乱雑さが見えた瞬間であった。飲用水と水源を比べ、飲用
水の方が大腸菌群の数が多い例もその乱雑さが原因とも考えられる。
調査を行った家庭や小学校の子どもたちからは「下痢をしたことがない」という声が多かっ
た。そんな中でも大腸菌群検出がされたことから、彼らにはある程度の耐性がついていると考
えても良いだろう。しかし、彼らにある乱雑さが彼らの耐性で打ち勝つことができない水質の
水を作ってしまったとき、問題として露呈するだろう。多くの海外支援機関により、水の危険
性や処置方法などを彼らに知ってもらうことができた。次なる支援は、その水を清潔なままど
のようにして扱うかである。

謝 辞
本調査において、東洋大学国際地域学部の眞子岳助教には、調査キットの貸し出しばかりでな
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ラオスの農村部における住民のニーズ調査
川 崎 理 莉 香
社会文化システム学科 3 年

I はじめに
「私たちのしていることに意味はあるのだろうか」―――これは、去年度の Smile F LAOS
（以下 FLAO）の活動をしている時からずっと抱えていた疑問である。浄水器よりももっと良
い支援品があったのではないか、絵本を贈ってもみんな読みたがるのだろうか……。そんなも
やもやした気持ちで販売活動をしていたのだが、3 年生になり、もう FLAO のメンバーとして
活動できる期間がどんどんなくなっていく中で、
「このままでは終わりたくない」、
「この 2 年
間やってきたことに自信を持って FLAO を卒業したい」という思いが強まっていった。
そこで「社会学の基本はフィールドワークである」という言葉を思い出し、
「わからなけれ
ば調べてみればいい」と思い、今年度のスタディツアーで実際に確かめてみることにした。こ
の調査では、現在ラオスの農村部の人々がどのようなニーズを持っているかを明らかにし、
FLAO で贈った浄水器と絵本の需要の有無を検討することを目的とする。

II 調査方法
本調査には 2 つの方法を用いた。1 つはインタビュー調査であり、これはワークショップで
訪れた小学校の先生を対象に行った。流れとしては、はじめに小学校の様子を聞き、それを踏
まえた上で「今小学校に必要なものはないか」という質問に答えてもらった。
もう 1 つは『
「援助」する前に考えよう―参加型開発と PLA がわかる本』
（開発教育協会、
2006）を参考にし、訪問した村の村長や組合長ら農民を対象に行った。これにはいくつか参加
型開発の手法が挙げられていたが、その中で今回は「地域課題ランキング」という手法を採用
した。これは、地域の課題を出し合い、それらの間で順位づけをすることによって、取り組む
べき課題を絞りこんでいく、という手法である。これの「課題」の部分を「ニーズ」に変更し
て調査を行った。以下はその手順である。なお、今回の調査のスケジュールに合わせ、一部内
容を省略している。

「地域課題ランキング」
・用意するもの：模造紙、付箋紙、丸いシール、マジックペン
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【ステップ 1 投票で選ぶ】
①

訪問した村の住民に、今現在その
村で必要とされているもの、こと
（ニーズ）を、参加者各人が思い
つくままに付箋紙に書いていく。
このとき、付箋紙 1 枚には 1 項目
のみを書く。

②

模造紙にそれらの付箋紙を貼っ
ていく。同じ問題が書かれていた
場合は、それらをまとめて 1 つの
ニーズとする。

③

写真 65

貼られたニーズについて、参加者

投票の様子（ノーンヤートゥン村）

各人が投票をする。各人は 1 人あたり 3 票を持っており、より必要性が高いと思うもの 3
項目にシールを貼っていく。このとき、同じニーズに複数投票してはならない。
④

投票の結果、その村のニーズ上位 5 位を選ぶ。

⑤

投票の結果について各人ごとに感想を述べる。

【ステップ 2 ペアにして選ぶ】
①

模造紙に縦 6 マス、横 8 マスのマトリックスをつくる。横軸、縦軸の第 1 列に【ステップ
1】で選ばれた地域のニーズ 5 つを書き込む。

②

それぞれの 2 つの項目を対決させる。
「どちらがより重要か」
「早急に取り組まなければな
らないのはどちらか」を参加者で議論し、多数決をとる。多数派のニーズに〇を、もう一
方のニーズに×を書き込む。

③

〇の数を集計して、横軸の第 7 列の欄に書き込む。

④

〇の数が多い順に、1 位～5 位を一番右の欄に書き込む。

⑤

以上の結果をもとに、各人ごとに感想を述べる。

まず【ステップ 1】では、数ある村のニーズからより重要性、緊急性の高いものを絞りこむ。
次に、
【ステップ 2】では二項目ランキングと呼ばれる手法を用いた。これにより、白黒つけが
たいニーズを 2 つずつ比較して、順位づけをすることが可能となる。

III

調査結果
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１

インタビュー調査

インタビュー調査は、最後に訪れたプーマッコ村以外の 3 村で行うことができた。しかし、
時間の都合上、小学校の様子を省いて必要なものについてのみ質問をした村もあった。ここで
は、各村で挙げられた後者の質問の答えに焦点を当てる。

【カプ村】読み物（特に童話）
、教科書、きれいな水、鉛筆、ノート、遊びに使うボール、バド
ミントンの道具。
【プーオーイ村】先生（1 人）
、英語の先生、きれいな水、浄水器。
【ノーンヤートゥン村】教科書、教材、絵を描くための色鉛筆、遊びに使うボール、バドミン
トンの道具、浄水器、生徒に見せるための写真、童話の本。

２

地域課題ランキング調査

今回訪問した 4 村のうち、調査を行うことができたのはノーンヤートゥン村とカプ村の 2 村
だけであった。また、以上の 10 の手順を全て行うことができたのはノーンヤートゥン村のみ
で、カプ村は説明不足により調査途中で参加者が帰ってしまったため、ステップ 1 の①のみし
か行うことができなかった。では、以下から調査結果の報告に移る。

① カプ村
調査日…2015 年 12 月 22 日（火）昼食後
調査対象者…4 人
【ステップ１】の①で挙げられたニーズ


販売用の魚を育てるためのため池



家族を養うためのより多くの収
入



2 次である家畜の売値の上昇



より良い暮らしのための技術的
サポート



各品種に対する保証された買い
取り価格



村のヘルスケアセンター（病院ま
で行くのが困難なため）



医師



舗装された道（道が悪く、移動に
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不便なため）


村と地方をつなぐ道

② ノーンヤートゥン村
調査日…2015 年 12 月 25 日（金）13 時頃～15 時頃
調査対象者…7 人（長老、村長、組合長、小学校の校長、組合員 3 人）
【ステップ１】の①で挙げられたニーズ（カッコ内は付箋紙に記入した人数）と③の投票結果
〈5 票〉


道路（4 人）
道路開発のサポート、アスファルトの道路（パクソンにつながるまで）
、道路



コーヒーの価格（5 人）
保障された価格のあるコーヒー市場を探す手助け、世界市場の中でラオスコーヒーの知名
度が上がること、ラオスコーヒーの価格の上昇



電気（4 人）
学校内の電気、電気

〈3 票〉


水の供給（2 人）
水の供給のサポート、井戸

〈2 票〉


生徒の奨学金（1 人）

〈1 票〉


事務所の書棚（1 人）

〈0 票〉
図書館（2 人） / 村の事務所（0 人） / 村
の集会場（0 人） / 学校の備品（0 人） /
運動のための道具（0 人） / きれいで新
しい倉庫（0 人） / 小学生に対する支援
（0 人） / コーヒー農場の改善のための
金融支援（0 人） / 村落基金（0 人）

【ステップ１】の⑤で挙げられた感想


子どもたちが学校に通い続けるた
めにも道路の舗装が必要

写真 68 投票後の模造紙（ノンヤートゥン村）
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電気、道、コーヒー価格、教育の順で重要で、これらが解決すれば幸せになれる



教育、道の舗装、コーヒーの価格について十分なサポートが受けられていない



コーヒーについて、学校に対する支援、次の村まで続く道を作ることが重要



小学校における電気、図書館、スポーツが重要



村での実生活の改善が人々には必要



電気の供給が不十分、コーヒーの価格が下落しているのでもっと上がってほしい、他の村
へ続く道路がほしい

【ステップ 2】で作成したマトリックスとその結果
表 1 は、
【ステップ 1】の③の投票結果をもとに作成したマトリックスである。横軸、縦軸に
はそれぞれ投票で 1 位から 5 位に選ばれたニーズを書き込んである。これらのニーズを 2 つず
つ取り上げ、
「どちらがより重要か」を考えてもらい、挙手で多数決を採った。多数派には〇を、
少数派には×を書き、カッコ内には手を挙げた人数を記入した。多数決を採り終えたら、
「ポイ
ント」の列に〇の数を書き込み、その数が多いものから 1 位、3 位と順番を付けていった。

