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序 体験型キャリア教育の試み 

――キャリア分野 2016 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（2016 年度より 2 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（2016 年度

からは「大学間協定（LOI）を活用したグローバル・ローカルを往還する体験学習の定礎」と

いう題目の下、新たな予算を獲得して実施されている）。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、2014 年度より、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てきた。 

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。 
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 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。 

 2 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 

本年度も、2014 年度から引き続き「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現地の小学校を支援する試み

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。一昨年度、Smile F 

LAOS（以下、FLAO／エフラオ）という名称に決まったこの団体には、本年度、3 年生 9 名、

2 年生 23 名の合計 32 名の学生が集まった。3 年生は 2 名を除いて、すべて昨年度からの継続

履修生であり、彼ら・彼女らが主導して、FLAO をまとめている。2 年生はすべて今年度初め

てラオスに渡航している。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 21 日（水）から 30 日（金）の 10 日間開催され、
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3 年生 9 名、2 年生 12 名の合計 21 名が参加した。一方、箕曲に加えて、本年度は（株）霞が

関トラベルの林雄一さんが引率者として参加した。さらに、昨年度同様、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。一方、青年海外協力隊としてラオスで活動されている阿部結珠さんと川口

美子さん、FLAO の OG で当時、トビタテ留学 JAPAN 日本代表プログラムの 3 期生としてラ

オスのイチゴ農園でインターンをしている秋本真理さんが参加してくれた。 

 

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、読書普及促進活動を実施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、エプロンシアター（後述）を上演するための道具やエプロンシアター教授

用の DVD・VCD を作成すると同時に、数十冊の絵本と本棚を購入することになった。絵本は

NPO 法人「ラオスのこども」から購入し、本棚は受講生が組み立て式のものを独自に探し出

して購入した。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、エプロンシアターの上演と絵本などを寄贈する一方、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

図 1 2 年間のステップ 
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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 

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 

3 年生 課題解決に向けた準備 課題解決に向けた活動 

 （出典：筆者作成） 

 

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、32

名中 21 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  昨年度から継続している取り組み 

 授業は金曜日の 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 9 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。基本的に毎週金曜日の 3 時限目に、学生代表の松永理沙が箕曲の研究室を訪れ、その日の
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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、20 ページから代表の松永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。 

プロジェクト開始から 3 年目となる本年度は、授業の大枠としてはほぼ完成し、個別の取り

組みを充実させていくことが目標となった。ここではまず昨年度に導入したいくつかの試みの

継続状況と課題について個別に確認していく。 

 

１ 学習ポートフォリオ 

 昨年度から導入している学習ポートフォリオは、今年度も継続して使用している。本来、こ

れは学習の過程を視覚化するために用いられるものである。だが、FLAO における学習ポート

フォリオは、事業計画書や引き継ぎ報告書、各回の議事録を綴じておくファイルになってしま

っている。確かに各販売イベントにおける振り返りのコメントを綴じてはいるものの、各人の

学習テーマに従って集めた資料や自身の学習記録を綴じるといったことまではしていない。 

 FLAO の国内活動では、事業計画書にしたがって、イベントを実施したり、製品を地域に店

に置いてもらったりするといった、各班が設定した目標を達成していくことが求められている。

もっともこの過程で、情報収集と分析、その情報に対する見解の記述といった学習が必要には

なる。だが、日々のミーティングにおける意思決定に時間がかかり、丁寧にこのような学習を

行えていない。この学習過程において、ポートフォリオが活用できるはずなのだが、残念なが

ら十分に活用できていない。次年度は、学習ポートフォリオの有効な活用法を検討していく。 

 

２ 引き継ぎ報告書 

 昨年度の第 2 期から今年度の第 3 期への代替わりの段階で、引き継ぎ報告書への加筆修正ま

で行っている時間が取れなかった。これは春期休暇中の作業になるが、年次報告書の執筆と編

集に時間がとられ、その間に、引退メンバーは就職活動に入ったため、これらのメンバーに追

加のタスクを与えるのが難しくなった。したがって、昨年度は箕曲から積極的な改稿の働きか

けを行わなかった。 

理想としては、各班の班長を中心に、班ごとに引き継ぎ報告書の内容を読み直し、次年度の

メンバーが活動を行っていくうえで困らないように、新たに加筆・修正したりする必要がある。

この作業をおろそかにすると、昨年度と同じ失敗を繰り返す恐れが大いにある。今年度はこれ

からの作業になるが、より積極的に改稿の指示を出さざるを得ないだろう。 
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３ FLAO の OBOG による就職活動ふりかえり会 

 昨年度は OG の中島早紀などが自身の就職活動を振り返り、FLAO の活動成果をどのように

活かせばよいのかを語ってもらった。今年度は秋学期第 16 回目の授業として実施したが、6

名の OBOG に登壇してもらい、後輩に自身の就活の過程を振り返ってもらった。FLAO の活

動内容はエントリーシートの短い制限字数の中で説明することはほぼ不可能なため、詳細な説

明は省き、活動を経て考えたことを中心に記し、面接にきかれたら詳細に活動内容を話すとい

う方法が一番、うまくいくことが繰り返し語られた。総じて、FLAO の活動は使い方によって

は、面接官にたいへん興味をもってもらえることが分かり、これから就活に突入するメンバー

は、勇気づけられたはずである。 

 2 年生にとっては 4 年生の OBOG と会う機会はほとんどなく、この時間は 2 年生から 4 年

生までの縦のつながりを意識する時間となる。2 年生にとって、この場で話される就職活動の

細かな話はまだリアリティがないとは思うが、それでも同じ場を共有することは意味があると

考える。 

 

４ 各回授業予定表と議事録の作成 

 これは昨年度の代表であった千川隆成が自主的に始めた試みであるが、箕曲からの指示なく、

今年度も立派な形で引き継がれていた。毎回、代表が各回の授業開始までにその日の授業内容

と時間配分を記した授業予定表を作成している。これは代表が授業の流れを自覚しておくとい

う重要な意味を果たす。一方、議事録は毎回、別のメンバーが担当し、草稿を共有ファイルに

上げたあと、毎回、代表が内容を確認し、加筆修正を行って、次の授業時に配布している。各

回の授業開始時には、この議事録を読み上げて記憶の定着を図る。 

 議事録の作成は担当者の力量により、記録の量が異なる点が課題となっている。少し疎かに

なってきたときには、授業内で議事録をしっかり書くよう箕曲のほうから注意を促したことも

あった。毎回配布される議事録は、その時の担当者にとってのお手本となるため、記録すべき

分量は自ずとわかるはずだ。この議事録の仕組みは、担当者が授業内容を正確に理解する練習

にもなり、かつ責任をもって団体に貢献する意識を醸成することにもつながる、極めて有効な

ツールだといえよう。 

 

５ その他 

 その他、「ゲスト訪問」や「ラオスフェスティバルへの参加」、「焙煎業者訪問」、「マネジメン

トゲームの開催」、「事業計画書の作成」、「イベントごとのふりかえり」といった個別の試みは、

お互いに有機的に結び付き、団体の目標達成に有効に機能しており、メンバーのモチベーショ

ンを向上させるために役立っている。これまでの経験から、どのようなゲストをどのタイミン
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グで呼ぶか、どのイベントをどの時期に行うかという TPO を考慮した授業づくりがきわめて

重要だと分かった。年間の授業の流れをつくり、無謀な時期に上記のイベントを開催したり、

適切でない時期にゲストを呼んだりしても、団体の活動への没入度を上げたり、学習意欲が向

上したりはしないだろう。上記の試みは、次年度も現状の開催時期からずらすことはなく行っ

ていくこととする。 

IV 5 つの学習プログラムの成果と課題 

 本プロジェクトは、5 つの学習パートを同時に実施し、冒頭の目標を達成するように計画さ

れている。以下では、そのパートごとに成果と課題を記す。 

 

１ コーヒー販売パート 

このコーヒー販売活動は販売することそのものが授業の目的なのではなく、販売活動を通し

て、社会の一部として責任をもって何らかの役割を担い、学びに対するモチベーションを上げ

ることが目的となる。この授業プログラム全体の目標である自ら問題を発見し、解決していけ

る人材を育成するという観点からいえば、学習の前提となるマインドの養成を目指している。 

この販売活動の過程において、班ごとに設定した目標を達成していくことになる。その際、

広報活動をすることで活動に関心を持ってもらったり、コーヒーを地域の小売店に置いてもら

うことで活動に関心を持ってもらったりして、ターゲットとする人びとの心を動かす経験をし

てもらう。こうして社会の一員として自分は何らかの役割が担えるのだという自己効力感をも

ってもらう。この結果、各人はもっと社会に何らかの働きかけがしたいという欲求が生まれる。 

このような活動を行う理由は、この経験が知的な学習活動の精神的（感情的?）基盤となるか

らである。何かを知りたいと思うには、それなりの理由がいる。その理由は頭で理解すること

によって得るのではなく、感情を揺さぶられる経験をすることによって得られる。したがって、

この経験があることによって、その後の調査活動などが成立するのである。 

 以上の前提を踏まえて、今年度のコーヒー販売活動を振り返ると、販売活動そのものは成功

したといえるが、その目的をつねに意識してもらうという点ではまだ不十分であったといえる。

昨年度のコーヒー販売活動では、販売に熱心になりすぎたため、秋学期に販売イベントの数を

増やしすぎ、メンバーは疲弊してしまった。この反省が活かされ、今年度は販売回数を減らす

代わりに、豆ではなくドリンクで販売することにより、多くの利益を出すことができた。販売

活動そのものは予定通りいけば楽しいものであり、メンバーも自然と積極的に売る努力をして

いくようになるのだが、授業として行っている以上、販売活動ばかりを行ってもただの作業に

なってしまい、考えたり、振り返ったりする余裕がなくなる。だが、今年度は、販売回数を減
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らすことにより、これらの点は余裕をもって行えたといえる。 

 だが、メンバーが十分に個々のイベントに対して考えぬけたかどうかは疑問の余地がある。

これはメンバーたちがたんに売り上げ目標を達成したり、事業としての目標を達成したりする

だけでなく、学習としての目標を自覚できていなかったからである。同時に、授業担当者の箕

曲が、この点を十分に説明できていなかったといえる。団体発足当初は、箕曲は「人に驚きや

感動を与え、人の心を動かすこと」を目指してほしいと繰り返し述べていた。だが、昨年はこ

の点をあまり強調していなかったため、個々の活動において目指すべき地点が共有できていな

かったといえる。その一方で、情報収集や分析といった側面を強調しておく必要がある。 

 こういった複数の異なる目標をメンバーに自覚してもらうにはルーブリックが欠かせない。

したがって、次年度は、国内の販売活動に特化したルーブリックを作成していく予定である。 

 

２ フェアトレードの影響調査パート 

フェアトレードの影響調査は、初回渡航者がスタディツアー中に行うメイン・イベントであ

る。これは国外で社会調査の経験を積んでもらう目的がある一方、これまで自分たちが販売し

てきたコーヒーが生産者の生活にどのように影響を与えているのかを考えてもらう目的もある。

これらの目的を達成するために、秋学期は事前授業を行い、帰国後も調査結果を用いて考察す

る事後授業が行われる（詳細は「スタディツアーの概要」を参照）。 

このパートはすでにノウハウが確立されているため、毎年同じ方法で実施している。その意

味では十分、成功しているとはいえる。だが、状況に合わせてマイナーチェンジは必要となる。

とりわけ事前授業の方法は毎年のように変更している。昨年度は 2 回目渡航者が初回渡航者に

対して『ラオス概説』の各章をひとつずつ担当し、パワーポイントを用いて解説するという形

にした。だが、2 回目渡航者の負担が大きくなることと、解説者によって分かりやすさに差が

出てきてしまうことが課題となり、今年度は箕曲が要点をかいつまんで説明したり、映像資料

を用いたりする方法に変更した。 

 事前授業は知識の詰め込みになるので、メンバーも学習意欲がわかず、なかなか理解が及ば

ないようだ。だが、ここで事前の知識があれば、現地で見えてくるものも変わってくる。次年

度は確認テストを導入するなど、ある程度の強制力をもって、メンバーに最低限の知識（ラオ

スの政治や経済、農業、歴史など）を身につけてもらう必要がある。 

 

３ 国際協力パート 

この教育支援プログラムは、毎年、初回渡航者が帰国後に現地で発見した課題をメンバー同

士で話し合い、次年度の渡航時にその課題の解決に貢献する何らかのアクションを行うことを

目指している。第 1 期は衛生環境改善のための簡易浄水器の設置、第 2 期は子どもたちの読書
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環境改善のためのオリジナル絵本の制作と寄贈、第 3 期は引き続き読書環境改善のためのアク

ティビティとして、日本の幼児教育に導入されているエプロンシアターの制作と実施といった

さまざまな企画を実施してきた（今年度の支援活動の決定過程は、次の「Smile F LAOS 活動

のあゆみ」を読んでいただきたい）。これはいわゆるサービス・ラーニングにあたるもので、現

地の人びとに対するボランティア活動を通じて、自己を知り、他者を理解する学びを獲得する。 

このパートでは昨年度より、ラオスの方々にも協力していただきながら目標達成に向けた取

り組みが行われてきた。昨年度は現地で知り合ったラオス人通訳と SNS を介してやりとりし

たり、日本に住むラオス人を探し出したりして、絵本の翻訳を依頼した。今年度はこれらのほ

かにも、昨年末のスタディツアーに一緒に参加したラオス国立大学の学生たちが加わった。一

方、学外の NPO など関連団体にも積極的に働きかけて、情報を収集し、協力を仰ぐことを推

奨してきた。今年度は首都ビエンチャンにあるハケオ幼稚園・小学校を訪問し、そこでエプロ

ンシアターのアイディアを獲得したり、NPO 法人「ラオスのこども」や一般社団法人シャン

ティボランティア会を訪問し、現地での読書普及活動のノウハウを学んだりした。このパート

では、大学生だけの閉じた集団だけで物事に取り組むのではなく、メンバーに対して積極的に

プロフェッショナルな活動をしている人と交流し、その交流のなかからさまざまなノウハウを

学ぶことで、本格的な活動をするように促している。 

学生たちはすでにコーヒー販売や現地でのスタディツアーを経て、十分に自己効力感を獲得

しているため、目標達成に対するモチベーションは極めて高く、このような活動方針を掲げて

も、十分にこなすことができる。無理のない程度にできる限り高い目標を設定することで、最

終的に高い達成感を得られることになる。この過程でメンバーは人との接し方や合意形成、う

まくいかなかった場合の臨機応変な対応、その時々の小さな目的を達成するための工夫など、

実践を通して学ぶことができる。 

 今年度、このパートでは昨年度以上に理想に近い形で目標を達成することができ、メンバー

たちの底力を知ることになった。メンバーの一部（松永と鈴木）が自主的に夏季休暇中にラオ

スの首都ビエンチャンに旅行することになり、よいきっかけとなると思い、箕曲が現地の知り

合いの小学校の関係者を紹介して、見学してくるように伝えた。エプロンシアターを実施する

ことに決まってからは、現地の人たちだけでもエプロンシアターができるように教授用の映像

マニュアルを作るように指示したことと、日本にいる専門家に助言を仰ぐように伝えた。たっ

たこれだけの指示でメンバーは自分たちで専門家を探し、助言を受けながら立派な DVD と

VCD を制作した。同様に、エプロンや人形の制作、「おおきなかぶ」の台本作り、絵本や本棚

の決定と発注まで、箕曲から指示を出したことはなく、メンバーだけで意思決定し、すべての

目標を達成した。 

 次年度はまた新たな課題をメンバー自身が見出し、目標を具体化していくことになるが、基
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本的な方法論は変わらず、外部の専門的な団体と交流し、本格的な活動をしていくことを推奨

していく。 

 

