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序 等身大の活動フィールドにおける小さな成功の積み重ね 
―社会貢献分野 2015 年度活動紹介― 

 
間 瀬 朋 子 

東洋大学社会学部 

 

はじめに 

  本報告は、2015 年度社会文化システム学科の選択科目「社会文化体験演習」社会貢献分野に

よる 1 年間の活動に関するものである。2014 年度は「福島の子どもたちを支援するプロジェ

クト（バナナ募金）」を中心に活動したが、2015 年度にそこからの継続履修生はいなかった。

そこで、バナナ募金で協働した特定非営利活動法人 APLA（以下 APLA と略記する）との関係

を引き継ぎつつ、さらに他団体との関係も新たに構築し、民衆交易（フェアトレード）1 商品

を多くの人に知ってもらうための活動を実施した。 

  本報告は、第 1 部の履修生による 2015 年度の活動紹介、第 2 部の活動を終えた履修生たち

の感想から成り立つものである。 

I 2015 年度の活動内容 

１ 社会貢献分野の履修生 

  2015 年度の社会貢献分野の履修生は、2 年生 8 名（男性 2 名，女性 6 名）である。前述のと

おり 2014 年度からの継続履修学生はいなかった。2014 年度の諸活動を説明し、2015 年度の

具体的な活動内容を決定するうえで重要な役割を果たしそうな上級生がいなかったことは、履

修生たちをかなり戸惑わせた。 

  履修者は下記の通りである。 

  2 年生（2015 年 4 月の段階で 8 名、うち 1 名は春学期をもって履修停止。学籍番号順） 

  青木奈巳、井上優雅、小黒結稀、栗木優太郎、小松美穂、武見菜穂、中座信明、松本和夏子 

 

                                                           
1 特定商品の生産者と消費者が対等で直接的な対話をつうじてつくりあげる貿易は、一般的に

フェアトレードと呼ばれている。その別称として、公正貿易、草の根貿易、オルタナティブな

貿易（alternative trade）、民衆交易などがある。そこでは、商品価格、労賃、生産過程などに

おける公平性が重視される。とくに生産地の自立と生産地への支援、さらに消費者の自立もめ

ざす（特活）APLA / （株）オルター・トレード・ジャパンは、民衆交易（People to People Trade）
という用語を採用してきた。 
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２ 活動の目標――民衆交易（フェアトレード）を多くの人びとに知ってもらうため

に 

現代社会の課題を積極的に見つけだし、それに具体的な対応することで社会に貢献するなか

で履修生が自信を身につけていくことが、社会貢献分野の目的である。2015 年度の活動は、「民

衆交易（フェアトレード）を多くの人びとに知ってもらおう」「知ってもらうことで、いまある

世界を少しでもよくしていこう」という目標を掲げて行われてきた。とはいえ、この目標にた

どりつくまでに、内向きで停滞的な時間を長く過ごしすぎてしまったかもしれない。具体的な

活動に乗り出せたのは、秋学期になってからだった。 

どのような目標を掲げ、それに近づくためにはなにをどうするか、というアイディアを出し

あう段階で、履修生たちはややつまずいた。社会貢献を難しく考えすぎたかもしれない。昨年

度の活動に参加した上級生がいないことを重荷にとらえすぎたきらいもある。   

II 2015 年度の授業内容 

2015 年度の具体的な活動を時系列的にまとめておく。活動内容を１春学期、２秋学期、３「社

会文化体験演習」の授業時間外に実施された関連活動としての公開講演会に分けて報告したい。 

 

１ 春学期 

4 月 活動方針・内容の決定に向けて 

昨年度からの継続履修生がいなかったため、これまでの活動の経緯や内容を具体的に把握で

きないまま、2015 年度の履修生たちは新しい活動方針を持つことを強いられた。 

前述のとおり、これまでの社会貢献分野は、APLA の民衆交易（フェアトレード）活動の一

環であるバナナ販売を手伝う形で、何らかの活動をもとに募金を集め、福島被災地の保育園や

幼稚園の子どもたちにバナナを届ける「バナナ募金」を実施した。そこで、2015 年度の履修生

はまず、その活動をもっと知るために、4 月 18-19 日に開催された市民交流イベント「アース

デイ」における APLA の出店ブースに出向き、民衆交易（フェアトレード）のバナナを販売す

る手伝いを行った（履修生の松本和夏子）。さらに、4 月 24 日（金）には履修生 7 名で新宿区

大久保にある APLA の事務所訪問し、APLA のスタッフから直接話を聞いた。 

 

5 月 活動方針・内容が決まらない 

4 月にアースデイに参加したことの報告や感想を履修生全員で共有したり、APLA 訪問の振

り返りを行ったりすることで、今後の活動の方向性を探った。数回の授業時間を話しあいに充

てたが、活動の方針や内容は決まらない。履修生たちが一生けんめいであればあるほど、みず
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からが挙げた活動案の実行可能性に問題を見いだしてしまうという悪循環にはまり、活動に乗

り出すところにまでたどりつかない。履修生には毎回辛い時間であっただろう。 

秋に開催される東洋大学白山祭（大学祭）への参加に向けてだけは、唯一この時期から履修

生たちが動き出している。5 月初旬の白山祭説明会に履修生の武見菜穂が出席した。ただし、

白山祭に模擬店や展示物を出すという希望は、抽選に通らないと実現しない。とくに、飲食物

をあつかう模擬店を出そうとする場合、抽選を勝ち抜くのは容易ではない。したがって、白山

祭に参加できるのかどうかが不確実であることを承知のうえで、履修生たちは事前説明会に出

たり、申込書を作成したり、地道な手続きを進めていた。 

5 月 22 日には、APLA と協働する株式会社オルター・トレード・ジャパン（以下 ATJ と略

記する）の津留歴子さんとインドネシア・パプア州のカカオ・キタ事業体のデッキー・ルマロ

ペンさんを白山キャンパス 6 号館 6B14 教室に招き、社会貢献分野主催の「社会文化体験演習

講演会」（カカオ民衆交易――国境を越えた連帯）を開催した。 

 

6 月 活動方針・内容が決定する 

進展のはっきりとは見えない話しあいがつづいたため、社会貢献分野の授業に出席するのが

億劫、という雰囲気が履修生のあいだに出てきた。それでも、6 月 13 日の白山祭説明会に履修

生の小黒結稀が参加した。 

 6 月 終週を迎えても、白山祭に参加しようという以外にはまだなにも決められていなかっ

たので、社会貢献分野の履修生も教員もさすがに困った。手詰まりのなか、4 月以降なにかと

話を聞かせてもらったり、講演会でお世話になったりした APLA / ATJ との関わりを活かして、

民衆交易（フェアトレード）をたくさんの人に知ってもらうことを活動方針に決めた。そして、

まずは民衆交易（フェアトレード）のチョコレートに関する講演会を実施してみようというこ

とになった。なにかをやってみたくてうずうずしていた履修生たちは、話しあいから解放され

たとたん、実際の活動へとてきぱきと動き出すことができた。 

 6 月 28 日に開催された市民交流イベント「アースデイマーケット」における APLA の出店

ブースに出向き、手伝った（履修生の武見菜穂）。 

 

7-8 月 白山祭でチョコバナナを売りたい 

白山祭でなにをするのかを具体的に決め、申請書を作成しなくては、白山祭に出店・出展す

るための抽選にも参加できない。ここでまた数回行き詰まりながらも、「屋外に模擬店を出し、

民衆交易（フェアトレード）のチョコバナナを販売したい」という形に履修生の希望がまとま

ったので、申請書を完成させることができた。 

 10 月の講演会開催に向けて、その詳細を話しあい始めたのもこのころだった。自分たちがど
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んな講演テーマの講演会を実施したいのかを吟味し、それにあった講演者を見つけて交渉する

というプロセスを、履修生たちが協力して行った。その結果、児童労働の解決やフェアトレー

ドの促進に取り組む NPO 法人 ACE（以下 ACE と略記する）に映画の上映を含む講演をお願

いすることになった。 

 夏季休暇中の 8 月、白山祭抽選会に参加した武見菜穂から嬉しい知らせがあった。抽選の本

選には漏れたが、抽選会に不参加の団体に割り当てられた当選を振り分ける予備抽選会で見事

に復活当選を果たし、10 月 31 日、11 月 1 日の白山祭でチョコバナナの模擬店を出せることが

決まった、という。春学期には話しあいがうまくいかなかったり、活動の方向性がみえなかっ

たり、履修生にとって苦しい場面が多かった。しかし、天の力も見方につけながら、当初から

こなしてきた白山祭への準備が実を結んだことは、彼らを大いに勇気づけた。講演会のほかに

も秋学期の主な活動内容が確定したので、履修生も教員も安堵の気持ちに包まれた。 

夏季休暇のあいだに文献を読んだり、インターネットで情報を集めたりすることをつうじて

フェアトレード（民衆交易）に関する知識を深めておくという課題が履修生に出された。秋学

期以降の活動を実施するうえで必要だということで、教員ではなく、履修学生みずからが提案

した課題だった。 

 

２ 秋学期 
10-11 月 ACE 講演会を開催し、白山祭でチョコバナナを販売する 

秋学期は、夏休み中に履修生各自が行った民衆交易（フェアトレード）に関する知識・情報

を共有することから始まった。また、10 月 22 日の ACE 講演会、10 月 31 日（土）、11 月 1

日（日）2 日間の白山祭における模擬店出店の準備を同時平行的にこなす必要があったので、

履修生にとっては 2015 年度でもっとも忙しい時期になった。 

  各履修生の得意分野を活かしながら、講演会の開催では（1）講演者との連絡係（井上優雅）、

（2）講演会のチラシ・ポスター作り（井上優雅、小松美穂）、（3）講演会司会者（青木奈巳）、

（4）講演者のアテンド係（中座信明）、白山祭では（1）チョコバナナの材料発注係、および

発注先 APLA との連絡係（武見菜穂）、（2）模擬店装飾リーダー（小黒結稀）、（3）チョコバナ

ナの調理と販売（青木奈巳、井上優雅、小黒結稀、栗木優太郎、小松美穂、武見菜穂、中座信

明）、（4）履修生内での連絡係（栗木優太郎）という具合に役割を果たし、講演会でも白山祭

でも一定の活動成果を上げることができた。ACE 講演会および白山祭に関する詳細は、履修生

が書いた報告を参照されたい。 

  履修生たちは、講演会開催をつうじてチョコレートの原料であるカカオ豆の産地の事情やフ

ェアトレードを多くの人に知ってもらえてうれしかったというだけではなく、NPO 法人のよ

うな「大人の」世界と自分たちが協働できたことで自信をつけたようにもみえる。白山祭で約
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300 本のチョコバナナを難なく売り切ったことも、彼らの自信につながった。 

 白山祭直前の説明会には履修生の中座信明、直後の会には青木奈巳が出席した。 

 

12 月 民衆交易（フェアトレード）のチョコレートを学内販売する 

12 月 15 日、社会貢献分野の履修生たちは白山キャンパス 6 号館 1 階で民衆交易（フェアト

レード）チョコレートを販売した。先の白山祭で民衆交易（フェアトレード）のチョコレート

とバナナをつかったチョコバナナを順調に売上げたのではあるが、今度は「買ってくれる人た

ちにもっと民衆交易（フェアトレード）を説明しよう」という目標を設けて、チョコレート販

売を行った。これまでの活動でお世話になった APLA と ACE の民衆交易（フェアトレード）

チョコレートを学内で広く知ってもらえるよう、わかりやすい説明をポスターにしたり、商品

をクリスマス包装したり、値引き戦略を練ったり、さまざまな工夫を凝らした。広く学内の学

生や教職員のみなさまから理解と協力を得て、販売を予定していたチョコレートのすべてを売

り切ることができた。 

 

1 月 「体験文化演習」3 分野合同活動報告会へ参加する、年間活動報告書を作成する 

1 月 15 日、白山キャンパスにて「社会文化体験演習」3 分野（国際理解分野、キャリア分野、

社会貢献分野）による活動報告会が開催された。社会貢献分野を代表してプレゼンターを務め

る予定だった履修生が報告会を欠席したので、2015 年度の活動を実際に行った履修生自身の声

を報告会参加者に伝えることは叶わなかった。代理として担当教員がごく簡単に社会貢献分野

による活動を報告するにとどまった。報告の 後には、履修生たちが白山祭で得た収益で購入

した民衆交易（フェアトレード）チョコレートを報告会参加者全員に配った。ここでも、民衆

交易（フェアトレード）を多くの人に知ってもらうことができたと思う。 

また「社会文化体験演習」の分野別報告書（本書）を作成するために、履修生全員で今年度

の活動を振り返り、各自がそれを分担執筆し、原稿として提出した。 

 以上が、社会文化体験演習社会貢献分野の年間の活動記録である。 

 

３ 公開講演会 

カリキュラム上、2・3 年次履修の社会文化システム学科授業科目「社会文化体験演習」に関

わる活動関連で、ほかの機会・授業科目で実施した教育活動として、以下の 2 つがある。つま

り、（1）同学科 1 年生の演習科目（必修）である「社会文化システム論基礎演習」の全コース

合同授業として実施した「社会文化体験演習（社会貢献分野） 公開講演会（カカオ民衆交易

――国境を越えた連帯）」（5 月 22 日）と、（2）同学科 2 年生の演習科目（必修）である「社会

文化システム論演習 I」の全コース合同授業として実施した「社会文化体験演習（社会貢献分
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野） 公開講演会（フェアトレードとチョコレート――児童労働の現実）」（10 月 22 日）である。 

後者については履修生が詳しく報告しているため、ここでは 5 月に実施された公開講演会に

ついてのみまとめておく。 

 

「社会文化体験演習」（社会貢献分野）公開講演会 

・演題 「カカオ民衆交易――国境を越えた連帯」 

・講演者 津留歴子さん（ATJ インドネシア駐在員）、デッキー・ルマロペンさん（「わたした

ちのカカオ事業体」代表） 

・実施日程 2015 年 5 月 22 日（金） 14:45-16:15 

  社会文化システム学科 1 年次必修科目「社会文化システム論基礎演習」 

  全コースの合同授業として実施 

・場所 東洋大学白山校舎 6B14 教室 

・出席者社会文化システム学科 1 年生 155 名、授業登録外学生 13 名、教員 8 名 

チョコレートの原料であるカカオ豆を題材にして民衆交易（フェアトレード）や開発の現場

を知ることが講演会参加者にとって社会貢献や国際貢献の活動を行う際の参考になれば、とい

う思いから、社会貢献分野の教員がこの講演会を企画した。今回のトピックとなったカカオ豆

の産地は、インドネシア共和国・パプアである。講演者の津留歴子さんとパプア出身のデッキ

ー・ルマロペンさんは、「日本人（カカオ豆の消費者）とパプア人（カカオ豆の生産者）のあい

だで、友情と連帯を土台にした民衆交易（フェアトレード）をしよう」「カカオの生産者も消費

者も同じ「民衆交易の家」に身を置いていると思って、文化、知識、経験の違いを乗り越えな

がら、お互いに強制したりされたりするのでなく、同意と連帯のもとに搾取のない関係性を築

こう」と参加者に呼びかけた（後掲の「友情と連帯を土台にしたカカオの民衆交易」もご参照

いただきたい）。 

学科内外の参加者から活発に質問が出て、ひじょうに有意義な講演会になった。講演会後に

実施された講演者を交えた茶話会にも、学科内外から約 20 名が出席した。彼らは民衆交易や

チョコレートについての真剣な討論を繰り広げるほか、デッキーさんによるパプアの歌を聞い

たり、海外で働く津留さんの経験を学んだりすることで、濃密な時間を共有した。 
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友情と連帯を土台にしたカカオの民衆交易 

 

 

チョコラ デ パプアの原料であるカカオの産地はインドネシアのパプア州北部

です。「カカオ・キタ（わたしたちのカカオ）」代表のデッキー・ルマロペンさ

んに、カカオの民衆交易に託す人びとの思いを語ってもらいました。 

 

放置されていたカカオ畑 

 

パプアでカカオの栽培がはじまったのは 1950 年代、当時この地を植民地にして

いたオランダがパプア先住民族にカカオの苗木を配り、栽培や加工方法を指導

したのです。1969 年、パプアがインドネシアに併合された後も、今度はインド

ネシア政府がカカオ生産奨励プログラムと称して、ハイブリッド種の苗木を配

ったり、栽培指導を行ったりしました。しかし政府のプログラムは一貫性がな

く、生産者が確かな成果を見ることはありませんでした。政府は苗木を配って

カカオ生産に精を出せと言うのですが、収穫したカカオの売り先まで考えてい

ません。結局、仲買人に言い値で買いたたかれて、生産者はカカオ栽培のやる

気を失くし、多くのカカオ畑が放置されてきました。 

 

「PAPUA 産」であるということ 

 

オルター・トレード・ジャパン（ATJ）を通じてパプアのカカオを原料にチョコ

レートを作って日本で売るという事業が始まってから、パプアの人びとがカカ

オに寄せる思いが大きく変わってきたと思います。まず、「PAPUA」という自

分たちの土地と民族の名前が 終製品のチョコレートに印字されて販売されて

いることを知り、生産者はとても喜んでいます。今まではカカオ豆をジャワや

スラウェシの仲買人に売ったとたん、PAPUA の名前は消えていました。わたし

が生産者たちに「PAPUA の名前を汚さないように、美味しいカカオを育てよう」

と言ったら、皆「そうだ、そうだ」と頷いていました。 
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もうひとつ、このカカオの民衆交易を通して、チョコレートを食べる人びととの

関係性を築くこともわたしたちにとって大きな意味があります。人口が 200 万人

にも満たないわたしたちパプア先住民族は 2 億 4000 万の人口を抱える大国イン

ドネシアの中で超マイノリティーです。そのわたしたちが、カカオを通じて日本

にたくさんの友人を持つことは大変心強いことなのです。日本の友人から多くの

ことを学び、それをパプア人による経済活動に生かしていければ、それは強制で

はない、自然な社会の変容につながるのではないかと思います。パプアの農村部

は今まで場当たり的な援助を与えられ続け、人びとが自立する力が削がれていま

した。しかし民衆が主役のビジネスにより、パプアの人びとの潜在的な力を伸ば

すことができるのではないかと希望を持っています。 

 

わたしたちの友人のために！ 

 

わたしはカカオ生産者に、「わたしたちの友人のために安心安全な食べものを約束

しよう」と言っています。それは、農薬や化学肥料を使わない栽培を貫くことで

す。パプアは豊かな森と土と水に恵まれた土地です。神から与えられたこの自然

の恵みを守りながら、わたしたちは生きてきました。しかし 近、グローバル企

業が政府を通じてパプアでのカカオ増産の圧力をかけてきています。パプアのカ

カオ生産量は低すぎるといって、化学肥料を投与して生産量を増やせ、農薬を使

って病虫害対策をせよ、と言うのです。でもパプア人は政府の言うことには基本

的に懐疑的です。ある村では、除草剤を薦めた政府の役人に村人たちは「薬はい

らないから、草刈機が欲しい」と言ったそうです。パプアの土地が破壊されない

ように、そしてわたしたちの友人が安全な食べものを得られるように、「カカオ・

キタ」ではカカオ生産者と共にオーガニック・キャンペーンを展開していきます。

オーガニックが当たり前なパプアでこのキャンペーンをやらなければならないの

は何とも皮肉なことではありますが（苦笑）。 
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友情と連帯がつなぐカカオ 

 

後に、わたしたちのチョコレートを食べてくださっている皆さんがいることで、パ

プアのカカオ生産者は一時は放り出していたようなカカオ畑の手入れに精を出し、カ

カオを売ったお金の一部を貯金することを始めていることを知っていただきたいと

思います。カカオの作付面積を増やしたいという生産者も増えています。カカオの民

衆交易は、わたしたちパプア人にファイティング・スピリット（頑張る精神）を与え

てくれています。 

 

 

 デッキー・ルマロペン（カカオ・キタ） 

 津留歴子（ATJ） 

APLA / ATJ「手わたしバナナくらぶニュース」2016 年 1 月、2 月、No. 234 より引用 

写真 1 パプアのカカオ農民（津留歴子さん撮影） 
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III 授業の実施体制 

１ 学外機関との協力関係 

社会貢献分野の活動の現場性を確保するには、現実社会のなかで日常的に活動する学外のみ

なさまとのネットワークが欠かせない。2014 年度のバナナ募金のときと同様、2015 度も APLA

の大久保さん、吉澤さん、寺田さん、野川さん、ACE の召田さんに NPO 法人・国際 NGO と

しての活動の実践を教えていただいたり、民衆交易（フェアトレード）商品を提供していただ

いたり、たいへんお世話になった。本来の活動に多忙であるなか、社会貢献分野に多大なご協

力とお心遣いをくださったみなさまには、謹んで感謝を申し上げたい。 

 

２ 履修生による学び 

自分の意見をしっかりと持ち、それをうまく仲間に伝えないかぎり、グループとしての活動

が始まらないことは、春学期のあいだに履修生全員が実感しただろう。また、ある活動を成功

させるには、綿密に計画を立て、仲間と緊密に連絡を取りあい、段階を踏んで事を進める必要

があることも、一年をつうじて全員が学んだと思う。 

社会貢献分野の履修生は総じてまじめで礼儀正しいのだが、ややおとなしかった。けっして

意見を持っていないのではないが、「場の空気」を読みすぎるせいだろうか、活発に議論するの

がそれほど得意ではなさそうだった。上級生の不在をカバーして活動を牽引しようというより、

どちらかといえばほかの履修生のリードを待つ履修生が多かった。教員が主導するばかりでは

社会貢献活動の自発性を削ぐため、教員は努めて履修生による話しあいを傍観したり、履修生

に活動進行の主導権を委ねたりした。 

履修生の自発性を尊重し、彼らがひとつのチームとして新しい活動の流れを創りだしてほし

いと願うあまり、彼らがじっと悩むのを放置しすぎた、という教員の反省もある。ただ、教員

がすべてをお膳立てするのは、自発性のなせる活動であり、個人の価値観を反映する活動であ

るという社会貢献の性質にいかにも馴染まない。そのため、履修生たちが活動の目標や内容を

ひねり出すのに役立ちそうなアイディアはその都度提供しても、基本的には彼らがとことん悩

むのを見届けるという方針で、教員は社会貢献分野を運営した。 

結果として、春学期のほとんどすべてが履修生による話しあいの時間として割かれてしまっ

た。教員としては反省しきりである。とはいえ、言い訳になるが、そこにささやかながら一定

の授業成果が生まれたことを履修生による報告書から読み取っていただければ幸いである。い

つも適切なタイミングで、心のこもった助言を出してくれる小林正夫教授の存在が、悩める履

修生を救っていたことは間違いない。 
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IV 社会貢献分野としての評価と課題 