表１
道路

道路

電気
コーヒー

ノーンヤートゥン村におけるニーズ調査のマトリックス表
電気

〇（5）

×（2）

コーヒー

水の供給

奨学金

ポイント

順位

〇（6）

〇（6）

×（2）

3

1

×（0）

〇（6）

〇（5）

2

3

〇（6）

×（3）

2

3

×（0）

0

5

3

1

価格

×（1）

〇（7）

水の供給

×（1）

×（1）

×（1）

奨学金

〇（5）

×（2）

〇（4）

価格

〇（7）

（調査結果から筆者作成）
【ステップ 2】の⑤で挙げられた感想


結果には納得、道路とコーヒー価格はより重要



教育の基礎が大事であるから、奨学金が必要
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水の供給やコーヒー価格、学校に関しては政府次第である



道路の改善は困難だが、生徒の登校中のバイク事故などが問題となっている



何よりも先に教育環境を改善すべきである



道路よりも教育の発達の方が重要



教育が重要

IV 考察
インタビュー調査では、必要なものは「教材」
「水」
「スポーツ」の 3 つに大別することがで
きる。まず、教科書は政府から支給され、不足したら政府に申請すれば増刷してくれるはずだ
が、なぜか足りていないようだ。もしかしたら印刷が間に合っていないのか、もしくは申請自
体をしていないという可能性も考えられる。読み物も教科書同様に政府から支給されている村
もあったが、それでも生徒の数に対して少なすぎる、という問題がある。水についても、この
3 村には、去年度のスタディツアーで浄水器をそれぞれ 1 台ずつ設置したが、どの村も生徒数
が多いため 1 台では足りないと言っていた。最後にスポーツについてだが、これは先生によっ
ては休み時間などにスポーツをすることが重要であると考えている人もいるようだ。カプ村も
ノーンヤートゥン村もバドミントンの道具を挙げているので、ラオスではバドミントンはポピ
ュラーなスポーツであると考えられる。これらの結果から、小学校における浄水器、絵本（読
み物）の需要が高いことがわかる。
次に、地域課題ランキングの調査において 2 つの村で共通することは、
「道路の舗装」のニ
ーズが 1 番高かった点である。カプ村ではいくつかヘルスケアセンターや医師についての記述
があったが、これも道路が悪く、病院へ行くのが容易ではないために挙げられたニーズだと考
えられる。また、ノーンヤートゥン村
では、車を使用している世帯を対象に
道路の舗装費として 1 世帯あたり 20
万 kip を寄付し、残りを政府に負担し
てもらい道路の舗装をする、という案
が出たようだ。しかし、寄付金は集め
たのになぜかこの案は却下されてしま
った。このことから道路の舗装がいか
に困難なことであるかがわかる。
次に、大きく異なる点としては、教
育に関する記述があるかないかである。

写真 69

作成したマトリックス（ノーンヤートゥン村）
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カプ村での調査では、教育関係者が 1 人もいなかったこともあるだろうが、教育や小学校につ
いてのニーズが 1 つも挙げられなかった。対してノーンヤートゥン村では、ステップ 1、2 の
感想と作成したマトリックスからもわかるように、学校関係者でなくとも教育をかなり重視し
ていることがわかる。しかし、決してカプ村では教育への関心が薄いというわけではない。こ
の村の村長に聞いた話だと、小学校を卒業したあとに中学校へ進むのは半数ほどであったが、
その後訪問した小学校の先生へのインタビュー調査によると、去年度は卒業生 25 人全員が中
学校に進学している。また、ここの小学校の先生は教育に力を入れているようで、小学校に来
なくなってしまった生徒には先生がその生徒の家に行き説得するので、中退者はいないとのこ
とだ。これらのことから、カプ村では実際に教育現場で働いている人と村の重役では、重要視
しているものが異なっていることがうかがえる。ノーンヤートゥン村では、村の子どもは全員
小学校に入学してほぼ全員が卒業することや、1 世帯あたり 30 万 kip を寄付してその小学校を
建てたということもあり、村の重役から一般の村民まで、村全体で教育に力を入れていると考
えられる。

V おわりに
今回の 2 つの調査を通してわかったことは、当たり前ではあるが、調査をする場所や対象者
の立場によって同じ村でもニーズが大きく異なる、ということである。小学校の先生には「こ
の小学校で必要なものはないか」というように指定をしたが、地域課題ランキング調査では、
ただ「この村に必要なもの」としか伝えてなかったので、彼らが生業とするコーヒーに関連す
るものや、そのコーヒーの収穫や出荷に関わる道路について多く挙げられたのではないだろう
か。
今後支援をしていくにあたって、やはり重要なのは「対象者を定めること」である。今まで
の FLAO では対象を「子ども」に限定していたが、今後もそれが続くかどうかはわからない。
もしこれを変更することがあるなら、対象は小学校なのかコーヒー農家なのか、小学校にする
としても生徒なのか先生なのか、というように、細かいところまで設定しなければ、本当に彼
らの必要としているものを贈ることはできないだろう。ただで贈答するものとは言え、せっか
くなら彼らのニーズに合っていて、渡すときに喜んでもらえる品の方がいいはずである。何は
ともあれ、これで FLAO に所属していた 2 年間を、誇りを持って他者に紹介できるようになっ
た。ここで得た知識、手法を今後社会人になっても活用していきたい。

参 考 文 献
開発教育協会
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『「援助」する前に考えよう―参加型開発と PLA がわかる本』開発教育協会。
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ラオス南部における子どもの伝統的な遊び
鈴 木 麻 奈 美
社会文化システム学科 3 年

I はじめに
日本在住の子ども達は玩具やゲーム機のようなモノが身の回りに溢れている中で遊んでいる
が、一方ラオス、特に村のように田舎で暮らしている子ども達は遊びに使用するようなモノに
たくさん囲まれている訳ではない。モノが少ない中で、ラオスの子ども達はどのような遊びを
しているのか。ラオス特有の遊びは何があるのか。こういったことは日本では明らかにされて
こなかった。そこでラオスの村で子ども達の遊びを調査し、日本の遊びと比較しながら、ラオ
スの文化をより深く理解していきたいと考え、調査に至った。
先行研究として東南アジアのタイの農村部の遊びを取り上げる。佐川［1991: 12］によれば、
ウボン県はタイ国のなかで最貧と言われるイサーン（東北タイ） に位置する農村県である。そ
の地域の小学校高学年生を対象として 1988 年 12 月に、平日に実施した遊びと休日に実施し
た遊びとを正確にすべて記録させた。地域で総数 617 件 79 種類の遊びが確認された。遊びを
概観すると、タイ国特有のネーミングをもった伝統的な遊びのほか、スポーツや各種ゲームな
どから構成されていた。また、ノーンガンホーイ村の小学校男子全員が回答した「マイキッ」
のような人気の高い遊びから、一名のみが回答したマイナーな遊びまでみられた。遊びの種類
では農村部（パーン） よりも都市部（ムアン） に多く、遊びが生活の近代化に伴って多様化
していると予想される。一方、情報量に注目すると、農村部では少数の遊びに集中する傾向で
あるのに対して、 都市部は多数の遊びに分散していることが明らかとなった。
この先行研究を踏まえて、本調査ではラオス南部チャムパーサック県パクソン郡の小学校を
訪問し、ワークショップを行った後、放課後に子ども達へ通訳の方を介して英語と日本語でイ
ンタビューを実施した。調査内容は通訳の方に予めラオス伝統的な遊びを知りたいということ
を伝え、遊びの名前やルールを質問した。また、実際にその場で子ども達に遊んでもらい、そ
の様子を観察した。

II 調査結果―ラオスの伝統的な遊び―
１

キー・カイ・ポー

12 月 22 日にカプ村の小学校で子ども達に好きな遊びを聞いたところ、ラオス名で「キー・
カイ・ポー」という複数人で行う遊びがあることが分かった。この呼び方は子ども達自身で付
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「カイ」は鶏とい
けたようで「キー・カイ・ポー」の「キー」と「ポー」はうんちという意味、
う意味である。また、パクソン郡出身の 25 歳の男性によると、同じ遊びでも年代の違いで、
シカを打ってやろうという意味である「ケン・クワン」と呼んでいたそうだ。日本の遊びであ
る「ハンカチ落とし」に類似している。この遊びのルールは以下の通りだ。