４ 体験の言語化パート 

昨年度から開始したこのパートでは、ラオスにおけるスタディツアーの経験から何を学んだ

のかを言語化することを試みている。ツアー中は毎夜 1 分間、最終日には 3 分間のふりかえり

のスピーチを行う。帰国後は報告書内で 3 分間スピーチをもとに「個人の成長の記録」を書く。

その後、数か月してこの体験の言語化ワークショップを 5 回に分けて開催し、メンバーが自己

の内面の変化を 5 分以内でプレゼンテーションする。このプレゼンは FLAO がさまざまな授業

に呼ばれた際に行われるが、今年は箕曲の 1 年ゼミと神田女学園の 2 か所のみで実施した。 

このパートの課題は 2 つある。第一に発表の機会の少なさである。実際 6 名の継続メンバー

がこの体験の言語化ワークショップを受講し、各々の語りを完成させたが、そのうち 2 名は大

勢の前で発表する機会が持てなかった。次年度はより積極的に発表の機会を作っていく必要が

ある。第二に、紋切り型の語りの続出という課題がある。多くのメンバーはスタディツアーを

経て、「自分に自信がついた」という語りを紡ぎだす。もちろん、それが本人たちの内面から出

てきた素直な気持ちであり、無理に変更させる必要はない。だが、今年度に限っては社会的課

題の発見や対象社会に対する深い理解といった方向でプレゼンテーションする者はおらず、語

りの多様性がなくなってしまった。 

昨年度は、ボランティア批判の言説に対抗して、自分の経験からボランティアを擁護する語

りを紡ぎだした大畠真優や、現地の協同組合幹部が無償で仕事をする理由を自分なりに解釈し

た語りを生み出した秋本真理など、視点を内面ではなく外側に向けた語りがあった。ただし、

これらも箕曲からヒントを与えたことによって完成したものであり、箕曲のアドバイスがなけ

れば、このような形の語りになっていなかったかもしれない。 

一方で、早稲田大学の平山郁夫記念ボランティアセンター（WAVOC）では、現地の経験に

おける「違和感」に焦点をあて、違和感の背景にあるものを想像していく方法で語りを紡ぎだ

す方法論が編み出されている(1。次年度はこのような方法論を応用し、自分に自信がついたと

いう語り以外の、対象社会に対する深い理解や社会的課題へと結びつける語りを生み出す独自

の方法論を検討していく。 

 

５ 個人研究パート 

体験の言語化同様、昨年度から開始したこのパートは、2 回目渡航者が、初回の渡航で関心

                                                         
1 早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター編（2016）『体験の言語化』成文堂。 
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を持ったテーマについて、2 回目の渡航時に現地調査をして報告書に結果をまとめることを目

標としている。今年度の成果は、第 3 部「個人研究テーマ報告」に掲載されている。今年度の

テーマは、教育、医療健康行動、ごみ問題、化粧、ラオス人大学生の生活、気候と農業の関係

の 6 つとなった。昨年度のメンバーの報告や OG の卒業論文をもとにして、さらに発展させた

調査を行った者もいる。 

このパートにおける課題は、事前準備の不足である。国内活動において 2 年目のメンバーは

みな忙しく、事前に文献を読んだり、資料を集めたりする時間が取れない。この個人研究は昨

年度のメンバーが自主的に始めたもので、箕曲から要求したものではない。そのため、メンバ

ーが主体的に準備するべきだが、社会調査がほぼ未経験のメンバー自身で綿密な計画を立てら

れるわけではない。結果的に、箕曲からの指示と確認が必要となるが、メンバーが日々、活動

を進めるのに一生懸命であるのを知っているため、さらにタスクを増やすことができない。今

年度は 4 月にテーマを決定して以来、11 月末までほとんど何も進まず、そこから一気に調査計

画を書いてもらった。だが、箕曲の確認不足もあり、なかには現地で想定していた調査ができ

なかった者もいる。 

次年度は、あらかじめこの個人研究を進めるための年間計画を作成し、箕曲が個別に途中経

過を確認し、指示を出していくことにする。もっとも正規の授業時間内にはここまでの作業は

できないため、別途時間を設けて対応することになる。今後、「昆虫食」「狩猟採集」「栄養問題」

「ベトナム人との関係」「少数民族の言語」「土地利用」「移住」など、さまざまなテーマが想定

されるが、メンバーがこれらのテーマに関心を持ってくれるかどうかはわからない。メンバー

の関心はどうしてもワンパターンなものになってしまうが、そうならないように、スタディツ

アーのプログラムを作る際に、多様なテーマに発展するよう関心の種をまいておくことが肝要

である。 

この個人研究テーマの成果を踏まえて、さらに問題意識を深め、卒業論文に進んでもらうこ

とを願っている。このように大学生活のなかで一貫したテーマを探求していくことは、学びを

深めていくことにつながり極めて重要である。次年度は上記 6 名のうち、2 名が個人研究テー

マを発展させて、卒業論文を書くことになっている。これは成果のひとつだといえる。 

V スタディツアーの成果と課題 

 スタディツアーは、上記 5 つのパートを横断して行われる。 

ラオスにおけるスタディツアーはプログラムの内容そのものは毎年大きな変更もなく、完成

されたものになりつつある。昨年度に引き続き、今年度もラオス国立大学環境科学部の学生も

参加し、日本人学生とラオス人学生の交流が実現した。今年度は日本人学生 21 名、ラオス人
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学生 4 名、ラオス人通訳 5 名、教員 1 名、旅行会社引率者 1 名、青年海外協力隊員 2 名、FLAO

の OG1 名、運転手 4 名の合計 39 名の大所帯での移動となった。人数としてはすでに限界を超

えているという実感がある。 

 なお今回は引率可能な教員が箕曲のみとなり、リスク管理の観点から、ラオスに強い旅行代

理店である（株）霞が関トラベルの林雄一さんに同行していただいた。後述の通り、旅行代理

店のツアーコンダクターの役割は極めて大きかった。一方、FLAO の OG である秋本真理さん

の参加は、たいへん心強く、学生にとってもよい刺激となった。秋本さんはツアーの目的地で

あるパクソン郡内のイチゴ農園で 1 年間のインターン中であり、彼女自身が企画したイチゴ狩

りツアーをプログラムの中に取り入れた。彼女にとっても自ら実施した企画を試す場となり、

参加した学生にとっては日本のイチゴがラオスでも十分に育つことを知るよい機会となった。 

 以下では、今回のスタディツアーに関連して 4 点の成果と課題について記していく。 

 

１ リスクマネジメント 

① 事故対策シミュレーション講座 

海外への学生引率において想定されるリスクをしっかり把握しておくことは、大学の危機管

理上、極めて重要である。今年度は、（株）マイチケットの山田和生社長に来ていただき、事故

対策シミュレーション講座を実施した。11 月 28 日（月）に実施した本講座は、前半 2 時間は

箕曲と山田氏の 2 名のみで事例に基づいたリスクの洗い出しを行い、後半 2 時間で学内関係者

を呼び、前半で見出したリスクへの対処法について考えた。 

 前半では、ラオス渡航のなかでも 2 日目のパクセからパクソンへの移動中に、車が横転する

交通事故を起こし、2 名重症という状況を想定し、関係者がどのように動くのかシミュレーシ

ョンした。この結果、危機管理上、現状の体制における不備がいくつも見つかった。以下、列

挙する。 

 

1 引率教員が不足しているため、医療通訳に箕曲が駆り出されると、現地に残された学生に

対応する人物がいない。同様に、もし箕曲が事故で重傷となった場合、誰が日本側と連絡

を取り合うのかがわからない。 

2 日本側の担当者と引率者である箕曲が連絡を取り合うためのホットラインが確保されてい

ない。 

3 事故にあった学生の家族が現地入りする場合に、日本側で対応する人間が誰なのかわから

ない。 

4 最悪の事態を想定し、記者会見を開かねばらない場合、誰が対応し、学内のどの部署と連

携すればよいのかがわからない。 
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5 海外旅行保険の契約会社が参加者ごとにバラバラであり、治療救援費用を無制限のプラン

にするよう指示していない（エアアンビュランスを利用する場合、1000 万円ほどかかり、

その他治療費もどの程度かかるか事前には予測不可能）。 

6 ツアーの中止・続行の判断をする基準が明確になっていない。 

7 タイ側のウボンの病院に緊急搬送した場合、その病院の屋上にはヘリポートがあるかどう

か確認できていない。一方、狂犬病のワクチンの有無、夜間国境越えが可能かどうかの確

認ができていない。 

 

もっとも、車が複数用意されている点、現地側の通訳が複数いる点などは危機管理上、評価

できるという。だが、上記の 7 項目は想定される事故が起こった場合に、対処できなくなるこ

とにつながり、早急に改善が求められる。次年度は少なくとも現時点では以下の点について改

善する予定である。 

 

1 スタディツアーの緊急連絡用の携帯電話を 3 台購入し、2 台を日本側で担当者が所有し、1

台を引率者である箕曲が持参する。 

2 少なくとも 2 名以上の教員が引率する。 

3 海外旅行保険は大学側で一括して加入し、治療救援費用は無制限にする。 

4 ツアーの中止・続行を決めるための基準を作成する。 

5 現地医療機関の情報収集を行い、一覧表にしておく。 

 

② 体調不良者の続出 

これまでも高熱を出したり、腹痛に苦しんだりした参加者はいたものの、大勢の参加者が一

度に体調不良に陥ることはなかった。だが、今年度は滞在地であるパクソンから帰る日の朝に

多くの参加者が高熱と腹痛に見舞われ、その日のプログラムは大きく変更せざるを得なかった。

原因は前夜の食事が原因の食中毒と疲れが重なったものだと思われるが、正確にはわからない。 

この日の朝から昼にかけて 15 名ほどの参加者が体調を崩し、昼に滞在する予定だったパク

セのフォレストホテルの部屋で休息をとってもらった。症状はみなほとんど同じで高熱を伴う

腹痛であった。熱の高さは 37 度後半から 39 度くらいまでまちまちで、自分で歩ける者から歩

くことすら難しい者まで症状の程度には差があった。 

ラオス国内の病院に連れていくよりはタイに抜けてから、ウボンラチャタニの病院に向かう

のが良いと判断し、16 時にはパクセを離れ、いったんウボンの宿にチェックインし、21 時の

時点で、検温した結果、38 度以上の者のみを宿の近くの病院に連れていくことにした。実際 6

名が病院行きとなった。病院で診療を受けた結果、すでにほとんどの者は吐き気が治まってい
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るということで、経口補水液や解熱剤などの基本的な薬をもらっただけで、24 時には全員、宿

に戻ることができた。翌朝は、程度の差はあったものの、みごとに全員、熱が下がり、体調を

回復し、無事に日本に帰国することができた。 

この経過から、学ぶことは多かった。以下、箇条書きで記す。 

 

1 旅行代理店の引率者の役割が極めて大きく、保険会社とのやりとりをすべて担ってもらっ

た。今回、診療を受けたウボンラック病院は、もともとキャッシュレス診療が可能な病院

ではなかったが、引率者の林さんが日本の保険会社とやりとりしてくれたおかげで、キャ

ッシュレス診療が可能となった。 

2 診療を受けたメンバーは、損保ジャパンか AIU のどちらかの会社と契約していたため、両

者のキャッシュレス診療のやりとりをしたが、AIU のほうがすぐに対応してくれため、時

間を短縮できた。損保ジャパンのほうは診療を受けた本人のサインを要求するなど、弱っ

ている学生に無理なお願いをしなくてはならず、使い勝手が悪かった。 

3 今回もらった薬のなかで経口補水液（顆粒で水に溶かして飲む）などいくつかの薬は一般

の薬局でも売っているものであり、次年度以降、同様の症状が出た場合は、それらを常備

しておけば対処できることが分かった。 

 

次年度はより一層、リスクマネジメントに力を入れ、不測の事態に備える対策を立てる。こ

の成果は、社会学部内で行われる他の海外研修旅行にも役立つものになるだろう。 

 

２ 学外からの参加者 

一昨年は一橋大学の大学院生で文化人類学を専攻する難波美芸さん、昨年はエシカルデザイ

ナーでフェアトレード関連の仕事をされている植木美穂さんと（株）オルター・トレード・ジ

ャパンのラオスコーヒー新規担当者の中村智一さんが、本スタディツアーに参加してくれた。

難波さんの場合は、ラオス語が話せるために助手として引率の仕事を手伝ってもらったが、植

木さんと中村さんは一参加者であった。今年度も同様に、青年海外協力隊としてラオスに赴任

している阿部結珠さんと川口美子さんという社会人参加者を迎えた。 

社会人参加者は学生にとってよい刺激となる。普段の生活では会うことのない人たちと数日

間、共同生活を行うことになるため、さまざまな場面で交流することができ、学生にとって、

社会人参加者は自分たちの将来の生き方を考えるうえでひとつのロールモデルとなりうる。実

際、今年度の参加学生のうち将来、看護の道に進むことを希望している者は、現役の助産師で

看護師免許をもつ川口さんからは多くのことを学んだはずだ。 

とりわけ今年度は、お二人のおかげで青年海外協力隊という仕事を身近に感じてもらうよい
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機会となった。このような多様なチーム構成にしておくことで学生の同質的な集団を解体し、

学生を刺激に満ち溢れた環境に置くことができる。今後もこのような形で、社会人参加者を受

け入れていきたい。 

 

３ 英文報告書の制作 

昨年度は本報告書の作成終了後に英文報告書を書いてもらい、文章校正なしで一つの PDF

ファイルに収めてラオス側の関係者に送った。だが、今年度は本報告書の作成と同時に英文報

告書も執筆してもらい、業者に校正を依頼したうえで、冊子にすることになった。メンバーに

は日本語で書いた「個人の成長の記録」を英訳するように伝えている。英文報告書は、行動を

共にしたラオス人の学生や通訳、受入先の団体などに対して学習成果を伝える意味合いがある。 

スタディツアー終了後のこの時期は、どのメンバーも英語を学ぼうとする意欲が高く、相当

大きな負担であったにも関わらず、積極的に書いて提出してくれた。数名の学生は、予想以上

にしっかりした英文を書いてきた。だが、なかには翻訳サイトを使って、何も考えずに英文を

作成していると思われるものもあった。 

いずれにせよ、今後、英語での発信を念頭に置くならば、1 年のころからの積み重ねは欠か

せない。大学全体で英語を使った専門科目の設置が目指されている今、現状の学部の英語学習

の目的を「教養としての英語学習」から「コミュニケーションの手段としての英語学習」に切

り替えていくことを提案したい。まずは正しい文法を身につける徹底した訓練を 1年次に行い、

リスニングやライティングを 2年次に短時間であってもほぼ毎日のように繰り返す。この結果、

初めて 2 年次の終わりに、このスタディツアーの英文報告書が書けるようになるだろう。英文

報告書を書くためには、この体験演習の授業の中だけでは対応できず、他の英語の授業との連

携が求められる。 

 

 もっとも英語以前に、現地で聞き取った情報を正確に理解し、一連の文章にすることができ

ていない場合もあった。本報告書第 2 部内「訪問先の記録」では、事実誤認があったり、箇条

書きのような断片的な記述にしかならず、ひとつながりの文章にできていなかったりするもの

もあった。また、収穫体験後、箕曲が収量から労賃を計算する説明を現地で行ったのだが、こ

の説明も理解できていなかったようで、報告書の記述があやふやになっていた（結果的に箕曲

が加筆した）。こういった問題に対して、次年度は帰国後に話し合いの時間を設けるなどして、

メンバー間で事実に対する正しい理解を共有する。 

 

４ ルーブリック 

 今年度、海外体験学習における学習の達成状況レベルを評価するためのルーブリック（評価
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基準）を作成するという目標があった。本学科では「グローバルな視野をもって地域社会に貢

献する人材の育成」を教育目標に掲げている。そのために社会学や人類学の理論を踏まえて国

内外の現場体験を積むことで、自ら問題を発見し、分析、解決したり、学生同士や地域、NPO、

企業の人びとと協働したり、組織力やチーム力を養成したり、コミュニケーション力を涵養し

たりしていくことが求められている。 

 とりわけ社会文化体験演習はこの学科の教育目標を達成するために作られた学科独自の教育

プログラムである。ここで目指されるのは、2 年間のプロジェクトを通して、「『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」

にある。 

 

 