今年度の活動を総括するとまず、活動の方針や内容を決めかね、早い段階で具体的な活動に

踏み切れなかった、という反省がある。上級生不在のなか、2015 年度の履修生は現実的で具体

的な活動に手っ取り早くたどりつけなかったし、「自分たちでうまくやらなければならない」と

いう精神的なプレッシャーにおしつぶされそうになった。しかし、秋学期にはその反省や反動

から、履修生ひとりひとりが講演会の実施や白山祭・学内での民衆交易（フェアトレード）品

の販売に精力的に、かつ楽しんで取り組むことができた。 

サークルやアルバイトなど、学業以外にも多忙な履修生たちには、正規の授業時間以外にじ

っくりと腰を据えて活動の方向性をみいだしたり、活動に必要な仲間同士の人間関係を構築し

たりすることが難しかった。正規の授業時間以外に社会貢献分野の活動が行われることは、白

山祭の準備期間を除けば、ほとんどなかった。「正規の授業時間内に行われる話しあいだけでも

苦痛なのに、なにを好んでそれ以上…」という雰囲気が早くも春学期に漂っていたことは、残

念ながら 後まで尾を引いた。 

フィールドでの活動に着手しなければと焦りすぎたせいか、文献講読や資料収集などをつう

じて民衆交易（フェアトレード）やそれを専門に行う NPO 法人や国際 NGO などを理論的・

歴史的に勉強したり、民衆交易（フェアトレード）を取り巻く社会的な環境を理解するための

プロセスを踏んだりすることは、あまりできなかった。関連新聞記事を収集して読んだり、頻

繁に市民運動の現場へ足を運んだりできていれば、自分たちが行う活動にもっと奥行きを出せ

たかもしれない。 

社会貢献にとって大事なのはその目的ではなく、結果である。厳しいようだが、「こんなに

崇高な思いを持ち、こんなに一生けんめい準備をして、社会貢献活動をしました」といういわ

ば「自己満足」は、社会貢献ではない。「活動して、こんな結果を出しました。社会に対してこ

んな働きかけをした結果、こうなりました」という部分が、社会貢献活動をするひとりひとり

に求められているのである。また、社会貢献は「授業だから」という理由で行われるものでは

ないし、履修したらそれでおしまい、という性質のものでもない。履修生が 2015 年度の社会

貢献分野から旅立ったのちに、自発性や主体性をもって自分なりの社会貢献活動の形をみつけ

て関わっていくことを、心より願っている。 
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テーマの模索 

 

小 黒 結 稀 

社期文化システム学科 2 年 

I 何をすればいい？ 

１  昨年度の振り返りと APLA 訪問 

私たちが今年度の社会文化体験演習「社会貢献」分野を始動させるにあたって、まず初めに

決めなければならなかったのが活動テーマであった。結論から言うと、この話し合いにはたい

へん長い時間を要した。 

まず、上級生がいないということが私たちには大きな問題だった。話し合いをするうえで、

去年の活動の経験や適切なアドバイスを聞かせてくれたり、これからの活動をリードしてくれ

たりする先輩たちがいないため、ゼロからのスタートを始めなければならなかったことは、私

たちの不安を大きくした。 

 つねに話し合いの 大の議題だったのは、去年度の活動を継続して行うか、それとはまった

く別のテーマを決めていくかを選択することであった。去年度の活動報告は読んで、バナナ募

金ということばを知ったものの、上級生から直接話を聞けないこともあって、いまひとつその

概要をつかめずにいた。 

 そこで、2015 年 4 月 24 日、去年

度の活動を上級生たちとともにした

特定非営利活動法人 APLA へとも

かく話を聞きに行くことにした。そ

こでバナナ募金2 について詳しい話

を聞くことができた。また、APLA

によるバナナ募金以外の活動や、

APLA が取り扱う民衆交易商品のこ

となど、興味深い話を聞くことがで

きた。 

 とはいえ、APLA 訪問後も依然と

して、バナナ募金を継続するかどう

                                                           
2 後述するが、募金活動で資金を得て、東日本大震災の被災地である福島の子どもたちに有機

無農薬バナナを届ける活動のこと。 

写真 2 APLA 訪問の様子 
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か、いまひとつ決定できないままだった。その理由のひとつは、私たちにはバナナを購入する

ための具体的な募金活動の形態がどうしても浮かばなかったことにあるだろう。また、バナナ

募金によるバナナの届け先に対して、「福島でなくてもいいのではないか」という意見を持つ履

修生がいたことも、バナナ募金の継続に踏み切れなかった理由である。他方で、ほとんどの履

修生が東日本大震災の復興支援に関心をもっていたので、「福島のためになにか支援できること

はないか」と考えながらつねに話し合いは進められた。しかし、どんなに話し合いを重ねても、

「何をすれば支援になるのか」「何をすれば社会貢献になるのか」「物を送ればよいのか」「福島

で何かできることはあるのか」という点での議論に終始し、具体的な活動案を出すことができ

なかった。あるいは、私たちは社会貢献を難しく考えすぎていたかもしれない。それでも、大

事なことは私たちが議論を尽くして、納得のうえに活動を始めることだった。 

 

 昨年度の社会貢献分野がいっしょに活動させてもらったバナナ募金プロジェクトを行って

いるのが APLA である。 

 

APLA（APLA のウェブサイト http://www.apla.jp/より） 

APLA は、Alternative People’s Linkage in Asia（人々が創るもうひとつのアジア）の

頭文字をとってつけられた団体名称である。APLA は、日本を含むアジア各地で「農を軸に

した地域自立」をめざす人びとどうしが出会い、経験を分かち合い、協働する場をつくり出

すことを目的に、2008 年に特定非営利法人として発足した。 

 21 世紀に入り、経済のグローバル化が進行するなか、都市と農村の落差、弱い立場におか

れた人々の不安、「食と食糧の安全」の危うさなど、地球上のあらゆる地域で私たちの生活を

脅かす事態が起こっている。その一方で、国家・多国籍企業などの大資本に身をゆだねず、

もうひとつの道（オルタナティブ）に挑戦してきた人々が各地で様々な経験をしている。

APLA は、こうした人々の経験を学び、知恵を出し合い、国境や地域を超えてもうひとつの

未来を切り開いていくことをめざしている。 

バナナ募金のほかにも民衆交易に関わる生産者の育成、生産者と消費者との連帯を媒介す

ること、フィリピンのバナナ、インドネシアのエビ、東ティモールのコーヒー、パレスチナ

のオリーブオイルといった民衆交易商品のネット販売、自然災害・人為災害に対する緊急支

援も行っている。 
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 昨年度の社会貢献分野による主な活動であったバナナ募金の概要について説明しておこう。

バナナ募金という APLA の活動を支援して、募金集めをすることが昨年度の社会貢献分野の

主な活動だった。 

 

バナナ募金（APLA のウェブサイト http://www.apla.jp/より） 

2011 年 3 月の福島第一原発の事故のあとも、経済的な問題や家族の事情などによって放射

線量が高い地域で生活を送らざるを得ない福島の子どもたちのために APLA が行っている

支援活動がバナナ募金である。なるべく放射能汚染が少ない食べ物を子どもたちに食べさせ

たいが、西日本産の野菜の価格は高い、しかも近所の店舗では販売されていないので手に入

りにくいなどという状況が福島にはある。そこで、「福島の子どもたちに少しでも安全なおや

つを提供したい」という思いから、APLA はフィリピンから輸入した安全なバナナを福島県

内の保育園・幼稚園各施設に定期的に送り届けてきた。 

 
 

２ 活動テーマを決めたい！ 

復興支援に関わるのかどうか、その対象地域を東北、とくに福島にするのか、あるいは首都

圏に避難している被災者に絞って支援するのかについて、具体的な案は出てこない。行き詰ま

りを感じながらも、私たちはさらに話し合いを進めた。そこでまず、それぞれに興味があった

り、やってみたいと思ったりする活動に関するキーワードを挙げ、次に似たキーワードを挙げ

た人同士でペアになり、具体的な企画を考えることにした。 

 このようなマンツーマン作業の効果もあってか、図 2 にみるとおり、まとまった企画がいく

つか提案された。しかし、教育、PR、地域活性化、ボランティアと方向性の異なる企画が出て

きたとはいえ、どれにもまだ具体性は薄かった。①に関して、子どもの支援を想定して、主に

東北の被災地の中学生・高校生を訪れたり、あるいは小学生以下の子供に絵本を贈ったりする

ことを考えた。ところが、何度も被災地を訪れ、一年中活動できるわけではないことを考える

と、私たちの活動としてふさわしいのかどうか、また悩んでしまった。また、絵本を集める方

法でも、行き詰まった。②は、履修生の一人がカンボジア支援をしている団体にコンタクトを

取ることで、その団体と協力して何か社会貢献をするという企画だった。その団体がすでに別

の学校や学生団体と連携していたせいもあり、それらと私たちがこれから協力してやっていけ

るのかどうかについて 終的に考えをまとめることができなかった。③と④については一年間

という私たちの活動期間との兼ね合いで問題があり、実現可能性がみえてこなかった。 
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社会貢献 

①被災地における学校教育支援 

子供の支援が目的。東日本大震災で被災

し、満足に学校に行けていない子供がい

る地域に足を運んで勉強を教える活動。

②フェアトレード商品と被災地

をつなげる支援活動 

主にカンボジア支援を行う団体

にコンタクトし、そこが扱うフェ

アトレード商品を被災地に送る

活動 

③商品開発による地域活性化を目

指す活動 

東北の被災地で現地の学生と交流

しながら地元産品を商品化してPR

する活動 

④施設でのボランティア活動 

首都圏を中心に福祉施設を訪問

して行うボランティア活動 

図 1 ペアごとの企画内容 
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３ テーマの決定 

春学期も半分ほど過ぎたころ、先生の提案もあり、フェアトレードチョコレートをテーマに

するという方向性がみえてきた。フェアトレードには APLA 訪問以来ずっと関心を持ってきた

し、同じ「社会文化体験演習」キャリア分野がフェアトレードコーヒーを扱っているので、私

たちには比較的親しみのあるテーマである。私たちはフェアトレード理論を詳しく勉強すると

いうよりは、フェアトレードの可能性に注目し、それを多くに人に知ってもらい、フェアトレ

ードを広めていくことで、いまの世界全体を少しでもよりよい方向に変えていけるだろう、と

いう形の社会貢献をめざした。 

結局、私たちはバナナ募金活動の継続を選択しなかったのだが、フェアトレード（民衆交易）

商品を扱う APLA とは引き続き協働していくことにした。 

 

フェアトレード（フェアトレードジャパンウェブサイト http://www.fairtrade-jp.org/より） 

 発展途上国で生産された日用品や食料品が、日本で驚くほど安い価格で販売されているこ

とがある。しかし生産国では、その安さを生み出すために生産者に正当な対価が支払われな

かったり、生産性を上げるため必要以上の農薬が使用され、環境が破壊されたりする事態が

起こっている。 

 生産者が美味しく、品質の良いものをつくり続けていくためには、生産者の労働環境や生

活水準が保証され、また自然環境にもやさしい配慮がなされるような持続可能な取引のサイ

クルをつくらなくてはならない。フェアトレードとは直訳すると「公平な貿易」という意味

であり、開発途上国の原料や製品を適正な価格で継続的に購入することにより、立場の弱い

開発途上国の生産者や労働者の生活改善と自立をめざす貿易の仕組みである。 
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ACE 講演会 
 

井 上 優 雅 

社会文化システム学科 2 年 

 

 

●日時：2015 年 10 月 22 日 16 時 30 分-18 時 00 分 

●実施場所：東洋大学白山キャンパス 6 号館 

I 講演会を企画・実施するまでの経緯 

１ なぜ何のために講演会を企画・実施するのか？ 

私たち社会文化体験演習社会貢献分野の履修生は、まずは自分たちがフェアトレードを知り、

さらにそれをできるかぎり人びとに伝えていくという目的を掲げて、NPO 法人 ACE（エース）

を招いてのフェアトレードに関する講演会と映画上映会を企画･実施した。 

 そこで、あらかじめ履修生各自がフェアトレードについて調べたことを、後日クラスで発表

しあうことになった。調べていくうちに、ACE という NPO 法人がフェアトレードへの促進や

児童労働の解決に取り組む団体であることや、児童労働をテーマのひとつにした映画『バレン

タイン一揆』の出張上映会を行っていることを知った。 

しかし、ACE 講演会を東洋大学社会学部社会文化システム学科で行うことに、問題がないわ

けではなかった。ここの学生たちはすでに何度もフェアトレードに関する講演会に参加したこ

とがあるので、フェアトレードに関する表面的な知識がすでにあるだろう。過去の講演会と同

じような内容には、学生たちは関心を示してくれないかもしれない。いま以上にフェアトレー

ドへの関心を持ってくれない可能性がある。そこで、単なる講演会よりも、映像でみるフェア

トレードや児童労働という形にし、学生にとって分かりやすく新鮮なイメージの講演会にしよ

うと考えた。 

 私のこうした発案を社会貢献分野のクラスでしてみたところ、ほかの履修生たちもよいと言

ってくれたので、ACE による講演会を企画・開催するプロジェクトが始動することになった。 

 

２ NPO 法人 ACE 

ACE のウェブサイト（http://acejapan.org/）を参照しながら、同団体について少し説明して

おこう。「Action against Child Exploitation（子供の搾取に反対する行動）」の頭文字をとっ

てつけられた団体名が ACE である。カイラシュ・サティヤルティさん（2014 年、ノーベル平
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図 2 講演会・映画上映会の宣伝用ポスター・チラシ 

和賞）の呼びかけに応じて世界 103 カ国で行われてきた「児童労働に反対するグローバルマー

チ」を日本で実施するために、ACE は 1997 年に設立され、世界中のすべての子どもが権利を

守られ、希望を持って安心して暮らせる社会を実現することを目的として、市民と共に行動し

てきた。具体的には、インドのコットン生産地とガーナのカカオ生産地で危険な労働から子ど

もたちを守ったり、児童労働の問題を伝える啓発活動をしたり、政府や企業への提言を行った

りしている。 

II 私たちの講演会 

１ 講演会の準備 

 講演会の開催に向けて、私が ACE と連絡を取り始めたのは 7 月である。ACE 側で私たちと

の講演会に関する一切を担当してくれたのは、同団体アドボカシー事業チーフ / 広報担当の召

田安宏（めすだやすひろ）さんだった。企業や団体に務める社会人とメールをやり取りするの

は私にとって初めてのことだったので、敬語をどうつかえば失礼にならないか、どのように明

確にこちら側の意思を伝えるかなどに戸惑った。当初は召田さんにメールを送る前に悩み、間

瀬先生や小林先生にアドバイスをもらったが、すぐに慣れてうまく連絡が取れるようになった。 

 講演会は、社会文化システム

学科 2 年生の社会文化システム

論演習 I（2 年生ゼミ）の時間を

利用して開催されることになっ

た。また、主に同じ学科の 1 年

生にも私たちの活動を知っても

らえるよう参加を呼び掛ける広

報活動を行った。ポスターを作

成して学内に貼ったり、社会文

化システム論基礎演習（1 年生

ゼミ）を訪問してチラシを配布

したりして、集客活動に励んだ

（図 2 を参照）。ポスター・チ

ラシを作成したのも、私である。 

 

２ 講演会当日 

 講演会の当日 2015 年 10 月 22 日、今までメールをやりとりしてきた ACE の召田さんに東
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洋大学白山キャンパスにやってきて、講演会が始まった。社会貢献分野の受講生たちは司会（青

木さん）、記録（栗木さん、武見さん）、召田さんのアテンド（中座さん）という具合に、それ

ぞれの役割に就いた。 

会の初めに『バレンタイン一揆』が上映された。この映画は、ACE 設立 15 周年を記念する

ドキュメンタリー映画である。高校生と大学生の女の子たちがカカオの生産地・ガーナに訪れ、

そこで児童労働を強いられている子供たちの実態を知った結果、女の子たちは帰国後に日本で

フェアトレードチョコレートの販売を促進するための「バレンタイン一揆」を企画する。この

企画は、バレンタインチョコレートの需要が上がる時期に、生産者と消費者が正当な価格で売

買取引をするフェアトレードのチョコレートをたくさん販売することで児童労働をなくしてい

こうとするものだった。 

私たちがチョコレートを低価格で手に入れられることの裏側に、強制労働をさせられる子供

や正当な価格で雇われずに貧困に苦しむガーナの労働者がいる。私自身もこの映画を観て、ガ

ーナの小さくてやせ細った子供たちがその親に労働を強いられ、一日のほとんどをカカオ農園

で過ごし、学校教育も受けられないという実態を知った。十分な教育を受けないで成長した子

供には、教育を受ける必要性を理解できないことがある。そこに、自分の子供にも学校教育を

あたえず、カカオ農園での賃労働に送り出してしまう、という悪循環が生まれてくる。そんな

悲惨な現状を目の当たりにした『バレンタイン一揆』の主人公たちは、日本で「バレンタイン

一揆」と銘打った企画を立ち上げる。しかし、事はそううまくは運ばない。ガーナでの実態や

フェアトレードを知らない人たちにフェアトレードが何なのかを説明するのは難しく、主人公

たちは挫折感を味わうことになる。 

フェアトレードを伝えるためのさまざまな困難にぶち当たった主人公たちの姿には、私たち

と同世代による等身大の経験をみいだせた。私たちの内面に訴えかけてくるものがたくさんに

あった。 

III 講演会を終えて 

この講演会を企画・実施するに際して初めてのことばかりで、 初はとても不安だった。何

をどう始めればいいのか、見当がつかなかった。私のような一学生に NPO 法人は力を貸して

くれるのか、講演会に人は来てくれるかなどと心配した。しかし、社会貢献分野の履修生全員

が「講演会を成功させたい」という同じ目標に向かって活動できたので、なんとか講演会を成

功させることができた。私自身による発案が受講生たちや間瀬先生、小林先生の協力のもとに

どんどん形になっていくのは、うれしかった。講演会の企画・開催はたいへんだったが、楽し

かった。講演会を通じて、フェアトレードやそれまであまりじっくりと考えてみることのなか
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った児童労働について、じっくり向き合えた。 

多くの人にフェアトレードを知ってもらいたいという思いから始まった講演会の企画・実施

だったが、企画・実施側の私たちがいちばんたくさんいろいろなことを学んだ。 

 

 
 

 

  

写真 3 社会貢献クラスの風景 
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ACE 講演会・映画上映会 

 

小 松 美 穂 

社会文化システム学科 2 年 

 

 

●講演者：召田安宏さん（ACE アドボカシー事業チーフ / 広報担当） 

●日時：2015 年 10 月 22 日（木） 

●実施場所：東洋大学白山キャンパス 6202 教室 

I 活動目的 

春学期の長い話し合いを経て、私たちは、「フェアトレードを多くの人に知ってもらう」と

いう目的のもと、活動を始めた。まず、履修生が各自で夏休みにフェアトレードについて調べ

たことを発表しあい、そのなかでフェアトレードチョコレート、大学生、イベント的な要素を

軸に講演会を開催することになった。さまざまなアイディアを出しあったところ、森永製菓の

「1 チョコ for 1 スマイル」という活動3 に履修生一同興味を持った。そこで、この活動で森永

と連携する NPO 法人 ACE に連絡を取り、講演を依頼することになった。 

講演会は、2015 年 10 月 22 日 5 限の社会文化システム論演習 I（2 年生ゼミ）の時間を利用

する形で開催されることになった。履修生たちで「どのような形の講演会を開催すれば、参加

者の興味をひくことができるか」「ACE にどのような講演内容を依頼すればよいか」について、

繰り返し話し合った。 終的には、カカオ生産地の現状や ACE が国内外で行っている活動に

関する講演と ACE の製作した映画『バレンタイン一揆』の上映をお願いすることにした。 

II 講演会への準備 

ACE 講演会と白山祭での模擬店出店に向けての準備を同時進行しなくてはならなかったた

め、夏休みが明けると、私たちは一気に忙しくなった。段階を踏んで、フェアトレードや ACE

という団体について勉強したり、講演会での役割分担を決めたりした。ACE 側の担当者であり、

講演会での講演者である召田安宏さんとはメールで何度もやりとりをし、私たちが希望する講

                                                           
3 ガーナなどカカオの国の子供たちが安心して教育を受けられるように、商品の売上の一部を

使って支援する活動。森永チョコレートの対象商品 1 個につき 1 円がガーナやカカオの子ども

たちへの募金になるというもの。 
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演内容を知らせた。召田さんとの連絡を担当する係、宣伝チラシ・ポスターを作る係、当日の

司会進行係、写真・ビデオ撮影などの当日の記録を担当する係などを、履修生全員が分担した。 

講演会を宣伝するチラシについてはよく話し合い、宣伝効果のあるよいものを作ろうという

ことになった。とはいえ、このチラシに「自由参加」の文字を大きく書き込んでおいたら、も

っと大勢の人に気軽に講演会に来場してもらえたかもしれない、とあとから反省をした。出来

上がったチラシは、10 月 15 日 5 限の社会文化システム論演習 I（2 年生ゼミ）や 16 日 4 限の

社会文化システム論基礎演習（1 年生ゼミ）で配布した。1 年生ゼミでは、授業の開始直後の

時間をもらって、講演会について直接口頭で説明をした。その際には、私たちが民衆交易（フ

ェアトレード）のチョコバナナを白山祭で販売することも合わせて宣伝しておいた。 

講演会は 2 年生ゼミの枠組みで開催されるため、多くの 2 年生を動員できることはわかって

いる。しかし、その他の学年や社会文化システム学科以外の人が来てくれるかどうか、とても

不安だった。堅苦しい講演会をメインにして開催する場合、フェアトレードに多少興味がある

人であっても、なかなか足を運びづらいかもしれない。そこで今回、私たちは講演会に映画上

映を取り入れることにしてみた。 

III 講演会当日 

10 月 22 日 16 時 30 分の講演会開始時間に合わせて、16 時ごろから召田さんを会場に案内

する係、記録用ビデオを設置する係、会場入り口にチラシを貼る係が動きだした。 

 