①

地面に座り、
「キー・カイ・ポー、キー・カイ・ポー」と言って一緒に遊びたい人を募る。

②

皆で円を作って、内側を向いて座る。1 人（以下 A）がモノ（ボールやサンダル）を持っ
てその外側を歩き回る。

③

A は円を作っている人の中から 1 人（以下 B）の後ろにモノを落として外野へ逃げる。

④

B はそのモノを持って A を追いかける。A が逃げられる範囲に決まった制限はない。

⑤

B はモノを投げ、A に当たるまで追いかけ、当たれば元の座っていた場所に向かって走る。

⑥

A が今度は B を追いかけ、モノ
を投げて当てるといった繰り返
しで、当てられる前に先に元の座
っていた場所へ辿り着いて方が
勝ちとなる。

B はモノを A に当てられるまで、ど
こまでも逃げて投げ続けなくてはなら
ない。ハンカチ落としと比べると、こ
ちらは追いかけ回す分、運動量がかな
り違う。

２

写真 70 円を作っているところ

スガー・ライ・ムウ

12 月 25 日にノーンヤートゥン村の小学校にて教師に皆で遊んでもらうよう依頼し、ラオス
名で「スガー・ライ・ムウ」という遊びを見せてもらった。スガー・ライ・ムウは「トラとブ
タ（ヤギ）」という意味で、日本の「鬼ごっこ」に類似する。トラが鬼に該当し、ブタ（ヤギ）
が逃げる役に該当する。遊びのルールは以下の通りだ。

①

皆で手をつないで円を作り、トラとブタ（ヤギ）役をそれぞれ 1 人ずつ選出し、円の中心
に立つ。円を作るのは通常 5、6 人程度だが、写真（図 2）は全校生徒で行っているため
人数が多く、それに伴い円も広い。

②

円を作っている人の「1、2、3」の合図と同時に、トラがブタ（ヤギ）を追いかけ始める。
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円を作っている人は手をつないだまま、ブタ（ヤギ）をサポートするために手を放して逃

③

げ道を作ったり、トラの行く手を妨げるようにしゃがんだりする。
④

トラがブタ（ヤギ）にタッチできるまで追いかけっこを続ける。タッチしたら終了し、次
は別の 2 人をトラとブタ（ヤギ）に選出する。

追いかけっこの戦場として円を作っている人が協力者となり、障害となるのでスガー・ライ・
ムウは鬼ごっこより複雑である。周りに人がいることで応援の声も飛び交って盛り上がってい
た。ブタ（ヤギ）役はあまりやりたがらないので、名乗り出るのに時間がかかるそうだ。

写真 71 円の中心に選出されたトラとブタ（ヤギ）役

写真 72 追いかけている様子

３

ペタング

12 月 23 日にプーオーイ村にて、住宅が並んでいる中にゲーム場が設置されていた（図 4）
。
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これは「ペタング」という遊びで、子どもから大人まで遊ぶラオスでも有名なゲームである。
他に「ラティ」や「ブーン」といった呼び名がある。遊びのルールは以下の通りである。

①

小さい金属のボールを遠方に投げ、そのボールを的にする。

②

順番に別の金属のボールを投げて、的となる金属のボールの近くに着地させた人が勝ちと
なる。

他にも、
小さい金属のボールの他に、
小さいタイヤの輪を的として、輪の中
にボールが入ったら 1 点加算されるパ
ターンもある。得点板があるので点数
を書き込んで最終的に何点取れたかを
競う。ペタングの中でも色々なルール
がある。休日には大人でも 1 日暇つぶ
しとして遊ぶこともあるそうだ。
写真 73 狙いを定めている様子

４

ラオス版じゃんけん「ティーソム」

12 月 22 日にカプ村の小学校で子ども達にじゃんけんをしてもらった。ラオスのじゃんけん
は中国から由来しているようで、
「ティーソム」と呼ばれている。日本のじゃんけんはグー・チ
ョキ・パーの 3 種類だが、ラオスでは以下の 4 種類である。

①

グー

：日本のグーに当たる。ハンマーを意味する。

②

シタップ

：日本のチョキに当たる。ハサミを意味する。

③

シー

：日本にはない人差し指を 1 本立てる形だが、チョキと同じ効果で、指す

ことを意味する。
④

ジャアー

：日本のパーに当たる。紙を意味する。

出す手は 4 種類ではあるが、シタップとシーはジャアーに勝ち、グーに負けるため、勝ち負
けの効果は 3 種類と、出す手と効果がそれぞれ 4 種類ある訳ではない。
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写真 74 シーを出している

日本の「最初はグー」に該当する合図が「ガオ・ベー・シー・サック」と言って「サック」
のタイミングで手を出す。
「ガオ」がグー、
「ベー」がジャアー、
「シー」でシーの手の形にする。
あいこ（引き分け）の場合は、無言で次の手を出す。例えば、シーはジャアーに勝ち、グーに
負け、シタップとシーに対してはあいことなる。日本のじゃんけんより少々複雑である。

図7

III

じゃんけんのサイクル

調査結果―その他の遊び―

12 月 20 日のパクセからパクソン郡への車移動の道中、サッカーをしている男の子たちの姿
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をたくさん見た。ネットの張ってあるゴールを使っていたり、棒だけのプレハブをゴール代わ
りにしていたりしていた。裸足で走っている子どもが多かった。また、
「セパタクロウ」という
サッカーに類似する鞠を使ったゲームをしているのも見かけた。
12 月 22 日にカプ村の小学校では、放課後子ども達が帰った後、4 歳の子ども達が校庭に遊
びに来て、幅跳びをしていた。幅を決める線の代わりに履いていたサンダルを使っており、た
だ飛び越えるだけではなく、着地点で邪魔し合って遊んでいた。
12 月 23 日にプーオーイ村で訪れた放課後の小学校では、校庭でほとんどの子が大縄跳び（ラ
オス名「テンシガック」
）やゴムとび（ラオス名「テンヤン」）で遊んでいる子ども達を見た。
そのほとんどが女の子だった。
12 月 26 日にプーマッコ村の小学校で、子ども達に普段何して遊んでいるか聞いたところ、
スガー・ライ・ムウが大好きで、大縄跳び、ゴムとび、特に男の子はサッカー、セパタクロウ
を遊んでいるとこの 5 種類の遊びを挙げた。他にあるかと聞いてもその 5 種類だけと答えた。

IV

おわりに―考察―

パクソン郡の村を周り、子ども達が遊んでいる場面に何度か出くわしたが、たくさんの遊び
があるというよりは、同じ遊びを何度か見ることが多かった。先行研究にある、タイの農村部
では少数の遊びに集中する傾向である［佐川 1991: 12］と同じように、ラオスの農村部でも遊
びの種類は少ない。遊びに使っているモノもボールや縄、ゴム、と種類が少なく、時にはサン
ダルを使って裸足で遊んでいた。遊び道具が少なくても子ども達はその中で楽しそうに遊んで
いた。男女での遊びの違いとしては、男子はサッカーやセパタクロウのようなスポーツをたく
さん遊んでいて、女子はゴムとびやなわとびを遊んでいる様子をよく見た。ただし、どちらも
男女混合で遊んでいることが多かった。
今回の調査であった「ペタング」に類似する遊びが先行研究にもあった。黒岩［2008: 9］に
よれば、
「テゴ」という遊びはブータンを代表する伝統的な遊びで、デゴは男性がおこなう石投
げのことである。的を決めてそれに一番近くに投げた者が勝ちという遊びである。投げ方は、
利き手で下から上に、投げる直前に利き手側の足を残して、石は弧を描きながら的にめがけて
落とす。石の選択には、こだわりがあり、平たく三角っぽいものを好まれる。2 人から大勢ま
で遊べ、ピクニックなどに出かけた時など仲間同士で、自然発生的におこなわれる。ペタング
は石ではなく金属のボールだが、投げて的に近いほど勝つ点が共通している。
また、今回の調査でキー・カイ・ポーやスガー・ライ・ムウはラオス伝統的な遊びであった
が、2 つの遊びの共通点として挙げられるのは、1 つ目は動物の名前が遊びの名前に入ってい
る点だ。ブタや鶏などこれらは家畜として農家に暮らす、子ども達の身近な動物であるため、
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遊びの名前に取り入れられていることが推測できる。子ども達にとって家畜は親しみがあるも
のなのだ。2 つ目は、広範囲で、際限なく走る点だ。実際に私や同じメンバーがそれぞれの遊
びに参加してみたが、逃げることのできる範囲が広かったり、追いかける側に障害物があった
りと走っている時間がとても長く感じた。子ども達の際限ないような体力に驚かされた。3 つ
目は、1 対 1 の追いかけっこを他の人が周りで見ているという点だ。どちらもある程度、多数
の人数がいないと成り立たない遊びのため、人数が 2 人だとできない。2 人の追いかけっこに
注目し、応援することも遊びの一部でその立場になっても子ども達は楽しいし、2 つ目でもあ
げたように、追いかけっこの番となるとかなりの体力を消耗するため毎回やるのはきついのだ
ろう。
パクソン郡の子ども達はとても活発に、のびのびと遊んでいた。でこぼこしている校庭でも
裸足で走り回ったり、サンダルを友達に投げつけていたり日本ではあまり見られない光景だっ
た。しかし、日本にもある遊びと全く違う訳ではなく、それぞれハンカチ落としや鬼ごっこを
彷彿とさせつつも、より発展させた要素が盛り込んであった遊び方であった。また、1、2 人で
はなく大人数で遊んでいる様子をたくさん見て、それが日常的であるのだと感じた。