この目標は、今日、国際理解教育などの分野で取り上げられている「グローバル市民（グロ

ーバルシチズン／地球市民）」の養成と相通じるものがある。グローバル市民とは、さまざまな

定義がなされているが、一般的には他者への共感を通じて、地球的な課題を発見し、多様な人

びとと連携して、自らその解決に向けて新たな価値を創造していく人びとを指す。同時に、多

様性を受け入れ、社会に何らかのインパクトを与えていく志向性をもつ人びとでもある。こう

いった人財を育成していくことは、高等教育機関のなかで専門科目を習得していくことの前

提・基盤にもなり、極めて重要であるにもかかわらず、今日の日本の大学において欠けている

点だと考える。 

しかし一方で、このような人材育成目標を達成する方法や学習成果を評価する方法について

はさまざまな見解があり、各教育機関において独自の取り組みがなされている。本演習も上記

の目標を達成するための授業づくりが試みられているが、他方でこの授業を経験した受講生が

図 2 本演習の学習目標 
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獲得した素養を評価する方法についてはまだ確固たるものになっていなかった。そこで、今年

度は、試行的に本演習のスタディツアーに特化したルーブリックを作成することを目標とした。 

以下、渡辺恵（2001）（2 と藤原孝章（2016）（3 による先行事例をもとにした暫定的なルー

ブリックを紹介する。渡辺（2001：11-21）は、海外スタディツアーを通じた人材育成におい

て、参画性、状況性、関係性、連結性の 4 要素が極めて重要であると指摘し、この 4 要素をも

とにしたルーブリックを作成している。藤原（2016）は、この渡辺のルーブリックを自身のタ

イにおけるスタディツアーに応用した類似のルーブリックを作成している。 

参画性とは、現地の状況のなかに没入する度合のことを意味する。とりわけ事前に設定して

いる学習課題（初回渡航者の場合はフェアトレードの影響評価のための家計調査）に対して積

極的に情報収集をしているかどうかが問題となる。つぎに状況性とは、現地の社会的、地理的

環境のなかに巻き込まれている度合を指す。一般的に新しい環境に適応していく過程では、当

初の想定と異なった状況に出くわす。その際に、驚きや違和感を実感できているかどうかが問

題となる。さらに関係性とは、現地で出会う異なる言語を話す人びと築く人間関係を指す。本

ツアーの場合は、とりわけラオス人学生や通訳、調査対象となる人びとと交流し、絆を深める

ことができるかどうかが問題となる。最後に連結性とは、現場で経験したことと地球的（社会

的?）な課題との結びつけを意味する。ここはメンバーにとって極めて難しいと感じられる点だ

と思われるが、現地での経験から何らかの問題意識に発展していくかどうかが問われている。 

本演習のラオスにおけるスタディツアーも、これらの先行事例を同様にグローバル市民の育

成という観点から、4 要素を以下の 7 つの基準に分け、3 つの段階を設定した（表 1 参照）。 

表 1 のルーブリックはあくまで試行的なもので、次年度にこのルーブリックを使用したうえ

で、より適当なものに修正していく。次年度のラオス渡航前にメンバーに対して、このルーブ

リックを配布し、どういう要素を伸ばしてもらいたいか自覚してもらい、帰国後に自己評価を

行ってもらう。その際、他者からの評価をも加味し、各人がここの基準について具体的な場面

を記述してもらうようにする。ルーブリックはあくまでツールであり、これをどのように使う

かでメンバーの学習効果は変わってくる。今後は、学習効果を上げるためのルーブリックの効

果的な利用法も検討していく。 

 

 

                                                         

2 渡辺恵（2011）「国際協力市民組織（NGO）における人材育成に関する事例研究―NGO ス

タディ・ツアー参加者の学習プロセスの分析」『教育学研究集録』第 25 集 

3 藤原孝章（2016）「海外体験学習におけるルーブリックの活用―タイ・スタディツアーにお

ける学びの評価」『留学交流』64 号 
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表 2 ラオススタディツアーにおける学習評価ルーブリック（暫定版） 

  基準 
到達しなかった 

（できなかった） 
到達した 

基準を超えて十分に

到達した 

１

参

画

性 

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、積極的に調べ、

質問し、話し合うこ

とができたか。 

家計調査においてほ

とんど英語で質問す

ることがなかった（0

～2 回くらい）。 

家計調査において質

問に貢献した。調査

結果をまとめる際に

班の話し合いに貢献

した。 

家計調査において、

進行役を務めた。家

計調査において躓い

ている状況でアシス

トした。調査結果を

まとめる際にまとめ

役を務めた。 

２

状

況

性 

現地の活動のなか

で、「えっ、どうし

て？」など事前に考

えていたことと違っ

て、自分の中でジレ

ンマや葛藤を感じた

か。 

ジレンマや葛藤を感

じることがなかっ

た。 

ジレンマや葛藤を感

じることがあった。 

ジレンマや葛藤を感

じたうえで、なぜそ

う感じるのか、現地

の状況を踏まえて自

分なりの見解をもて

た。 

３

状

況

性 

現地の活動を経て、

「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

ることはあったか。 

新しい発見や変化が

なかった。 

新しい発見や変化が

あった。 

新しい発見や変化が

あったうえで、なぜ

そういう行動をとる

のか、なぜそう考え

るのか、自分なりの

見解をもてた。 

４

関

係

性 

現地の活動を経て、

ラオス人通訳や学生

との絆が深まりまし

たか。 

家計調査以外の場面

で、通訳や学生とほ

とんど話さなかっ

た。 

家計調査以外の場面

で、通訳や学生と話

をした。 

通訳や学生と話をし

たうえで、帰国後も

一部の人たちと SNS

を通じて交流してい

る。 
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５

関

係

性 

現地で知り合った

方々（現地の人・日

本人両方）のアドバ

イスや日常の会話

が、自らの学習課題

の追求に役割を果た

した。 

家計調査以外の場面

でほとんど、アドバ

イスを受けたり、会

話をしたりしていな

い。 

家計調査以外の場面

で、アドバイスを受

けたり、会話をした

りして、役立つこと

があった。 

そのアドバイスや会

話を報告書の執筆時

に活かせた。 

６

連

結

性 

現地で見つけた課題

の中で、自分が日本

でもできることがあ

ることを発見でき

た。 

発見できなかった。 発見できた。 

発見したうえで、ど

のように解決してい

くかまで考えること

ができた。 

７

連

結

性 

現地で見つけた課題

の中で現地だけでな

く日本の課題にも共

通している者がある

ことを発見できた。 

発見できなかった。 発見できた。 

発見したうえで、ど

のように解決してい

くかまで考えること

ができた。 

（出所：筆者作成） 

VI 次年度に向けた提案 

 これまでの記述の中で、来年度に取り組むべき課題を記してきたが、そこに入らなかった課

題を 2 点、以下に記したい。 

 

１ 参加人数の制限 

今年度は受講生数を制限しなかったために、23 名の 2 年生を新たに迎えた。だが、プロジェ

クトを円滑に行う上で 23 名はあまりに多すぎた。23 名全員がラオスに行けるわけではなく、

ラオスへの渡航は GPA によって足切りを行い 12 名までに制限した。その結果、今年度はラオ

スに行けないメンバーが続出してしまった。また、この人数のため、国内活動では箕曲が活動

全体の進捗状況を把握できず、3 年生に任せきりになってしまった。 

もっとも、その分、2 年目履修の 3 年生が団体をまとめるために大きな役割を果たした。こ
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れだけ大所帯の団体をまとめることができたのは、代表の松永理沙とそれをサポートした各班

長の力によるところが大きい。彼／彼女らの結束力は強く、しっかりと話し合いをしたうえで

日々ふりかかる問題を柔軟に解決できていた。実務能力が極めて高いチームだと自信をもって

いえる。 

とはいえ、この状態を次年度も継続するわけにはいかない。次年度は履修生の数を制限し、

12～15 名程度にする。そのうえでラオスへの渡航は 10 名程度に絞る。履修希望者に志望理由

書を提出してもらい、GPA の点数などを加味して、それらを総合的に判断して、履修者を決定

する。もっとも GPA の点数の高い者から優先的に選抜するわけでなない。履修希望者のこれ

までの経験を踏まえて、多様なバックグラウンドを持った学生のチームを編成していきたいと

考える。 

 

２ 英語とラオス語の学習環境の整備 

上記の「英文報告書」に関する記述の中で、1～2 年次の英語学習環境の整備と本演習との連

携について提案したが、3 年次における語学学習の環境も整備していく必要がある。スタディ

ツアー帰国後のメンバーの語学学習熱は極めて高い。その多くが英語ばかりでなく、ラオス語

も学びたいという意欲を示している。今年度、箕曲はスタディツアー帰国後のふりかえりにお

いて「伝わる喜びと、伝わらない悔しさを経験することが、語学を学ぼうとする強い動機とな

る」という話をメンバーにした。これまでの語学学習では、この経験がない状態でひたすら文

法を学び、長文を読まされてきた。だが、語学を学ぶ前にこの喜びと悔しさという感情を揺さ

ぶられる経験があれば、熱心に学ぼうとする。スタディツアーに参加したメンバーは、誰もが

この経験をしてきたのだから、そのときがまさに英語を学ぶにふさわしい時期なのだ。 

英語に関しては、夏季休暇中にフィリピンへの短期留学を勧めるなど、学外のさまざまな制

度を使って、英語のスキルを上げていくように促す。一方、今年度の 3 年生メンバーのなかに

は、英会話に通いだしたり、学内の留学生との交流を積極的に行ったりした者もいた。こうい

った学生が後輩にとってのロールモデルとなるのが望ましい。 

ラオス語に関しては、夏季休暇中に集中講義のような形で、少人数に対してラオス人の語学

講師を招聘し、会話中心の授業を行ってもらうことはできないかと考えている。それが無理で

あっても、箕曲が定期的に簡単な指導を行うことも可能だ。メンバーの語学学習に対するモチ

ベーションの源泉は、現地でラオス人の学生たちと話すことにあり、これが十分に叶えられる

様な学び方を模索すべきだろう。今後は英語だけでなく、アジアの言語が少しでも話せると、

できる仕事の幅が広がっていく。こういった新たな時代に対応した人材を育成していくことが

必要だ。 

  



 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１部 

国内活動―Smile F LAOS のあゆみ 

 

 

 

 



松永：Smile F LAOS の活動のあゆみ 

22 

 

Smile F LAOS の活動のあゆみ 

                             

松 永 理 沙 

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。当時スタデ

ィツアーに参加した東洋大学 2 年生の

「ラオスの子どもたちに何かしたい」と

いった思いから 2014 年団体発足へと至

った。今年度も、団体発足当初からある

「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、昨年度のスタデ

ィツアーで得た気付きにもとづいて、支

援の方法を探ることから始まった。 

 昨年度、私たちはラオス産フェアトレ

ードコーヒーの収益の一部を使って、ラ

オスの小学校に 5 種類のオリジナル絵本を寄贈した。この経験を踏まえて、今年もラオスの子

どもたちと関わりをもてる活動をしたいという意見が多数でた。具体的にどのようなことをし

たいか案を出し合うと、「手洗い場の設置」やサッカーボール・バトミントン道具・羽子板など

「遊び道具の寄贈」といった目新しい案ばかりが出てきた。どのような観点でどう決めるのか

を最初に決めていなかったため、これらの案をの中からどれかひとつを選べなくなり、話は行

き詰ってしまった。 

そのようなときに箕曲先生からの助言もあり、

一旦落ち着いて今までの活動を振り返ってみるこ

とにした。昨年度のスタディツアーで絵本を寄贈

した際に、小学校の先生から「本が好きで読みた

い生徒はたくさんいるけれど読む本がない」と言
図 2 NGO ラオスの子どものロゴ 

図 1 Smile F LAOS 活動のしくみ 

取り組みの位置づけと達成目標 

課題発見・解決型学習プログラム 

［国内活動］ 

コーヒーの販売による 

現地支援プロジェクトの準備 

［海外活動］ 

ラオスのコーヒー栽培農村における 

課題発見（2 年）と課題解決（3 年） 
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われたことを思い出した。実際に絵本を子どもたちに渡すと、たくさんの子どもたちが 1 冊の

絵本を共有して読んでいるという状態だった。本に興味を持ち、本を読みたいと思っている子

どもたちがたくさんいるのに対して、あきらかに本の数が足りていないという現状を目の当た

りにしたのだ。このことを思い出すと、昨年度の活動内容である絵本の寄贈を改める必要はあ

るのだろうか、むしろ、昨年度よりも力をいれてやらなければならないことなのではないだろ

うかと思った。この気付きから今年度は「読書普及促進活動」を行うことに決定した。昨年度

から関わりをもち、この読書普及促進活動をすでに行っている、国際協力 NGO 団体「ラオス

のこども」に協力を仰ぎ、私たちの活動を進めることとなった。 

では、具体的に読書普及促進活動とはどのようなことを行うのか。まとめると、①絵本の寄

贈、②本棚の設置、③エプロンシアターと教材用 DVD の作成である。 

①については、スタディツアーでの経験から昨年度より多く、各小学校に 10 冊以上の絵本

を寄贈するという目標を立てた。この絵本は「ラオスのこども」で出版しているものを購入す

ることとした。 

このように絵本を寄贈していくにあたって、本棚の設置も欠かせないだろうという意見がで

た。その際に、FLAO オリジナルのものを作りたいという意見が多く、その中でもラオスの木

材を使用して、ラオスで本棚を作成するという案がでた。昨年度知り合った通訳の方と連絡を

取り、ラオスの木材の価格などを調査し、その木材を使ってどのような本棚を作るか設計図の

作成なども行った。しかし、スタディツアー中に本棚を作成することに対して時間的・体力的

にリスクが大きいのではないかという意見がでた。この時に私たちは、本棚を設置するという

ことの 1 番の目的は、FLAO オリジナルのものを作ることではなく、ラオスの小学校に本棚を

確実に設置し、子どもたちが絵本を読みやすい環境をつくることだと改めて再認識した。この

ことにより、最初の案から一転して、

日本で組み立て式の本棚を 4つ購入し

ラオスに持っていくことに決めた。 

そして③のエプロンシアターと教

材 DVD の作成は、今回のメインとな

る活動である。これは今年度の夏に団

体メンバーの一部がラオスの首都ビエ

ンチャンに渡航したことがきっかけで

ある。この渡航の際に、箕曲先生のお

知り合いの方が経営をする私立ハーク

ケオ小学校へ訪問した。この学校の校

長先生は、ラオス人で 1996 年に日本 写真 1 本棚の設計図 
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へ留学し、日本の幼稚園で幼児教育を学んだという。その後日本の幼児教育を参考に、2007

年ハークケオ小学校の元となる幼稚園を設立した。この小学校訪問の際には、学校の歴史や学

校方針、授業内容などについてのお話を伺った。 

その後、学校全体で力を入れている、読書についての活動を見学した。その際に、ラオス人

の先生方が日本の幼稚園で行われているエプロンシアターを自ら作成して子どもたちに見せて

いることや、エプロンシアターが子どもたちに人気であること、エプロンシアターは本に興味

を持ってもらうための効果的な方法であるということを知った。このエプロンシアターは私た

ちにも馴染み深いものであったため、ビエンチャンで見つけたときには感動を覚えた。そして

エプロンシアターは日本だけでなくラオスの子どもたちにも通用することを知り、挑戦してみ

たいと思った。 

そう話をしているときにエプロンを見せてくれたラオス人の先生から「ただエプロンシアタ

ーを作って学校の先生にあげるのではなく、その後先生たちが自ら作ったりそれを使ったりで

きるようにした方がいい」とアドバイスをいただいた。帰国後、このビエンチャンでの経験を

団体全体で共有し、話し合いを行う中で、私たちがエプロンシアターを持って行ったあとも先

生方に使ってもらうために、エプロンシアターの教材 DVD を作成することを決めた。エプロ

ンシアターの題材にする絵本は、ハークケオ小学校の先生方や「ラオスのこども」の方から伺

った意見のもと、ラオスの子どもたちに非常に人気の高い「大きなかぶ」にすることにした。 

これらを作成するにあたって、エプロンシアターの講師の方が福祉保育専門の東京未来大学

にいらっしゃるということを知り、講師の方に協力を打診し、何度か訪問した。エプロンシア

ターに関する講習を開いていただき、その後の教材 DVD 作成にあたっても監修をしていただ

くなど、様々な方面でご協力いただいた。 

以上が今年度の活動目標である読書普及促進活動の内容である。 

コーヒーの販売活動では昨年度設置した班を継続した。その結果、継続メンバーの中で、代

表は松永理沙、副代表は丸木灯が務めることに決定した。班については、会計・発注班（昨年

度会計班）は磯野由奈、製品班（昨年度営業・管理班）は村上千香子、イベント班は阿部邑人、

広報班は鈴木美那、ラオス班（昨年度ラオス・支援品企画班）は松本実晴が各班の代表に就い

た。 

 メンバーは 3 年生継続者 8 名、3 年生新規加入者 2 名、2 年生 23 名の計 33 名となった。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
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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より身近に感じ