16:00 講演者である ACE 召田さんと待ち合わせ 

16:15-16:30 会場準備 

16:30-17:30 映画『バレンタイン一揆』の上映 

17:30-18:00 召田さんによる講演 

18:00-18:15 会場片付け 

18:20-19:00 召田さんと座談会 

19:00 解散 

 
表 1 講演会当日のスケジュール 
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定刻に開演するとまず、映画『バレンタイン一揆』が上映された。これは ACE 設立 15 周年

記念として制作された作品で、チョコレートを通して児童労働やフェアドレードの問題を考え

る物語になっている。映画の内容を簡単に紹介しておこう。 

チョコレートの原料であるカカオ豆の一大産地である西アフリカ・ガーナでたくさんの子供

たちがカカオ農園で働かされ、学校に通うこともできないような児童労働があることを知った、

日本のごく普通の高校生と大学生の女の子がいる。彼女たちはガーナのカカオ産地を訪れ、ガ

ーナの子供や若者たちとの交流を通じて、世界で必要な取り組みを考えた。彼女たちはガーナ

で児童労働の実態を目の当たりにするだけでなく、実際にカカオ豆農園でガーナの子供が行っ

ている仕事に挑戦したり、子供たちの家庭を訪問したりする。さらに、ガーナから帰国後、彼

女たちは多くのチョコレートが流通するバレンタインデーに向けてフェアトレードチョコレー

トを宣伝するイベント「バレンタイン一揆」を企画した。2012 年 2 月 11 日の「バレンタイン

一揆」当日、彼女たちは東京・銀座で宣伝行動をしたのだが、たった 60 人にしかフェアトレ

ードチョコレートを買ってもらうことができなかった。 

上映時間約 60 分というちょうどいい長さだったため、講演会に参加した学生たちは飽きず

に集中してみることができたように思う。 

 

召田さんの講演 

映画が上映されたあと、児童労

働の実態やACEの活動について、

召田さんが講演した。彼によれば、

世界の子供の 9 人に 1 人（総数約

2 億人）、ガーナだけでも約 100

万人が児童労働を強いられ、学校

にも通わないで働いている。世界

中で愛され甘くて美味しいチョコ

レートを、私たちはスーパーマー

ケットやコンビニエンスストアな

どでいつでも簡単に、手ごろな値

段で手に入れられる。日本では年

間 28 万トン以上のチョコレート

が消費されているといわれており、日本に輸入されるカカオ豆のうち約 8 割はガーナ産である。

しかしその裏側では、日本などの先進国にカカオ豆を供給するために私たちよりも幼い子供た

ちが過酷な労働を強いられている。 

写真 4 ACE 召田さんによる講演 
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バナナ、コットン、サッカーボールの裏側にも、カカオ豆と同じ問題がみられる。それらの

生産地で働かされている子供たちは、自分の作るものがどこでどのように使われるのかも知ら

なければ、自分が作っているチョコレートやバナナの味も知らないまま、ただ働かされている

という。また、子供の教育にお金をかけられない貧しい家では、子供も重要な働き手とされが

ちなために、子供の教育の機会が失われている。そういった家庭では往々にして親も学校教育

を受けていないから、教育の大切さが理解されていない。学校教育を受けていないために、知

識や技術がなく生産性や収入を上げにくい、という悪循環がみられるのである。 

こうした問題を克服しようと、ACE はガーナなどの児童労働の現場に赴き、そこにいる地域

や家族が貧困から抜け出し、子どもたちが学校へ行けるよう、親の意識改革をするなどの活動

も行っている。2009 年以降、ACE はチョコレートの売上げを活用して、アフリカの子供たち

に対する教育支援を行ってきた。その努力の甲斐あって、2009 年から 2015 年までの 6 年間に

クワベナ・アクワ村、パソロ村、ウルベグ村、アナンス村、カロンゴ村、ジュレソ村、ンスオ

テム村、タノドゥマセ村の 8 つの村で、440 人以上が学校に通えるようになったという。 

「ACE の働きかけにより、アフリカの人々はお金を自分のためではなく、子どもたちの教育

費のために充てるようになった」という召田さんの言葉には、講演会に参加した多くの学生が

驚いたに違いない。日本では子どもに教育を与えるのは当然のこととされるが、ガーナなど経

済発展途上国にはそうしたくてもできない社会経済的な問題がたくさんあるようだ。 

 

座談会 

 講演会後、私たちは召田さんとの座談会を行った。映画に大半の時間を費やしてしまったた

め、講演会であまり質疑応答の時間が取れなかったという反省があった。それゆえ、座談会の

席で、講演会では聞くことができなかった ACE のより具体的な活動について、召田さんから

じっくり話が聞けたのは、大きな収穫であった。ACE はどのように活動費をねん出しているの

か、白山祭でフェアトレードチョコバナナを売る上でどのような工夫をしていくべきか、上手

く売るにはどうしたらいいかなど、召田さんはじつに丁寧にさまざまな質問に答えてくれた。

今後、私たち社会貢献分野の活動に直接役立ちそうなアドバイスをたくさんもらうことができ

た。 

召田さんの話を聞いて、私たちひとりひとりができるのはフェアトレード商品を知って買う

ことと、フェアトレードを広めていくことである、と改めて感じた。このようなことは生産地

の人にとってあまりに些細ことかもしれない。それでも、何もしないよりは何か行動してみよ

うと思った。 
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IV 活動を終えて 

ACE の講演会・映画上映会の参加者に感想を書いてもらった。そこには、「フェアトレード

や児童労働という言葉は知っていたが、映画を観ることによってそれが具体的にどのようなも

のかを知ることができた」「ガーナの子どもたちに比べたら、自分は確実に夢を叶えるチャンス

がある環境なのに、何気なく過ごしてしまっている。それでは時間がもったいない」「ガーナの

人々が必死に働いている姿を知ったので、フェアトレードチョコレートに決して高い値段がつ

けられているのではないと感じた。今度フェアトレード商品を見つけたら、ぜひ買ってみよう

と思った」などとあった。映画を観たり、講演を聞いたりして、多くの参加者が多かれ少なか

れ刺激を受け、今までフェアトレードについて知らなかった人や関心がなかった人も「興味を

持った」「できることをしていきたい」などという感想をくれた。 

「講演会を通して、これからもっとフェアトレードについて勉強していきたいと思った」「フ

ェアトレードに関心を持つことができた」という参加者の声が聞けて、私は嬉しかったし、フ

ェアトレードを知ってもらうという今年度の社会貢献分野の目的を少しでも果たせたと感じて

いる。ACE が行っているようなカカオ豆の生産地で活動することはそれほど簡単ではないかも

しれないが、フェアトレードを知ったり、フェアトレードチョコレートを買ったりすることは

日本にいながら簡単にできる。買うことが生産地の人々を支援することになることを講演会参

加者に理解をしてもらえてよかった。 

また、話し合いがつづき、どうしても「内輪の」活動になりがちで、外部に情報を発信した

り、何か働きかけたりすることがなかったが、今回の講演会を開催してみるという活動で、や

っと社会貢献を行うスタートラインに立てた、という感じがした。 

講演会の反省点として、準備時間が短かったために宣伝活動がじゅうぶんでなく、他学部や

他学年の参加者をあまり集められなかったことが挙げられる。限られた人にチラシを配布した

り、口頭で宣伝したりするほか、もし多くの学生が使っている Twitter や Facebook など拡散

力のある SNS を利用して宣伝活動を行っていたら、もっといろいろな参加者をたくさん集め

ることができたのかもしれない。 
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白山祭 
 

武 見 菜 穂 

社会文化システム学科 2 年 

 

 

● 日時：2015 年 10 月 31 日、11 月 1 日の 2 日間 

● 実施場所：東洋大学白山キャンパス 

I 活動内容 

１ 「白山祭」への参加目的と出店内容 

今年度、私たちはフェアトレードを多くの人に知ってもらうことを目標にさまざまな活動を

行ってきた。白山祭は東洋大学の学生や学外の方々にフェアトレードを伝える良い機会になる

と考え、春学期の早い段階で参加することに決めた。 

出店内容は屋外の模擬店でチョコバナナを販売することにした。チョコバナナに決定したひ

とつ目の理由は、白山祭来場者の子供から大人まで、多くの人に好まれるものとしてチョコバ

ナナが挙がったからだ。フェアトレードの商品を実際に食べてもらうことで、フェアトレード

に関心をもってもらえると考えた。そして、2 つ目の理由は特定非営利活動法人 APLA との関

わりの継続だ。「社会文化体験演習」社会貢献分野は昨年度、APLA が行っているフィリピン

で無農薬栽培されているバランゴンバナナを福島の子供たちに届けるという「バナナ募金」を

支援する活動を行っていた。また、今年度の 4 月に私たちも APLA の事務局を訪問している。

その際に民衆交易、バランゴンバナナ、バナナ募金の話を具体的に聞いた。APLA が取り扱っ

ている数々の民衆交易（フェアトレード）商品のなかにバナナとチョコレートがある。それら

を使用したチョコバナナを私たちが白山祭で販売することにより、民衆交易を多くの人に知っ

てもらうことができるのではないかと考えた。 

 

２ 事前準備 

白山祭までの準備には、販売数・価格決め、材料の発注、模擬店の装飾の大きく分けて 3 つ

があった。 

まず、チョコバナナの販売数を話し合った。昨年の白山祭で食品販売をした受講生が数名い

たためその経験を聞きながら、2 日間の白山祭で自分たちがいくつのチョコバナナを売り切る

ことができるかを考えた。まったく手探り状態でほとんど自信がなかったため、できるだけ多
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くのチョコバナナを売ることに挑戦するよりも、自分たちがなんとか売り切るであろう数をか

なり手堅く見積もった。そして、20 キログラム（約 160 本）のチョコバナナを販売すること

に決めた。次にチョコバナナの価格を話し合った。自分が購入する側の立場だったら、民衆交

易（フェアトレード）商品であることを考慮した上でいくらのチョコバナナなら買うかを想像

してみた。民衆交易（フェアトレード）のチョコレートとバナナを使用したチョコバナナの材

料費は、普通のチョコバナナよりも高くつく。民衆交易（フェアトレード）を知ってもらうこ

とを白山祭でのいちばんの目的に掲げた私たちは、自分たちのチョコバナナにそれほど利益を

求めていなかったのではあるが、販売価格が高くなりすぎれば、まったく売れないかもしれな

い。原価割れはどうしても困る。そこで白山祭来場者にこのチョコバナナを買ってもらうには

私たちの売り方と宣伝が重要であることを感じながら、価格は一本 200 円に設定した。そう決

定してしてからも、一本 200 円のチョコバナナを 160 本売り切れるかどうか、ずっと不安だっ

た。 

今度は APLA の大久保さんに連絡を取り、APLA の民衆交易（フェアトレード）商品である

チョコレートとバナナを注文した。バナナは先にも紹介したとおり、フィリピンのネグロス島

などで作られたバランゴンバナナで、農薬、化学肥料、防カビ剤、防腐剤を使用していない安

心安全なものだ。このバナナを 20 キログラム注文した。チョコレートはインドネシア・パプ

ア州産カカオ豆を使用した「チョコラ・デ・パプア・ビター」（一枚 25 グラム）を 75 枚注文

した。APLA が取り扱うチョコレートにはいわゆるミルクチョコレートの「オーレ」とダーク

チョコレートの「ビター」の 2 種類あり、 初はオーレのほうを使用する予定だった。しかし、

APLA が以前チョコバナナを作って販売したときにはビターのほうを使い、苦くはないどころ

かまろやかさがあり、甘いバランゴンバナナとのバランスが良かった、と大久保さんからアド

バイスを受けた。さらに APLA が特別にビターのほうをかなり安価で販売してくださることも

あり、私たちもビターを使用することにした。チョコバナナに見た目をよくするために、APLA

から調達した民衆交易（フェアトレード）商品でつくったチョコバナナの上から、少しだけチ

ョコのカラースプレーをふることにした。 

模擬店の装飾準備には、白山祭の一週間前くらいから本格的に取り掛かった。民衆交易（フ

ェアトレード）商品を使用したチョコバナナであることを 大限アピールするためには、どの

ような装飾が効果的かということを受講生全員で話し合って、イメージを膨らませた。そして、

民衆交易（フェアトレード）という用語を大きく打ち出すのではなく、カカオとバナナの生産

者の写真をたくさん貼ることで、どこでどんな人が作ったバナナやチョコレートかという情報

を開示し、安心安全なチョコバナナであることを伝えようと決めた。APLA の大久保さんには、

カカオとバナナの生産者が笑顔で作業している写真など、APLA がチラシに掲載している写真

のデータをいくつか送っていただいた。それを印刷して、説明を添えながら、模擬店の看板や
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写真 5 白山祭の模擬店 

宣伝ボードに貼った。生産者の写真を使ったことで人目を惹き、民衆交易（フェアトレード）

のあり方を伝える個性的な装飾になったのではないかと思う。 

白山祭の前日には注文したチョコレートとバナナが届いた。注文した 20 キログラムのバナ

ナは約 160 本だと聞いていたが、届いた箱を開けて数えてみるとその倍近くの約 300 本入って

いた。また、大きさがかなり不揃いだった。おそらく APLA のご厚意もあり、私たちにたくさ

んのバナナを融通してくださったのだろう。今になって思えば、量り売りのバナナなのである

から、数や大きさが当初の予定と違うなどということは当たり前のはずなのに、自分たちの勝

手な想像にとらわれすぎていたために、予定の約 2 倍の数で届いたバナナを前にしてかなり驚

いてしまった。しかし、逆にこれを「予定の 2 倍のチョコバナナを販売できるチャンスだ！」

と捉えて、バナナを大きさ別に仕分ける作業に励んだ。仕分けの結果、大きなバナナは 20 本

しかないいっぽうで、中ぐらいのものが 160 本、小さなものが 120 本あることがわかった。こ

れだけ大きさの違うバナナを材料として使うのだから、すべてのチョコバナナを同じ値段で売

ることはできない。そこで、白山祭の前日準備も佳境にさしかかったところで、再度販売価格

を話し合った。そして、白山祭初日に中ぐらいのサイズである 160 本のチョコバナナを 200 円

で販売し、2 日目に小さなもの 120 本を 100 円、大きなもの 20 本を 250 円で販売することに

した。 

 

３ 白山祭当日 

寒いが晴天に恵まれた初日、店

頭でチョコバナナを作って販売す

る人と、他の模擬店や学内を歩き

回り宣伝しながらチョコバナナの

引き換え券を販売する売り子との

二手に 7 人の受講生が分かれた。

積極的に声を出し、無農薬で安心

安全の民衆交易（フェアトレード）

のチョコレートとバナナを使って

いる点を特に宣伝して販売するこ

とに努めた。午前は売り子が配っ

た引換券を持って買いに来て 

くださる東洋大生が多かった。白

山祭の来場者が増える昼過ぎからは、学外の一般客も増えた。主に子供から大学生ぐらいまで

の若年層が私たちのチョコバナナを買ってくれたが、民衆交易（フェアトレード）という言葉



2015 年度 社会文化体験演習活動報告書（社会貢献分野） 

31 
 

に興味をもつ年配者もみられた。大学生以上の年代層には、店頭に置かれたバランゴンバナナ

やフェアトレードを紹介するボードを読み、商品や私たちの活動について質問する人もいたこ

とは、うれしかった。私たちの白山祭の参加目的である「民衆交易（フェアトレード）を知っ

てもらう」ことができたように感じた。 

当日まで売れるかどうか本気で心配していたが、順調に売れていき、一時はチョコバナナを

渡すまで客を待たせてしまうことがあるほどだった。初日の午後 4 時ごろ、中ぐらいのサイズ

のチョコバナナ 160 本が難なく完売した。この初日に売り方と宣伝の要領をつかんだことで、

2 日目はより自信をもって声を出して販売することができた。この日、小さなチョコバナナ 120

本、大きなもの 20 本が午後 2 時ごろ完売した。結局両日ともに、予定よりもかなり早いペー

スでチョコバナナを売り切ることになった。当初の思惑よりもかなり多い約 300 本のチョコバ

ナナを売り切り、達成感でいっぱいだった。 

II 活動収支 

白山祭でのチョコバナナ販売活動をめぐる支出と収益をまとめておこう。表 2 にみるとおり、

収入の合計は 4 万 4500 円、支出の合計は 2 万 3686 円であった。したがって、収益は 2 万 0814

円となった。 

 

 項目 金額（円） 

収入 チョコバナナ売上げ 44,500 

支出 

プロパン、出店料、保菌検査料 9,360 

バランゴンバナナ 6,890 

チョコラ デ パプア ビター 4,500 

氷、水 770 

画用紙、カラーペンなど文具類 1,402 

計 23,686 

収益 20,814 

   

III 活動を終えて 

白山祭の事前準備において、反省点が 2 つある。まず、受講生全員による情報の共有と役割

表 2 白山祭の収支 
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分担があまりしっかりとできていなかったことだ。全員で 7 人しかいないために明確な役割分

担をしないまま、事前準備を進めてしまった。一部の人だけの話し合いで重要事項を決定して

しまい、結果的に全員が同じように責任感をもって事前準備に参加できなかったのではないか

と思う。しかし、白山祭当日は全員が何をすべきかを考え積極的に活動することができた。店

頭販売と売り子との役割交代などについても、状況に応じて柔軟に対応し、全員で連携してチ

ョコバナナ販売をすることができた。2 つ目は、チョコバナナの販売数を決める際にあまりに

も少なく見積もってしまったことだ。売り切れるのかどうか不安で、確実に売れる数にこだわ

りすぎたかもしれない。売り方や宣伝を工夫して少しでも多くのチョコバナナを販売しようと

いう気概が足りなかったように思う。当初予定していた販売数の倍近くの 300 本のチョコバナ

ナであっても、実際にはかなり早々に売り切れたことを思い返してみても、私たちが想像する

よりもはるかに民衆交易（フェアトレード）のチョコバナナな売れるものなのだということが

わかった。 

 白山祭当日の反省点も、もちろんある。購入者に対してまだまだ民衆交易（フェアトレード）

についての詳しい説明ができなかったことが第 1 に挙げられる。声を出し宣伝しながら売るこ

とはできたが、私たちのチョコバナナを買ってくれた一人一人に、材料のチョコレートとバナ

ナの紹介や民衆交易（フェアトレード）に関する説明をする余裕はなく、ほとんどの場合にた

だチョコバナナを渡すだけになってしまったことが、いま思うと悔やまれる。チョコバナナを

作ることに集中しすぎていたことや、白山祭の屋外販売のかなり賑やかな雰囲気に飲まれたこ

ともあり、購入者に対する販売物の説明がきちんとはできなかった。多くの人に民衆交易（フ

ェアトレード）を知ってもらうには、たとえ短い時間でもわかりやすく伝えることが重要であ

ると白山祭で実感したのだが、それは今後の活動に活かしていきたい。 

白山祭でのチョコバナナ販売は一年間を通して も大きな活動であったと同時に、今年度の

「社会文化体験演習」社会貢献分野の方向性を決定的に決めるものになったように思う。春学

期からずっと社会貢献とは何かを模索し続け、民衆交易やフェアトレードをできるかぎりたく

さんの人に伝えていくという、私たちなりのひとつの答えを出せた気がするからである。また、

事前準備を含めて白山祭でのチョコバナナ販売は間瀬先生、小林先生、APLA の大久保さんに

支えてもらって実現したとも感じる。民衆交易（フェアトレード）を知ってもらおうという目

標のもとで踏み出した一歩目には反省点もあったが、そこからたくさんのことを学んだ。 
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フェアトレード（民衆交易）チョコレートの学内販売 
 

青 木 奈 巳 

社会文化システム学科 2 年 

 

 

●日時：2015 年 12 月 11 日 11 時から 17 時まで 

●場所：東洋大学白山キャンパス 6 号館 1 階 

I 目的 

私たちは 2015 年 10 月 31 日、11 月 1 日に開催された白山祭で民衆交易（フェアトレード）

のチョコレートとバナナを使用したチョコバナナの販売を行った。このチョコバナナの販売に

は、フェアトレードを広めるという目的があった。しかし私たちにとっては初めての販売活動

ということで、全部売り切れるどうかという不安があったり、そもそもチョコバナナを作るの

に忙しかったりしたことなどから、思うようにフェアトレードを宣伝できなかった。その反省

点を生かして、12 月 11 日、東洋大学白山キャンパス 6 号館 1 階、同じ社会文化体験演習のキ

ャリア分野（FLAO）がフェアトレードコーヒー販売するかたわらで、私たちはフェアトレー

ドのチョコレートを販売することにした。 

II 販売 

１ 商品 

 学内販売に際して、白山祭でチョコバナナを販売してつくった 2 万 814 円を元手にして、私

たちはフェアトレードチョコレートを仕入れた。販売したチョコレートは APLA から仕入れた

パプア・チョコレート「チョコラ・デ・パプア」と、ACE から仕入れたてんとう虫チョコレー

トである。APLA には、前年度の活動であるバナナ募金以来、お世話になってきた。今年度の

春学期には社会貢献分野の枠組みで、APLA と協働する ATJ がインドネシア・パプアで行って

いる民衆交易チョコレートプロジェクトに関する講演会を開催している。白山祭で販売したチ

ョコバナナの材料も、このパプア・チョコレートであり、APLA / ATJ の無農薬フェアトレー

ドバナナであった。ACE には、先の 10 月に講演会を依頼し、たいへんお世話になった。私た

ちは安い講演料しか支払えないのに、カカオ農園をめぐる児童労働やフェアトレードをテーマ

とした映画上映会･講演会を開催するのに協力してくれた ACE に対して恩義を感じている。そ

こで、学内販売ではぜひ ACE のフェアトレードチョコレートを宣伝・販売してみたいと思っ
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た。 

そこで、APLA にチョコラ・デ・パプアのオーレ（ミルクチョコレート）を 80 枚、ビター

（ビターチョコレート）を 40 枚、ACE にてんとう虫チョコレートを 64 個注文した。表 3 に

みるとおり、オーレ 1 枚の販売価格は 160 円、ビターのそれは 190 円、てんとう虫チョコレー

トのそれは 110 円である。 

 