参 考 文 献
佐川哲也、大澤清二
1991 「タイ国ウボン県における子どもの伝統遊びの消失とスポーツの普及」
『体育學研究』
pp209-218、社団法人日本体育学会。
黒岩千恵子
2008

「ブータンの子どもの生活と遊びの変容」
『スポーツ人類學研究』pp.53-72、Japan
Society of Sport Anthropology。
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ラオス人大学生の生活
関 根 美 織
社会学科 3 年

I はじめに
スタディツアーに参加していたラオス国立大学環境科学部（Environmental Sciences）の 4
人に対し、1 人 1 時間程度、ラオスの大学生の普段の生活についてインタビューを行った。こ
のインタビューの目的は、ラオスで生まれ育った大学生の生活を知ることである。筆者は卒論
で「在日ラオス人の異文化適応」について調べることを予定しており、今後実施する在日ラオ
ス人留学生の生活調査の結果と比較する。
質問項目は、奥田・鈴木（2001）の文献を参考に作成し、生活・仕事・教育・言語・メディ
ア・人間関係・宗教・食事・家族のカテゴリーごとに作るように意識した。

II インタビュー結果
4 人に行ったインタビュー結果は、以下の通りである。
Suripheng Vu（ニックネーム：ペン）男性

①

21 歳

ラオス北部ボーケオ県出身

インタビューを 3 回に分けて行った。一回目は宿舎より遠く離れた村から、がたがた道を車
で一時間程度かけて帰ってきた後の自由時間である。2 回目は、観光で滝に行く際の車の中で
あったが、都合が合わず中断した。続きは、その日の夕方、夕食までの時間に行った。3 度目
はたまたま休憩時間に隣にいたため雑談のように話していった（レコーダーを持っていなかっ
たため録音することができなかった）
。
まず家族構成についてである。家族は本人を含めて 10 人家族であり、内訳は以下のように
なっている。

父

姉

兄

ペン

母

妹１

弟１

妹２

弟２

弟３

父は 39 歳の時に死去しており、母は現在 40 歳である。兄弟は７人おり、長女は結婚しタイ
に住んでいる。ペンは 8 人兄弟の次男として生まれ、兄は実家のあるボーケオ県で農家として
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働いている。妹は現在高校生で来年大学生になる予定である。下の妹は現在 12 歳で小学校に
通っている。弟は 3 人おり、上から 15 歳の中学生、7 歳の小学校 1 年生、4 歳である。実家か
ら大学が遠いため、現在は実家を離れ、大学からバイクで 10 分の位置にある韓国人 4 人家族
の家にホームステイしている。そこにはペン以外にも中学生や社会人のラオス人 6 人がホーム
ステイしている。

【メディア利用について】
新聞は 2 日に 1 回じっくりと読み、テレビは一週間に 30 分見るか見ないかである。一方 SNS
は毎日使用しており友人と連絡を取っている。LINE と Facebook を使用している。

【生活について】
図 8 大学がある日のスケジュール
SNSなど
聖書を読む、 大学の課題 22:00
21:00
ホームステイ
仲間と過ごす
19:30

睡眠
0:00-6:00

夕食
18:30

準備
6:00

バトミント
ン・サッカー
16:30

朝食
7:00
授業
13:00

授業
8:00

昼食
12:00

表 1 時間割り
月

火

水

木

金

8:00-9:30

授業

フリー

授業

フリー

授業

9:45-11:15

授業

授業

授業

授業

授業

13:00-14:30

フリー

授業

掃除または

フリー

フリー

14:45-16:00

フリー

フリー

アクティビ

フリー

フリー

（水曜 16:30）

ティ
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彼の将来の夢は首都ビエンチャンでデベロッパーとして働くことである。そのために日本へ
の留学を希望しており、留学試験の勉強をしている。土曜日はホームステイを一緒にしている
10~15 歳の子どもたちに数学と英語を教えている。日曜は教会へ行く。自由時間には友人と将
来の夢について語り合ったり勉強をしたりしている。

【食事】
昼食や夕食は家で食べるが、朝食は火曜と木曜日は友人と学食で食べる。食べるのは決まっ
てラオス料理である。朝食を家で食べる時は韓国人のお母さんが作ってくれている。

【収入について】
アルバイトはしていない。そのため実の親から毎月 100,000~150,000kip（日本円で約 1511
円～2,268 円9）受け取っている。その小遣いは、主に朝ごはんや服、お菓子、靴、ガソリンに
つかう。

【宗教】
キリスト教徒である。最初は家族全員上座部仏教徒であったが、ペンがキリスト教のことを
知人から聞き、興味をもって調べている内に、キリスト教を信じるようになった。また、家族
にもその話をしたことで、今では家族もキリスト教徒になった。そのため、歓迎の儀式や結婚
式など、ラオスでお祝い事に欠かせないバーシーという儀式に参加することができない。毎日
寝る前に 10 分間聖書を読んでから眠り、日曜日には教会に行くなど熱心に信仰している。

②Khamlar Phanthavone （ニックネーム：ラー）男性

22 歳

ラオス北部ウドムサイ県出身

ペンの二度目のインタビューが終わったあとに続けてインタビューを行った。
家族構成は本人を含めて 10 人家族である。

祖母

姉１

9

姉２

兄１

母

兄２

兄３

兄４

姉３

ラー

換金レートは、以下のサイトを参照した。
http://currency7.com/ja/jpy-to-lak-exchange-rate-converter（最終閲覧日 2016 年 2 月 9 日）
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父は 2013 年に他界しており、母は 50 歳で農家、野菜を作っている。また祖母は現在 87 歳で
隠居している。ラーは 8 人兄弟の末っ子で、姉①は 32 歳で、タイで看護師として働いており、
兄①は 27 歳ビエンチャンで警察官として働き、兄④は銀行員として働いている。兄②③と姉
②は小学校の先生である。また、姉③は結婚し、現在妊娠中で働いていないという。
【生活について】
友人と 2 人で寮に住んでいる。休日は大体寮の中で宿題をしたり音楽を聴きながら歌ったり
ラジオを聞いたりニュースを見たりしている。また朝と夕方 6 時に必ず 30 分ずつラジオのニ
ュースを聞いている。ときどき運動することもある。

【メディア利用について】
新聞はほとんど読まずテレビも見ず、ラジオだけを所有している。 SNS は Facebook,
messenger、LINE などさまざまなものを使っている。

【食事について】
朝食は作る時間がないので普段から食べない。昼食と夕食はほとんど自分で作るか既にでき
ているものを買って帰り、寮で食べている。友人と一緒の時には外食をすることもあるが、月
に 2，3 回のみである。また普段はラオス料理を食べるがたまに中華料理も食べることもある。

【収入について】
勉強する時間が必要なのでバイトはしていない。母や家族から月 160,000-180,000kip（日本
円で約 2,419～2,721 円）のお小遣いをもらっている。

【勉強について】
ペンと大学で同クラスのため、同じ時間割りで授業を受けている。さらに大学の授業終了後、
英語のクラスに通っていてビジネス英語を勉強している。また彼も留学したいと考えているが
奨学金をもらう試験が難しく取れるかわからないと話していた。