てもらうこと、（２）ラオスの子どもたちのために、読書普及促進活動を通じて教育の手助けを

行うこと、（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読書推進活動

を行うために 10 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 120kg に

設定した。その上で、前述の通り製品班、イベント班、広報班、ラオス班の 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 

活動は毎週金曜日の 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、関わりのある他団体の方をゲストスピーカーとしてお招きし、お話を伺った。秋

学期にはラオスに関する基礎知識や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全体での話し合いの時間に充て、各班での打ち合わせをした。

この時間の最後には、各班報告を行い全体で共有する時間を設け、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、34 ページからの各班の報告に記載し

てある。そして、昨年度とは異なり継続メンバーの数よりも新規メンバーの数がはるかに多い

今年度は、活動をより円滑に進めていくために、6 限後に 3 年生だけでのミーティングも行っ

た。これを行うことによって全体ミーティングだけでは時間が足りず、十分に話し合えなかっ

た事柄を進めることができた。 

 本年度は昨年度に引き続き、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

も松永が編集を行い、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 オリエンテーション・自己紹介 3 年生ミーティング 

第 2 講 箕曲先生の話・ATJ について 

団体活動内容紹介・班紹介 

支援品について 

Dropbox・メーリス登録 

第 3 講 講義「ATJ について」 

支援品決定報告 

3 年生個人テーマ発表 

2 年生班決め 

（親睦会） 
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（ゴールデンウイーク） 

第 4 講 ・講義「フェアトレードについて」 ・今後のイベント出欠確認 

・事業計画書について 

第 5 講 ・会計発注の流れについて(第 2 期メンバ

ーより) 

・イベント班より 

・事業計画書・班目標についての話し合

い 

第 6 講 ・スタディツアーに関する連絡 

・ゲスト訪問①：ドリプロの発表 

・班活動 

第 7 講 ・ラオフェスについて 

・事業計画書読み合わせ 

・班活動 

（5/28〔土〕、29〔日〕 ラオスフェスティバルでの販売補助） 

第 8 講 ・ラオフェス振り返り 

・焙煎業者訪問について 

・マネジメントゲームについて 

・班活動 

（6/4〔土〕 焙煎業者訪問） 

第 9 講 ・焙煎業者訪問振り返り 

・事業計画書最終確認 

・班活動 

第 10 講 ・事業計画書の意義説明 

・事業計画書執筆後の振り返り 

・講義「なぜフェアトレード/民衆交易が

必要なのか」 

・メンバー内販売について（会計班より） 

・班活動 

（6/18〔土〕 NGO ラオスのこども報告会訪問） 

第 11 講 ・ゲスト訪問②：ATJ 堀田前社長による

お話 

・アンケートについて（広報班より） 

・キックオフパーティの際の発表リハー

サル 

・班活動 

第 12 講 ・ゲスト訪問③：焙煎業者（株）流通サ

ービス服部社長によるお話 

・イベント班・製品班による新企画のプ

レゼンテーション 

・キックオフパーティーオープニングセ

レモニーのリハーサル 

・キックオフパーティについて 

（製品班・イベント班より） 

・アンケートについて（広報班より） 

・会計について（会計班より） 

・班活動 
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（7/8〔金〕 キックオフパーティ開催） 

(7/9〔土〕、10〔日〕 マネジメントゲームの参加 

第 14 講 ・キックオフパーティ振り返り ・班活動 

第 15 講 ・キックオフパーティ振り返り班・全体

での共有 

・夏合宿について（イベント班から） 

・大久保亜美さんより一言 

・班活動 

(8/3〔水〕～8/4〔木〕夏合宿) 

 

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 5～10 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、6 月の中旬に完成した。今年度の活動内容を熟知するた

めに、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）。 

 

② 支援品企画（→ラオス班の報告参照） 

 

③ 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、

2015 年度の報告書を参照していただきたい。この後、5 月 28 日、29 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。 

 

④ 焙煎業者訪問 

6 月 4 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初年度とは異なり、今年度（株）流通サービスに伺ったのはこ
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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。 

 

⑤ ゲスト訪問２：輸入会社オルタ―トレードジャパン（以下 ATJ）前社長 堀田正

彦さん 

第 11 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 の前社長で

ある堀田正彦さんを授業に招き、ATJ の立ち上げ経緯や会社の理念・事業内容に関する講義を

聴いた。支援に対する考え方や、援助・自助・共助からなる民衆交易の根幹となるお話が印象

的であった。我々の活動を行う上で知っておくべき大事なお話を、前社長から直接聞けたこと

は大変貴重な経験であった。 

 

⑥ ゲスト訪問 3：（株）流通サービス代表取締役 服部吉明さん 

 6 月 4 日に静岡の（株）流通サービスへ訪問し、その際に学んだことを活かして製品班とイベ

ント班が新企画を立て、その企画のプレゼンを服部社長に見てもらった。そして新企画実行の

ためのアドバイスをいただき、各班の学びとなる時間になった。服部さんからのお話だけでな

く、私たちの今年度の活動紹介なども行うことができた。 

 

⑦ マネジメントゲームへの参加 

 昨年度に引き続き、販売開始時期前での開催となった。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。 

 

⑧ 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 

 昨年度に引き続き、団体運営の円滑

化を目的に、メンバー間の交流を促す

イベントである夏季合宿を開催した。

イベント班に企画を進めてもらい、8

月 3 日、4 日に八王子セミナーハウス

にて行った。3 日は箕曲先生も参加が

できるということで、営業・管理班が

企画したコーヒーのドリップ練習のワ

写真 2 夏合宿の様子 
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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『チャンパコーヒー』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。4 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。 

 

３ 秋学期 

 5 時限目 6 時限目 

（9/10〔土〕、11〔日〕 外部販売イベント①：「北区グルメフェス」出店） 

第 1 講 ・秋学期のスケジュール確認 

・「北区グルメフェス」振り返り 

・今後のイベント予定確認とワークショ

ップについて 

・班活動 

第 2 講 ・講義「ラオスの歴史」 

・班活動／スタディツアーの事務連絡 

・班活動／体験の言語化 

・「北区グルメフェス」会計報告 

・「あかぎマルシェ」打ち合わせ 

（10/2〔日〕外部販売イベント②：「あかぎマルシェ」出店） 

第 3 講 ・講義「ラオスの歴史」 

・ビエンチャン渡航メンバーの報告 

・体験の言語化／「赤木マルシェ」振り

返り 

・「あかぎマルシェ」会計報告 

・班活動 

第 4 講 ・講義「ラオスの政治」 

・広報班の動画確認 

・体験の言語化／班活動 

・イベント打ち合わせ 

・班活動 

（10/20〔木〕東京未来大学にてエプロンシアターの講義） 

第 5 講 ・ゲスト訪問①：NGO ラオスのこども野

口さんによるお話 

・体験の言語化／班活動 

・本棚について 

・10 月会計報告 

・ミルの購入について 

・班活動 

第 6 講 ・ATJ のプロジェクトについて 

・スタディツアーについて 

・広報班の動画確認 

・白山祭について打ち合わせ 

・班活動／エプロンシアター作成 

（11/5〔土〕外部イベント③：「映画祭」出店、11/5〔土〕、11/6〔日〕白山祭 出店） 
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第 7 講 ・ラオスに関する講義 

・体験の言語化／班活動 

・「映画祭」・白山祭の振り返り、会計

報告 

・「文京区博覧会」出店について 

・班活動／エプロンシアター作成 

第 8 講 ・ラオスに関する講義 ・次回企画イベント打ち合わせ 

・班活動／エプロンシアター作成 

（11/18〔金〕、11/19〔土〕外部イベント④：「文京区博覧会」出店） 

（11/22〔火〕外部イベント⑤：キッチンカーによる出店） 

第 9 講 ・講義「ボラベン高原の地理と歴史」 

・スタディーツアーリスク管理説明 

・3 年生個人研究に関する打ち合わせ 

・班活動 

・「文京区博覧会」「キッチンカー出店」

の振り返り、会計報告 

・班活動／エプロンシアターDVD 撮

影・本棚について打ち合わせ 

（11/28〔月〕神田女学園での発表） 

第 10 講 ・講義「コーヒーの栽培・加工・流通・

輸出の過程」 

・スタディツアー・個人研究の打合わせ 

・学内販売の打ち合わせ 

・12 月発注製品数の確認 

・班活動／本棚について打ち合わせ 

（12/6〔火〕東京未来大学にてエプロンシアター動画の添削） 

（12/9〔金〕学内販売） 

第 11 講 ・学内販売の振り返り、会計報告 

・コーヒードリップ説明動画確認 

・エプロンシアター教材動画確認 

・年間会計報告 

・スタディツアーについての最終打ち

合わせ 

・年間活動の振り返り 

（12/21〔水〕～30〔金〕 ラオススタディツアー（第 12 講は休講）） 

第 13 講 ・スタディツアー後の 3 分間スピーチ 

・報告書の説明・割り振り決め 

 

 （第 14 講 1 月 13 日〔金〕社会文化体験演習シンポジウムでの発表) 

第 15 講 ・2016 年度収支報告 

・報告書の分担・締め切り再確認 

・家計調査結果の検討 

・個人調査の報告書に関する打ち合わせ 

 

第 16 講 ・就活セミナー 

・3 期生の活動振り返り 

（白山某所で第 3 期活動の打ち上げ） 
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① 外部販売イベント打ち合わせ（→イベント班報告参照） 

 

② 体験の言語化 

第 3 講、4 講 、5 講、7 講の授業で

は、昨年度のスタディツアーに参加し

たメンバーによる「体験の言語化」を

行った。これは、昨年度ラオスに渡航

したことによってどのような学びがあ

ったのか、体験を自分の言葉で言語化

し、わかりやすく発表できるようにす

る取り組みである。自分の体験を言語

化することによって自分の気持ちを整

理することができ、また自分が気付い

ていなかった自分の成長や変化に気付

くことができる。この取り組みは、さ

まざまな発表の場を介して成果を出すことを最終目標として行われ、実際に箕曲先生の一年ゼ

ミでは村上と松本、神田女学園では 200 名以上の高校生を前に丸木と鈴木が発表した。 

 

③ ゲスト訪問１：NGO 団体ラオスのこども 野口朝夫さん 

 ラオスのこどもは「Ⅰ 活動の経過」の中でも述べたように、昨年度から関わりを持っている

団体である。今回は、ラオスのこどもで 34 年間活動してきた野口朝夫さんから、ラオスの歴

史や文化、教育について、団体として行ってきた読書普及促進活動についてのお話を伺った。

実際に長い期間、読書普及促進活動を行うラオスのこどもさんが取り組む活動内容や、その中

で抱えている課題を知ることができ、非常に学びの多い時間となった。 

 

④ 支援品内容打ち合わせ（→ラオス班報告参照） 

 

⑤ 福祉保育専門学校 東京未来大学への訪問 

今回エプロンシアターを作成するにあたって、福祉保育専門学校である東京未来大学を訪問

し、エプロンシアターの講師である新井令子先生からエプロンシアターについてのお話を伺っ

た。そこでは、エプロンシアターの意義や使い方・演じ方のコツだけでなく、エプロンシアタ

ーを通して子どもたちと触れ合うときのポイントなどを教えていただいた。実際にメンバーが

その場で実演しながら新井先生からの指導を受けた。このような講義を受けた上で、エプロン

写真 3 神田女学園での発表の様子 
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シアターと教材 DVD の作成を行った。DVD の撮影・編集を終えたところでもう一度東京未来

大学に訪問し、新井先生に DVD を見てもらうと同時に DVD の監修をしていただけることと

なった。いくつかのご指摘をいただきながら修正を重ね、DVD を完成させることができた。 

 

⑥ 白山祭準備（→イベント班報告参照） 

 

⑦ 小学校ワークショップの打ち合わせ、準備（→ラオス班報告参照） 

 

⑧ スタディツアーに向けた準備 

第 9 講から 11 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 講と 10 講で

は、箕曲先生から「ボラベン高原の地理と歴史」「コーヒーの栽培・加工・流通・輸出の過程」

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 11 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。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も

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 21 日からのスタディツアーに臨んだ。 

 

⑨ 社会文化体験演習シンポジウムでの発表とディスカッション 

1 月 13 日に、1 年生対象となる「社会文化体験演習」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 4～12 月の国内活動、2 年生がスタディツアーの経

験にあたる国外活動について発表した。今年度は、外部からのコメンテーター2 名も参加して

行われた。私たちの活動に対して客観的な視点からさまざまなコメントをいただき、今後の活

動について考えさせられる時間となった。そして他分野の活動も聞くことができ、非常に刺激

的な場であった。 

IV まとめ 

本年度の活動は、多くの新しいメンバーを加えてのスタートとなったため継続メンバーとし

ての不安は大きいものであった。しかし活動を進めていくにつれ、新メンバー特有の新たな企

画や多様な考え方がみられ、第 3 期 Smile F LAOS に新たな風を吹かせてくれたように思う。

ドリンクを中心とした販売活動も順調に進み、年間目標を達成させることができた。さらには、

読書普及推進活動における新たなアプローチとして、エプロンシアター・教材 DVD の作成を
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行えたことは非常によかった。ただ、今年度団体内で出た案の中で、コーヒーミルの購入など

を含めて、実現しなかったものも多くある。このため、それらのことを忘れず、来年度に持ち

越し、しっかりと議論を行ってほしい。また、今年度の販売姿勢としては比較的慎重であり、

目標達成というよい結果を生み出せたのだが、その一方で、販売活動や商品企画としての新し

い驚き・感動を生み出すことがあまりできなかったようにも感じる。したがって、来年度はこ

れらの経験を活かしながら、新たな取り組みに挑戦し、多くの人に驚きや感動を与えてくれる

ことを期待している。 

  

写真 4 販売収益をもとに製作したエプロンシアター 
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各班活動報告 

I 製品班 

社会文化システム学科 3 年 村 上 千 香 子 

 

 初年度、製品の制作を担った製品班は、2 年目に営業・管理班という名前に変更された。2

年目はすでに製品が出来上がっていたため、新たな活動内容として 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確保を目指し委託販売を行うことになった。 

3 年目となる今年度は、班の名称を再び初年度の製品班に戻した。昨年度は営業・管理班と

いう名前で活動していたため、FLAO が販売する製品の管理はどの班が受け持つのか曖昧にな

ってしまった。もともと製品を作ったのは、営業・管理班の前身である初年度の製品班だった

ため、今年度はその製品班に戻し、昨年度の営業・管理班の活動内容に付随して製品の管理も

行うという目的のもと、班の名前を変更した。 

（文責：丸木灯、編：村上千香子） 

 

１ 備品管理 

 備品管理の目的は、イベント出店の際に起こりうる備品の紛失を防ぐため、出店前後に備品

チェックリストを用いて、徹底した管理を行うことである。 

 去年は備品の紛失が目立ったため、今年は備品チェックシートの改良から始めた。去年先輩

方が作成して下さった全体の備品チェックシートに加え、新たにイベントごとの備品チェック

リスト（以下リスト）を作成し、ファイルに保存していく形をとった。各イベントの目的によ

って備品の種類や数も異なるため、毎回リストを作成することで備品は何が必用か、展示物は

何を作成するか、シュガーの個数は足りないのではないか、など次のイベントを意識した備品

管理を行うことが出来た。さらにリスト作成は班員でイベントごとに担当者を決め、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する意識を高め