オ―レ 160 円 

ビター 190 円 

てんとう虫チョコレート 110 円 

表 3 フェアトレードチョコレートの学内販売価格 

 

しかし、私たちはそれらをそのまま売るつもりはなかった。オーレ 2 枚をセットにして 270

円、オーレとビターをセットにして計 2 枚 300 円、てんとう虫チョコレート 2 個をセットにし

て 200 円、オーレ 1 枚とビター1 枚とてんとう虫チョコレート 2 個をセットにして 450 円とい

う具合に、表 3 の販売価格よりも割安のセット売りにする作戦に出た。オーレ 2 枚セットは本

来 360 円になるところを 270 円、オーレとビターのセットは本来 370 円になるところを 300

円、てんとう虫チョコレート 2 個セットは本来 220 円になるところを 200 円、オーレ 1 枚とビ

ター1 枚とてんとう虫チョコレート 2 個のセットは本来 590 円になるところを 450 円にしたの

だから、かなりの安売り作戦に出たといってよい。 

 

てんとう虫チョコレート 2 個 200 円 

オ―レ・ビター 300 円 

てんとう虫チョコレート 2 個 

オ―レ・ビター 
450 円 

オ―レ 2 枚 270 円 

表 4 フェアトレードチョコレートの学内販売価格（セット価格） 

 

このように仕入れ価格よりも安く売るには、もちろん仕掛けが必要だ。私たちの仕掛けは、

白山祭で得た収益から「補助金」を出したところにあった。すなわち、オーレ 2 枚セット 90

円、オーレとビターのセットに 70 円、てんとう虫チョコレート 2 個セットに 20 円、オーレ 1

枚とビター1 枚とてんとう虫チョコレート 2 個のセットにはなんと 140 円の補助金をつけたの

である。私たちはこのような方法で市価よりも安く販売することで、広く学内の人びとにフェ
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アトレード（民衆交易）のチョコレートを気軽に買ってもらったり、知ってもらったりするこ

とを期待した。さらに試食用のオーレとビターも用意した。たくさんの人にフェアトレードチ

ョコレートを知ってもらうという活動目的を果たすには、工夫が不可欠である。 

 

２ 宣伝 

今回の学内販売のために、フェアトレード

を説明するポスター（写真 6 を参照）や価格

表、APLA や ACE からもらったフェアトレ

ードや民衆交易のチョコレートやバナナに関

するパンフレットなどを設置した。ポスター

にはてんとう虫チョコやチョコラ・デ・パプ

アの説明に加えて、当初販売する予定だった

森永製菓の「1 チョコ for 1 スマイル」キャ

ンペーンのチョコレートについても触れられ

ている。「1 チョコ for 1 スマイル」は ACE

と国際 NGO プラン・ジャパンが森永製菓と

共同で行ったフェアトレードチョコレートキ

ャンペーンであり、チョコレートの原料であ

るカカオ豆の生産国の子供が教育を受けられ

るように支援する活動である。森永製菓のチ

ョコレートのうち同キャンペーン対象商品ひとつにつき 1 円がカカオ豆生産国の子供に寄付さ

れるようになっている。 

 

３ 当日の販売状況 

当日はブースづくりなど諸準備のために、履修生たちが 10 時に集まってきた。販売予定時

間は 11 時から 17 時である。授業時間の 3 限（13 時から 14 時半）は東洋大学の教職員の昼休

み時間なのだが、その時間帯に私たちのフェアトレードチョコレートは非常によく売れた。フ

ェアトレードに対する意識が高いことに加え、学生の活動を積極的に支援してくれる大人たち

に対して、私たちは感謝しなければならないと思った。 

社会文化システム学科の社会文化システム論基礎演習（1 年生ゼミ）に当たる 4 限（14 時

45 分から 16 時 15 分）には、6 つのゼミの 1 年生たちが各担当の先生と一緒に私たちの販売活

動を見に来てくれた。フェアトレード商品そのものについて、それが作られている環境や児童

労働の問題について、APLA や ACE のパンフレットを見てもらいながら、私たちは説明した。 

写真 6 学内販売のためのポスター 
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チョコレートの売れ行きは好調で、終了予定の時間よりも 1 時間以上早く完売した。やはり

単品よりもセットのほうがよく売れたという印象がある。この日の収益は 1 万 4170 円になっ

た。 

 

４ 感想 

学内販売の反省点は、販売数量を少なく見積もりすぎたことである。初めての学内販売とい

うことで売り切れるかどうかという不安が大きかった。実際は 1 時間も早く売り切ることがで

きた。この 1 時間を使えば、さらにフェアトレードを広めることができたはずである。良かっ

た点は、フェアトレードのパンフレットを持ち帰ってもらえたり、チョコレートを買う人や 1

年生に十分な説明ができたりしたことである。フェアトレードを広めるという目的が達成でき

たと思う。 

 

チョコラ・デ・パプアのパプアについて（APLA 編［2012］より） 

 パプアという地域は聞き慣れないから、パプア・ニューギニアと混同してしまうか

もしれない。パプアはインドネシア領パプアのことである。赤道を越えた辺りにニュ

ーギニア島があり、その東半分がパプア・ニューギニア、西半分がインドネシア領パ

プアである。パプアの面積は 42 万 981 平方キロメートルで、そこに約 359 万人が暮

らしている。 

パプアは天然資源の宝庫、と言われている。金は世界第 1 位、銅は世界 3 位の埋蔵

量を誇る。石油、木材、海産物なども豊富だ。そのため数々の大企業がパプアに進出

してきた。日本もかつてはエビや木材を大量に輸入していた。しかしこのために発生

した問題もある。 

 

パプアでのカカオ生産について（APLA 編［2012］より） 

カカオ豆生産と聞けば、ガーナを思い浮かべる人が多いと思う。しかし外務省のカ

カオ豆生産が多い国のランキング（2012 年）では、ガーナが 3 位、インドネシアが 2

位になっている。インドネシアのカカオ豆総生産量のうち、スラウェシ島産が 7 割を

占め、次いでスマトラ島、ジャワ島、カリマンタン島、北マルク、パプア、西ヌサ・

トゥンガラとなっている。赤道直下のパプア北海岸部の低地は年間を通して十分な日

照と降雨量があるため、カカオ豆生産に適している。 

インドネシアのカカオ豆生産のほとんどは、家族で農業を営むような小規模生産者

によって生産されたものである。生産者は、カカオ豆を収穫、乾燥、選別し、地元の

仲買人に売る。生産者は仲買人にカカオポッドから取り出した濡れ豆、あるいは乾燥
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させた豆を売る。取引価格は濡れ豆の場合 1 キログラムあたり約 40-60 円、乾燥豆の

場合約 150-180 円である。このような価格に対して不満を持っている生産者も少なく

ない。そして仲買人が商社や食品会社などの大企業と取引をする。そのため生産者た

ちは、自分たちが育てたカカオ豆がどんな企業にいくらで販売されるのかを知らない。 

チョコラ・デ・パプアのカカオ事業は「美味しく、安心なチョコレートを海の向こ

うの友人に届ける」ことをモットーとし、カカオ豆の生産、加工、販売の全プロセス

をパプア人が行うことをめざしている。 

 

【参考文献】 

APLA 編（2012）『パプア・チョコレートの挑戦』ATJ あぷらブックレット③、（株）オルター・

トレード・ジャパン、（特活）APLA。 
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社会文化体験演習合同報告会 
 

中 座 信 明 

社会文化システム学科 2 年 

 

 

●日時：2016 年 1 月 15 日 

●場所：東洋大学白山キャンパス 6 号館 6B14 

●主催者：社会文化システム学科 社会文化体験演習 

I 活動報告会に向けての準備 

 社会文化体験演習の 3 分野（社会貢献分野、キャリア分野、国際理解分野）による 2015 年

度活動報告会が開催された。 

 2015 年 12 月から、私たち社会貢献分野は報告会の準備に取り掛かった。まず、全員で一年

間の活動を振り返ることから始めた。昨年度から継続履修する 3 年生がいなかったので、4 月

には一から活動内容を決める必要があった。なかなか自分たちのやりたい活動が見つからず、

春学期にはうんざりするほど話し合いの時間が多くなった。しかし、秋学期の 10 月を迎える

ころには NPO 法人 ACE を招いて講演会をしたり、白山祭で模擬店を出したり、具体的な活動

に忙しくなっていた。 

こうしてざっと一年の振り返ったところで、今度はパワーポイントの作成に取りかかった。

作成は履修生の栗木さんにお願いしたが、他のメンバーもパワーポイントに取り上げる内容を

選んだり、当日の発表に用いる原稿を作成したりした。こうしてできあがったパワーポイント

のスライドは、みんなで見直して、修正することにした。その過程で私たちが大切にしたのは、

視覚的に見やすいかどうかだけではない。私たちがどのような活動をしてきたか、活動に際し

てどのように感じていたかを、第三者に伝わりやすく伝わるようなスライドにすることを精一

杯心掛けた。 

「継続履修する 3 年生がいなくて不安だった」「春学期にはなかなか活動方針が決まらずに

焦った」という思いを、合同報告会で伝えたかった。また、白山祭でチョコバナナを完売して、

嬉しい気持ちがこみ上げてきたことも履修生全員に共通していたので、多くの人に知ってほし

いと思った。3 年生不在の中、私たちがどのように活動方針を決め、活動を行ってきたのかと

いうプロセスについて、合同報告会に参加する 1 年生はもっとも聞きたいのではないか、と思

った。そこで、活動内容そのもの（活動の表舞台）だけではなく、活動の裏舞台をみせるパワ
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ーポイントを作成したかった。そして、完成したのが図 3 のパワーポイントである。 

 

II 報告会の当日 

 ほかの授業と重なっていたために、もともと報告会に参加できない履修生が大多数だった。

しかし、報告会で発表する予定であった履修生も突如欠席しなければならないという事態が発

生してしまった。私たち履修生がしっかりと情報を共有したり、仕事を助けあったりしていな

かったため、報告会に大きな穴をあけてしまった。せめて前日に報告会当日の流れを把握する

ための 後の打ち合わせをしたり、全員で口頭発表原稿やパワーポイントを確認・共有したり

できていれば大騒ぎにはならなかった。実際には履修生間に何のコーディネートもなく、みん

なほかの授業に行ってしまった結果、社会貢献分野だけでなく、ほかの分野の担当教員にまで

多大な心配をかけることになってしまった。 

社会貢献分野の担当教員が履修生の代役として報告会で行った発表時間は約 8 分間だったが、

活動報告を聞いてくれた報告会参加者は、いろいろと考えてくれたようである。「先輩がいない

中、2 年生だけで活動したのはすごい」「フェアトレードについて知ることができてよかった」

「活動に狙いがあったのがよかった」など、私たちの活動は参加者にはおおむね好評だった。

「活動を一から考えて、興すことは、やりがいがありそう」「社会貢献にも様々な形があるのが

わかった」などのコメントをもらって、ほっとしている。 

図 3 社会文化体験演習合同報告会でつかったパワーポイント 
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他方で、「白山祭や学内販売の折、自分たちの赤字が怖くて、フェアトレード商品をじゅう

ぶんにたくさん仕入れることができなかった、と聞いた。社会貢献としてフェアトレードを広

く社会に浸透させようと思っていても、そこで怖いと思ってしまったら、目的は達成できない

だろう。大変だと思った」という意見も寄せられたが、私たちの活動を伝えることをとおして

1 年生に何か考えてもらうことはできたと思う。 

「白山祭や学内で販売活動をしているのは知らなかった」「もっと宣伝に力を入れてもよか

ったのではないか」という声にも耳を傾けなくてはらない。いかに活動イベントを告知・宣伝

するかについては、私たちの中でも度々話題になった。先の 10 月に ACE 講演会を開催する 1

週間前には、社会文化システム学科社会文化システム論演習 I（1 年生ゼミ）で宣伝した。実際

には宣伝をしに行ったことは行ったのだが、「講演会がある」としか伝えられなかった。私たち

が 1 年生に対して本当に伝えたいことは「なぜ ACE による講演会を行うのか」であり、「講演

会をつうじて知ってほしいことがある」という点であったが、それを上手く伝えることはでき

なかった。白山祭でもフェアトレートのチョコバナナを完売することはしたのだが、来場者に

フェアトレードをよく知ってもらうことができたかどうか、自信がなかった。 

III まとめ 

報告会は私たち自身が今年度の活動を冷静に振り返るためのよい機会になった。「多くの人

になにかを伝える活動を社会貢献とする」という私たちの活動目的を再確認するとともに、私

たち自身が気づかない視点で私たちの活動をみてくれた 1 年生のコメントは、今後に活かして

いきたい。報告会をつうじて 1 年生のみなさんが少しでも私たちの活動に関心を持ってくれた

とすれば、嬉しい。 

 報告会で配って 1 年生のみなさんに試食してもらった民衆交易（フェアトレード）チョコレ

ートは、私たちが白山祭で得た収益で購入したものである。150 人以上の 1 年生に私たちのチ

ョコレートを食べて知ってもらうことは、「フェアトレードをより多くの人によりよく知っても

らうことを、私たちの社会貢献活動とする」という当初の目的を果たすことにつながっている。

「フェアトレードチョコレート、おいしかった」「フェアトレードチョコレートを味わわせても

らってよかった」という 1 年生の声を聞いて、今年度の活動を無事終えることができたように

感じている。 
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会計報告 
 

武 見 菜 穂 

社会文化システム学科 2 年 

 

 学内でのチョコレート販売活動をめぐる支出と収益をまとめておこう。表 5 にみるとおり、

収入の合計は 2 万 4270 円、支出の合計は 3 万 0914 円、そして白山祭収益の繰越金が 2 万 0814

円だった。したがって、収益は 1 万 4170 円となった。 

     

 項目 金額（円） 

収入 チョコレート売上げ 24,270 

支出 

チョコラ・デ・パプア・オーレ 80 枚 13,176 

チョコラ・デ・パプア・ビター 40 枚 7,668 

ACE てんとう虫チョコレート 64 個 7,180 

台紙、包装袋  1,316 

補助金 1,574 

計 30,914 

白山祭収益の繰越金 20,814 

収益 14,170 

  

 チョコレート販売の収益 1 万 4170 円を利用して、社会文化体験演習合同報告会で APLA の

チョコレートを配った。APLA のチョコラ・デ・パプア・オーレを 83 枚購入し、その出費の

合計は 1 万 3704 円であった。その結果、 終残金は 466 円となった。 

 

項目 金額（円） 

チョコレート販売収益の繰越金 14,170 

チョコラ・デ・パプア・オーレ 83 枚 13,704 

終残金 466 

 

  

表 5 学内でのチョコレート販売の収支 

表 6 社会文化体験演習合同報告会での支出 
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総括 
 

武 見 菜 穂 

社会文化システム学科 2 年 

 

いま一度 2015 年度の活動を順に振り返り、総括したい。 

 4 月下旬に APLA の事務局を訪れ、事務局長・吉澤さんのほか、大久保さんと寺田さんから

お話を伺った。民衆交易の誕生、フィリピン・バランゴンバナナが日本に来るまでの過程、APLA

が行う「バナナ募金」などについて教えていただいた。 

 そこからしばらく話し合いをしたが、社会貢献分野全体としての具体的な活動には結びつか

なかった。 

 10 月下旬には、NPO 法人 ACE の召田安宏さんをお招きして ACE が制作した映画『バレン

タイン一揆』の上映会と講演会を開催した。宣伝がうまくできず、他学部・他学年や外部の方

を呼び込むことが難しかったことは大きな反省点であった。だが、同世代の登場人物たちが児

童労働の問題やフェアトレードを普及させる難しさに直面する姿を描く映画の上映とその解説

を交えた講演会、会のあとで行った召田さんとの座談会は、私たち履修生にとってひじょうに

勉強になった。有意義な活動だったと思う。 

 白山祭では、民衆交易品のチョコレートとバナナを使用したチョコバナナを販売した。履修

生全員で話し合いながら販売数と価格を決め、APLA の大久保さんに連絡を取り、材料を発注

し、模擬店の装飾もした。白山祭当日は履修生 7 人で協力してチョコバナナを作って販売し、

予定よりもかなり早く売り切ることができた。しかし、購入者に対して民衆交易（フェアトレ

ード）に関して詳しい説明をじゅうぶんにはできなかったことが反省点であった。 

 11 月中旬、白山祭での反省を活かして学内でチョコレートを販売した。APLA と ACE のチ

ョコレートを発注し、フェアトレードや商品を説明するためにポスターを作って、展示した。

社会文化システム学科 1 年生にフェアトレード、フェアトレード商品、APLA と ACE の活動

を直接、比較的じっくりと説明した。白山祭のときよりも詳しい説明をしながら、チョコレー

トを販売することもできた。 

 春学期の授業時間をほとんど活動内容の話し合いに費やしたため、結果として一年間の活動

はかなり少なくなった。秋学期における実際の活動を通して、当然反省点もあったが、学ぶこ

とも多かった。「フェアトレードを知り、伝える」という目標に近づこうと、一生懸命活動でき

たのだが、私たち自身がもっともっとフェアトレードを勉強しておくべきであったと感じる。

今年度この社会貢献分野で学んだ点と反省点をそれぞれの今後に活かしていきたい。 
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活動から見えた自分の課題 
 

武 見 菜 穂 

社会文化システム学科 2 年 

 

2015 年度の「社会文化体験演習」社会貢献分野で行った活動を振り返りながら、そこで学ん

だことをまとめていきたい。 

 この授業の受講生は少数で、なおかつ 2 年生だけだった。昨年度の活動を知る先輩がおらず、

自分たちで一から活動を立ち上げることになったため、その方向性を決めるのにかなり時間が

かかった。春学期のほとんどを話し合いに費やしたが、履修生のあいだで活発な意見交換はな

かなかできなかった。私自身にも積極的な姿勢が足りなかったと思う。そのため、具体的な活

動の内容を決定するまでに時間を費やしてしまい、具体的に行動し始めるのがひじょうに遅く

なった。ただ話し合いを繰り返すのではなく、 初に全員が目的意識を確認し、目標を設定し

たうえで、細かな年間の計画を立てていくのが理想的だったが、私たちにはそれが難しかった。

結果的には一年間の活動が少なくなってしまったことからも、春学期に何かひとつでも活動が

できていたらよかったと思う。 

 そのようななかで、6 月の下旬、代々木公園けやき並木の東京アースデイマーケットを訪れ、

（特活）APLA のブースで民衆交易品を販売するお手伝いをしたことは、よい経験になった。

私はこのようなイベントに参加するのも、買いもの客の呼び込みをするのも初めてだったが、

一緒に販売した APLA のスタッフや他大学の学生のみなさんから刺激を受けながら、民衆交易

品の特性を買いもの客に伝えたり、それを販売したりする方法をじかに学ぶことができた。ま

た、無農薬、フェアトレード、民衆交易などという言葉に関心を示し、さらに詳しく商品につ

いて質問を投げかけてくれる買いもの客も大勢いた。つまり、安心、安全、公正な商品に一定

の需要があることをはじめて実感できた。自分から声を出してフェアトレードの魅力を伝えな

がら商品を販売する楽しさも知り、それまで教室のなかだけでいわば空論的に活動を模索して

いた私の視野をアースデイマーケットが広げてくれたように感じている。 

 秋学期になると、社会貢献分野は本格的に活動を開始し、NPO 法人 ACE の召田さんを招い

て映画上映と講演会を開催したり、白山祭や東洋大学白山キャンパス内でフェアトレードのチ

ョコレートやバナナを販売したりした。履修生たちがそれぞれの得意分野を活かして、自らが

できることで活動を盛り上げ、社会貢献をしていこうという姿勢で活動に取り組むことができ

た。 

 白山祭とキャンパス内での販売活動において、私は会計と仕入れ・発注を担当した。白山祭

でのチョコバナナの販売予定数を履修生全員で話し合ったのだが、みなたくさん売る自信がな
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く、確実に売り切れるであろう数にこだわって仕入れ量を確定し、注文することにした。だが、

白山祭では、私たちの予想以上の数を予定よりも早く売り切ることになった。白山祭のあとに

行った学内でのチョコレート販売の際には、白山祭での売れ行きから判断して、もっと自信を

もって多めにチョコレートを仕入れればよかったのに、またここでも弱気になり、やはり確実

に売り切れる数を仕入れるだけに終わってしまった。そのため、予定していた販売終了時間の

一時間前にはすべてのチョコレートが売り切ってしまった。学内販売はお客さんにフェアトレ

ード商品を知ってもらうよい機会なのだから、「多くの人びとにフェアトレードを知ってもらお

う」という自分たちの活動目的から考えても、もっと仕入れ数を増やしておけばよかった。仕

入れ・発注に関してはこのように反省点も多いのだが、私は責任感をもって活動できたと思う。 

 チョコレートやバナナの発注では、APLA の大久保さんと何度もやり取りをさせてもらった。

大久保さんは、販売イベント時の追加注文や、白山祭の模擬店を装飾するために使用する写真

提供など、私たちのいろいろな要望に応えてくださった。私たち学生が主体となって実施して

いる活動を暖かく応援してもらったことが嬉しかったし、とてもありがたかった。今年度の活

動では、学外の人たちと関わる機会が少なかったように思うが、私自身は大久保さんとのやり

取りやアースデイマーケットへの参加をつうじてとくに APLA のみなさんと関わることがで

きてよかった。 

 今年度の活動を通して、実のある話し合いをするためには履修生全員が前向きな姿勢で臨み、

ひとりひとりが明るい雰囲気を作り出そうと努力することが重要である、と学んだ。これは春

学期に話し合いを何度も重ねるなかで痛感したことだ。私はこれまで、話し合いなどの場面に

おいて自分から率先して心地よい雰囲気を作っていこうとはせず、ただその場の雰囲気にのま

れることが多かった。これからは、話し合いや活動を行う際に自らがよい雰囲気を作り、積極

的に行動して、周囲の人を活動にいざなえるような人間になりたいと思う。今年度の授業での

気づきや学びを活かしてもっと成長していくための課題を得たように感じている。 
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一年間を通して 
 

井 上 優 雅 

社会文化システム学科 2 年 

 