【宗教について】
上座部仏教徒である。満月の度に祈る儀式を行ったり、托鉢、灯篭流しやボートレースなど
の宗教行事に参加したりしている。また、彼は祖父が亡くなった後 3 日間だけ僧になり葬式な
どの手伝いをしたことがあるが、今後出家する予定はないという。

③Dalavone Phonevilaysack

（ニックネーム：ボー）女性

21 歳

ビエンチャン都出身
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インタビューは小学校ワークショップ中に空いている教室を借りて行った。
家族構成は本人を含めて 5 人である。
父

ボー

母

妹１

妹２

父（54 歳）は、政府機関で働いており、母（49 歳）は看護学校の先生をしている。またボ
ーは 3 人姉妹の長女で、妹は 16 歳の高校生と 10 歳の小学生である。2 人の妹もラオス国立大
学進学を目指しているという。

【生活】
大学から 5 ㎞のところにある実家に住んでいる。休みの日には部屋のお掃除をしたり宿題を
したりする。また買い物は月に一回で、趣味は編み物である。時間があれば編み物をしている。
シンという民族衣装の巻きスカートを全 15 着持っていて、家の中で着たり、何かのイベント
や寺に行くときなどに着たりする。また大学の制服は、シンである。

【メディア利用について】
テレビを見るのは土日だけでタイのコメディー番組やニュース番組、アメリカの SF やミス
テリー映画を見る。ファッション雑誌を友人に借りて見ることがある。

【食事について】
朝食と夕食は基本的に家で食べるが、昼食はラオス料理レストランや学食で食べる。ラオス
料理以外では寿司を食べに行くことが時々ある。

【収入について】
お小遣いをもらっているが、その他にラオスではプリペイドケータイが普及しているので、
テレフォンカードのようなものをクラスメートに売っている。
服代に月 100,000kip～150,000kip（日本円で約 1512 円～2268 円）使っている。

【勉強について】
授業数は、月：2

火：2 水：0

木：4 金：4 となっている。ラーと同じく大学の授業後

にビジネス英語を習っており、17:30～20:30 の間授業を受けている。また、日本が好きで日本
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の文化などにも興味があり、日本に留学に行くための試験勉強をしている。

【宗教について】
上座部仏教徒である。托鉢は朝早いため、行くときと行かないときがあるが、新月と上弦の
月の日は朝早く寺にお祈りに行く。また家にひとつ仏像があり、毎日寝る前に 5 分お祈りをし
ている。

④Vanida Malavong （ニックネーム：ダー）女性

21 歳

ビエンチャン県出身

夕食後、彼女の宿舎の前のベンチに座りインタビューを行った。夜は冷え込み寒かったため、
他の学生に比べると詳しく話を聞くことができなかった。最後に大学の制服を着て見せてもら
うことができた。
家族構成（本人を含めて 5 人家族）
父

ダー

母

弟１

弟２

父（52 歳）は建築業を営んでおり、首都のビエンチャンで暮らしている。一方、母（50 歳）
はダーが 12 歳の時にラオスを離れ、アメリカのレストランで働いているという。ダーは 3 人
兄弟の長女で、弟①は 19 歳でベトナムのハノイ大学に通っている。弟②（10 歳）はビエンチ
ャン県でいとこと一緒に暮らしている。

【生活について】
大学のそばに住む祖母と一緒に暮らしている。休みの日
は音楽を聞いて歌っている。よく聞くジャンルはラオポッ
プとタイポップ、K ポップである。
また日曜日には父のもとに行き、お手伝いをすることも
ある。また友達と市場に行って買い物をしたりすることが
1 か月に 2 回くらいある。

【メディア利用について】
毎日夕食後に韓国の連続ドラマを見ることにはまってい
る。まれにタイのテレビも見る。

写真 75 大学の制服に刺繍された校章
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【食事について】
ラオス料理しか食べず、たまに友人と昼食を外でとるが、朝食と夕食は家に帰り祖母の分も
作って食べている。また昼食も基本は家に帰り食べている。

【収入について】
アメリカにいる母からお小遣いを 250,000kip（日本円で約 3,779 円）もらっており、主に服
代に使っている。大学 3 年のときケータイのケースを作るバイトをしていたが、大学の勉強が
忙しく現在はしていない。

【勉強について】
ボーと大学のクラスが一緒で、同じ時間割りで生活している。また課題などをする時間が必
要なため、英語のクラスに通うことは諦めたという。将来は日本の大学院に進み、資源などを
保護する仕事に就きたいという目標を持っている。

【宗教について】
上座部仏教徒である。托鉢と新月、満月の日のお祈りは毎回参加している。お祈りに行く日
は朝早く寺に行ってから大学へ行く。上弦の月・下弦の月の際のお祈りは時々参加する程度で
ある。また家に仏像はなく家ではお祈りしない。

III

考察

インタビュー結果から、ラオスの大学生の生活が見えてきた。ここでは日本の大学生の生活
と大きな違いのあった勉強に対する姿勢、アルバイト、食事について、宗教についてを見てい
く。
まずは、勉強についてである。彼らは現在大学 4 年生であるが、勉強をするためにアルバイ
トはしておらず、家に帰ってからも大学の課題をこなっている。そのため普段の生活費は、親
からのお小遣いによってまかなっていることが分かった。また彼らの友人の学生もアルバイト
をする暇はなく、勉強に打ち込んでいるという。一方、日本の大学生は 63.7％がアルバイトを
しているという調査結果があり10、日本の半数以上の学生との生活の違いが見えた。
10

Bennese、ベネッセ教育総合研究所「大学生の学習・生活実態調査報告書」http://berd.

benesse.jp/berd/center/open/report/daigaku_jittai/hon/daigaku_jittai_2_2_4.html（2016 年 1
月 25 日アクセス）
256

社会文化体験演習活動報告書

第 3 分冊（キャリア分野）

次に食事についてであるが、外食はほとんどせず、月に数回であるが、食べるものはほとん
どがラオス料理で、日本食レストランなどが街にはあるがあまり食べないということが 4 人に
共通していた。ラオスは小学校からお昼休みは家に帰って昼食を食べ、また学校に登校するよ
うになっていることから、小さいころから外ではなく家でご飯を食べるという習慣が根付いて
いると思われる。
さらに宗教についてである。4 人中 3 人は上座部仏教を信仰していた。ラオスの仏教は上座
部仏教・精霊信仰・キリスト教など多様である。全国の仏教徒人口は 1991 年時点で 75%と東
南アジアでは最少である（林 2003: 215）
。最少とはいえ上座部仏教はラオスでは国民の半分以
上が信仰している宗教であり、バーシーという仏教と精霊信仰を合わせた儀式はお祝いなどの
度に実施ほど生活に根付いている。宗教行事について個人差はあるものの、何もしないという
者はいなかった。家に仏像があり毎日お祈りをしているほど徹底している学生や、托鉢に参加
したり寺にお祈りに行ってから大学の授業に行ったりするなど、いずれの者も日常生活に宗教
活動が馴染んでいた。また 1 人はキリスト教徒であったが、毎日聖書を読み日曜日には教会に
行くなど、宗教活動を行うことが習慣となっていた。
これらの結果を用いて、日本にきているラオス人留学生へのインタビューで日本のなかで生
活する上ではどのようにしているのかを卒論で調べていくこととする。

参 考 文 献
奥田道大・鈴木久美子
2001

『エスノポリス・新宿／池袋：来日 10 年目のアジア系外国人調査記録』ハーベスト
社。

林行夫
2003

「宗教」ラオス文化研究所編『ラオス概説』めこん。
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支援のその後
――浄水器使用状況の調査――
檀 上 千 芙 夕
社会文化システム学科 3 年

I はじめに
私が本研究で浄水器支援後の状況に焦点を当て、調査する動機となったのは、2014 年の 12
月に行われたスタディツアーである。昨年のスタディツアーで私たちは 4 つの小学校にテラク
リア社の浄水器を設置した。ラオス渡航前は、国内での活動で十分な利益を得られ、浄水器を
小学校に届けられることに私は満足していた。しかし、実際にラオスに渡航し、浄水器を設置
した時、
これで私たちはラオスの子どもたちに支援した、
と言えるのだろうかと疑問に思った。
浄水器が置かれているだけで、使用されていなければ自己満足の支援で終わってしまう。設置
した浄水器が相手の理解を得られた上で使用され、生活の一部として役割を果たしてこそ私た
ちの支援が成功したと言えるのではないだろうか。
そこで本調査では、昨年浄水器を設置した小学校に訪問し、小学校の教師や生徒に、浄水器
支援後の利用状況に関して聞き取り調査と非参与観察を行い、浄水器の使用状況を明らかにす
る。