てもらった。 

 また、今年度は新しく団体用エプロンを 10 枚購入した。管理を徹底して行うため、エプロ

ンのタグに番号を記入し、各イベントの最後にいる FLAO メンバーに 1 人 1 枚ずつ持ち帰って

洗濯してもらい、次の授業時に集めることにした。しかし、忘れてしまう人が出てきてしまい、

その週を逃すとまた次の週と 10 枚全てを揃えることが難しく、管理が効率的ではないと 2 年

生自ら判断し、エプロンは製品班が責任を持って洗濯することになった。 

今年の改善点は、研究室にある備品の整理である。製品班以外の班員がイベントで使用 
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する備品を研究室から出す際、「どこに何があるのか分からない」という声が上がった。製品班

の私たちでさえ毎回綺麗に片付けてはいるものの、どの袋に何が入っているのか開けてみない

と分からない、というのが現状である。ダンボールごとに、そこに何が入っているのかリスト

表を書いて貼るなど工夫が必用である。また、他の班員からみても備品の場所が分かるよう、

来年は研究室の整理整頓を徹底してほしい。 

 

２ イベント対応 

 イベントでの対応は、ブラックボードの作成、全体のレイアウト構成、それから消費者に向

けたコーヒー・ピーベリー・フェアトレードに関する展示物作成である。 

 展示物では、足を運んで下さったお客さんにもう一度来て頂けるよう、次のイベントの告知

表を作成した。また「あなたはどっち派？」と題した深煎りと中煎りの説明書きでお客さんの

試飲欲を促すなど、今年度はただ見せる展示物ではなく、お客さんの必要としている情報をこ

ちら側から提供したり、パッと見た時「なんだろう？」と目を引いたりするような展示物が出

来たのではないかと思う。また反省点として、ラオスに特化した展示物がなかったため、来年

度はさらに他の班と連携し多くの人たちに私たちのこの活動とラオスという国について情報発

信出来たらと考える。 

また、今年は初めてアイスコーヒーを販売した。去年の反省点としてホットコーヒーの淹れ

方を団体内で共有はしたものの、実際にドリップ出来る人は極わずかだった。その理由として

何グラムで何ミリリットルのお湯を注ぐかなどの明確なレシピがなく、毎回同じ人がイベント

でドリップしていたことが要因だと考えた。そのため、今年度は団体全員がドリップ出来るこ

とを目標にレシピ作成とその共有に力を注いだ。8 月に行われた北区でのイベントでは、アイ

スコーヒーのレシピを作成するため、コーヒーに詳しい根津にある「みのり cafe」さんを訪問

し、その知識をお借りした。このみのり Cafe さんとの出会いは、同期メンバーの丸木さんが

Facebookでみのり Cafe さんが開催しているドリップセミナーを見つけたことがきっかけであ

る。その際、実際にセミナーを受講しドリップの基礎知識について教えて頂いた。その体験か

ら今回また FLAO に合うアイスコーヒーのレシピ作成において何かアドバイスを頂けないか

と思いアポを取った。そしてレシピを団体内で共有しイベント当日はそれを見ながらドリップ

することで、製品班以外の多くの団体メンバーがドリップしたコーヒーをお客さんに提供する

ことが出来た。また、この経験から「次のイベントもレシピがあった方が良い」という声を受

け、今後も使えるようなレシピ清書版を 2 年生が作成し、キッチンカーのイベントではそれが

役立った。このような過程を踏まえ、最後に行われた 12 月の学内販売では 1 年ゼミに向かっ

てドリップの仕方を製品班以外の団体メンバーからも説明することが出来た。 

 私たちはコーヒーに特化した班だが、団体メンバーの中では普段あまりコーヒーを飲まず、
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身近に感じない人もいると思う。しかし、各々が持っているコーヒーの知識をシェアし実際に

ドリップすることで興味を抱く人が増えたと感じた。次年度もこのようにコーヒー好きが団体

内で急増したら、その気持ちはイベントの際お客さんにも伝わり、さらに私たち団体のラオス

のコーヒーが色んな人の手に渡るきっかけになるだろう。 

 

３ 委託販売 

 営業活動の目的は、「おいしい」をより多くの消費者に届け、またこの活動を通して地域の

人たちに私たち団体の認知度を高めることである。昨年に引き続き白山にあるフランス菓子エ

リティエ様が今年度からは買い取り販売として引き受けて下さった。さらに、製品班の 2 年生

が 6 人という去年より多い人数を活かして勢力を出してくれたお陰で、今年は新たに 2 店舗委

託販売をして頂けることになった。委託期間は店舗によって多少誤差はあるが、約 2016 年 7

月から 11 月までの 5 ヶ月間である。5 月くらいからメンバーに白山、駒込、千駄木を中心に候

補店舗をリストアップしてもらい班内で情報を報告、共有し合った。1 人ずつ自分が候補した

店舗にアポをとり、委託交渉をさせて頂いた結果、以下の 3 店舗に今年はご協力頂いた。各店

舗 2 年生 2 人 1 組みで営業活動を実施し、以下はお店の概要と、営業活動にあたって難しかっ

た点、良かった点と、各店舗担当者からの感想である。 

 

1 フランス菓子 エリティエ 

住所：東京都文京区白山 2 丁目 29 番 6 号 

アクセス：都営地下鉄三田線白山駅（A1 出口）より徒歩 5 分 

店内に入ると、ショーケースに並べられた種類豊富なスイーツに奥には、カフェスペースも

ありキッシュやベーグルに、ケーキのセットのついたセットがランチタイムには楽しめる。お

店の方はとても気さくで優しく、白山周辺の地域住民の方々、老若男女問わず愛用されている。 

買い取り販売において最も難しかった点は継続して売り上げを伸ばすことである。 

始めは順調であったものの、8 月くらいから売上が落ち込み、徐々に翌月分の発注数も減へり、

ついには発注をしない月もあった。来年は暑い夏でもコーヒーが飲みたいと思ってもらえるよ

うに、エリティエさんのスイーツと合う組み合わせを提案したり、ポップを定期的に変えたり

して、ただ商品を置かせてもらうだけでなく、お客さんの目に飛び込む工夫を考えたい。個人

的にエリティエさんにランチを食べに行ったり、毎月会計に尋ねたときに藤田さんと少したわ

いもない話をしたりして、藤田さんとの関係を良好に保つことができたことはよかった点であ

り、これからも継続していきたい。 

（文責：林琴乃･安齋成美、編：村上千香子） 

～担当者から～ 
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初めての委託販売は分からないことだらけで、去年先輩方が築き上げたエリティエさんとの

関係を落ち度なく受け継げるかとても不安だったが、先輩方の丁寧な説明とサポートのおかげ

で無事に終えることができた。しかし、その支えに頼りすぎて、自分がその店舗の責任者であ

るという意識が低かったと思う。自分が他に働きかけ、つながりを持つときは責任を持ち、主

体的に行動できるようにしたい。私が FLAO で様々な経験をし、学ぶことができたのは委託先

をはじめ、多くの人との繋がりと協力があったからこそだということを噛み締め、感謝の気落

ちを忘れずにいたい。（安齋成美） 

 担当させていただくことになり、名刺を持ってご挨拶に伺った。初めての名刺交換をし、営

業として外部の方と接するということを実感した。エリティエ様の店内に自分が作成した pop

が製品と共に並べられ、そのような形で製品が売られるということが嬉しかった。だが、白山

地域の方々に FLAO の活動を知る機会を頂けていることが何よりもやりがいにつながった。そ

して、毎回伺うたびにエリティエ様からの優しいお言葉や気遣いが温かく、団体活動にご賛同

していただいていることに対して、何か感謝の気持ちをかたちにできればと思った。（林琴乃） 

                      

2 喫茶ペガサス 

住所：東京都 文京区 白山 5-1-3 

アクセス：都営地下鉄三田線白山駅より徒歩１分 

白山商店街にて古くから親しまれている喫茶店。白山地域のお年寄りの方や、会社員、学生

など幅広い人々に愛されている。古風な落ち着ける店内では、各産地のコーヒーだけでなくバ

リエーションドリンクなど様々なメニューがあり、素晴らしいカフェタイムを楽しむことがで

きる。マスターのハンドドリップを間近で見ることができるカウンター席と、落ち着いてコー

ヒーを楽しむことができるテーブル席がある。メニューには、豆の品種ごとに簡単な説明もあ

り、コーヒーに詳しくない人でも、飲みたいコーヒーを見つけやすい。班員の一人が通ってい

た喫茶店であったこともあり、委託販売をお願いした。 

電話でのアポイントメントを取ることや、委託のお願いは、以前から通っていたこともあり、

快く引き受けて下さりスムーズに進んだが、毎月の決済のタイミング調整が、賞味期限等の関

係もあり、難しかった。売れなかった分は、お店のブレンドコーヒーに混ぜて使用してくださ

ったので、売れ残りが出ることがなく本当に助かった。しかし、先方の負担になる可能性もあ

るため、繁盛期間を見極め相談しながら発注数を決めたい。来年度以降、委託ではなく、買い

取りという形での協力もしてもらえそうなので、改めてお願いしに伺いたい。 

（文責：寺島美波･木田友、編：村上千香子） 

～担当者から～ 

委託販売のみならず、活動に対するアドバイスや、小規模のミーティングにも快く協力して
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下さり、必ずこのご恩は何かの形で返

して行かなくてはならないと感じた。

（木田友） 

マスターも女将さんもとても親切

で、いつも心地よい空間と美味しいコ

ーヒーを提供してくださる。こちらに

委託させていただけて、本当に良かっ

た。来年度以降も良好な関係を築いて

いきたいと思う。（寺島美波） 

  

3 ルージュゴルジュ（ROUGE GORGE） 

住所：東京都文京区白山 4-33-21 ライオンズマンション白山 102 

アクセス：都営地下鉄三田線白山駅から 203m 

東洋大学のキャンパスが位置する白山から春日・水道橋の方に向かう途中にあるルージュゴ

ルジュ。フランスのオーガニック製粉会社「デコローニュ社」の小麦粉を使用し、自家製の天

然酵母を小麦粉に混ぜ、深い味わいを出す工夫をしている。さらに、この生地を低温で長時間

寝かせ、熟成させてからパンを焼き上げている。店内の雰囲気は、広過ぎず落ち着いた雰囲気

のお店でとても上品感がある。私たち Smile F LAOS の扱うチャンパコーヒーと合うお店だと

思い、委託販売を依頼した。 

難しかった点は大きく 2 つある。まず 1 つ目に、営業時間中の訪問であったためあまり時間

を確保できなかった点である。短い時間内では伝えられることも限られてしまうため、思うよ

うに話を進めることができなかった。2 つ目に、売り上げを安定させられなかった点である。

売れ残りが多く出てしまう月があった。委託販売の決算は販売期間が過ぎてからであるため、

売れ残りのはけ方も問題となった。そして改善点として、委託先の方に製品の特徴やこだわり、

そして団体に関する理解を深めてもらう必要があると感じた。まずは先方に、私たちのことを

知ってもらい、協力したいという意欲を強めたいと考えた。具体的な対策案として、自分たち

で直接説明することは勿論だが、販売イベントや発表などの活動に関する宣伝を事前に行い、

招待してみることが解決策の 1 つであろう。 

（文責：岡田真由･城田光輝、編：村上千香子） 

～担当者から～ 

はじめて委託販売の交渉を行ってみて、関係性の築き方の難しさを学ぶことができた。表情

や言葉遣いに気をつけることも大事だが、和やかな雰囲気をつくるための工夫も重要であるこ

とがわかった。最後の訪問の際に、委託先の方が売れ残りを出してしまったことに対し申し訳

写真 5 ペガサス店内様子 
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なさそうにしていた。その姿を見て、私たちの製品なのだからお店に届けた後もしっかり責任

を持ち、完売させるために何かできていれば良かった、という反省が生まれた。このような反

省を活かして来年は委託販売の際も工夫していきたい。（岡田真由） 

今回、製品班の活動として初めて行った「委託販売」であった。自分で FLAO のコーヒーに

合うお店を探し、電話して訪問し、自分たちの活動やコーヒーの事について説明し、委託販売

をお願いする。始めは、そんな難しいことではないと思っていたが電話の時点から断られるケ

ースが多く、自分が探したお店が委託販売まで辿り着くことができた時は、本当に嬉しかった。

ただお店にコーヒーを置いてもらうだけでなく、お店の方との話し合いの場をもっと持ち、コ

ーヒーが売れるような工夫がもっとできたのではないかと思った。（城田光輝） 

 

表 1 7 月時点での目標と今年度の営業結果 

7 月時点の目標 

 中煎り 

100g 

粉 

中煎り 

200g 

粉 

深煎り 

100g 

粉 

深煎り 

200g 

粉 

中煎り 

200g 

豆 

深煎り 

200g 

豆 

 

合計 

販売数（袋） 10 10 10 10 3 2 45 

販売量（kg） 1 2 1 2 0.6 0.4 7 

売上（円） 4,500 7,200 4,500 7,200 2,160 1,440 27,000 

総売上（7 月～11 月） 

 中煎り 

100g 

粉 

深煎り 

100g 

粉 

中煎り 

100g 

豆 

深煎り 

100g 

豆 

深煎り 

200g 

粉 

 

合計 

総販売数（袋） 14 14 8 8 1 45 

総販売量（kg） 1.4 1.4 0.8 0.8 0.2 4.6 

総売上（円） 6,300 6,300 3,600 3,600 720 20,520 

総売残数（袋） 1 3 2 2 0 8 

    （筆者作成） 

 

FLAO の営業活動は今年で 2 年目ではあるが、前例の事例結果が少なく参考になるデータも

あまりなかったため、今年もまだ手探り状態が続いた。上記表の結果から、販売数は目標達成

したものの、販売量･売上は未達成である。しかしこの結果から分かったことがいくつかある。

1 つ目は、営業販売では 100g の需要が大きいということである。私たちの製品をはじめて手
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に取って下さる方も多い。そんな方たちに手に取りやすい 100g が好まれるのではないだろう

か。また、各月の売上では 9 月が最も低く、その理由として店舗に来店されるお客さんが少な

いという先方の事情もあった。このことから営業先の状況も視野に入れながらの活動がこれか

ら重要になっていくと感じた。目標は達成されなかったが、今年の営業活動も去年の 1 店舗か

ら 3 店舗と素晴らしい成果を残すことが出来たと思っている。無事に活動が終えられたのも反

省こそはあるが、2 年生一人一人の責任感と先方との信頼関係の構築があったからこその結果

だと思う。次年度は、今年の反省や傾向を踏まえ戦略を立てて営業活動に挑んでほしい。 

製品班の主なこの 3 つの活動は、団体を運営する中で非常に大切な役割を担っている。備品

管理はまめにチェックし地道な作業に思われがちだが、イベントの際、何か一つでも足りない

と団体メンバーに迷惑をかけるだけでなく、売上にも支障をきたしかねない。また、学外イベ

ントの展示物作成やドリンクレシピの団体内共有、そして地域の人たちと連携して行う営業活

動はどれも私たち班の目的である「おいしい」をより多くの消費者に届けることに繋がってい

る。2 年生には今年度のこの活動内容に自信を持って、さらに多くの消費者に私たち団体のコ

ーヒーを届けてほしいと思う。 

II イベント班 

社会文化システム学科 3 年 阿 部 邑 人 

 

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、FLAO の活動に関心

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できる資金に回せるようにする。 

 

２ 活動目標 

① ドリンク販売を増やし、より多くの人にラオスのコーヒーの味を知ってもらえるように    

する。 

② イベントの担当者以外の人で集客数や客層のリサーチをする。 

 

３ 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
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成、製品班・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。 

 