この一年間で、私が得たものは大きい。 

社会貢献分野は社会文化体験演習の他の2分野に比べると人数が少ない上、3年生がいない。

2 年生 7 人という少人数でスタートした。スタート当初、今年度どんな活動をするのかという

話し合いに多大な時間をかけたのだが、履修生 7 人の意見は一向にまとまらなかった。そのよ

うな中、「特定のテーマを設定して、なにか講演会を企画・実施してみてはどう？」という間瀬

先生の発案で、やっと履修生全員が同じ方向に動き出した。 

偶然だが、私は NPO 法人 ACE のホームページを見つけ、同団体が独自に製作した映画『バ

レンタイン一揆』の上映会を実施していることを知った。ホームページで視聴できるその映画

の予告を観たとき、映画タイトルが可愛らしいロゴになっていて親しみやすいし、内容的にも

理解しやすいと感じた。「ACE にお願いすれば、講演会・映画上映会を実施できるのではない

か」とすぐに思った。後日このことをクラスで伝えると、ほかの履修生も賛成してくれたので、

一度 ACE に連絡してみることになった。しかし、私自身、NPO 法人のようなところで働く社

会人と連絡をとるのは初めてで、敬語をどのように使えばよいのか、何をどう切り出せばよい

のか、よくわからなかった。事前に ACE への連絡事項を紙に書き出し、間瀬先生に見てもら

った上で連絡を取るという具合に、滑り出しではなかなか苦戦した。 

がんばった甲斐あってそれから、ACE に『バレンタイン一揆』の上映会と専門家による講演

をお願いできたので、講演会の開催に向けての準備が本格的に始まった。場数を重ねていくう

ちに、ACE との連絡で極度に緊張することも減っていった。この講演会を企画してから、それ

まではクラスで顔を合わせても必要 低限のことばを交わすことしかなかった履修生たちと仲

よくなれた。「こうしたらもっとうまくいくのでは？」などと、気兼ねなく意見交換できるよう

になった。履修生みんながひとつの目標に向かっている、と実感できるようになった。各人が

自分の得意分野を生かして、積極的に役割分担するようになった。みんなの力を借りながら、

自分ひとりではできないことを形にしていくプロセスは楽しかったし、みんなに感謝するよう

になった。講演会を無事に終えたときには、私が発案したものが本当に形になった、そして初

めて社会貢献分野のメンバーでひとつ何かを成し遂げられた、という喜びや達成感を味わった。 

白山祭では初めて民衆交易（フェアトレード）商品を販売する経験をした。ありがたいこと

に、「フェアトレードを知っているから、力になりたい」という理由で私たちのチョコバナナを

買ってくれる人がいた。しかし、ほとんどの人は民衆交易（フェアトレード）をまったく知ら
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ないし、しばしば「ほかのチョコバナナとあなたたちのチョコバナナは、何が違うの？」と口

にした。そのようなとき、私は民衆交易（フェアトレード）を何とか精一杯説明してみたが、

質問をした買い手がわたしの説明を聞いて完全に納得したというわけではなさそうだった。そ

れでも、「よくわからないけど、とりあえずあなたのチョコバナナを買って社会貢献になるなら

いいわ！」という感じで、買ってもらえることが多かった。 

長時間客を捕まえて、「民衆交易（フェアトレード）とは何か」を説明しつづけるわけにも

いかない。そうであっても、何も伝えないまま、ただチョコバナナを売り続けるのでは、「民衆

交易（フェアトレード）を知ってもらいたい」という目的をもって社会貢献分野に所属する私

たちの活動としての意味がない。民衆交易（フェアトレード）を自分のことばで簡潔にしっか

りと客に伝えることは、予想以上に難しかった。また、しっかりと他人に伝えるには、まだあ

まりに自分が知識不足であることも痛感した。民衆交易（フェアトレード）製品を他人に売る

にあたって、まずは事前に自分自身が責任をもって民衆交易（フェアトレード）を勉強するこ

とが大事である。 

社会貢献分野での経験はすべて、私にとって初めてのことだった。すべてが新鮮だったと同

時に、すべてが手探りだった。「何をすればよいのか」「どうすればいいのか」と何度も壁にも

ぶち当たった。しかし、ひとつひとつプロジェクトをこなしていくうちに、メンバー同士の団

結が強くなり、初めはみんなが消極的だったのに、いつしかみんなが進んで行動するようにな

った。人数の少ない分、ひとりひとりが担当する仕事は多く、いやになることもあった。しか

し、ひとりひとりの責任が大きい分、自分が逃げだせば他のメンバーに迷惑がかかるという自

覚もあったので、大変な仕事も頑張れた。 

「何か社会貢献をする」という大きな目的の中で私が学んだのは、身近な仲間を想うこと、

社会人との接し方、困ったときに助け舟を差し出してくれる先生方に感謝の気持ちを持つこと

だった。このような根本的なことを考えるきっかけが、活動中たくさんあった。もちろん、こ

の一年間で民衆交易（フェアトレード）に対する理解を深めることもできた。フェアトレード

をまったく知らない人にフェアトレードのことを伝える前段階で、私自身が学ぶべきことが多

かった。この一年、大変なことが多かった分、得るものも大きかった。それをぜひ今後の活動

に活かしていきたい。 
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考えすぎずに行動しよう 

 

中 座 信 明 

社会文化システム学科 2 年 

 

今年度の社会文化体験演習社会貢献で も強く感じたことは、考えすぎずにとりあえず行動

してみる重要性だった。昨年度から継続履修する 3 年生がいなかったせいもあり、話し合いに

費やす時間がどうしても多くなった。その話し合いにおいても、なにか新しいことを始めるた

めの「これだ！」という決定打が得られないまま、春学期のほとんどを過ごしてしまった。慎

重に話し合いを進めることは必要かもしれないが、話し合いにばかり時間を割くのはけっして

よいことだとは言えない。話し合いが長引いたために準備時間が削られたり、話し合いのまと

めが駆け足になり、せっかくの話し合いがもったいない形で終わったりすることもあった。 

秋学期は講演会や白山祭のイベントが詰まっていて、話し合いに時間を割くことはできない

とはじめからわかっていた。そこで、不安ながら話し合いのテンポをなるべく上げてみたが、

支障がないことに気が付いた。逆に言えば、春学期の私たちは慎重になりすぎて、なにごとに

もチャレンジできていなかったのである。もっとも駄目なのは、考えすぎて動かないことなの

だ。特に、先輩のいない私たちのように、なにか新しいことを始める際はとりあえず行動し、

あとでフィードバックするほうが効率的なのだろう。行動してみて分かることも、多いかもし

れない。 

今年度の私個人の反省点は、話し合いやイベントのときに的確な意見が言えなかったことだ

と思う。一年間をつうじて、話し合いで意見は出しつづけてきたつもりである。しかし、話し

合いが長引いたり、話の道筋が逸れたりしそうになると、たとえ自分に考えていることはあっ

たとしても、あえて混乱を避けて、発言をしないで黙っていることがよくあった。しかし、い

ま思えば、そこで私が発言をしなかったからこそ、話し合いが長引いたり、まとまらなかった

りしたのかもしれない。場の流れを読んで、発言をするかしないかを判断する力が足りなかっ

た自分に後悔をしている。 

今年度よかった点はまずなんと言っても、この活動をつづけられたことである。先輩の不在

や遅々として進まない話し合いを経験するなかで、何度もやめたいと思った。しかし、やめな

かったから、講演会を企画したり、白山祭で模擬店を出したり、ACE や APLA のスタッフの

ような社会貢献活動を仕事にする人々の話を聞いたりするという、普段なかなかできない経験

ができた。講演会を企画した折には、NPO 法人とのアポの取り方や広報の仕方を学ぶことが

できた。模擬店ではチョコバナナを売りながら、多くの来場者とことばを交わすことができた。

これらの経験を自分の様々な活動に活かしたい。たとえば今後フィールドワークを行う際、こ
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のような経験があるとないとでは、インフォーマントと円滑にコミュニケーションできるかど

うかという点で大きく違ってくると思う。 

一年間の活動を通してもちろん反省点もあるが、多くのことを経験した結果、自分は少し成

長した、と感じている。これからもっと様々な活動に関わっていきたい。 
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一年間の活動を通して 
 

小 黒 結 稀 

社会文化システム学科 2 年 

 

私が「社会文化体験演習」社会貢献分野を選択したのは、社会に何か貢献したい、そのため

に行動したいという漠然とした思いからだったと思う。文字通り社会に貢献することが何なの

か、じっくり考えさせられる一年間だった。ここで私が何を感じ、学び、そして失敗してきた

かについて振り返っておこうと思う。 

 まず、春学期開始当初に行われた話し合いの時点で、社会に貢献することがいかに難しいか

を感じた。人に言われて動くのは、誰にでもできるかもしれない、しかし、それを一から自分

たちで考えて行動することが、この授業で重要な部分である。私には「考える」「行動する」の

どちらも欠けていたと思う。今年度の活動は、昨年度の活動にとらわれず、自由に考えて決め

ていい、と言われた。その時は非常に混乱したように覚えている。それぞれが企画を立てた際

にも、私たちが果たしてそれをやり遂げられるかどうか考えると、どうにも自信がない。実行

力不足を実感した瞬間であった。せっかく企画として提案したとしても、自信がなくて実行に

移せない。悔しかった。 

 先生の助言のおかげで、今年度の活動テーマが決まると、意外にスムーズに、かつ忙しく活

動を進めることになった。まずは講演会の開催である。私たちが講演者に選んだのは、森永製

菓のフェアトレードチョコレート事業に協力している NPO 法人 ACE である。ACE にお願い

して、映画の上映と講演を組み合わせた講演会を構想した。これまで東洋大学で催されてきた

講演会とは少し違った、新鮮な講演会にしたかった。自分たちが立てた企画を実施するのは初

めてだったので、当日は緊張したが、先生方や講演者の召田安宏さんのおかげで意義のある講

演会になったと思う。講演会の後、社会貢献分野のメンバーで簡単な座談会をし、召田さんに

NPO 法人という組織や ACE の活動について教わった。実際に社会のために行動しつづけてい

る人の話を聞くことができて、大変参考になった。ACE の存在を知ったことは、私にとって大

きな学びのひとつだった。 

 白山祭への出店に際しても、学んだことが多い反面、失敗や後悔もたくさん残った。白山祭

で何かをするというのは、活動を始めたばかりのころから漠然と考えていた。しかし、何かを

販売するのか、それを屋内あるいは屋外で販売するのか、あるいは何かを展示するのかなど、

決めなくてはならないことはたくさんあった。今年度の活動テーマが明確に決まってからフェ

アトレードのバナナとチョコを使ったチョコバナナを販売するということに決まったものの、

ぎりぎりまで悩んだのは屋内に販売するか、屋外で販売するかの問題であった。チョコバナナ 
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のような食べものを販売する以上、屋外が圧倒的に有利である。しかし、屋外の販売場所を勝

ち取るには厳しい抽選に当たらなくてはならない。確実性を優先させるならば、屋内の出店を

希望するのがよいかもしれない、とひどく悩んだ。それも今思えば、自分たちに実行力がなさ

や、自信のなさから来るものだった。それでも何とか屋外で販売したいと覚悟を決め、出店希

望手続きをとった。運よく当選した時、嬉しさよりも驚きが勝った。大事なのは挑戦すること

なのだ、とここで気づかされた。 

 模擬店の装飾からチョコバナナの材料の発注まで、白山祭の準備には時間がかかった。私た

ちが何かを販売するのは初めてのことで、どれぐらい買いに来てもらえるのか、私たちのチョ

コバナナに興味を持ってもらえるのか、どうすればみんなが買ってくれるのかなど、分からな

いことだらけであった。チョコバナナを販売する模擬店が私たち社会貢献分野を含めて 3 店も

あったので、どのような他の 2 店との「差別化」を図るのかに悩んだ。そこで、他とは違って

フェアトレードの材料を使っているという特徴を前面に押し出した屋台や看板を作成したり、

私たちの店に立ち寄ってくれたお客さんには積極的にフェアトレードの特別なチョコバナナで

あることを説明したりすることにした。白山祭初日から想像よりもたくさんのみなさんにチョ

コバナナを買ってもらえたので、ありがたいことに準備したチョコバナナを難なく完売するこ

とができた。しかし残念ながら、私たちのアピール不足もあり、フェアトレードという言葉に

興味を持ってくれた客は全体的に少なかったように思う。積極的に説明したつもりではあった

が、私たちの話にもっと興味を持ってもらえるようにする配慮や工夫が不十分だったかもしれ

ない。それでも、私たちのチョコバナナを買ってくれた中には「バナナやチョコがおいしい」

と言ってくれた人も数人いたことが嬉しかった。チョコバナナの販売に挑戦してよかった、と

思っている。 

 白山祭で販売を経験し、さまざまな人びとと触れたことを通じて、フェアトレードという言

葉がまだまだ知られていないということを実感したので、改めてもっと広めていきたいという

気持ちが強くなった。そこで、2015 年度社会貢献分野の 後の活動として、大学内でフェアト

レードチョコを販売することに挑戦した。白山祭に続く 2 回目の販売活動だが、今回は大学祭

のようなイベントの雰囲気がまったくない中での販売になるわけで、いくらか不安もあった。

しかし、チョコレートという多くの人にとってなじみ深い商品だからだろうか、学生のみなさ

んも結構足を止めて、私たちの話に耳を傾け、フェアトレードチョコレートを買ってくれた。

人が多く行きかう中で満足に説明ができなかった白山祭とは違って、今回は落ち着いてじっく

りとフェアトレードについて説明することができた。 

 この一年間、自分の思ったことを実行する難しさ、社会貢献の難しさをずっと感じてきたが、

そう知っただけでも、自分にとっては大きな一歩になった。今回の失敗や反省を挽回するチャ

ンスはこれからいくらでもあるだろうし、そうしたチャンスをこなしていくことがそのうち自

分の自信につながると思う。  
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一年間の活動から学んだこと 
 

小 松 美 穂 

社会文化システム学科 2 年 

 

私は「社会文化体験演習」社会貢献分野を一年間履修し、多くのことを考え、学ぶことがで

きた。私の 1 年間の成長を振り返ろうと思う。 

私がこの演習を履修しようと思ったきっかけは、以前からボランティア活動に興味があり、

「何かしたいな」と思っていたものの、自分で具体的に考え、活動するまでにはなっていなか

ったからである。引っ込み思案な性格で、自分の意見を周りに言うことがあまり得意ではなか

ったため、そこを改め、積極的に行動に移していけるようになりたいと思ったからでもある。

社会貢献分野を選んだ理由は、1 年生時の社会文化システム論基礎演習でフェアトレードバナ

ナについて調べる機会があり、フェアトレードに興味を持ったからである。大学に入るまでは、

フェアトレードという言葉すら知らなかった。しかし、ゼミを通して自分たちが使ったり、食

べたりしているモノの裏に、自分たちより幼い子たちが長時間強制労働させられている現実が

あることを知った。何か自分にできることはないか、社会に貢献できないかと考えて、履修を

決めた。 

履修に際して、フェアトレードをより詳しく知り、自分の言葉で周りに伝えられるようにす

ることを自分の目標とし、取り組むことにした。それでも、春学期のほとんどを話し合いに費

やし、実際に活動しはじめたのは秋学期に入ってからだった。今年度のクラスには、指示を出

し、まとめ役になってくれるような先輩がいなかった。私たちは敷かれたレールの上の活動を

するのではなく、レールを敷くことから始めなければならなかった。それは逆に考えれば、自

分たちがやりたいことをすればよい、新しいことを始めればよいというチャンスでもあった。

しかし、ただただ不安だけが大きく、様々な課題にぶつかった。例えば、自分たちがどのよう

な活動をするかという話し合いでは、なかなか具体的な意見が出てこなくて、たったひとつの

ことを決めるのにたくさんの時間がかかってしまった。一度のクラスでは、ほとんど話し合い

が進まない、ということもあった。結局、春学期には昨年度の履修生がバナナ募金でいっしょ

に活動した特定非営利活動法人 APLA を訪問したり、フェアトレードについて学習したりする

だけで終わってしまった。 

チョコレートを通して多くの人びとにもっとフェアトレードを知ってもらうことをクラス

の目標に掲げた秋学期には、講演会、白山祭、校内販売の 3 つのイベントを行った。イベント

を企画・実施をするにあたっては、集客や宣伝の大変さを経験した。多くの人にフェアトレー

ドに対する興味を持ってもらえるような、さらに人の目を引くようなイベントを考えるのに、
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苦労した。 

参加者にフェアトレードを知ってもらうことができたという意味で、講演会は成功だったと

思う。しかし、準備期間が短かったせいで、集客がうまくいかなかったことが反省点である。

白山祭ではその反省を生かし、多くの人を集めることができた。私たちのチョコバナナ屋台は、

白山祭のあいだ中ずっと大盛況だった。予定販売時間よりもずっと早くチョコバナナを完売し、

予想以上の売上げを達成した。他方、集客にばかりに気を取られ、「なぜフェアトレードが大事

で、なぜ私たちがフェアトレードの材料を使ったのか」というもっとも知ってもらいたかった

ことを白山祭来場者にじゅうぶんに伝えることができなかった。 

フェアトレードチョコレートの学内販売では、白山祭での反省を生かし、買ってくれる人ひ

とりひとりにしっかりとフェアトレードの重要性を説明できた。集客や宣伝だけでなく、「フェ

アトレードを多くの人に知ってもらう」ことも含めたすべてにおいて、学内販売は納得のいく

活動になった。 

講演会、白山祭、学内販売という 3 つのイベントを通して、日本社会のフェアトレードに対

する関心度が低いことを改めて知ったと共に、なぜフェアトレードが重要なのかを伝える難し

さを感じた。自分が知っているフェアトレードについて適当に話すのは、それほど難しくない。

それでも、ただ説明するだけでなく、よりよく知ってもらうためには伝え方を工夫する必要が

ある。写真や絵を使って説明をしたり、自分がなぜこのような活動をしているのか・どんな気

持ちで行っているのかを伝えたりすることで、より多くの人にフェアトレードに興味を持って

もらえると思った。 

講演会のチラシデザイン、白山祭模擬店の飾りつけ、バナナの仕分けなど、私はイベントの

裏方としての作業に多く関わった。会計や渉外などそれぞれ役割に就いて活動してきたが、イ

ベントを企画・実施する上でみんながしっかりと連絡を取り合い、情報を共有することがイベ

ントを成功させるためには重要だった。 

クラスで活発に意見が飛び交うことは少なく、私自身も誰かの意見が出るまで待ったり、誰

かの意見に乗っかったりするだけときがあった。学内販売も間瀬先生の一声で実施されること

になったもので、「自ら考え積極的に行動できるようになる」という目標を達成できたわけでは

ない。周りに頼ってばかりの一年になってしまった。誰かの意見を待つだけでなく、自分の意

見をはっきり述べ、積極的に行動していくことが重要だ、と分かった。このクラスの中だけで

なく、今後様々なほかの場面で、行動力や周りに働きかけていく力が必要になってくるだろう。

今まで私は人を頼りにしすぎていた部分があり、自分で率先して何かをやることがなかったの

だが、社会貢献分野で学んだことを生かし、積極的に行動していきたいと思う。 
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活動を終えて 
 

青 木 奈 巳 

社会文化システム学科 2 年 

 

  私が「社会文化体験演習」社会貢献分野を履修したのは、社会のためになることを何かした

い、と漠然と考えたからである。実際に履修してみると、昨年度からの継続履修者がひとりも

いなかった。そのため、今年度どんな活動を行うかについて一からから考える必要があった。

昨年度は特定非営利活動法人 APLA と協力のもとでバナナ募金を行ったと聞いていたので、今

年度もまず APLA を訪問して、話を聞いた。 

その後の社会貢献分野のクラスでは、バナナ募金を続けよう、福島の復興支援をしよう、復

興支援に絡めて何か商品開発をしようなど、さまざまな案が出た。しかし話し合いはずっとま

とまらず、とても不安な気持ちだった。白山祭でチョコバナナを販売しようということだけは

かなり早期に決められたので、少しずつその準備を進めていた。 

その後、フェアトレードチョコレートに関する講演会を開くということがようやく決まり、

安心した。講演会で、私は司会を務めた。これまで大人数の前で話す機会はなかなかなかった

ので、いい経験となった。講演会は、社会文化システム学科の 2 年生全員が履修する社会文化

システム論演習 I の枠組みで開催された。しかしこの 2 年生たちはそれまでにもすでに何度か

フェアトレードに関する講演を聞いてきたので、みなフェアトレードの話はすでにみな理解し、

飽きているように思われた。しかし、講演会後に書いてもらったリアクションペーパーをみる

と、私たちが開催した講演会の内容は直接的にフェアトレードを論じる話ではなく、フェアト

レードとの関わりで児童労働に焦点を当てた話であったため、多くの 2 年生は飽きずに楽しく

講演会に参加することができた、ということがわかった。講演会の後には、今回講演を引き受

けてくれた NPO 法人 ACE の召田さんから NPO 団体の運営、講演会で上映された児童労働と

フェアトレードチョコレートに関する映画の詳細など、さまざまな興味深い話を聞くことがで

きた。楽しい時間であった。 

白山祭の準備段階では、手続き事項をこなすための説明会に参加したり、なにをどのように

売るのかを決めたりするのがたいへんだった。私たちが販売するチョコバナナはフェアトレー

ドチョコバナナにすべきなのか、材料のチョコレートとバナナの両方をフェアトレード商品に

するかどうか、そうすると材料費も販売価格も上がるがそれでよいのか、どのぐらいのチョコ

レートやバナナを材料として仕入れるのかを決めなくてはならない。さらに、もっと問題だっ

たのは、厳しい抽選に通らなければ、白山祭に模擬店を出せないことである。「出店できないか

もしれない」という不安は大きかった。それでも運よく当選し、チョコバナナを販売できるこ
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とになった。白山祭の前日に APLA から取り寄せたフェアトレードバナナが届いて、驚いた。