II 先行研究
私たちが誰かに対し「支援」するとき、貧しいから何かあげよう、と考える人は少なからず
いるだろう。しかし、
「支援」することはそう単純なことではなく、相手の経済状況や考えを理
解した上で「支援」することが重要である。Abhi j it V.Banerjee、Esther Duflo は『貧乏人の
経済学』で「支援」について次のようなことを述べている。
私たちは飢餓により飢えている人に対して、貧しい人々は飢えているため、お腹が膨れる食
糧を多く与えれば良い、と考えることが多い。しかし、飢餓により「支援」の対象となってい
る人々は、資金援助を受けても、安価でカロリーの高い食糧よりも少し高くて美味しい食糧を
選ぶ。それは貧しい地域では、嗜好品以外に楽しみが存在しない、という境遇があることが大
きい。単に飢えているから貧しい、貧しい人々には大量の食糧を与えれば良い、という発想で
は「支援」とは言えない（バナジー／ドュフロ 2012）。
このように、
「支援」は単純にものを与えれば済む、というものではない。
「支援」が根付き、
本当に相手の生活が豊かになってこそ、本当の「支援」ということが出来るのではないだろう
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か。
現在多くの団体が途上国への支援活動を行っているが、支援後の状況調査が成されているケ
ースは少ない。そこで調査を通して、支援後の状況調査を行い、
「支援」について考察したい。

III

テラクリア社製浄水器

ここでは私たちが小学校に設置したテラクリア社の
浄水器について、テラクリア社のホームページ11を参考
に説明する。テラクリア社製浄水器（MIDIUM SET）
は 1 度に 36 リットルの水を上部に入れることができ、
24 時間で 55 リットルの水を浄化することができる。上
部に入れられた水はセラミックフィルターを介し、浄化
され下部に落ちてくる。
セラミックフィルターには小さな穴が開いており、ま
た抗菌剤が含まれているため、99.99％の細菌を除くこ
とができる。セラミックフィルターは半永久的であり、
浄化する前の水質によるが、2 年から 5 年間使用できる。
セラミックフィルターの価格は 85,000 キープである。
私たちは 2014 年 12 月 22 日にテラクリア社を訪れ、
1 台 470,000 キープ（2014 年 12 月 22 日時点レートで

写真 76 テラクリア社製浄水器

約 7269 円）の MIDIUM SET を 4 台購入し、カプ村とセータプン村、プーマッコ村、ノーン
ヤートゥン村の小学校に設置した。

IV
１

浄水器使用状況の調査

調査概要

本調査ではカプ村、プーオーイ村、ノーンヤートゥン村、プーマッコ村の小学校の教師と生
徒に、浄水器支援後の利用状況に関して聞き取り調査と非参与観察を行った。聞き取り調査は
小学校の先生と小学校に通う生徒を対象に、
「浄水器を使用しているか」
「使用頻度」
「使用目的」
「使用後の感想」等を詳しく調査した。また、浄水器がどこに置いてあるのか、どのように使
用しているのか等を観察した。
昨年度浄水器を設置したセータプン村に今年度は訪問していないため、
調査を行えなかった。

11

テラクリア社 http://www.laowater.com/ceramic-water-purifier/［2016.1.10

最終閲覧日］
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また、昨年度浄水器を設置していないプーオーイ村には、ラオスの教育支援を行っているタイ
ソン・アダム氏が、私たちが設置した浄水器と同じテラクリア社の MIDIUM SET を設置して
いたため、その浄水器の使用状況を調査した。

２

カプ村

2015 年 12 月 22 日にカプ村の校長先生を対象に浄水
器の使用状況を調査した。浄水器は教室の黒板の横、出
入り口の近くに設置してあった。横に手の洗い方を示し
たポスターが貼ってあった。
浄水器は使用しており、私が学校に行った際、教室に
いた生徒が使用している姿を見ることができた。授業の
ある、月曜日から金曜日まで使用しており、飲む、コッ
プ・手を洗う、掃除をするために使うそうだ。私が使用
しているところを見た生徒は、コップに水を入れていた
ため、
飲むために浄水器をしようしていたと考えられる。
教師は生徒に対して手の洗い方の指導をしている。
これは健康を保つために県や郡が学校に対して、
「手を洗
うための７つのステップ」を生徒に指導するように促進

写真 77 カプ村の浄水器

しているためである。
セラミックフィルターはまだ交換する必要がないため、交換していない。しかし、交換しな
ければならなくなったら、交換すると仰っていた。
浄水器があることで、水源まで行かなくとも教室で水
を使用できるため、便利だと仰っていた。別の先生によ
るとカプ村には Smile F LAOS（以下 FLAO）が設置し
た浄水器の他にもう一台浄水器があるが、壊れているた
め使用していない。もっとほしいと仰っていた。

３

プーオーイ村

2015 年 12 月 23 日にプーオーイ村の校長先生を対象
に浄水器の使用状況を調査した。
浄水器は教室ではなく、
先生が使用している職員室のような部屋に設置してあっ
た。
浄水器は授業のある月曜日から金曜日まで使用してい
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る。使用目的は飲むときのみで、飲む以外の用途に浄水器は使用しない。
教師は生徒に対して歯の磨き方、手の洗い方を指導している。教室には「手を洗うための７
つのステップ」を示したポスターが貼ってあり、この学校でも国や郡から手洗いについて、指
示を受けていると考えられる。
この学校には置いてある浄水器は 1 台のみである。使った感想を伺ったら、水が浄化される
まで時間がかかるため、もう 1 台欲しいと仰っていた。

４

ノーンヤートゥン村

2015 年 12 月 25 日にノーンヤートゥン村の先生を対
象に浄水器の使用状況を調査した。浄水器は教室の前の
廊下に設置してあった。
浄水器は授業中や休み時間等、授業がある日は 1 日中
使用している。使用用途はプーオーイ村同様、飲むとき
のみである。
教師は生徒へ手洗いの指導を行っている。浄水器の使
用方法が分からない低学年の生徒には使い方を教えてい
るそうだ。昨年度の FLAO のワークショップで手洗いの
方法を伝えたことを覚えていてくださり、生徒たちが手
洗いの方法を見せてくれた。また、私たちが昨年度届け
た手洗いのポスターが教室に貼ってある様子も伺えた。
セラミックフィルターは取り替えておらず、交換する

写真 79 ノーンヤートゥン村の浄水器

予定もなかったそうだ。しかし、今回私たちと話をしたことで変えたいと話してくれた。
浄水器が無かった時は、汚い水をそのまま飲んでいた。そのため浄水器があることできれい
な水ができ、飲めることは良い、と仰っていた。一方で、浄水器のボトルに水を汲む作業が増
えた、とも仰っていた。