表 2 年間イベント日程 

 日程 イベント 場所 

①  7/8 キックオフ 白山キャンパス 6 号館第 3 会議室 

②  9/10.11 北区グルメフェス 赤羽公園・飛鳥山公園 

③  10/2 あかぎマルシェ 神楽坂・赤城神社 

④  11/5.6 白山祭 白山キャンパス 1601 教室 

⑤  11/5 映画祭 新大久保 

⑥  11/18.19 文京区博覧会 文京区シビックセンター 

⑦  11/22 キッチンカー販売 ネッツトヨタ文京店前 

⑧  12/9 学内販売 白山キャンパス 6 号館第 3 会議室 

 

① キックオフ 

今年度最初のイベントであり、昨年

に引き続き白山キャンパス 6 号館第 3

会議室で行った。昨年の反省を生かし、

パネル、ポップスタンド、パソコンを

しっかり把握し準備を進めることがで

きた。しかし 3 年生が 1 人ということ

もあって、忘れないために自分１人で

備品を借りに行ってしまった。また準

備の段階でイベント班が 3 人いたのに

効率よく指示出しをすることができな

かった。販売ブースのレイアウトでは、

机の位置が通路側に出すぎていたため、

教務課の方に指摘を受けた。そのため机を縦に 2 つ、横に 2 つにしていたのを、横に机を 2 つ

並べる配置に直した。去年の経験で机の位置に規定があったことを知っていたのにもかかわら

ず、反省をしっかり生かすことができなかった。イベント班で共通していたのが、班員全員で

1 日の流れを理解するということであった。1 人が知っていてもその人が欠けたときに他の人

が動けないのでは意味がない。全員で把握していれば、安定したイベントの運営になるのでは

写真 6 キックオフの様子 
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ないだろうか。 

 

② 北区グルメフェス 

今回このイベントに出展するきっ

かけとなったのは、イベント班２年の

宇都宮が所属していたボランティアサ

ークルでお世話になっていた方に無理

を承知で行った出展依頼である。北区

グルメフェスは、北区にある飲食店を

中心にしてキッチンカーで出店し、来

場者に一番おいしかったお店を投票で

決めてもらうといったイベントである。

私たちはその協賛スペースに場所を設

けてもらい、投票には参加しないがボ

ランティアとして働く条件をつけて 2

日間出店した。1 日目は赤羽公園、2 日目は飛鳥山公園で行った。 

 反省点は 2 つある。1 つ目は夏季休暇中だったため、メンバーで話し合う時間が足りなかっ

たことだ。夏休みに 2 回ほど班で集まったが、残りの話は LINE で進めた。実際に顔を合わせ

て話し合わないため、FLAO とイベントのボランティアスタッフを含めたシフトが当日うまく

機能するか、準備をするときにスムーズにできるのかといった不安が残ったままイベントを迎

えることになった。それでも、当日は臨機応変にメンバーが動いてイベントを終えることがで

きた。2 つ目は、ドリンクを販売する際にコーヒーの特徴や団体について説明する機会が少な

かったことだ。このイベントでは、多くのお客さんがお腹を満たしにやってくる。コーヒーに

ついて説明もする隙も与えず、すぐに違うお店へといってしまう。もちろん仕方ない場面もあ

ったが、メンバーが積極的にお客さんに話しかけるといったことが少なかったような気がした。

興味がないお客さんに少しでも興味を持ってもらうことは大事である。これは他のイベントに

も共通してくる。今回 2 日間出店をし、主催者側の人たちとのつながりもできた。来年への出

店やキッチンカー販売のアドバイスを頂いたりして、とても貴重な経験となった。 

（文責：宇都宮里実 編：阿部邑人） 

 

③ あかぎマルシェ 

 あかぎマルシェは、毎月定期的に行われているイベントである。今回が初めての出店だった

ため、事前に担当者が客層、立地の様子を簡単に調べてきた。イベントを迎えるまで出店要綱

写真 7 北区グルメフェスの様子 
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が直前に送られてきたため、シフトづくりなどがあわただしくなってしまった。当日は、あか

ぎマルシェ主催者の方の協力、イベントでの呼びかけもあって多くの方が足をとめて下さった。

このイベントでは製品の販売だけで、試飲用のコーヒーを出すことができなかった。ラオス産

のコーヒーの美味しさを知ってもらって、製品を購入してもらうという流れができなかったイ

ベントではあった。目標には届かなかったが、メンバーによる製品説明のかいもあり、多くの

人が購入してくれた。またあかぎマルシェで製品を購入してくださった方が、最後の学内販売

にも来てくださり、新しいイベントではあったが、リピーターの方ができたことは大きな収穫

であった。 

（文責：後藤友希 編：阿部邑人） 

 

④ 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。去年と同様にドリ

ンク販売を行った。去年の反省を生か

し今年は 5月から月一回程度で行われ

る参加者説明会に 2年生一人ではなく、

もう一人補助として参加することにし

た。これは去年の説明会で多くの書類

や情報があるために一人だと重要な部

分を聞き逃したり、当日までの準備が

スムーズに進まなかったりすると反省

したためである。限られた時間のなか

ではあったが、当日までの準備は去年

のように焦らず進めることができた。来年も同じように進めてもらいたい。また装飾は去年よ

りシンプルにし、壁にはラオスでの活動の写真を使ってハートを作ったり、テーブルクロスを

可愛くしたりと去年よりも評判がよかった。反省点はコーヒーの提供に時間がかかってしまっ

たことだ。混んでくるとポットの数も少ないためどうしても時間がかかってしまう。また冷め

たコーヒーを出してしまい、「ぬるい」と言われる場面もあった。改善するには、新しくポット

を購入することや混む時間を把握し、ある程度作り置きをして保温ボトルにいれるという案が

出た。そしてもう一つがコーヒーの量である。準備の際に段取りを机に張って誰でも見えるよ

うにしていたが、その量だと少ないことに気付いたが、すぐに対応できなかった。実際に確認

することを怠っていたためである。事前にしっかり確認するべきだった。新しい反省点はでた

ものの、大きな混乱もなく無事に白山祭の販売を終えることができた。  

写真 8 白山祭の様子 
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 （文責：秋月拓 編：阿部邑人） 

 

⑤ 新大久保多文化共生映画祭（関連シンポジウム） 

 今年初めて参加した映画祭は直前までなかなかイベントの内容を把握することができず、戸

惑うことが多かった。また白山祭と日程が重なっていたこともあり、人数が少ない中での販売

であった。それでも、無事に目標個数を売り上げ、新大久保におけるフェアトレード参入の例

として地域の方々に知ってもらえるきっかけになった。反省点は、シンポジウムという環境で

手に取りやすいドリンク販売がおこなえなかったことである。また売れない状況の中での対応

を素早く考えることができなった。繋がりという面では、ATJ の姉妹団体である APLA の方と

の提携するお話ができたことだ。フェアトレードに関心がある方などと意見交換ができたため、

今後に生かすことができるイベントになった。 

（文責：千本梨紗子 編：阿部邑人） 

 

⑥ 文京区博覧会 

このイベントは、東洋大学産官学連携推進課の松浦さんから声をかけていただき実現した。

文京区博覧会では、区内の中小企業や産業団体、消費者団体などが一堂に会して展示、実演、

物販などを行っている。2 日間イベントに出させていただいたが、どちらも予想を上回る売れ

行きで、2 日目は予定よりも早く販売を終了することになった。初めてのイベントだったため、

どのくらい売れるのか把握できなかった。もしもう一度参加する機会があれば、今回の売れ行

きを踏まえて、製品を販売しなければならない。 

 

⑦ キッチンカー販売 

キッチンカーでの販売は、今の 3 年

生も経験したことがなくすべてが初め

てであった。反省点は、直前まで販売

する場所を決めるのに慌てていたこと

である。11 月の後半にキッチンカー販

売を行うと早い段階で決めていたが、

最初に実施しようとしていた場所との

予定が合わず、キッチンカー販売を行

わないかもしれない状況にまで迫って

しまった。しかし、東洋大学の近くの 写真 9 キッチンカーの様子 
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ネッツトヨタ文京店さんが快く場所を提供してくださったおかげで、無事ドリンクを販売する

ことができた。キッチンカー販売をするときは、販売できる場所を早めに検討し、許可をもら

うということが大事であるとわかった。もう一つの反省点としては、キッチンカーの内部構造

を前日に説明してもらい、色々な器具の使い方など、たくさんのことを覚えなければならなか

った。今回は説明を聞いた人数が多かったので大きな混乱はなかったが、もっと早い段階で説

明してもらい、イベント班だけではなく全体に説明できる時間があってもよかった。直前まで

ホットコーヒーの量について話し合っていたが、これももっと早い段階でしていればスムーズ

に当日を迎えられただろう。 

当日は、お客さんから何を売っているのかわからないと言われたり、お客さんが多く来たの

が午後からだったりした。レイアウトを工夫し、お客さんが来る時間帯をリサーチすることが

次の販売の時に必要である。        

（文責：田村考至、篠崎仁彦 編：阿部邑人） 

 

⑧ 学内販売 

 今年度最後のイベントである学内販売では、今までのイベントでの反省点を繰り返さないよ

うな販売になることを心がけた。また代替えも兼ねて 2 年生が中心になるように、3 年生はア

ドバイスをするだけにして、2 年生に任せるようにした。最後のイベントだけに何か新しいこ

とができないかとも考えたが、キッチンカー販売の後、すぐの販売会だったのでそこまでの余

裕がなかった。それでも、ドリップ体験をしてみたりするなど、少しではあるが違うことはで

きた。また新たな課題として、展示や映像を流している教室にお客さんが入っていないことが

わかった。外の販売だけに気を取られ、自分たちの活動を知ってもらえる教室にどうやって人

を呼び込むかは来年度の課題である。 

 昨年と同様に社会文化システム学科の一年ゼミを招き、2 年生が団体の紹介を行った。これ

は 2 年生が今までやってきた国内活動について自分の口から他の人に伝える良い機会である。

事前にゼミの学生が来る時間を把握し、誰がどこのゼミに説明するか担当を決めた。しかし、

今回各ゼミの来る時間がバラバラで当初の予定では説明しないはずだったメンバーが説明する

ことになるというハプニングが起きた。だが、そこは臨機応変に対応し、それぞれの 2 年生が

堂々と発表していた。 

 学内販売は無事終了し、準備の段階から片づけまでキックオフの時の反省が生かされていた。

目標の販売数も越え、大きなトラブルなく最後にふさわしいイベントであった。 
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４ イベントを運営するにあたっての反省 

① シフトの人数 

今年は昨年度よりも団体の人数が増えたことで、イベントの時に必要な人数の把握について

試行錯誤が多々あった。忙しい時に人が足りなかったり、暇な時に人が多すぎて何もしないで

イベントが終わってしまったりと本当はイベントでコーヒーや活動について説明したくてもで

きなかった人が出てきたのではないかと思う。継続しているイベントは特に、時間帯でのお客

さんの混み具合を把握して、シフトを作ることもこれからしっかり考える必要がある。 

 

② 準備の大切さ 

今年は去年から継続したイベントよりも始めて開催するイベントが多かった。イベントを決

めるにあたって、様々な用意を余裕もって行わなければ失敗につながってしまう。もちろんい

つも予定どおりに進むとは限らないが、先のイベントもしっかり視野に入れていくことが大事

である。 

 

５ これからのイベント班 

① 新しいイベント 

今年はイベント班として、いつもと同じようにイベントを探すだけではなく、自分たちで場

所を借りて内装や雰囲気を考えたカフェのような形にしたいと考えていた。プレゼンまでした

のだが、準備にかかる時間を考えて今年は厳しいという結論に至った。イベント班として、何

か新しいことに挑戦することは、班としての発展に極めて重要である。 

 

② 班の中での共有 

今年のイベント班では、昨年と同様にイベントの担当者を決め、その担当者を中心に動いて

いた。その中でも、担当者に任せきりではなく他の班員も協力することは必要不可欠である。

そしてそのイベントの詳細を班の中で共有し、班員がわかったところで全体に共有する。今年

はすべてが良かったわけではないが、担当ではないイベントでも、班全体で動けていたのは良

かった。この流れは次にも生かしてほしい。 

 

６ イベント班代表として 

イベント班の代表になった時、とても不安であった。なぜなら、去年の自分を思い返してみ

たときに、班の中心になれるような人物ではないと感じていたからである。二つ目は、班の継

続メンバーが 3 年生の私ただ一人であったことである。去年の活動を知っているのは私しかい

ないので他の 6 人のメンバーにしっかり伝えられるのか自信がなかった。しかし、イベント班
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で話し合っていくうちに自然と自信がついていった。 

今年度は、決めたイベントを大きな変更なく進められた。去年の反省を生かし、イベントの

回数を考え、自分たちがどのようなイベントに出たいのか早い段階で話し合った結果だと感じ

る。だが、イベント班として新たな試みをできなかったのは悔やまれる。イベントを見つけて

くるだけでなく、スペースを借りて自分たちが考える販売などに挑戦してみたかった。 

反省点はいくつか見られたが、それでもしっかりすべてのイベントを成功させることができ

たのは班員一人一人のがんばりがあったからである。わからないながらもやりきることは自分

の成長にもつながる。代表として、班員の成長を見ることができたのは、とても貴重な経験で

あった。 

III 広報班 

社会文化システム学科 3 年 鈴 木 美 那 

１ 目的 

 フェアトレードやラオス産コーヒーに関する情報を発信し、フェアトレードを知らない人に

フェアトレードを知ってもらう。またラオスの現状やコーヒー、Smile F LAOS 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」を多くの方に知ってもらうことを目的

とする。 

 

２ 目標 

 昨年から継続している SNS やリーフレットを今年度用に再編し、当団体に興味を持ってく

れている方々が飽きないような広報を行う。 

また昨年度とは異なる方法で広報を行い、新たに多くの方に「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。そのために今年度の新たな目標を“インフ

ォグラフィックス”作成とした。これは図やグラフなどを用いて、数値や情報を視覚的に分か

りやすく表現したものである。インフォグラフィックスを使った広報をすることにより、より

分かりやすく情報を伝えることが出来ると考えた。 

  

３ 活動内容 

 広報班ではフライヤーやリーフレット、ポスターなどの紙媒体の作成や、Twitter、Facebook、

HP などの Web 媒体を通じた情報発信、コーヒー販売イベントの誘致を行う。また活動報告や

動画作成を通して当団体やフェアトレード、ラオスについて多くの方に知ってもらえるよう広

報活動を行う。 
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 今年度は昨年度と同様にフライヤーやリーフレット作成、Web 媒体の運営の他、動画作成を

行った。そして新たにインフォグラフィックスの作成や、アンケートの実施、支援品となる動

画の作成など活発な広報活動を行った。 

 

① リーフレットとフライヤー、ポスター 

リーフレットやフライヤーはパソコンソフトのイラストレーターを使用し、団体紹介やイベ

ントの宣伝をするために制作した。昨年度、班員全員がイラストレーターを使ったことがなか

ったのに対し、今年度は経験者が 4 人いたため、経験者を中心に作成した。 

 リーフレットは Smile F LAOS の活動や Champa Coffee、ラオスについて知ってもらうため

に、授業やイベントでその都度配布できるように作成した。すでに団体を知っている方が、一

目で分かるように表紙のキャラクターや背景の麻など、おおまかなデザインは昨年度と同じに

した。一方で、2 年生から文字が多すぎると読むのが大変だ、という意見が出たため、班構成

の部分はイラストで班のイメージを表現し、班活動の説明も簡潔にするなど、より見やすいリ

ーフレットになるよう改善した。班員で何度か話し合いをし、昨年の良い部分を残しつつ、改

善できる点は改善して作成することが出来、良かったと思う。 

 フライヤーは、紙に印刷するものと、Web 上でのみ使用する画像の二通りを作成した。一つ

目のキックオフパーティのフライヤーは、当初は昨年度のものを少し改良する予定であったが、

担当者が中心となり大きなホットコーヒーの写真を用いるなど、デザインを一新した。短い期

間ながら、文字の大きさや色にこだわり、見やすいフライヤーが完成した。しかし、枚数をよ

く考えずに入稿してしまい、大量に余らせてしまった。昨年度は足りなくなってしまったため、

昨年度より少し多めに入稿することだけを考えて、配布する授業数をきちんと計算しなかった

ためだ。団体経費から支払われるため、もっと注意深く、無駄のないように計算してから作業

を進めるべきであった。 

 10 月のあかぎマルシェの際、当初は紙のフライヤーを作成する予定であった。イベント班と

連携し、あかぎマルシェ会場付近での配布や、他のイベントで当イベントの宣伝をしようと考

えたためだ。そのために担当者は作成までしてくれていたのだが、後からあかぎマルシェの担

当の方から、イベントの宣伝には公式のものを使うよう指示があった。事前に連絡を取ってい

たのだが、話が食い違っており、作成したフライヤーが使えなくなってしまった。相手との連

絡を全てイベント班に任せてしまった点を反省した。他の班と連携する時は、作業を任せきり

にせず、きちんと情報を共有しなければならなかった。このフライヤーは印刷しなかったもの

の、画像データは SNS で宣伝する際に使用した。 

 また、このフライヤーのデータは、その他のイベント時にも内容を少し変えて使用できるよ

うに残しておいた。そのため白山祭のフライヤーはそのデータを再利用することで時間をかけ
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ずに作成することができた。少しでも班員の負担を減らせるよう、こういったアイディアが出