バナナの大きさがじつにバラバラだったからである。そのため、大きさによってチョコレート

バナナの値段を変えるほかないかもしれない、とそこで初めて考えた。 

白山祭初日の朝に初めて、チョコバナナを作った。バナナに棒を刺したり、湯せんしたチョ

コレートを均等にバナナにかけたりするのは難しかった。こうしてつくったチョコバナナを完

売できるのかどうか心配だったが、白山祭 2 日目の午前中いっぱいで売り切ることができた。

なんとか売り切ることばかりに力を入れすぎて、多くの人びとにフェアトレードを知ってもら

うという目的がおろそかになったのが心残りである。 

このような白山祭の反省を生かし、多くの人びとにフェアトレードを知ってもらおうという

目的で、今度は東洋大学内でフェアトレードチョコレートを販売した。白山キャンパス 6 号館

1 階で、「社会文化体験演習」キャリア分野のみなさんがコーヒーを販売する隣で、私たちは白

山祭で上げた収益で仕入れた数種類のフェアトレードチョコレートを販売した。その際、社会

文化システム学科の 1 年生たちにフェアトレードやフェアトレードチョコレートの説明をきち

んとおこなうことができた。学内でフェアトレードチョコレートが売れるのかどうかわからな

かったが、たくさんの先生がた、職員や学生のみなさんが私たちの商品を手にとって、実際に

購入してくれた。白山祭ではできなかったが、今回はフェアトレードについて買いもの客たち

にじゅうぶんに説明し、私たちの活動目的を達成することができた。しかし、別の反省がない

わけでもない。それは、もっとたくさんチョコレートを準備すれば、もっと大勢の人にフェア

トレードチョコレートを知ってもらえたのにということである。もう少し販売数を増やしても

よかったと思う。 

一年間を通して感じたのは、社会貢献活動を自分たちで思いつき、プランニングして、活動

するのは難しいということである。自分たちの活動について話し合っていても、突然話がとぎ

れたり、みな黙ってしまったりしたことが何度もあった。自分自身の考えをしっかり持ち、発

言することが大切である。 

社会貢献分野を履修しはじめたばかりの頃は不安が大きかったが、さまざまな活動を成し遂

げ、いまは自信をつけることができた。いっしょに履修した友人たちがパワーポイント作り、

仕入れ、ポスター作りなどそれぞれに活躍してくれた。間瀬先生と小林先生は、いつも私たち

にアドバイスをくれた。この一年間で学んだことを、今後の学校生活でも活かしていきたいと

思う。 
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仲間に支えられて初めて実現した社会貢献 
 

栗 木 優 太 郎 

社会文化システム学科 2 年 

 

今年度、「社会文化体験演習」社会貢献分野で活動してきて、私が成長したと感じたことを

述べていきたい。 

私がそもそも社会貢献分野を受講したいと考えた理由は、個人であろうとグループであろう

と、あらゆる形で社会貢献をしたいという単純な動機からであった。しかし私にはあまりに厳

しすぎる現実が立ちはだかった。それは昨年度活動した受講生が 0 人となってしまったことで

あった。 

私には、「社会貢献をするなら国を超えた社会貢献をしたい」という思いがあった。しかし

ながら、私以外の受講生は、国を超えてではなく国内での社会貢献を望んでいた。ここで私が

思っていた理想が崩れてしまった。そのため社会貢献の話し合いへの参加を避けるようになっ

ていった。春学期 4 月下旬の APLA 訪問に参加しなかったのは、そのためである。前期は話し

合いがメインだったが、何が社会貢献なのかを考えるのに大変苦労した。 

夏季休暇を利用して、フェアトレードに関する知識を勉強した。そして秋学期に入りフェア

トレードを伝えていく活動を始めた。ここから私の社会貢献分野での理想が変わっていった。

春学期は、自分一人で何でも行動しようとして何も出来なかったままで終わっていた。そこで

今度は、フェアトレードを伝えるという活動をつうじて私自身が他の受講生とともに社会貢献

できないかどうか、と考えるようになった。秋学期には白山祭という大きなイベントが控えて

いたため、そこで何をするかを考えていたのだが、そのまえに、NPO 法人 ACE を招いてフェ

アトレードチョコレートに関する講演会も開催しなければならない。チラシやポスターを作成

する受講生もいたが、私は当日の講演会会場のセッティングをした。 

そして白山祭では、昨年度から協力いただいている特別非営利活動法人 APLA があつかうフ

ェアトレード（民衆交易）のバナナとチョコレートを使ったチョコバナナ販売を行った。私は、

チョコバナナ販売の際のシフト表を作成するなどの仕事を担当した。白山祭で自分たちのチョ

コバナナが完売したときは、心から嬉しかった。ただチョコバナナの販売をするだけでなく、

「自分たちが販売したチョコバナナの材料は全てフェアトレードのものである」ということを

宣伝した。こうした事は私自身だけではできないし、仲間とともに成し得た、と感じた。 

そして 12 月には東洋大学内で、「社会文化体験演習」キャリア分野のみなさんがフェアトレ

ードコーヒーを販売するのといっしょに、私たちはフェアトレード（民衆交易）チョコレート

を販売した。この際に、私はキャリア分野と情報を共有するための橋渡し役を担当した。白山
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祭での販売が終わって間もない状況であったが、各々が役割を担い、学内販売でもチョコレー

トを完売させ、活動は終わった。なお、学内で販売したチョコレートは、講演会でお世話にな

った ACE と APLA のチョコレートである。この学内での販売ではフェアトレードを積極的に

アピールしていった。それは、白山祭ではフェアトレードを宣伝することが出来なかったから

である。 

こうして 1 年間を通しての活動を振り返ると、 初は自分ひとりで活動してきたが、上手く

いかずに挫折したし、他の受講生と意見が食い違ってやはり上手く活動できなかった。しかし

ながら、何となく他の受講生といっしょにフェアトレードを理解して、伝えることへと結びつ

けられたのは、彼らに支えられたからである。 

色々な場面で迷惑をかけることもあったが、必ず助けてくれる仲間がいたことにとても感謝

している。1 年間彼らとともに活動できて嬉しかったと感じると同時に、ありがとうと伝えた

い。 
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社会貢献分野 2015 年度の活動を振り返って 
 

小 林 正 夫 

東洋大学社会学部 

 

I 主体性の獲得への道筋 

前年度（2014 年度）の社会貢献分野では、福島の被災地の子どもたちに何かをしたい、とい

う思いから、特定非営利活動法人 APLA が展開している「バナナ募金」プロジェクトに関連す

る手作りの支援活動を展開した。そこには、活動 2 年目を迎える 3 年生 5 名と活動初年度の 2

年生 9 名が参加していた。 

ところが、今年度（2015 年度）は、継続して授業履修する 3 年生がいなかった。そのため、

コースが発足した 2013 年度と同様に状況、すなわち活動履歴がない 2 年生だけで、上級生の

導きを受けることなく、体制を作り活動内容を模索することから始動した。その点で、今年度

の活動の推移は、2013 年度に類似する。春学期は、チームとして機能する人間関係を構築する

プロセスと、活動目標・方針の模索が手探り状態で始まったが、路線が定まっていないため毎

週目に見えた進展が必ずしも実感できず、それで学生が自分たちの活動に自信を持てない様子

が見られた。 

社会貢献は、その性格上、活動当事者が主体的に関わることにこそ意義がある。指導にあた

った間瀬朋子助教は、教室での方向性の模索については学生の自主性を重視する一方で、Web 

などの間接的な情報に立って考えがちな学生たちに対して、過去の報告書を読んで先輩の活動

のプロセスや反省などを知る、昨年関わった APLA を訪問し、実際に社会貢献型（フェアトレ

ードなど）の活動をしている組織・従事者の動き・働き方を見る、APLA を含む各種団体の一

般向け販売広報／相互交流の場である Earthday Market（フリーマーケット的催事）にボラン

ティア参加してイベントの雰囲気やテント運営を実体験する、等の現場体験の機会を設けた。

こうした体験は、プロセスとして 終的な活動に直接関わるものにならなかったにしても、学

生の主体性の獲得という点で、参加学生にとって意味ある刺激であり経験になったと評価した

い。 

II 等身大の活動フィールドでの成功体験 

  秋学期に入り、具体的な活動方針が定まり、学生間の連携が格段に良くなった。これは、春
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学期の模索の成果ともいえるが、もうひとつ、大学祭への出店というイベントの場が確保され

たことと、学生たちがようやく見つけ出したテーマを、学科内の講義担当者の協力を得て、学

科向け講演会の企画として動かせるめどがついたことによる。いずれも、フィールドは大学内

であり、ゼロから集客を心配する必要がない活動の舞台である。そのため、学生たちは、企画

の内容検討とそれぞれの舞台に合わせた実現法に集中することができ、結果的に、狙った成果

に対して相応の成果・達成感を得た。 

外部の社会に打って出てこその社会貢献ではないか、という観点からの批判はありうる。た

だ、身内のささやかな催事であっても、成功体験で自信を持つことは、市民教育として考える

と、将来、社会貢献活動を肯定し支えるサポート層の養成につながる。また、成功体験のなか

でさらに課題（本活動の場合、学生にもっとフェアトレードを普及させるというミッション）

を見つけることで、活動期間が限られた時点でも、次の学内販売会に向けた動きが自主的に、

大学祭の経験を活かしてよりシステマティックに、進行した。 

この点において、学科内で並行して進行している社会文化体験演習の他の分野との相互交流

（夏に交流会を行い、また、学内販売で協力をいただいた）は、プロの社会貢献団体間の相互

交流と同様に、学生を支えた。この点で、社会文化体験演習の３分野を直接指導している箕曲

在弘准教授、鈴木佑記助教・間瀬朋子助教の緊密な連携と、学科教員の理解に感謝したい。 

III 今後と課題 

2015 年度の社会貢献分野は、学生に主体性を重視し、小さな活動を重ねて学生にある程度の

達成感を感じるところで終った。本来であれば、来年度、これを育てて外の社会と本格的に関

わる活動に発展させるべきところであるが、グローバルな分野に注力しようという学科の方針

により、今年度で閉講することになった。 

 所属学生は、国際理解分野あるいはキャリア分野であと１年経験を積むことも、また、次の

社会貢献は学内団体や社会に出てからになることもあるだろう。その際、今年度の何をしたの

かという結果だけでなく、その前段階で直接・間接に見聞し考えたこと、また、自分たちで築

き上げ、自分たちが支えられた人間関係や相互信頼の価値を改めて感じて欲しい。 

後になりましたが、今年度、そして 2013 年度・2014 年度から、東洋大学社会学部社会文

化システム学科の社会文化体験演習社会貢献コースを支えていただいた多くの関係のみなさま

に感謝申し上げます。 
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自ら考え、人のつながりを大切に 

～『とうふ工房わたなべ』で学んだこと～ 

 

鈴 木 麻 奈 美 

社会文化システム学科 3 年 

I はじめに 

１ インターンシップ概要 

 参加プログラム  ：NPO 法人 ETIC「地域ベンチャー留学」 

 インターンシップ企業 ：埼玉県比企郡ときがわ町「有限会社とうふ工房わたなべ」 

 インターンシップ期間 ：2015 年 2 月 12 日から 3 月 19 日までの 5 週間 

   （大学 2 年時の春期休暇中） 

 プログラム内容  ：渡邉一美社長の弟にあたる袴田佳信さんに指導を受けながら

   泊まり込みで週 5 回勤務する。「株式会社温泉道場」に所属す 

   るコーディネーターにサポートしてもらう。 

 

２ インターンシップ参加の経緯 

 私は大学 2 年生の春期休暇で「何か目標を設定して１つのことをやり遂げてみたい」と考え、

インターネットで調べていくうちに、約 1 ヶ月間泊まり込みで短期間集中して取り組むインタ

ーンシップのプログラムがあることを知った。そのプログラムは規模は/が大きくはない中小企

業だけれど、地域活性化に尽力している企業の力になれるということに魅力を感じた。 

 初は「なんだか楽しそう。」というただの興味本位でインターンシップ説明会に飛び込んで

みたか、ETIC の方の話や企業の方との面接を通して、プログラムに参加した方の中に「イン

ターンシップ先の地域が第 2 の故郷と言えるようになった。」という経験談を聞いて、私はと

きがわ町「第 2 の故郷」と呼べるくらいインターンシップ先の地域に溶け込んでみたいと考え

るようになった。私は生まれも育ちも東京で、一人暮らしをしたことも無ければ、東京以外の

地域で一か月以上も生活したことが今までに無かったため、インターンシップ先の地域の人々

とどれくらい溶け込めることができるのか、その地域の良さや、東京にいたら考えることない

発見していきたいと思った。 

II インターンシップ先の企業について 

１ 受け入れ先企業紹介 
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 「有限会社とうふ工房わたなべ」は

埼玉県比企郡ときがわ町にある豆腐や

油揚げ製造販売とその関連商品の販売

をしている中小企業である。従業員数

は約 35 名で、単独店舗での売り上げ

は、豆腐店としては全国一とも言われ

ている。  

 昭和 21 年に創業者の渡邊正一さん

（先代社長）が「こんにゃく屋 渡邊

商店」を創業した。 しかし、こんにゃくは夏がなかなか売れないため 5 年後に豆腐も売り始

めた。卸売りと売り子さんを頼んでの小売りで当時は家内工業の規模であった。昭和 54 年に

スーパーマーケットへの卸売りを主体へと変えていった。 転換期の平成 9 年は、スーパーマ

ーケットへの卸売りの主体から店頭直売に力を入れた。安さだけを売りにしているスーパーマ

ーケットでの販売に限界を感じ、「素性のわかる豆腐作り」を経営方針と改め、生産直売方式を

始めた。「地元」にこだわり、地元の豆を使用し、地元農家を応援し、人と人とのつながりの中

に結ばれる信頼関係から生まれる安心感を大切にしているお店だ。        

  

   

２ 地元大豆のこだわり 

 ときがわ町と隣接する小川町に金子美登さんという農家の方がいる。金子さんは徹底した循

環型で小利大安な有機農業を続け、それを若者や地域に広める活動をしている。金子さんと渡

邉社長が出会い、有機大豆を使用した安心して食べられるとうふ作りを目指すようになった。

金子さんを通して有機農家を紹介してもらい、とうふ工房は農家から直接大豆を卸すようにな

った。 

 

３ とうふ工房わたなべの特徴 

 豆腐だけでもたくさんの種類が並んでいるが、地域特産手作りまんじゅうや惣菜、地元で朝

採れた新鮮な野菜を販売している。調味料やおからを使ったお菓子もある。 

 作りたての豆腐を届けるために平成 24 年に移動販売も埼玉県鳩山市・東松山市・坂戸市方

面で行っている。住宅街の中での販売はとても便利で地域の人々の評判が良い。 

 店先の水道にて無料で地下水が汲めるので、多くのお客さんが利用している。地下 30～60

ｍの深さに掘られた井戸からくみ上げた地下水で、約２億年前に海底に溜った火山灰や溶岩な

どが固まって出来た日本列島の土台となった岩から湧き出した水は、清澄で年間を通じて 16

写真 1 とうふ工房わたなべ店舗 
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度と温度も変わらず、豊富な水が湧き出している。 

 

４ 軽トラ市 

 年間様々なイベントが企画されている。土日祝には、豪華な景品が当たる大抽選会、試食会

など様々なイベントを開催している。特に、『ときがわ町軽トラ市』は 2013 年秋からはじまり、 

毎月１回とうふ工房わたなべ店舗前駐車場で開催しており、毎回 1000 人～2000 人のお客さん

が足を運び、町の名物イベントになるよう目指している。大体約 15 店舗が出店していて、新

鮮野菜を提供する農家や地元自慢の料理を持ってくる方が集まる大きなイベントである。料理

研究家の方のお料理教室や、とうふ工房わたなべと他店舗とのコラボ商品がある。 

（とうふ工房わたなべ HP 参照：http://www.11-12.co.jp/index.html） 

III インターンシップ先の地域について 

１ ときがわ町の概要 

 埼玉県比企郡にあるときがわ町は

2006 年に同じ郡の玉川村と都幾川村が

合併して成立した。町名の由来は、両村

内を流れる清流・都幾川から取っただが、

漢字では難しいということで「ときがわ」

とひらがな表記になった。人口は 11,961

人、世帯数は 4,702 世帯（2015 年 5 月

現在）となっている。町の面積は 55.90

㎢で、その内約 7 割は山林を占める。都

幾川の源流は、秩父山地の東部、標高約

700ｍの場所に発している。町内には、

多くの古樹・巨木が点在しており、ときがわの人々は、古くからそうした木々に畏敬の念を抱

き、見守ってきた。それら多くの古樹・巨木のうち、県および町の文化財に指定されているも

のが 6 本ある。 

 

２ ときがわ町の特産品と観光地 

 町の西部は山地で標高が高く、ブルベリーや温州みかんが有名で、米ではなく小麦が育ちや

すい地形から手打ちうどんのお店も多い。他に、埼玉・東京（神奈川）の山間地域で古くから

栽培されてきた「のらぼう菜」がある。ときがわ町では、種子を毎年取ってきた限られた農家

図 埼玉県におけるときがわ町の位置 
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の食卓を賑わす程度の野菜として栽培が存続してきた。 

 観光名所として「美人の湯」と言われる良質な強アルカリ性単純温泉がある。温泉スタンド

が設置しており、セルフサービスで購入でき、家庭でも温泉が楽しめる。また、埼玉県内有数

の生産量を誇る「ときがわ建具」は、ときがわ町にある慈光寺番匠の技術を伝承した職人が丹

精を込めて作り上げた美しい意匠で好評がある。襖や扉などの家具や工芸品もある。 

 ときがわ町にある白石峠（標高約 1600m）を目指してサイクリストが集まるようになった。

道路が整備されているが車の通る台数が少なく、自然豊かな景色を楽しめることから人気が高

まっている。そうしたことを受け、駐輪ラックを設置してサイクリストへ積極的に休憩所とし

て利用するよう呼びかけている飲食店が増えつつある。 

  

３ ときがわ町が抱える課題 

 地域福祉の問題として次世代を担う若者が少ない上に、一人暮らしのお年寄りが隣近所との

交流がないことが挙げられる。日本創成会議・人口減少問題検討分科会の推計による「消滅可

能性」ではときがわ町が埼玉県の中で 3 番目に高いと示されている。4また、国勢調査によると

総人口は平成７年をピークに減少傾向が続いているが、老年人口（65 歳以上)については増加

傾向にある。世帯数は増加傾向が続いている。若者が町から離れてく理由として、交通の便の

悪さが挙げられる。駅は八高線明覚駅の１つしか無く、バス運行の本数も少ない。 

 町の住民はときがわ町を観光地として考えている人は少なく、町全体の観光地として活性さ

せようという意識は低い。また、大人数の観光客を受け入れられるほどの規模を有する駐車場

や温泉施設が無い。 

（埼玉県 ときがわ町 HP 参照：http://www.town.tokigawa.lg.jp/forms/top/top.aspx） 

 

４ 宿泊先について 

 インターンシップ期間中に宿泊した旅館は、築 200 年

以上の「町田屋旅館」である。かつて薬を扱う仕事をす

る商人たちの宿として栄え、部屋と部屋は襖で仕切られ

ていて、部屋に鍵はかけられない。内装は囲炉裏や縁側

があり、釘を使わない組み込み式の建物は昔ながらの趣

を感じる。お風呂や洗面所は全室共同である。ひなまつ

りのシーズンは何段にも連なったお雛様が飾られていた。

2 代目の女将さんがお世話をしてくれた。 

                                                           
4 2010 年から 30 年間での 20〜39 歳の女性人口の予想減少率 

写真 2 町田屋旅館の外観 
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IV インターンシップの実施内容 

 渡邉社長からインターンシップ期間中、以下 3 つの課題が与えられた。 

 1 軽トラ市をとうふやマルシェに進化させ、集客数を 1.5 倍にすること。 

 2 お店の商品を使って新商品を開発すること。 

 3 ときがわ町の民間ランチマップを作成すること。 

 

１ 軽トラ市をとうふやマルシェに進化させ、集客数を 1.5 倍にすること 

①  軽トラ市をとうふやマルシェに進化とは 

 とうふ工房わたなべ駐車場にて月に一度日曜日に開催されるフードマーケットである「軽ト

ラ市」がある。地元の農家の方が野菜を売りに集まり、地元自慢の料理が出される。集客数は

1000 人から 2000 人で、遠方からもお客さんが来る。1 年前から始めたこのマーケットを新た

にキャッチーな名称として「とうふやマルシェ」へと変えて新しい風を吹かせたいということ

で、3 月 15 日（日）のマルシェでその足がかりになるよう企画をして欲しいという課題を与え

られた。 

 

② お客様アンケートで情報収集をする 

 より多くの方にマルシェへ来てもらうため、タ

ーゲットになる年齢層や性別を絞ることにした。

そこで現状の客層を把握するために、私はお店を

利用しているお客さん 100人にアンケート調査を

実施した。調査項目は、男女比、年齢、一緒に来

た人、お店をどこで知ったか、住んでいる地域、

来店回数、好きなお店の商品とした。3 日間のア

ンケート集計結果、客層は 50～60 代が全体の

60％を占めており、男女比が 1：2 であると分か

った。よって、マルシェのターゲットを「50 代から 60 代女性」と定めることができた。さら

に高齢者の女性は健康志向が高いと考え、3 月のマルシェのテーマを「健康」、タイトルを「軽

トラ市からついにマルシェへ！！」、キャッチコピーを「地元のもので心も体も元気に！！」へ

と決定した。 

 

③  2 月の軽トラ市を体験する 

 私のインターンシップ期間中に全部で 2 回軽トラ市（マルシェ）が開催された。1 回目とな
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る 2 月の軽トラ市では、3 月にむけて

マルシェのイメージをふくらますこと

の他に、軽トラ市に出店者達にヒアリ

ング調査をして、マルシェに何を求め

ているのか、今後の課題は何が挙げら

れるかを質問した。その回答として、

「このマーケットはお金儲けのためと

いうわけではなく地域が元気になるよ

うにという社長の思いで開催している

ので、出店料が 1000 円と非常に安く

て嬉しい」とお芋屋さんが話してくれ

た。他には、「もっと宣伝を工夫してほ

しい、他の町とイベント日が被っていても互いに協力して地域を盛り上げてほしい」とイノシ

シ鍋のお店の方が話してくれた。私はこの話を聞いて、インターネットを用いてよりマルシェ

の事前情宣を強化させたいと思った。それ以前のインターネット上の宣伝方法では、会社外部

の HP を運営する方に任せていて、マルシェの情報を見るには HP のトップページに小さく載

っているのは探さないと見つからないようなものだった。 

 2 月の軽トラ市の様子として、客数はとうふ工房内レジ通過約 700 人であった。「昨年と同様

に 2 月はまだ気温が低いため、客数が 1 年通して少ない」と渡邉社長から聞いてはいたが、そ

れでも私はとても寒いのに多くのお客さんが集まり賑わっているイベントだと感じた。 

      