５

プーマッコ村

2015 年 12 月 26 日にプーマッコ村で浄水器の使用状況を調査した。この日は土曜日だった
ため、教師がおらず、ワークショップのために集まってくれた生徒を対象に調査を行った。ま
た、教室が施錠されていたため、浄水器を直接確認することができなかった。
生徒によると浄水器は学校にくる日は毎日使用しており、
飲むときのみ使用しているそうだ。
また、教師から浄水器を使用するよう、指導を受けているようで、手洗いの方法を見せてくれ
た。浄水器があることが「嬉しい。
」と話してくれた。
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IV 考察
今年度 FLAO は、団体のオリジナル絵本を小学校に届けることを活動目標として掲げ、1 年
間活動してきた。浄水器から団体オリジナル絵本に活動目標を大きく変えたのには、やはり
2014 年度のラオススタディツアーで経験したことが大きい。小学校でワークショップを行った
際、自主制作をした紙芝居の読み聞かせを行った。子どもたちは話を熱心に聞いてくれ、私た
ちは感銘を受けた。この経験から、普段本に触れる機会の少ない子どもたちに本を読む楽しさ
をより伝えたい、本を読むきっかけになれば、と考え絵本を作成することとなった。一方でこ
んな意見もあった。ラオスの小学校に浄水器を設置する活動は、元々タイソン・アダム氏が始
めたもので、私たちが訪問する小学校の多くは浄水器が既に設置してある。そのため同じ学校
にこれ以上設置する必要はないのではないか、という意見だ。
しかし、今回の調査を通してこの考えは単純であったと考えた。4 村中 2 村が今ある浄水器
だけでは足りない、不十分と答えていた。
「支援」は何か１つ与えたら、成し遂げたら終わり、
という簡単なものではない。しかし、壊れたらまた支援してもらえると考えているということ
は、援助に依存しているということも考えられる。そのため、欲しいから支援するという行動
に簡単に移すのではなく、村の人々が自分たちで買えるようなシステムを作る等、ものを渡す
以外の支援の方法を考えていくことも大切だ。
また、
「支援」したつもりが、相手をより煩わせることになる可能性も考えなければならな
い。今回の調査で、浄水器を設置したことで、水を汲みに行く回数が増えた、という話もあっ
た。この点について、教師は、それでもきれいな水が飲めるからいいと思っているのか、水を
汲みに行きたくないと思っているのかでは大きな差がある。今も水を汲んで、浄水器を使用し
ていることを考えれば、教師の考えは前者であると考えられる。しかし今回、明確な教師の考
えを聞くことができなかった。どこに誰が水を汲みに行っているのか、浄水器の使用状況につ
いて調査する場合は、聞いておく必要がある。いずれにせよ、
「支援」をする際は、「支援」す
ることで、どのような結果をもたらすのか、よく吟味しなければならない。
小学校によって浄水器の使用方法は異なっていたが、4 村中 3 村が飲むときのみ浄水器を使
用すると答えていた。浄水器をすることで細菌の入っていない水を飲めるということは良い点
であるが、その飲み水を入れるコップやコップを持つ手を浄化されていない水で洗っていたら
どうたろうか。綺麗な水を飲んでいるつもりでも、きれいな水を入れているコップや手が汚れ
ていたら、水質の面で言えば、浄水器を使用していないのと変わらないのではないだろうか。
カプ村には FLAO が設置した浄水器以外にも別に浄水器があるが、壊れており使用できない、
と話していた。もし、部分的に壊れているのであれば部品交換や修理という方法もある。部品
交換や修理の仕方が分からないのであれば、そこまで使い方を説明していなかった支援者の考
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あるいは教えていても部品交換や修理が面倒だという場合もある。
え方にも問題があるだろう。
欲しいと考えているにも関わらず、購入しないのは浄水器を購入するためのお金が不十分であ
るのか。もし、金銭的な余裕があるのにも関わらず購入していないとすれば、彼らにとって浄
水器は進んで買うほど必要なものではないのだろうか。浄水器を使用する前後で、子どもたち
への健康面の変化が感じられないため、必要性がないと考えているのだろうか。今後、FLAO
が設置した浄水器のセラミックフィルターが使えなくなったとき、交換して使い続けてくれる
のか。支援した後の状況の調査を継続することが、
「支援」について考える上で重要である。
今回の調査から、昨年浄水器を設置し、調査出来た全ての村で FLAO の浄水器が使用されて
いることが確認できた。浄水器が置かれているだけではなく、使用されていることを確かめる
ことが出来たことは大きな成果であると考える。カプ村の教師が、教室で水を飲むことが出来
るため便利、と話していた。また、ノーンヤートゥン村の教師が、授業中に浄水器を使用して
いると話していた。年間を通して最高気温が 30 度を超えるラオス南部12に暮らす小学生が、授
業中に水分を補給することのできる環境を作る手助けが出来たことは、調査して初めて分かっ
たことであった。そして私たちが行ったワークショップを覚えて、実践している小学校がある
ことも分かった。
今回の調査から、
「支援」をするということは容易ではなく、自分の主観的な価値観だけでは
「成し遂げる」ことが出来ないということを、身を持って知ることができた。
「支援」したこと
により、私たちが意図していなかった困難や不便が生まれることもある。しかし一方で私たち
が意図していなかった成果やプラスの考えがあることも調査から明らかになった。

V おわりに
この調査報告書をまとめるにあたり、カプ村、プーオーイ村、ノーンヤートゥン村、プーマ
ッコ村の教師や生徒の方に聞き取り調査を行いました。お忙しい時期にも関わらず、調査にご
協力いただいた皆さまに深く感謝申し上げます。

参 考 文 献
Abhijit V.Banerjee、Esther Duflo
2012

『貧乏人の経済学－もういちど貧困問題を根っこから考える』山形浩生訳、みすず書
房。

12

ラオスの気温－旅行のとも ZenTech
http://www2m.biglobe.ne.jp/~ZenTech/world/kion/laos.htm（2016.1.13 最終閲覧日）
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ラオス南部チャムパーサック県パクソン郡地域における食文化
――農村部独自の食事情とは――
水 上 大 輔
社会文化システム学科 3 年

I はじめに
今回は 2 度目のラオス渡航であった。1 年前、初渡航時に感じたパクチーの魅力が忘れられ
なかった。パクチーは日本で普段よく食べられる食材という訳ではないにも関わらず、嫌いな
食べ物の話題でよく上がることが多い。そのためか、今までに食べたことがあるのかさえ定か
ではなかったが、勝手に苦手意識を持っていた。独特な臭みがあるのは確かだが、それに対し
て何の嫌悪感も抱かなければ、逆にパクチーがないと物足りないと感じるようにもなっていた。
日本で例えると、さび抜きの寿司にどこか物足りなさを感じるのに似ているだろうか。
このように、初渡航でいわゆるエスニック料理というものに興味を示した私は、2 回目の渡
航で個人調査をするという話が出たときに「食」に関してのテーマを扱うと即決した。ラオス
での滞在は 8 日間という短い時間の中、本調査に費やした時間も非常に限られたものであった
が、私が体験したことの記述などを交えて、少しでもラオス農村部の生活のイメージが湧けば
本調査は成功であると考えている。

II 調査目的
パクソン地域の農家の方々が普段食べている料理と食材について調べ、その村での食事情や
「ラオスの食文化」について明らかにすることを目的とする。

III

調査背景

私たちが生活する日本は、あらゆる食材を様々な手段で調理・消費し、テレビや雑誌など様々
なメディアで頻繁に取り上げられている。人間の 3 大欲求の一つとも言われる「食」に対して
まさに貪欲な国と言える。
「食」と言っても、美味しいものを探すだけではなく、その国の消費
事情や流行など文化的に様々な事柄に関係する。生活の基盤となる「食」について考えること
は生きる上で避けては通れない。
多民族国家であるラオスでは、
「ラオスの食文化」というのは一概に定義をするのが難しい。
昨年に引き続き訪れるパクソン地域では、ラオスの人々はほぼ自給自足の生活をしていた。そ
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こで、都市部と比較すると外食などほとんどしないパクソン地域の村・農家には、農村部なら
ではの食事情が存在すると考え、どんな調理法でどんな料理を食べ、どんな食材を使っている
のかを明らかにすることにより、
「ラオスの食文化」の新たな側面が見えるのではないかと考え
た。

IV 調査方法
渡航中の聞き取り調査や体験したことを中心に、補足すべき情報は文献やインターネットを
利用した。

V

ラオスの食文化概説

ラオスでの主食はモチ米であり、ラオス語ではカオニャオと言う。他の東南アジア諸国も米
食ではあるがウルチ米であり、ラオスと東北タイだけがモチ米である。元々、タイ系諸民族は
モチ米を好んで食していたが、何らかの理由でウルチ米を主食とするようになり、現在のラオ
スにあたる場所に残ったタイ系民族であるラオ族のみがモチ米を主食とするようになったよう
だ（2005

森枝卓士「世界の食文化④ベトナム・カンボジア・ラオス・ミャンマー」
、農山漁

村文化協会：東京）。だからといってウルチ米を食べないという訳ではない。私が訪れた数か所
の農家では、しばしばウルチ米が振る舞われた。また、ラオスはかつてフランスの統治下にあ
ったということもあり、市場には大量にフランスパンが並ぶ。食事を簡単に済ませたい人はこ
れを好み、都市部ではサンドイッチが名物であるようだ。
このモチ米であるが、全国共通の決まった食べ方がある。数時間から一晩水につけたモチ米
を「ホアト」と呼ばれる容器に入れ、沸騰した水が入った細長い鍋の上に乗せて蒸す（写真 1
参照）
。蒸しあがったら「ティップカー
オ」と呼ばれる竹で編んだお櫃にいれ
る。このカオニャオは手で食べるのが
普通で、まず一つまみを手に取り、軽
く握って固め、くぼみを作る。
そのくぼみに親指でおかずを入れ
込むようにして食べるのだ。私も滞在
中はしっかりとラオス人に倣ってこの
食べ方を実践していた。日本のお米や