たことはとても良かったと思う。 

 文京区博覧会の際にはポスターを作成した。内容は、流通サービスさんと当団体の関わりを

伝えるものと、当団体の活動について伝えるものの二種類である。パッと見て内容が分かるも

のにしたいと考え、担当者中心にキャッチコピーを作れないかという話がでた。最終的に、当

団体の活動を伝えるポスターでは、内容を多くせず、支援目標を伝えるものとした。子どもの

写真を大きく載せ、「絵本はこどもの宝物」というキャッチコピーを挿入した。 

 

② Web 媒体の運営 

昨年度に引き続き、今年度も Twitter、Facebook、ホームページを使用し、イベントの宣伝

や活動報告を行った。昨年度、公式 LINE を立ち上げたが、SNS が増えすぎると管理が行き届

かなくなる可能性や、LINE の場合は何か特典がなければ、友達に追加してもらうのが難しい

という話が出たため、使用をやめることにした。 

昨年は班員全員ですべての web 媒体をローテーションしていたが、今年度は人数が多く、班

内で Facebookをやっていない人がいたため、Twitterと Facebookの担当を分けることにした。

ホームページは全員が使えた方が来年度以降も活用しやすいと考え、全員でローテーションす

ることにした。 

Twitter は、三つの中で最も閲覧者が多い。また短文で投稿するため、更新頻度を高くする

ことにした。また写真や絵文字を用いて、見ている人が楽しめるよう工夫した。さらにキック

オフパーティや、白山祭前はカウントダウンをした。白山祭のカウントダウンでは、メンバー

が手書きした絵を用いて GIF アニメを作成した。時期が丁度ハロウィンの期間だったため、コ

ーヒーやラオスの国花であるプルメリアのイラストだけでなく、カボチャのイラストを用いた

カウントダウンを作成して、季節感を出したことで、よりワクワクする投稿にできたのではな

いかと思う。 

Facebook は長文で、なおかつ写真も多く載せられるため、詳しい活動報告をするために利

用した。 

 

③ インフォグラフィックス作成 

今年度の広報班の新たな目標として、インフォグラフィックスの作成を掲げた。作成するに

あたり、まずどのようなデータを使用するか班内で意見を出し合った。フェアトレードの認知

度やラオスの基礎データ、読書に関するデータなど様々な意見が出た。最終的に今年度の支援

目標である「読書普及促進活動」に関連した、ラオスと周辺国の国立図書館の蔵書数を比較し

たデータを用いて作成することとなった。 
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インフォグラフィックスの作成経

験がある人がいなかったため、全員

で様々なインフォグラフィックスを

調べて、どのようなものが見やすい

かを検討した。 

 何度も話し合いをして、本が積み

重なっているデザインにしようとい

うことになった。またラオス周辺国

だけでなく、日本の蔵書数も加える

ことで、ラオスの蔵書数が少ないこ

とが一目で分かるのではないかとい

う意見が出たため、日本の蔵書数も

加えることになった。文章や普通のグラフに比べて、圧倒的に分かりやすい図ができたため、

動画や SNS で使用することにした。 

 

④ 動画作成 

今年度作成した動画は、キックオフパーティで上映した「団体紹介」、白山祭で上映した「昨

年度のスタディツアー」、学内販売で上映した「おいしいコーヒーの淹れ方」、支援品となった

「エプロンシアター おおきなかぶ」の 4 つである。 

まず、団体紹介では、どのような構成にすれば観てくれる方の興味を引けるか、班内で意見

を出し合った。最初にコーヒーに関する写真や映像から入った方が、なじみやすいのではない

かという意見も出たが、団体の発足のきっかけが“ラオスの子どもたちのために何かしたい”

というものであるため、ラオスのこどもの映像を最初に入れることとなった。動画を作る際に

難しいのが字幕である。文章が長すぎれば観ている方が疲れてしまうため、いかに短い文で伝

えたい事を伝えられるかが重要である。動画の構成が決まった後に、どのような文を挿入する

かは、時間を惜しまず話し合った。挿入する音楽はラオスの情報を伝える場面と、国内活動の

場面で切り替えることにした。ラオスの情報を伝える部分では、絵本の少なさなどを伝えてい

るため、当初は落ち着いた曲を使う予定であったが、先生から明るめの曲の方が観ている人の

興味を引けるのではないか、というアドバイスを頂き、明るい曲に変更した。国内活動の場面

の曲は活発な活動を表現するため、疾走感のある曲を選んだ。 

次に作成したのが 2015 年度のスタディツアーである。昨年度と大きく変えた点は、ナレー

ションを加えたことである。ナレーションを加えることによって、字幕を減らし、観ている人

に、より観やすいものにできると考えた。ナレーションは班員の知り合いにアナウンサー志望

図 1 作成したインフォグラフィックス 
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の学生がいたため、協力を依頼したところ快諾していただけた。またオープニングとエンディ

ングに音楽を挿入することによって、映画のような仕上がりを目指して作成した。 

そして三つ目は「おいしいコーヒーの淹れ方」である。コーヒーを扱う団体として、おいし

いコーヒーの淹れ方を発信し、製品の購入へつなげたいと考えた。そのために、プロの力を借

りようということになり、夏休みに広報班のメンバーで、墨田区にあるカフェのワークショッ

プに参加した。コーヒーを抽出する際の細かい時間や、こだわり等を教えて頂き、この日教わ

ったことを参考にして動画を作成した。さらに先生からユーモアがないと観ていて飽きてしま

うというアドバイスを頂き、班員でどのような内容にしようか話し合った。話し合いの結果、

間違い例を出した後に正しい淹れ方を紹介する構成にした。さらに最後に NG 集を加えること

により、観ている方に楽しんでもらえる動画にした。 

4 つ目は支援品となった「エプロンシアターおおきなかぶ」の映像教材である。これはラオ

ス班と共同で作成した。まず東京未来大学さんを訪問し、エプロンシアターを演じるコツを教

えて頂いた後に、撮影を行った。ラオスの先生に観てもらうにあたり、ラオス語の字幕が必要

であったため、ラオス班にラオス語に翻訳してくれる方を探してもらい、字幕を作成した。映

像の内容は、まずエプロンシアターとは何か説明した後に、注意点を入れ、最後に最初から最

後まで演じるというものである。作成したあとにもう一度東京未来大学さんを訪問し、内容に

訂正箇所がないか確認して頂いた。 

 

⑤ アンケートの実施 

より良いサービスを提供するため、今年度からアンケートを実施した。まず専用の Web サイ

トでアンケ―トを作成し、そのアンケートに直接飛べる QR コードを載せたカードを、各イベ

ントで製品を購入してくれた方にお渡しする方法をとった。 

アンケートの項目は①職業 ②購入した製品 ③性別 ④価格設定について ⑤製品購入

理由 ⑥接客態度 ⑦また飲みたいか ⑧コーヒーを飲む頻度 ⑨製品の購入回数 ⑩団体を

どこで知ったか ⑪フェアトレードを知っているか である。ただ渡すだけでは回答を得るこ

とは難しいのではないかという案が出たため、手書きのメッセージを添えたり、お菓子をつけ

たりと工夫をした。 

一年間で 59の回答を得ることができ、結果は最後の学内販売でグラフ形式にして発表した。

ただし、回答はすべて任意のため、項目によっては合計回答数が 59 でないものもある。結果

は以下の通りである。 
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(1) 価格設定の妥当性 

 

 （筆者作成） 

結果は、適切（38 人）、どちらかと言えば高い（8 人）、安い（6 人）、どちらかと言えば安い

（4 人）、高い（0 人）という順に多かった。多くの人が適切であると回答した。一方で、どち

らかと言えば高いと回答した人もおり、来年度以降はより多くの人に価格が妥当だと思っても

らえるよう、接客や掲示物の工夫をしていけたらと思う。 

 

(2) 製品購入理由 

 

（筆者作成） 

 

38 

8 6 4 
0 

価格設定についてどう思われますか？ 

コーヒーが飲

みたかったた

め, 25 

フェアトレー

ドに興味があ

るから, 11 

ラオス、ラオ

スコーヒーに

興味があるた

め, 8 

その他, 6 

味が良いた

め, 5 

製品の購入理由 
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結果は、コーヒーが飲みたかったから（25 人）、フェアトレードに興味があるから（11 人）、

ラオス、ラオスコーヒーに興味があるから（8 人）、その他（6 人）、味が良いため（5 人）とい

う順に多かった。今年度はドリンク販売も行ったため、コーヒーを飲みたくて買った人が多く

いたと考えられる。そのような人たちに、ただコーヒーを売るだけでなく、当団体に興味を持

ってもらうために、どうすれば良いかを今後考えていく必要がある。 

 またフェアトレードやラオス、ラオスコーヒーに興味があるため、買ってくれた人たちも多

くおり、当団体の活動を応援してもらえるよう、自分たちが学んでいることをきちんと伝える

ことが必要だ。 

 

(3) 接客態度 

接客態度は、悪い 0％、普通 50％、良い 100％とする軸上で適切と思う値を選択してもらっ

た結果、平均値で 79％という回答であった。接客態度に関しては、100％により近づけるよう、

効率よく販売するための方法や商品説明の仕方の工夫、ラオスやフェアトレードに関する知識

を身につけることなどが必要である。 

 

(4) また飲みたいか 

 

（筆者作成） 

結果は、機会があれば飲みたい（30 人）、ぜひ飲みたい（26 人）、どちらとも言えない（2

人）、あまり飲みたいと思わない（0 人）、また飲みたいと思わない（0 人）という順に多く、

製品に対する満足度は高いと言える。 

30 
26 

2 
0 0 

また飲みたいか 
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(5) コーヒーを飲む頻度 

 

（筆者作成） 

結果は、ほぼ毎日（27 人）、週一回以上（14 人）、月に数回程度（12 人）、それ未満（4 人）

という順に多かった。この項目から、当団体の製品を買ってくださる方は、コーヒーを飲む頻

度が高い方が多いことが分かる。そして、月に数回よりも少ない頻度でしかコーヒーを飲まな

い人が 4 人いたことから、販売イベント時の接客によって、当団体の活動や製品に興味を持

ってもらえたと考えられる。このようにコーヒーを普段飲まない人への接客もうまくできるよ

うにしていきたい。 

 

(6) 製品の購入回数 

 

（筆者作成） 

結果は、初めて（46 人）、3 回目以上（8 人）、2 回目（4 人）の順に多かった。初め

ての方が多いが、2 回目、3 回目以上の方もいることが分かる。当団体も三期となり、

リピーターがいると知ることが出来た。初めて買ってくれる方への接客も大事だが、

何度も製品を買い、応援してくださる方に対してできることはないか考えることも大

事である。 

 

27 

14 
12 

4 

ほぼ毎日 週1回以上 月に数回程度 それ未満 

コーヒーを飲む頻度 

46 

8 
4 

初めて 3回目以上 2回目 

製品の購入回数 
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(7) 当団体を知った経緯 

 

（筆者作成） 

 結果は、知人の紹介（20 人）、twitter,Facebook,HP（13 人）、販売イベント（13 人）、チ

ラシ・ポスター（5 人）、その他（5 人）という順に多かった。結果から Web 媒体や紙媒体

で知る人が多く、広報班として、今後もこれらを強化していくことが重要である。 

 

(8) フェアトレードを知っているか 

 

（筆者作成） 

結果は、知っている（36 人）、今回初めて知った（14 人）、聞いたことはある（8 人）の順

に多かった。フェアトレードを知っている人が多くいるが、よく知らない人も多いことが分か

った。当団体がフェアトレードコーヒーを販売するにあたり、フェアトレードを知らない人に、

いかに分かりやすく説明できるかが重要となる。また、フェアトレードを知らない人に、誤っ

た情報を伝えないようにしなければならない。 

20 

13 13 

5 5 

当団体についてどこで知りましたか 

36 

14 

8 

知っている 今回初めて知った 聞いたことはある 

フェアトレードを知っているか 
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次年度以降はこのアンケートの結果を踏まえて、より良いサービスにつなげられることを期

待したい。 

 

４ まとめ 

今年度の反省として、イベント告知が遅れてしまったことが挙げられる。TwitterやFacebook

担当は分けてあったが、その中でのローテーションはきちんと決めておらず、イベントが近づ

いた時に、そろそろ宣伝しようと直前で担当者を決めていたからである。イベント告知は広報

班の重要な仕事にも関わらず、チラシ作成や動画作成に気をとられがちでもあった。来年度以

降は、イベント開催が決まった時とイベント一週間前など明確な宣伝日や、担当者をきちんと

事前に決めておけば、宣伝遅れが防げるのではないかと思う。 

今年度は、昨年度から継続している活動に加えて、新たにインフォグラフィックスの作成や

アンケートの実施、支援品づくりなど活動の幅を広げることができた。また、イラストレータ

ーの経験者が多くいたことから、紙媒体の質の向上も達成でき、活発な広報活動ができたと言

える。 

IV ラオス班 

社会文化システム学科 3 年 松 本 実 晴 

 

１ 目的 

コーヒー販売から得た利益を、読書普及促進活動による教員用エプロンシアター「おおきな

かぶ」DVD・VCD の作成や本棚の作成、絵本の購入にあて、それらをコーヒー生産地域の 4

つの小学校に贈呈する。 

 

２ 目標 

・ラオスを支援していく上で必要な情報を、ラオスで教育支援を行っている、特定非営利法人

「ラオスのこども」、公益社団法人「シャンティ国際ボランティア会」といった外部の方と

の交流によって得ることで、メンバーの知識をつけ、その情報を、外部に向け発信する。 

・読書普及促進活動による教員用エプロンシアター「おおきなかぶ」DVD・VCD を作成する

にあたり、「東京未来大学」のエプロンシアターの講師の方に、ご指導いただき支援品づく

りを行う。 

・ラオススタディツアーにおける小学校でのワークショップの内容を計画する。 
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３ 活動内容（年間） 

【前期】 

4 月 ラオス班 1 年間事業計画考案 

5 月 支援品内容検討 

特定非営利活動法人「ラオスのこども」、公益社団法人「シャンティ」訪問 

6 月 キックオフパーティ準備 

7 月 キックオフパーティ 

【夏休み中】 

9 月 班員全員で特定非営利法人「ラオスのこども」訪問 

【後期】 

10 月 エプロンシアター「おおきなかぶ」作業日程考案 

特定非営利法人「ラオスのこども」講演会 

ラオススタディーツアーワークショップ内容検討 

11 月 白山祭 ポスター展示（読書普及促進活動をどのように行うか） 

12 月 ラオススタディーツアーワークショップ内容完成 

ラオススタディーツアーワークショップ予行練習 

 