④ 3 月のマルシェの事前情宣を強化する 

 マルシェの客数を増加させるために

は単純に広告チラシの枚数を増やし、

広範囲に配ることが一般的に効果的と

考えられるが、コーディネーターの方

に「お金をかけない、自分の力ででき

る範囲でやるべき」と助言を受け、私

はお金をかけない宣伝方法を考えた。 

 まずは、普段とうふ工房わたなべで

チラシや商品 POP の制作を担当され

ている佐藤めぐみさんとチラシの掲載

内容を打ち合わせした後、私が考えた

写真 3 

写真 4 
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レイアウトを佐藤さんに提案して、3 月のマルシェのチラシを制作してもらった。チラシ枚数

は今までと変わらず、4000 枚で配布した。 

 次に、マルシェ専門の Facebook を起ち上げて、地域の情報を盛り込んでマルシェの情報を

発信した。佐藤さんと一緒に作ったインパクトのあるチラシの画像も載せることで人の目に留

まるように心掛けた。結果的に 1000 人の方に読んでもらえた。 

 さらに私は、3 月 8 日にさいたまスーパーアリーナにて開催された「埼玉サイクルエキスポ」

にてときがわ町のＰＲを手伝いながら、来場者に 2 月のマルシェのチラシに 3 月のマルシェ用

に書き足したものを 100 枚配り、口頭でマルシェの告知もした。ときがわ町から離れた場所に

も関わらず、「お店に行ったことがある」、「 近お店に行かないから久しぶりに行きたい」と言

ってくれた方が何人もいた。 

 

⑤「みんなでラジオ体操」を企画 

 「とうふやマルシェ」で何か他のマルシェにはないものを企画したいと考え、駐車場の空い

ているスペースを借りてラジオ体操を決行することに決めた。その考えに至ったのは、とうふ

工房わたなべではラジオ体操を推奨していて、たまに地域の人を集めてラジオ体操に取り組ん

でいるからだ。また、もう一人インターンシップに参加していた学生がジムのインストラクタ

ーをしていることもあり、その方が前に立って体操することでお客さんにより楽しんでもらえ

ると考えた。当日は午前と午後 2 部行ってそれぞれ約 20 人の人が参加してくれた。 

 

２ お店の商品を使って新商品を開発する 

 渡邉社長にとうふ工房わたなべにおいてある商品とマルシェに出店する他店舗の商品とのコ

ラボ商品、学生ならではの発想の新商品を開発してほしいという課題も与えられた。 

 

① お店の商品を知る 

 とうふ工房わたなべで販売員としてお店に立ち、試食も自分で調理し、店頭に出してどんな

商品が人気なのか、買い物をしているお客さんの様子はどうかを観察した。同じ要領で川越丸

広の出張販売も手伝った。2 月の寒い時期なので、湯豆腐用の豆腐がよく売れ、生揚げを好ん

で買う方が多かった。多くのお客さんが試食して「おいしい」と言って商品を買ってくれた。

お店の豆腐を自分でも試食し、どんな味か、食感なのか、どんな商品が売られているか確かめ

ることができた。普段自分が食べているスーパーで買っているとうふとは違い濃厚で甘みがあ

るように感じた。 

 また、店頭で水を汲んでいる方や、おからをもらっている方にヒアリング調査をして、簡単

にどこから来たのか誰のためにどんな商品を買っていくのかを聞いた。埼玉県内でも遠くから
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来ている方も多く、孫のために買っていく高齢者の話を多く聞けた。 

 

② お客さんのターゲットとアンケート結果を分析 

 マルシェのターゲットを健康志向が高い 50～60 代女性とした上で、とうふ工房わたなべの

商品である油揚げと軽トラ市の常連で出店しているそば打ち職人の方のそばを組み合わせてそ

ば稲荷を商品化することに決めた。 

 また、客層を知るためのアンケートで好きな商品を質問したところ 1 位がおからドーナッツ、

次いであげ棒（棒状の油揚げ）その次にもめん豆腐となった。その結果からおからドーナッツ

を使った新商品を考えることにした。そして、他の商品である豆乳ソフトと組み合わせていく

方向で進めた。そば稲荷、おからドーナツのスイーツという 2 種類の新商品開発をすることに

決めた。 

 

③ 試作品づくり 

A-1  そば稲荷の試作の苦悩 

 そば稲荷は、まず宿泊先の町田屋旅館の女将さん

に頼み、旅館の調理場で女将さんと一緒に試作した。

ときがわ町の特産品「のらぼう菜（小松菜に形と味

が似ている野菜）」と人参のかき揚げを添えたものに

した。できたものはさっぱりしていて、のらぼう菜

の天ぷらが良いアクセントになり噛み応えのあるも

のとなったが、渡邉社長に味は好評価をもらえたが、

油揚げの幅が広すぎて、稲荷自体が大きくなってし

まい女性や子どもが食べづらいことや、女子大生が

考えるならもっと見た目を可愛いらしくしてほしい

と指摘を受けた。 

 その後 3 日間はとうふ工房の調理室にこもり、イ

ンターネットを参考にしてハムやチーズを花の形に

型抜いたものや、錦糸卵をのせて彩りをよくしたが、

そば稲荷自体の味と合わず、見た目も人目を惹くようなものにはならなかった。「稲荷の端と端

をかんぴょうで巻いて半分に切ってみたらどうか」という渡邉社長の意見を参考にして、実践

したが自分の技術不足もあり不格好なものになった。 

 

A-2 そば稲荷試作の完成 
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 マルシェ 2 日前になってもそば稲荷が納得のいくよ

うにできず、なかなか上手くいかないため自分の気持

ちも下降気味になり、マルシェに間に合いそうにない

から商品化を諦め始めたところ、袴田さんに「 初の

試作品は本当においしくて良かったよ。おいしくない

と思ったら食べ残す渡邉社長が完食するくらいおいし

かった。原点に返って 初のやり方でやってみたら？」

という助言をもらった。 

 そこからもう一度、試作品づくりにチャレンジした。のらぼう菜のかき揚げに人参をやめて

桜えびを付け足したくらいであまり材料は一番はじめと変えず、油揚げの包み方を工夫するこ

とにした。何個も作り試した中で、ふとした時に斜めに油揚げを折り込んで包んでみたら四角

く、小さくコンパクトにそば稲荷を形作ることができた。この包み方なら食べやすく大丈夫だ

ろうと、渡邉社長にこのそば稲荷を商品化してマルシェで売り出すことを許可してもらえた。 

 

B おからドーナッツのスイーツの試作 

 おからドーナッツと豆乳ソフトを組み合わせたもの

は、はじめカップにドーナツをしいてその上に豆乳ソ

フトをのせ、イチゴジャムをかけたものを試作したが、

これも女子大生らしく可愛らしくしてほしいと頼まれ、

マショマロやクッキーに絵や文字をチョコペンでかい

たりしたが、うまくいかなかった。 

 そこで、モチーフを改めて考え直し、ときがわ町の

高台にある「堂平展望台」にして星空をイメージした

ものにしようと考えた。 終的には奇をてらうことは

叶わなかったが豆乳ソフトを丸くしてチョコソースや

ナッツ、シナモンをかけたものを売り出すことにした。 

 

C 価格・商品名を決定する 

 商品名をそば稲荷はときがわ町で作られた特産が入

っていることから「ときがわそば稲荷」、おからドーナ

ッツのスイーツは巷で CD シングル名や小説のタイト

ル名が長いものが流行していることから「みんなの大

好きを合わせてみたらありそうでなかったスイーツが
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できました。」ともう一人のインターン学生と話し合って決めた。 

 渡邉社長と相談してそば稲荷は 100 円、おからドーナッツのスイーツは 200 円とした。当日

マルシェで使用する商品 POP は担当している佐藤さんには依頼せず、私が写真を加工し、レ

イアウトを考えて作成した。 

 

３ ときがわ町の民間ランチマップを作成する 

 自治体で「うまいものマップ」のような町内の飲食

店を紹介しているマップはときがわ町でもたくさん種

類があるが、民間で作っているマップは現状１つしか

ない。「民間で作った外部の人の意見が入った信用でき

るようなマップがもっとあってもいいのでは？」とい

う渡邉社長の意見からときがわ町のランチマップを作

ることになった。 

 袴田さんに、自分の出勤日はほぼ毎日飲食店に連れて行ってもらい、後半は自分で店を決め

てお店に出向き、実際に飲食店で料理を食べに行った。味をメモしたり、お店の人とお話をし

てお店の料理へのこだわりを聞いたり、お店の内装や外装、料理の写真を撮影した。ときがわ

町ではうどんやそばのお店が多く、味違いやそれぞれのお店独特の良さを書き留めるのは難し

かった。味の表現も「おいしい」以外の言葉を引き出すのも自分の語彙力を試されているよう

で大変だった。 

 1 日 2 軒周ったこともあり、全 18 軒の飲食店を周ることができたが、インターンシップ期間

中は商品の試作品づくりに時間をかけ過ぎて、ランチマップ完成が間に合わなかったため、イ

ンターンシップ期間が終了した今でも時間をかけて制作している 中である。現段階では一枚

の A4 の紙に、表面は地図を裏面は各お店の紹介をした簡易的なマップの完成をまずは目指し

ている。 

V インターンシップを終えて 

１ 3 月のマルシェの結果 

 3 月のマルシェは天候にも恵まれ、集客数は店舗のレジ通過とソフト工房を合わせて 1000

人を超えた。これは 2 月の軽トラ市では約 700 人だったので集客数 1.5 倍という目標は達成で

きた。しかし、チラシや Facebook での自分で行った宣伝の効果があったのか、私は確認でき

なかったため実際に集客数増加に繋ぐことができたのか分からない。また、袴田さんの話によ

ると「昨年も 2 月から 3 月は気候が温かくなるため客数は伸びていた。」ということなので、
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はっきりと成功したとは言い難い結果となった。 

 そば稲荷は 51 個完売することができた。おからドーナッツのスイーツは 21 個売れた。とき

がわ稲荷は私の作った商品 POP に目を留め、準備段階から「まだ売ってないの？」と興味を

もってくれてくれた方や、一度買って「おいしかったから、もっと持って帰りたい」と言って

買ってくれた方もいて、商品開発は失敗を繰り返して辛かったけれど、お客さんに喜んでもら

図 1 読売新聞に載った記事 
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えるものができて良かったと感じた。おからドーナッツのスイーツの方は、とうふ工房で販売

しているおからドーナッツ一個 80 円と豆乳ミニソフト一個 200 円を足しても、200 円と価格

を安く設定したものの、売れ行きは伸びなかった。そば稲荷はお客さんに見えるように店頭で

並べることができたが、おからドーナッツのスイーツは長時間置いておくと溶けてしまうため、

お客さんは実物を見ることができなかった上に、商品名も長く商品 POP の写真を見ないとど

んな商品なのか分かりづらかった。以上の理由から、私はおからドーナッツのスイーツの売り

上げが思うように伸びなかったのだと思う。商品を買ってもらうようにどうするべきか考えが

及んでいなかった。 

 しかし、事前に「3 月のマルシェ」についてのプレスリリースを私が書いて、コーディネー

ターの方を介して新聞社の方に送り、3 月のマルシェ当日に取材を受けることができた。記者

の方に自分が商品化したものを試食してもらいながら私自身のインターンシップ期間の体験談

を伝えた。そのおかげで、翌朝の『埼玉版読売新聞』にその記事が載り、次回のマルシェの宣

伝ができたため、4 月のマルシェの集客につなげられた。また、ときがわ町の地域新聞にも同

様に取材を受け、『広報 ときがわ』の 4 月号に今回のインターンシップの記事を載せてもら

えた。いずれも「新聞の記事を見た。」と言ってお店に来てくれたお客さんが何人もいたと渡邉

社長から聞いた。        

                           

２ インターンシップを通して学んだこと 

 インターンシップに参加する前の私は、自分ひとりで意思決定をすることがとても苦手で、

自分の意見に自信がないため誰かの意見に同意してうなずくばかりだった。誰かの指示が無い

と不安で自ら行動を起こすことが滅多に無かった。しかし、インターンシップ期間中は自宅か

ら離れ、家族や友人に頼れないような知らない土地に身を置いたことで、インターンシップ期

間が半分しか残っていない時に、自分から行動を起こさないことには何も企画も作業も進まな

いと、自分がただ周りに流されている現状であると身に染みて分かった。このままぼんやりし

ていてはインターンシップ期間中に目標を達成するどころが、中途半端な形で終わってしまい

かねないということに気づかされた。それから私は、思いついたことはすぐにメモを取るよう

にして、とにかく自分のアイディアを書き留めた。誰かの意見を聞く前に、誰かの指示を求め

る前にまずは自分ひとりで考えて意見をまとめて、その上で、渡邉社長や袴田さんに意見を出

して、分からないことは質問するようにした。また、ひとりだけで考えて企画を進めるよりも、

周りの人を頼った方が、企画がスムーズに進むこともあると気づかされた。町田屋旅館の女将

さんに試作品づくりを一緒に手伝ってくれるようお願いしたら、快く引き受けてくれて、次の

試作品づくりはどうすればもっと良いものができるかの基準を見つけることができた。女将さ

んが栄養管理の学校に通っていたと渡邉社長に教えてもらえたから、女将さんに頼もうという
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ことに至った。周りの人の良さを知って、それを活用することで作業や企画が上手く進むこと

ができると感じた。そして、人から指示される側から進んで現状の作業過程を確認するように

し、自分から人へ頼んでいく立場になっていった。 

 また、新商品の試作づくりはそば稲荷もおからドーナッツのスイーツも商品化できる形に

中々自分自身が納得いくようにできず、私の思い通りにいかないことに苛立って、その場から

逃げ出したい気持ちになった。渡邉社長に自分が「これなら商品化できる」と思ったものでも

「これでは売ることはできない。試作が足りていない。」とダメだしされてしまい、自分の想像

とは違った返答をもらい辛くてたまらなくなった。渡邉社長が求めているものに自分は応える

ことができず、何をどうしたら良いかも分からなくなり先が見えなくなってしまった。しかし

そんな時に、袴田さんに「もう一度やってみよう」と応援され、「原点に返って 初のやり方で

やってみたら？」と原点に立ち戻ることで方向性を見失っていた私を励ましてくれてとても元

気をもらえた。それから「ここまで辛い思いをしたのに商品化ができなかったら絶対に嫌だ。

試作づくりを諦めたくない。」と強い意志を持つようになった。そして試作品づくりを 後まで

続けることができた。当たり前のことだけれど、企画や商品開発は自分ひとりの力でやり遂げ

ることは不可能で、他の人に協力して、応援してもらうからこそできることだと改めて自分の

身を以て知ることができた。 

 今回のインターンシップでの経験は大学内にいてはできないような、誰かの経験した話を聞

いただけで終わるのではなく、自分自身が大学の外に出て体験するからこそ、今までの自分の

行動を見直して、自分で考えて行動するよう意識するようになり、普段関わることのないよう

な人たちとたくさん接することで他人が持っている自分にはない魅力の素晴らしさ、自分に手

を差し伸べてくれる有難さに気づくことができた。人と関わりを持つことの大切さを学んだ。

今回のインターンシップが私にとってはかけがえのない時間になり、心情の移り変わり、たく

さんの学びになり、参加を決めて不安でいっぱいだったはずなのに、本当にインターンシップ

に参加して良かったと誰にでも胸を張って言える。 

VI インターンシップ後のつながり 

１ Artokigawa 展の参加 

 私はインターンシップが終了した今でもときがわ町に通っている。4 月のマルシェは特別で、

廃校となった小学校で開催される美術展と併設して、小学校の校庭にマルシェごと移すという

ことで、渡邉社長に誘われて私はその手伝いをするために再びきがわ町を訪れた。 

 その美術展は「Artokigawa 展」と名を打って学生ボランティアが中心となり廃校を掃除し

て美術作品を展示し、楽器の演奏もしていた。その時はボランティアの方たちとはその時は挨
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拶だけをして、私はマルシェの商品販売の手伝いをした。開催場所が山奥だったにも関わらず

新聞の折り込みチラシの宣伝効果もあり、2 日間で 5000 人のお客さんが来てくれた大イベン

トとなった。マルシェも、どの店舗でも普段ではあまり見ないような商品の売り切れが続出す

るほどだった。 

 

２ ときがわ町 番匠まつり 

 「Artokigawa 展」の打ち上げでもう一度ときがわ町に訪れたとき、ボランティアの学生や

ときがわ町の方と話して 7 月 18 日・19 日にときがわ町番匠にて地域の祭りがあるので、祭り

を盛り上げるために協力してみないかとボランティに参加していた学生に誘われた。渡邉社長

も番匠の区長としてお祭りの実行委員も担っていることもあり、私は 4 そこで知り合った学生

たちと一緒に、私はそのお祭りで若者や子ども達のおみこしの担ぎ手を集める活動をしていっ

た。何度か実行委員の方と、学生と、打ち合わせをして、現状の祭りのポスターが若い人が興

味を持つようなものでは無かったので若者向けのポス

ター制作と、おみこし前日の模擬店で、綿菓子を子ど

もたちに渡しながらチラシも一緒に渡しておみこしに

参加するように呼びかけた。当日を終えて渡邉社長に

「みなさんのやったことが影響して例年よりたくさん

の人がおみこし担ぎに参加してくれた。来年も協力し

てほしい。」と感謝の言葉をもらえた。 

 インターンシップ期間のたった 5 週間ときがわ町に

滞在したぐらいではときがわ町を「第 2 の故郷」とは

呼ぶに値しないかもしれないが、これからも通ってい

けば私も自信を持ってそう呼べるようになると思う。

ときがわ町にいればいるほど、町の自然も住んでいる

人達も好きになっていく素敵な町と思うので、そのこ

とを色んな人に広めていきたいと思う。 
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あめあがりの会に参加して 
 

松 本 和 夏 子 

社会文化システム学科 2 年 

I はじめに 

１ インターンシップ概要 

受け入れ先：①ＮＰＯ法人「非行克服支援センター」 

②「『非行』と向き合う親たちの会」（通称 「あめあがりの会」） 

期間  ：2015 年 5 月第 2 日曜日 ～ 

内容  ：①毎月第 2 日曜日に行われる例会・学習会に参加 

       ②2015 年 8 月 17 日～19 日までの 3 日間「教師・教育関係者向け連続講座」    

        の運営の手伝い 

       ③2015 年 12 月 3 日 劇「夜空の虹」出演 

       ④2016 年 3 月 19 日、20 日に開催予定の「第 16 回『非行』を考える全国交流

集会」実行委員会（事務局）に加入（打ち合わせ） 

  場所  ：エデュカス東京（千代田区二番町１２－１） 

 

２ インターンシップ参加の経緯 

 公民の授業で法律、犯罪に興味を持ちそれらに関連する書籍を読み、とりわけ一般的に云わ

れる「重大事件」に興味を持った。特に、「光市母子殺人事件」についての犯人の生い立ちに触

れている育成環境中でも「家庭」について言及している書籍を読み、そこから「家庭（定位家

族5）」がとりわけ犯罪の主要な要因となるのではないかと考えた。同時に育成環境、社会の情

勢等が複雑に絡み合って生じる「非行」に強く惹かれた。 

昨今、少年犯罪・非行は家庭に問題がある（家族原因論）が定説になっており、望月の指摘

するように、犯罪者の家族は犯罪者と同じように社会から非難されている（望月 1989：59、

60）。その反面、彼らを更正、保護する役割を社会から求められており、矛盾した役割を期待

されている。そのことについて藤田は、「原因としての家族」、「隠れた被害者としての家族」6、

                                                           
5 宿命的・運命的に生みこまれた家族をさす（望月 1989：58）。 
6 犯罪者・非行少年を生み出した家族は、あたかも犯罪者自身であるかのように、加害者側の

水準で社会的に扱う（藤田 1992：28）。 
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「社会復帰のための家族」7と分類している（藤田 1992：28）。 

 「家庭（定位家族）」が「非行」「犯罪」の主要な要因になっているのか、また、これまで考

えてこなかった「非行少年の親」から見た「非行」「犯罪」について知りたくなり、このインタ

ーンシップに参加した。 

II インターンシップ先の団体について 

１ 非行克服支援センターの紹介 

 NPO 法人「非行克服支援センター」は、2003 年 1 月 6 日、法人登録された。この NPO で

は、子どもの「非行」に悩む親たちへの支援を中心に、子どもの健全育成にかかわるさまざま

な人々への、学習、交流、相談等の支援事業を行ない、「非行」からの立ち直りをめざす子ども

たちに対する相談・支援活動も行なっている。また、同法人は「あめあがりの会」などの例会

をはじめとする会計、広報、企画といった運営を担当している。 

 

２ 「『非行』に向き合う親たちの会」概要 

 以下の図は、1996 年に発足した会の来歴をまとめたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 犯罪者・非行少年が更生するにあたって家族の役割を中核となし、身元引受人として再犯防

止機能を果たそうとする家族の存在意義の解明を強調する視点をさす（藤田 1992：28）。 

1997 年 4 月 

名称を「『非行』に悩む親たちの会」から   

    「『非行』に向き合う親たちの会」に変更 

 通称を「あめあがりの会」と改める 

東京総合教育センターの活動の      

一環として位置付けられ 6 人で発足 

1996 年 11 月 

非行の子どもを持つ一人の親により        

「非行」と向き合う親たちの会の原型が生まれる 
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図 2 「非行」に向き合う親たちの会の設立の概要 

能重（2004:10‐47）より筆者作成 

 