写真 1

モチ米を炊く様

子

他の東南アジア諸国のウルチ米である
と、手に取って握ると粘ついてしまう

写真 80 ラオスのもち米
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が、モチ米だとそんな心配はない。モチ米だからこそ可能な食べ方なのだ。また、日本では米
は出来立てで熱ければ熱い方が良いとされているが、ラオスでのモチ米は出来立てか否かとい
うのは特に意識されていないように感じた。市場で炊き立てのモチ米を渡されたこともあった
が、家庭で出されるモチ米は大体竹のお櫃、ティップカーオに入れて数時間経ったものであっ
た。やはり日本人の私からすると出来立ての方が美味しいと感じてしまったが、手で食べると
いう点では触っても熱くない程度の方が良かったりもした。
モチ米と合わせて食べるラオスの代表的料理がラープとタムマックフンだ。ラープはラオス
の最も基本的な料理で、豚肉や鳥肉などのミンチにレモンやライム汁、レモングラス、香草な
どを混ぜ合わせて炒めたものである。一方、タムマックフンはタイではソムタムと呼ばれるパ
パイヤサラダである。日本のタイ料理屋でも必ず置かれてあり、ラオスでも代表的料理の一つ
である。
森枝卓士によると、米と魚の発酵食品を中心とした食の体系は他の東南アジア諸国とも共通
する部分があるが、モチ米が主食であるということで、自然とおかずとなる料理もモチ米に合
うような体系になっている可能性もあるようだ。確かに、さらさらとしたカレーの類はウルチ
米のほうが適しているし、手で食べるモチ米には合わない。ラオスでもカレーの類はあるが、
米ではなく米の麺になる。
他の東南アジア諸国と比較して、ラオスの食文化の最大の特徴はやはりモチ米にある。タイ
の食文化と酷似しているが大きく異なる点もここになるであろう。海鮮料理をあまり見かけな
いなど、内陸国という地理的要因が食に影響していることも間違いないが、共通点の多い東南
アジアの食文化の中で、主食がモチ米であるという事実は大きく食の体系に影響を及ぼしてい
るといえる。

VI 聞き取り調査を通して
私は今回の渡航で訪れた 4 村のうち、カプ村とノーンヤートゥン村において農家の方に、自
身の家庭を含めた村での食事情について聞き取り調査を行った。

１

カプ村

調査対象者：モーン氏（女性）･･･アッタプー県（パクソンの隣に位置し、ベトナムと隣接）
出身で、カプ村に嫁入り。
通訳：ペン、ラー（ラオス人大学生）

彼女は基本的に米、肉類、魚類など多くの食材をパクソンの市場へ購入しに行っていた。だ
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が、鶏肉は調査対象者の家で飼っていたもの、唐辛子は自家栽培していたものを使っている。
この村にはいわゆる郷土料理というものは無く、特に変わった特徴はなかった。
モーンさんはアッタプー県からこのカプ村へ嫁いできた。
アッタプーはベトナムに近いため、
ベトナムの港から運ばれてきたシーフードをよく食べていたが、この地域へ来てから食べなく
なったため、シーフードが恋しいと言っていた。パクソンの市場でもベトナムやタイの海で獲
れた鯵やイカ13が並んでいるが、旦那さんが好まないため、めったに購入しないという。大好
物はラープで、野菜炒め、カオニャオ、チェーオ（トマトと唐辛子などをすりつぶしたもの。
詳細後述）は毎日食べ、タムマックフンも週に 3 回は欠かさず作っているという。

２

ノーンヤートゥン村

調査対象者：モーン氏（女性、カプー村の方と同名）
通訳：エー氏

彼女は主に近くの商店で買い物をしており、たまにパクソンの市場を利用している。
モーンさん曰く、村でよく食べられているのはチェーオであるようだ。好きな食べ物は焼い
てあるものすべてで、嫌いな食べ物は生ものすべてだと言っていた。

VII

料理・食材について

村へ訪れると、私たちが村長の話を聞いたり農地を観察したりしている間、その家の住人や
通訳の方々が毎回慣れた手つきで昼食の準備をしていた。これは貴重な体験だと思い、渡航中
私はその調理場に混ぜてもらった。その中で、各家庭で毎日のように作ったチェーオと通訳の
エー氏に聞いた田舎の料理について記述する。

１

チェーオ

チェーオは、調査地域ではどの家庭でも日常的に食べられているが、行動を共にしたラオス
の学生によると、都市部ではあまり見かけないらしい。特に、パーク・イークー（写真 4 参照）
という食材は初めて見たという。

＜チェーオのレシピ＞
①

唐辛子をフライパンに入れ、水分がなくなるまで火を通す。その後、唐辛子をまな板に置
き、千切りにして、石壺（コック）に入れる。そして、木製の棒を使って、繰り返したた

13

他にも鯛のような魚やサンマのような魚もあったが、正確な情報は得られなかった。
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き、細かくすりつぶす（写真 2・3 参照）
。
⇒写真 3 の石壺（コック）は、つぶしながら混ぜ合わせるときに欠かせない調理器具である。

写真 81 唐辛子に火を通す
②

写真 82 唐辛子をすりつぶす

パーク・イークーを網の上に置き、火で炙って水分を飛ばした後、皮をむく（写真 4）。そ
の後、ナイフで適当な長さに切った後、石壺に入れて、木製の棒で何度もたたく。

⇒パーク・イークーは、パクソン地域でとれるネギで、先端がらっきょうのような形をしてい
る。チェーオには欠かせない食材である。

写真 83 パーク・イークー
③

写真 84 焼きトマト

トマトも網の上で火にあぶり、水分を飛ばした後、石壺に入れ、何度も木製の棒でたたく
（写真 5）
。

④

石壺の中でよく混ぜ合わせ、ナンプラー、塩、味の素で味を調えて14、皿の上にとり分け
て完成（写真 6）。

14
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実際に石壺を使って叩きながら混ぜる作業をや
らせてもらったのだが、ラオス人に「十分だ」と
言われるまでかなり時間のかかる作業であった。
火を入れた唐辛子を潰すときには、唐辛子が飛ん
で目に入らないように石壺の中をのぞき込まない
ようにし、石壺の口を覆うように手のひらを添え
た方が良いとアドバイスを受けた。
味は、非常に辛い。ほんの少量をカオニャオに
付けただけでも痺れるような辛さがある。トマト
の酸味は辛さに負けてあまり感じないが、パー

写真 85 チェーオ

ク・イークーの玉ねぎに似た香りがほんのりとあ
った。

２

田舎の料理

通訳のエー氏によると、都市部では食べられていないが、調査地域周辺の農村部では食べら
れているあまり有名ではない料理がまだいくつかあるらしい。エー氏に伺ったものを簡単に 2
つ紹介する。正式な料理名は不明であるとのことなので、現地の人々が使っているという呼び
方で紹介することとする。

○マーム
鹿の胃袋の中に鹿の肉をミンチ状にしたものを入れ、唐辛子やガリンガー、レモングラス等
を入れて焼いたもの。

○ヂェロ
干したパーク・イークーを棒で伸ばし、箱に入れて保存しておく。これは長期保存が可能15で、
食べる際には茹でる。炒め物に混ぜたり、豚肉や牛肉と一緒にスープに入れたりして食べる。

IV まとめ
本調査で感じた都市部と農村部の相違点として挙げられるのは、外食の文化と生食に対する
意識である。都市部ではレストランなども多く、食事や調理の選択肢も多い。しかし、農村部

15

パーク・イークーを干すとなぜ長期保存が可能になるのか、どういった素材でできた箱で保
存するのか詳細は不明。
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では市場まで車で 1 時間以上など珍しくないので、そもそも選択肢が少なく、どうしても調理
する過程が必須となってしまう。それに伴って、味付けに関しても唐辛子やオイスターソース
など、
どの料理にも似たような味付けをしていて、
食材を長期保存する工夫なども行っていた。
生食に関しては、農村部の人々は一切食べないようだった。都市部では生のラープも存在する
など、生食も食べている。一方、都会ではシーフードも出回っているが、これらはタイとベト
ナムのものがほとんどで、鮮度も良くないようである。
結果としてモチ米やウルチ米などの主食とラオスの代表料理と言われるラープやタムマッ
クフンなどは都市部でも農村部でも共通して日常的に食べていたが、農村部には生食という選
択肢がないことや、食材調達の利便性の違いから普段食べるものの選択肢に差があるといえる。
しかしその中でも、パーク・イークーのような農村部にしかない食材や、長期保存する知恵な
どから新たな文化が生まれる可能性があるのではないだろうか。
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