III インターンシップの実施内容 

私は、今回のインターンシップで大きく 4 つの取り組みに携わった。 

1 つ目として、毎月第 2 日曜日に行われる「あめあがりの会」の例会及び学習会に参加した。

2 つ目として、8 月 17 日～19 日までの 3 日間、「非行克服支援センター」主催の「教師・教育

関係者向け連続講座」の運営に携わった。3 つ目として、12 月 3 日に行われた「あめあがりの

会」の劇「夜空の虹」に出演した。 後に、2016 年 3 月 19 日、20 日予定の「第 16 回『非行』

を考える全国交流集会」実行委員会（事務局）に加入し、打ち合わせに参加した。 

2003 年度社会福祉・医療事業団の助成を受け、「非行」相談センターを開設 

2001 年 3 月 31 日～4 月 1 日 

「第 1 回『非行』を考える全国交流集会」が千葉県柏市で開催される 

1997 年 9 月 

例会を要望により隔月から月例会に 

千葉、三多摩、埼玉例会が開かれる

2002 年 

不定期だが、父親例会が開かれる 

1998 年末 

会員数が 108 人になり、地方の会員が 1 割を占める 

各地に『親たちの会』の設立が進められる 

財団法人倶進会による助成で 2004 年 1 月末には 20 の会が発足足 

2000 年～ 

夏休みの「非行」電話相談の活動
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１ 月例会 

 私は、2015 年 5 月第 2 日曜日（5 月 10 日）から毎月 1 回の月例会に参加している。月例会

の参加回数は、のべ 8 回（5 月 10 日、6 月 14 日、7 月 12 日、8 月 9 日、9 月 13 日、10 月 11

日、11 月 8 日、12 月 13 日）となっている。 

この月例会のプログラムは、13時 30分から 16時 30分ないし 17時00分までの構成である。

会のメンバーは各回で男女比などは異なるが、参加者はほぼ固定されている。会のメンバーは、

非行の子どもを持つ母親、父親（少数だが）、元当事者、支援者（会を設立した 1 人：家庭裁

判所調査官、地方の会の設立者、埼玉県ケースリーダー協会代表）、研究者、学生である。3 時

間ないし 3 時間半、参加者（母親、父親）は子どもの非行に走った背景、現状、今抱いている

（た）感情等を時には泣きながら、時には明るく語っていた。元当事者は、自身の経験（非行

に走った要因、罪種、審判後の処遇、更正にいたった背景、両親（特に母親に関して）を語る。

その他の参加者は、前者の話の脈絡から話題を決めて昨今起こったこと、思ったこと（自他問

わず）をたいてい話している。会のメンバーは皆、非行少年に対して支援していきたいと考え

ており、会で話された「語り」を踏まえ、各々の活動等に照らし合わせて再構築していく。 

 

２ 学習会 

 月例会では「語る」こと以外に、学習会（講演会）が約 4 か月に 1 回のペースで行われてい

る。7 月は「ドラッグ」についてであり、精神科医の方、ダルク（ドラッグから回復するため

のプログラムを持つ民間の薬物依存症リハビリ施設）に所属している方による親を対象とした

2 部構成の講演会であった。 

講演会の第 1 部は「依存症と回復～新たな生き方への道のり～」というタイトルで精神科医 

師による講演であった。ドラッグに関係のある子どもを持つ親を対象とした講演会であったた

め、ドラッグを服用した場合の症状、親としてどう子どもと接していくべきなのか、ダルクの

紹介が主な内容であった。印象的であったのは、当事者からすれば家族は加害者、もしくは被

害者の立場にあたるため、加害者と被害者の立場で一緒に生活していくことは自己評価を下げ

てしまうことになる。そのため、ダルクでは親と子を 初に引き離すという説明である。そこ

には「家族原因説」が背景にあり、きっかけを作ったのは家族であると明示していた。対象が

親ということもあり、私（学生）には講演内容がしっくりと受け入れる事が困難であった。 

講演会の第 2 部はダルク所属者である当事者（リハビリ中）による「語り」である。「語り」 

の内容は、ドラッグを服用した背景、服用中の社会生活等を語り、ダルクとの出会い、関わり、

親に対する意識が変わった事、親を悲しませたくない、親に申し訳ない、恨みがとれて感謝し

ているなど親に対する思いを語っていた。ダルクでは、親に要因を求める傾向があるように考

えられ、会との趣旨の食い違いがあったようにみられる。 
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 12 月の学習会では、「少年法引き下げ」について（70 分前後）の講演があった。講演者は、

元家庭裁判所調査官で現、全司法労働組合：少年法対策委員会の伊藤由紀夫さんである。講演

会の趣旨は以下の通りである。 

 

① 戦後の少年非行概観…凶悪な少年非行は確実に減少している。 

② 日本国憲法、教育基本法（旧）、少年法の意味…問題を「社会の制度やシステムの責任」

ととらえるか、「個人の責任」ととらえるか。 

③ 長年にわたる法務省・政府による「少年法」改悪の狙い…検察官及び警察権限を拡大し

ても「子どもたちは健全に育つ」とはいえない。 

 

 以上の講演内容から今回の学習会は、「親」に重きを置いておらず、少年法改正の動向を見守

る一市民を対象にしていた。また、改正を阻止するという立場、支援者であるという前提での

講演であったため趣旨が明確で理解しやすい内容であった。特に、3 番目の内容は印象的であ

り、為政者からの少年法（改正）についての視点を垣間見ることができた。また、「全件送致」

などの裁判用語の中身を初めて知ったことなど勉強不足さを痛感した。 

 

３ 連続講座 

8 月は非行克服支援センター主催の「教師、教育関係者向け連続講座～子どもの心の SOS に

どう向き合うか～」というタイトルで連続講座が開かれた。私は、この講座を受講するととも

にスタッフとして運営に携わった。所載は以下の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 教師・教育関係者向け連続講座とは   

 「教師・教育関係者向け連続講座」とは、子ども（生徒）を取り巻く学校内外の現状を知る

方々を招き、子ども（生徒）の現状を知り、捉え方、実践のあり方を学ぶ講座である。対象は、

写真 1 会場内の様子 

会場 新宿 NPO 協働推進センター501 会議室 

日時 8 月 17 日 13：00～19：00 

     18 日 9：30～16：30 

    19 日 13：00～17：00（東京鑑別所見学）
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講座の名称からわかるように、教育関係従事者である。 

 

② 参加経緯 

私は 7 月の例会で、会の運営に関わっているお母さん（以下、世話人と記入）に連続講座を

手伝いたいと申し出たところ、連続講座の主催者に紹介をしていただき、当日会場の設置等を

手伝うことが決まった。  

 

③ 事前準備 

7 月 27 日に連続講座の打ち合わせがあったが、テストと重なったため参加を見送った。また 

8 月 7 日の 終打ち合わせ（事前準備： 終確認）には参加した。活動場所は、新大久保 OJ 

D サポートセンター（同法人、事務所）であり、当日の 終確認、書籍準備を行った。この講

座は、教員関係の職についていた人、保険医、院生、世話人によって運営されていた。私たち

は、タイムテーブル、会場、役割分担の確認を行い、懇親会の会場、会費の相場、懇親会の呼

び込みのタイミングを話し合った。受け付けではスムーズに処理を行うために名簿を 1 日のみ

の参加、両日の参加と 2 つに分けることにした。また配布物（レジュメ、チラシ、あめあがり

通信）を両日共に配布するか話し合い、両日参加者は、1 日目にファイル入れを配布し、2 日

目は講義の直前でレジュメを配布することにした。 

今回の講座では 2 階分のフロアを借りる事になっており、3 部屋使用することができた。 

私以外のメンバーはすでに会場の下見を済ませてあり、会場の要領はわかっている状態であっ

た。私たちは、各部屋の使い方についての確認をすると共に書籍販売の場所を話し合った。話

し合いの結果、全体講義を行う部屋では書籍販売は狭いのではないかとのことで、異なる部屋

にすることにした。主催者の方から、意見を求められることもあったが、私は現場の状態が分

からず的確な発言をすることはできなかった。 

 話し合い終了後、私たちは備品準備に取り掛かった。筆記用具、名札、書籍販売等に使用す

る事務用品の準備、書籍の箱詰めを行った。事務用品、書籍はリスト化されているものを集め、

個数を確認しダンボールに詰めていく作業を 1 時間

ほどかけて行った。作業は 18：00 に終了し、私た

ちは懇親会の会場を決めるために事務所を後にした。 

 

④ 当日（8 月 17 日、18 日） 

私たちは 10：00 に新宿 NPO 協働推進センターに

集合し、箱詰めした事務用品、書籍を出すなどの準

備にとりかかった。会場が想定よりも狭かったため 写真 2 書籍販売の様子 
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書籍販売の場所をどこに設置するか再度話し合い、机を動かすなど工夫することでスペースを

作った。また机も小さかったため、私たちは書籍の配列、平積みを試行作誤して並べていった。

その他、講師の方のお弁当を購入しに行った。 

両日とも 2 人の世話人の方と共に書籍販売を行った。私と世話人の方 3 人で休憩時間（移動

時間も含む）に書籍販売を実施し、多くの方々が購入してくださった。講演者の著作物は即完

売になるほど好評であった。前日の箱詰め作業の際、リストに書かれている冊数が入ってなか

ったりするなど小さなハプニングはあったものの、大きな失敗等はなかった。書籍の種類が 20

種類近くあり、また巻号の異なる冊子も販売し、多数の書籍を取り扱った。会計時には、書籍

の値段を確認することに手間取り、お客さんを待たせることが多々あった。また、複数人で狭

いところで会計もおこなっていたため、さらに効率が悪くなったのではないかと思う。 

 一方で、普段の例会ではあまり個人的に話す機会がなかった方々とも今回の活動を通して交

流することができた。また、お手伝いに参加する前は、あめあがりの会の方々と距離を感じて

いたが、今回の機会を得て、講演会の手伝いをすることで、あめあがりの会に貢献ができてい

ると感じられた。 

 

４「あめあがり劇団」 

12 月 3 日に浄土宗の僧侶であり保護司を対象とした研修会が、東京都港区にある増上寺で 

行われた。研修会の内容の１つとして「あめあがり劇団」が公演することになった。 

 

① 参加経緯 

 参加の経緯は、教師、教育関係者向け連続講座の懇親会の際に、講座の責任者の方から、あ

めあがりの会で劇をやっているというお話を伺い、私から参加したいと申し出たというもので

ある。 

 9 月の例会の後に、講座の責任者の方から前回出演していた大学院生の方が今回の公演は出

られないかもしれないということで「エリ」役、もしくは「不良少女」役の打診があり、劇の

参加は決まった。後日、前回の劇の DVD 送っていただき、それを視聴したうえで「エリ」役

を引き受けることになった。 

 

② 劇の内容 

劇のあらすじは、4 人家族で長男の非行から家族が崩壊しかけ、あめあがりの会に参加する

ことで、精神的ゆとりが生じて家族がまとまっていく過程を描いた劇である。この劇は、初め

て参加した親（非会員）を対象にした劇である。そのためか、物語は母親を中心に展開してい

く。また、父親は当初、育児を母親に全て任せて問題が生じると母親の責任として処理しよう
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とする。しかし、彼らが例会に参加することで、父親も母親と共に非行と向き合う形となり非

行を肯定的に受けとめるようになるというストーリーである。ただし、実際の例会では、父親

は子どもの非行に向き合ってはくれない、一方的に責められる等の語りもあり、別居したとい

う事案があることも事実である。 
 

③ 参加メンバー 

「あめあがり劇団」は、芸術関係、あめあがりの会の親たち、保護司、会の支援者（元教職）、

カウンセラー、学生で構成されている。今回、初めての参加は私を含め 2 人（カウンセラー、

学生）であった。他の出演者は劇の発足時からの参加である。 

 

④ 練習 

 第 1 回目の全体練習は、10 月 5 日（月）18：00～20：00 に大久保地域センターにて行われ

た。今回の練習では、公演についての大まかな趣旨説明、顔合わせ、台本の読み合わせを行っ

た。何人かは用事のために不在であったが、これまでの活動でお会いしたことがある方々が大

半であった。また、台本をはじめて読む前から「エリ」役（主人公の妹で不登校児）は 後の

場面でのセリフが長いと聞き、前回の劇のビデオを見させていただいていた。実際に文字とし

て改めて見てみると想像以上に長く（2 ページにまたがっていた）、覚えられるかとても不安だ

った。 

読み合わせの際、劇の指導をしてくださる方（偏陸さん）に「滑舌よく、大きな声」で発話

するように求められた。また、今回の「エリ」はおっとりしており、幼いが、芯が強い性格だ

とも指導を受けた。ビデオで見た前回の「エリ」は元気の良い性格として表現されていた。し

かし、私には演じる役割が変更されたことに戸惑いがあった。前回の「エリ」と今回の「エリ」

の性格が違う要因は、私の滑舌が悪く、ゆっくりと話さなければ聞き取りにくいからではない

かと感じたからである。そのように感じたことで、私は「エリ」の性格を変えてしまい、メン

バーの方に申し訳ないという気持ちになった。 

私は、今回初めて劇の参加のため、同じ場面に出る方々と個別で練習することになった。 

個別練習 1 回目では、10 月 21 日（水）14：00～16：00 にお父さん役、お母さん役の方々

ともに練習を行った。私たちは 14：00 に JR 日比谷で集合し、日比谷公園で台本の読み合わせ

（掛け合い）をした。また、前回お二人とは会話の機会があまりなかったので、あめあがりの

会に参加した経緯などを話して交流を深めた。お二人から読み合わせでは、声が小さいこと、

感情が全くと言っていいほどこもっておらず、間の取り方ができていないことを指摘していた

だいた。お二人から偏陸さんが「役」について教えることは全くないらしく、私が初めてだっ

たということをうかがった。そのことについて、お父さん役、お母さん役の方々からは「期待
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されているんだよ」と励ましの言葉をいただいた。しかし、私にはどうしてもその言葉を素直

に受け入れることはできなかった。私には、役のイメージを変えなければいけないほど、また

役柄についての答えを与えなければいけないほど自分の演技が下手であり、救いようのないの

だと考えてしまったからである。 

第 2 回目個別練習は、10 月 26 日（月）16：00～17：00、前回のメンバーと共に、日比谷公

園にて練習を行った。今回は、読み合わせだけでなく動きも交えて練習をした。お二人から「感

情は、こもってきた」と褒めてくださったが、「もう少し大きな声で、間を取って」とアドバイ

スも受けた。公園の隅の目立たない場所だったが、劇の一部始終（「お母さん」が、精神的にも

疲労困憊し机に付しているところに、「エリ」が登場し「お母さん」に声をかけた後、「お父さ

ん」が帰宅する場面である）を見ていた 5 歳前後の女の子が、机に付した「お母さん」に「大

丈夫？」と心配そうに声をかけに来た。その女の子がとても可愛らしく微笑ましかった。私は、

お母さん役の方のように人を動かす演技をしたいと思った。 

 個別練習は終え、第 2 回目以降の全体練習が以下の日時で練習が始まった。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

私は、13 日の 3 回目の全体練習までセリフが覚

えきれなかった。特に 後の長いセリフは途中で

飛んでしまうなど、正確に覚えきれなかった。そ

の時は、偏陸さんにセリフの出だしを教えてもら

っていた。私はセリフをなかなか覚えきれなくて、

見守っている劇団の方々に申し訳なく思った。ま

た個別練習でお父さん役、お母さん役の方と「エ

リ」の感情について話し合い、「ここのセリフは間

を取った方がいい」「この場面（「お母さん」との

感情のぶつけ合い）では、一番盛り上がるところだから感情をもっと込めて」等のアドバイス

をいただいた。そのおかげで、11 月に入ってからの全体練習では団員の方々や指導者の方にお

写真 4 練習 2 

写真 3 練習１ 

日時：11 月 13 日（金）18：30～21：00 

 11 月 24 日（火）18：30～21：00 

    11 月 30 日（月）18：30～21：00 

場所：新大久保地域センター 

       「多目的ホール」にて 
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褒めの言葉をいただいた。私は、そのことに本当に感謝したが、声の大きさや舞台の前面に出

るときのタイミングなど、気を付けなければいけない点もあった。特に、劇のフィナーレであ

めあがりの会独自の歌を合唱するのだが、私自身が音痴のため音程をとるのに苦労した。練習

中に何度も音を大きく外した箇所もあり、セリフや動きの間違え、ミスとはまた違った恥ずか

しさがあった。 

12 月 3 日（木）に本番を向かえ、リハーサル、上演含めて 11：00～16：00 の時間帯で行っ

た。会場は港区にある増上寺の光摂殿のホールで上演した。 

リハーサルでは立ち位置の確認を中心にした。小さなミスもなくリハーサルを終えた。 

本番ではアドリブが入るなど、劇の皆さんも練習での演技よりも熱が入っていて圧倒された。

出番を待っているとき、私は本番で「化ける」ことができ

ない、劣等感を感じた。しかし、いったん舞台に立ってし

まえば負の感情は吹き飛ばされ、演じていることがとても

楽しくなり 後まで練習通りにやっていこうと思った。 

しかし、 後の場面での長いセリフでは、リハーサルの

時は難なく口にしていた箇所が、頭が真っ白になり一瞬、

次のセリフが出てこなくなり止まってしまった挙句、同じ

個所を繰り返した。そのとき、私は、「やってしまった」と

思う反面、 後の詰めが甘い、1 本抜けている私らしい演

出になったと笑っている自分もいた。そのように感じられ

たことで、背伸びした「エリ」から「わたし」になり安心

して、「どうにかなる」といった普段のマイペースを取り戻

して 後まで感情をこめて演じることができた。心配の種

の 1 つであった合唱も録音し、自宅で練習したため、歌詞

も間違えずに音も大きくは外さずに済んだ。合唱が終わっ

たとき、約 2 か月にわたって練習して、スケジュールの一

部になっていたものが終わってしまったと思うと無性に寂

しく感じた。 

 

５ 「第 16 回『非行』を考える全国交流集会」 

あめあがり劇団と同時進行で、2016 年 3 月に行われる「第 16 回『非行』を考える全国交流 

集会」の運営についての話し合いが行われている。今回、私は同集会の実行委員（事務局）の

一員として運営に携わる。私たちは、新大久保の事務所にて分科会の内容等を話し合い、そこ

で決まったことを月例会の前に報告するスタンスで行われている。また、この実行委員は、夏

写真 5 本番 
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に行われた「教職関係者向け連続講座」、「あめあがり劇団」とほぼ同じメンバーによって構成

されている。 

 事務局では、11 月 4 日、11 月 27 日に両日とも 14 時から新大久保の事務所で打ち合わせを

行った。前回の集会をもとに分科会の中身を考えていくことが主な流れである。しかし、大ま

かな流れは把握しているが、細かな部分は話し合いに着いていくことで精一杯だった。また、

当事者の「語り」で誰を招くかといった話し合いでは、話題に全く着いていくことが出来なか

った。 

現在（1 月 10 日）のところ、私は 2 日目の昼休みに青年交流会を行い、そこでの司会、集会

の受付、分科会での記録、会のゆるキャラマスコット（製作中）の中の人をすることが決まっ

ている。 

IV インターンシップを振り返って 

 当初、私は非行の原因は親に起因されていると思い込んでいた。子どもは無垢で社会（育成

関係、とりわけ家庭）の影響を受けやすく、非行はその子どもが苦しいというサインの現れだ

と思いこんでいた。それを気づけない、気づかない親を無意識のうちにバッシングしていた。

私はこの会について不明な印象を持っていた。 

初回の例会では、受け入れてもらいやすいように同調してくれるような体験談を踏まえ将来

の夢を実現していくにあたり「学ばせていただく」といった立場をとった。私は、参加してみ

て子ども（子ども＝被害者）の立場で記されていた本しか読んでこなかったため、親の立場か

らの非行を聞き新鮮であり、気づかなかった部分を知れた。 

しかし、会の親たちは「一般的」な親と同じで子どものことを心から心配しており、また他

者の子どものこと、子どもを取り巻く環境をも心にかけ、当初の印象をいい意味で裏切られた。

私は色眼鏡で非行の子を持つ親を見ていたことがわかった。 

例会に参加して 2 回目 3 回目あたりから、「学ばせていただく」立場だけではいけないと思

い、焦りもしたが何も行動には移せなかった。「語り」を聞くにつれて、子ども＝被害者という

枠は薄まっていった。しかし、「非行は誰がいけないのか」「これって良いのか？」と言った悪

か善かの価値観で決めつけ、考えてしまうようになった。この会に参加する目的を大きく見失

ってしまった。そのため、「語り」の全体像をつかめず、倫理的問題にすり替え自分の中で解釈

することもあった。また、「語り」の順番が回ってきたとき、なにを語ればいいのか悩むことも

あった。「語り」の内容が場違いではないのか、体験してきた大きさがあまりにも異なっていて

当たり障りのない語り（初回とほぼ同じ）、4 回目まで毎回同じようなことしか語ってこなかっ

たため、参加している人に壁を作り出してしまっているような気がしており、反省している。 



2015 年度 社会文化体験特別演習／特別研究 

89 
 

しかし、連続講座でお手伝いをすることができ、また会員の方々とコミュニケーションを取

ることにより会に参加することに関して精神的な余裕ができた。善・悪といった感性的なこと

を考えることは（９月以降は）なく、全体像（ 初の「語り」から 後まで）の繋がりがぼん

やりだが見ることができるようになりはじめた。「語り」のキーワードを見つけ、キーワードと

関連した些細な日常の「語り」が意識してできるようにもなった。また、「勉強させていただく」

という立場と「手伝わせていただく」という 2 つの立場を築くことができたのではないのかと

考える。また、「会の一員となりたい」という願望が芽生え、観察者という目線が失われかけて

いたりもした。例会で当事者の「語り」にお母さん方が感動していたが、共感できない自分は

「輪」からはみ出ている疎外感を感じた。会と一体できない自分がやるせない気持ちでいっぱ

いだった。 

そのようなとき、劇の誘いを受け会のメンバーとして認められているのだと感じられ、安堵

した。劇の練習で週 1 回のペースで会のメンバーと会うことにより、距離が縮まっていくのを

感じた。劇団のメンバーには年が近い方々が多かったためか劇では会との一体感を感じられや

すかったが、例会ではなかなか一体感は感じられない。観察者として参加しているのだから一

体感を感じることが目標ではないのだということは頭の中では理解している。しかし、いざそ

の場面になってみると疎外感を感じ深く共感したい、つながりたいと思ってしまう。観察者と

会への一体感を覚えたいその間で、混沌とした葛藤というよりも侘しさがあった。 

しかし、どんなに情景を考えながら「語り」を聞いても感情の共有はできない。「親」と「学

生」では立ち位置が異なり、基盤も異なる。だからこそ、感情を共有することは非常に困難で

あり、気にかける必要はないのだと思えた。また、観察者の立場として間違っているとは思う

が、「語り」をあくまで「他人事」であり「一種の物語」のように思えてしまった。 

約半年の活動を通して、観察者になることは出来なかったと思う。しかし、「非行の子ども

を持つ親」に対する印象が変わり、彼らに対する社会の目、動向を知ることが出来たのではな

いかと思う。 
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