４ 活動内容 

① 支援品の内容検討 

 昨年度はオリジナル絵本 5 冊を作成した。そして、4 つの小学校に 5 種類の絵本を 2 冊ずつ、

計 10 冊ずつ贈った。 

今年度の支援品内容検討の際、昨年度の支援品についての以下の 3 つの問題点が 3 つあがっ

た。 

1) 子どもの人数に対して絵本が圧倒的に少なすぎること、 

2) 第二に絵本が適切に保管されているのか不明であること、 

3) 第三に絵本が継続的に使用されているのか不明であること。 

そこで、今年度第 3 期 FLAO では、去年度の支援品がオリジナル絵本であったことから、子

どもたちが読書する機会をより一層増やしていきたいと思い、読書普及促進活動を目標とした。 

そして、継続的に子どもたちに絵本を読んでもらうため、子どもたちと密接に関わることの

できる先生方に焦点を置き、先生方に対して継続的かつ長期的な視野を持って子どもたちに本

の大切さや読むことの意義を伝えることにした。そのため、現地で人気があるといわれる「お

おきなかぶ」という日本のお話を題材としたエプロンシアターを作成すると同時に、映像を使
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ってその指導マニュアルを作成することにした。またそれにともない、寄贈する絵本の数を増

やし、本棚も同時に贈ることとした。 

 

【支援品決定過程の振り返り】 

 昨年度は、ラオス班だけで支援品を検討していたが、実際にラオスに行ったことのない人も

いたため、支援品の内容決定の議論に参加するのには困難があった。それを踏まえ今年度は、

ラオスに行ったことのある 3 年生が主体となって支援品内容を検討した。 

 

② 特定非営利活動法人「ラオスのこども」、公益社団法人「シャンティ」訪問 

 これら 2 つの団体を訪問した目的は 2 つあった。 

1) キックオフパーティでのラオス班の発表に際して、ラオスの子どもや教育、図書事情に関

する情報を収集するため、 

2) 今年度の読書普及促進活動をどのようにして実施していくかを検討するためのヒントを得

るため 

これらの目的をもってラオスで教育支援活動を行っている特定非営利法人「ラオスのこども」

と公益社団法人「シャンティ国際ボランティア会」を訪問し、お話を伺った。同時に、「ラオス

のこども」の講演会を授業内で開いていただくための依頼をした。 

 

【訪問振り返り】 

 活動に込められている気持ちや熱意などがすごく伝わり、とても勉強になった。刺激を受け

私たちも頑張ろうと改めて思うことができた。これからの私たちの活動において、同じラオス

での活動ということで、とても頼りになるだろうし、このような関係をこれからも続けていき

たいと思う。（松山京華） 

 なぜこの活動を始めたのか、ラオスに行った時のお話しなどもしてくださり、これからラオ

スに行くことに少し不安があったが、お話しを聞いて、ラオスに行くことが楽しみになった。

とても貴重なお話しを聞くことができ、改めてこの活動をもっと頑張りたいと思った。（白石真

奈美） 

 今回、「ラオスのこども」さんを訪問して、団体の活動内容ばかりでなく、ラオスの子どもた

ちの学習や図書の状況など、今まで私たちがあまり知らなかった様々なことを聞かせてもらう

ことが出来て、とても良かった。さらに、子どもたちの学習環境についても詳しく知ることが

できた。たくさんの本も実際に見せていただくことができた。今回、私たちに説明をしてくだ

さった方のラオスに支援するようになったきっかけや、ラオス渡航の話など、多くのことを聞

くこともできた。これらのことを聞いて、よりよい支援ができるようにしたいと感じた。（野手
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祐香） 

 外部の方たちと関わることで、自分たちでは知らなかったことを知ることができ、また自分

たちの視野を広げることができる。そして、まだラオスに行ったことのない人たちが、こうい

った長年活動を行っている団体の方たちにお話を伺うことで、ラオスに対する想いが芽生え、

より意欲が沸き、いいきっかけとなっただろう。今後も良い関係を構築していきたい。 

 

③ キックオフパーティ 

 最初の学内販売でラオス班は発表を行う。主な発表内容は、①ラオス概説、②ラオスの本の

使用状況（特定非営利活動法人「ラオスのこども」、公益社団法人「シャンティ」を訪問して得

た情報から）、③読書の効果、④読書普及促進活動についてである。今回は、昨年度作成したポ

スターを使用し、あらたに、特定非営利活動法人「ラオスのこども」、公益社団法人「シャンテ

ィ」への訪問から得た情報と読書普及促進活動についてポスターを作成した。発表者とポスタ

ー作成者を分担した。 

 

【キックオフパーティ振り返り】 

 パワーポイントを使用しての発表を行ったが、パワーポイントの統一性がなく、字の見にく

さ、色合いなど見せ方に苦労した。それを踏まえ、今後は発表用パワーポイントのフォーマッ

トを作成することにした。 

 授業時間外での、ラオス班の集まりが非常に良かった。授業時間内でできなかったことを、

休み時間などにみんなで集まり、一人だけの作業となることがなく、協力ができた。これを機

により一層ラオス班の仲を深めることができた。 

 

④エプロンシアター「おおきなかぶ」の作成と東京未来大学訪問 

 今年度の支援品目標である読書普及促進活動をどのようにしていくか考えていく上で、夏休

み中に 3 年生の 2 人がビエンチャンの小学校を訪問した。そこで、日本の幼稚園で行われてい

るエプロンシアターを現地の幼稚園で目にした。これは読書普及促進活動のきっかけとなるこ

とを感じ、帰国後、提案をしたうえで実施することにした。そして、訪問したビエンチャンの

幼稚園では、日本の「大きなかぶ」がなかでも人気が高いということで、今年度は「おおきな

かぶ」のエプロンシアターを、現地の小学校におけるワークショップにて実演することにした。

それにともない教員用エプロンシアター「おおきなかぶ」の教授用 DVD と VCD を作成するこ

とも決定した。 

 エプロンシアターを作成するにあたり、まずシナリオを考え、ラオス人の方やラオスに留学

したことのある方にシナリオを翻訳していただいた。そして、エプロンシアターの作り方の本
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を借り、自分たちで布を買い一からすべて手作りで作り上げた。また、誰もエプロンシアター

を実演した経験がなかったので、東京未来大学に専門家がいることをつきとめ、専門家の新井

令子さんにご協力をいただき、エプロンシアターをご指導していただいた。一方、DVD と VCD

の作成の際も監修をしていただいた。DVD・VCD は広報班と協力し作成した（詳細は、広報

班の報告に記載）。 

 

【エプロンシアター「おおきなかぶ」の作成と東京未来大学訪問の振り返り】 

今回支援品作りは広報班と共同で作成した。 

まず、エプロンシアターの講師の方をインターネットで探し、自分たちで見つけ出し、ご協

力のお願いの依頼をした。そして、承諾をもらい、東京未来大学さんを訪問し、エプロンシア

ターを演じるコツを教えて頂いた。顔の表情や声色の変化、自分自身の動き、人形の見せ方な

ど、全身を使って演じる難しさを実感した。そして、撮影を行った。ラオスの先生に観てもら

うにあたり、ラオス語の字幕が必要であったため、ラオス語に翻訳してくれる方を探し、広報

班に字幕を作成してもらった。映像の内容は、まずエプロンシアターとは何か説明した後に、

注意点を入れ、最後に最初から最後まで演じるというものである。作成したあとにもう一度東

京未来大学さんを訪問し、内容に訂正箇所がないか確認して頂いた。 

 みんなの協力があっての支援品を作りあげることができ、みんなでやることの大切さを改め

て感じた。来年度以降も誰かだけや一部だけではなく、みんなで協力をして行っていってほし

い。 

 

⑤ ワークショップ内容検討 

 今年度は製品班と協力してワークショップ（以下 WS）の内容を検討した。 

今年度は、秋学期が始まった頃から、ワークショップ内容をどのようにするか検討をし始め

た。昨年度の WS を参考にしながら、今回 WS の主である読書普及促進活動を踏まえ、アイス

ブレイク、文化紹介（折り紙｛鶴・兜・かえる・風船・車｝と写真（春夏秋冬・電車・着物・

温泉）、エプロンシアター「おおきなかぶ」実演、「おおきなかぶ」クイズを検討した。 

 

【WS 振り返り】 

 ワークショップの 1 番のメインであるエプロンシアター「おおきなかぶ」の実演をどのよう

にするか、今回のワークショップ内容を検討する上で 1 番苦労した。支援品目標である、読書

普及促進活動をエプロンシアター「おおきなかぶ」でどのように伝えるか、伝えるためにはど

のように演じるかたくさん話し合った。みせかたによっては全く伝わらないものになってしま

う可能性もあり、支援品作りでもご協力いただいた東京未来大学の新井さんに演じるうえでの
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コツを教えていただいたり、自分たちでエプロンシアターの動画をユーチューブで検索したり、

子どもたちに一緒に楽しんでもらえるよう、興味を持ってもらえるよう、ラオス人通訳のムッ

クさんにご協力をしていただいた。 

そして、「うんとこしょ、どっこいしょ」を一緒にラオス語で「ヌン・ソン・サン」と掛け

合い、子どもたちにも楽しんでもらえることができた。ワークショップ後絵本を贈り、その中

に『おおきなかぶ』の絵本も含まれており、まっさきに『おおきなかぶ』の絵本に興味持ち、

読んでくれる子もいた。子どもたちに絵本を読むきっかけとなったことを実感することができ

嬉しかった。 

そして、ラオス人の先生方にも、このようなみせかたがあることを伝えられるよう、自分た

ちで布を買い 1 から作り上げたことを説明し、先生たちにもエプロンシアター「おおきなかぶ」

の実演をみていただいた。ワークショップ後、子どもたちが絵本を一生懸命読んでいる姿を目

にし、先生方にエプロンシアターを手渡し、エプロンを実際にかけていただき、自分たちでも

のを使って作れること、このようないろんなみせかたがあることを、伝えられたと感じた。今

回の支援品目標である、読書普及促進活動の初めの一歩になったと感じる。 

 

⑥ 本棚作成・絵本購入 

 当初、本棚はラオスで木材を購入し作成することを考えており、ラオス人の方と本棚の作成

について連絡を取り合っていた。だが、スタディツアーの日程や、ラオスでの材料集めの難し

さから日本で購入し、ラオスに持って行って現地で組み立てることに決定した。ドライバー一

つで作成できる本棚セットを 4 つ購入した。日本では、側面にウォールステッカーを貼り、デ

ザインを施した。 

 絵本は特定非営利法人「ラオスのこども」が出版している絵本を購入し、計 50 冊をラオス

の小学校へ贈った。 

 

【本棚作成・絵本購入振り返り】 

 本棚をラオスまで運ぶ方法について、事前にしっかりと打ち合わせをしていなかったのが反

省点である。ラオス渡航直前に本棚を羽田空港まで送り、スーツケースと一緒に荷物としてな

んとかラオスまで運ぶことができた。本棚の重量も軽かったため、空港の重量制限でひっかか

ることはなかったが、来年度以降、支援品がラオスまで運べるか、運ぶとしても費用はどのく

らいかなども踏まえ検討する必要がある。 

 絵本購入は、ラオスのこどもさんが無償で絵本を提供してくださったのもあり、各小学校に

10 冊以上の絵本を届けることができた。 
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５ 班活動を通して 

私はラオス班を通じて様々な物事を考える力を養えたと強く感じる。誰かに指示される訳で

はなく、自分達の意思で物事を進める力とそれを実行するすべを随所に学びながら、自分の成

長に繋がる喜びを知った。私自身、多くの喜びと困難を学びながらも一年間を通じて、このラ

オス班で学んだことを忘れずに今後の社会に役立てていきたい。（大村晋平） 

 ラオス班として活動をしてきて、大変なこともたくさんあった。しかし、それ以上にやりが

いを感じることができたし、みんなで協力して、何か 1 つの目標に向かって頑張ることの大切

さ、素晴らしさを感じることができた。ラオス班としての活動は、とても充実していて、本当

に楽しかった。（白石真奈美） 

私は、FLAO に入るまでラオスの国のこともあまり知識がないまま所属したが、ラオス班に

入ってから、ラオスについての知識を自分自身で身に付けることやラオスにいる子どもたちの

教育状況など学ぶことができた。私は実際にラオスへ訪問することはできなかったが、国内活

動だけでも支援品などを通してラオスという国を一から学ぶことができたので、とても充実し

た活動をすることができた。（永沼彩乃） 

私はラオス班として 1 年間活動し、ラオスに送る支援品の作成という目標に向かって班員み

んなで協力し、現地の子どもたちに届け喜ぶ姿を見ることが出来た。先輩や同期メンバーと今

まで頑張ってきて本当に良かったと思えた。（野手祐香） 

ラオス班での活動は、思っていたよりもやることが多くて大変だったが、とても楽しかった。

班のメンバーみんなで協力し合いながら、一つ一つ課題をこなしていったことで、みんなの仲

も深まったので良かった。読書の効果について調べてまとめたり、ラオスの子どもさんを訪問

して話を伺ったり、ラオス班だからこそ学べた知識もたくさんあって、とても勉強になった。

先輩がいつも和やかな雰囲気を作ってくれたので、リラックスしながら班活動をすることがで

きたし、自分の意見も言いやすかった。和やかな雰囲気のラオス班でいつも楽しく活動ができ

て、本当に良かった。一年間ありがとうございました。（松山京華） 

今年度のラオス班の目標をやり遂げることができた。反省点もあるが、それよりも良かった

点が遥かに多い。ラオス班の活動は非常に楽しかった。同じ目標を持ち、みんなが意見を言い、

話し合い、共有し、協力し合う。そして一つになっていく。これこそが本当の団体であると感

じた。（松本実晴） 
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団体の収支報告 

 

礒 野 由 奈 

社会文化システム学科 3 年 

I 2016 年度収支報告 

表 1 2016 年度の収支報告 

収入の部 支出の部 

製品 個数 単価(円) 合計(円) 費目 金額(円) 

中煎り 100g 粉 A 120 500 60,000 仕入れ代金 270,275 

中煎り 100g 粉 B 14 450 6,300 8 月 1 日付 106,304 

中煎り 200g 粉 71 800 56,800 9 月 1 日付 6,901 

深煎り 100g 粉 A 127 500 63,500 10 月 1 日付 58,562 

深煎り 100g 粉 B 14 450 6,300 12 月 1 日付 63,039 

深煎り 200g 粉 A 78 800 62,400 1 月 1 日付 35,469 

深煎り 200g 粉 B 1 720 720 振込手数料（合計） 1,728 

中煎り 100g 豆 A 5 500 2,500 活動費 48,417 

中煎り 100g 豆 B 8 450 3,600   

中煎り 200g 豆 57 800 45,600   

深煎り 100g 豆 A 5 500 2,500   

深煎り 100g 豆 B 8 450 3,600   

深煎り 200g 豆 43 800 34,400   

ドリンク(ホット) 396 200 79,200   

ドリンク(アイス) 205 300 61,500   

その他   1,200   

合計   491,120 合計 320,636 

 

今期収入の合計は 49 万 1120 円、支出の合計は 32 万 636 円であった。したがって、今期の

純利益は 17 万 484 円となった。ここから、支援品代 6 万 6173 円を引くと、10 万 4311 円が

残った。これに、前年度繰越金の 4 万 2636 円を合わせた 14 万 6947 円が、来年度への繰越金

となる。しかし、口座には 14 万 7047 円あるので、＋100 円の差額ができてしまった。原因は



社会文化体験演習活動報告書 第 2 分冊（キャリア分野） 

65 

 

不明である。 

当初の予定では、支援品の本棚はラオスで手作りするつもりであったが、活動の中盤で、手

作りのエプロンシアターという新たな支援品が決まったこともあり、本棚は既製品を購入し現

地に持って行くこととなった。このように、今年度の支援品は、最終的に当初の予定からは大

きく変わることになったが、結果的に全体としては当初支援品必要額に考えていた 7 万円に収

まった。 

今年度は、ほとんど年度初めに立てた目標通り各イベントに出店し、収入を得て、支出も予

定していた金額内に収めることができた。支出や収入を出来るだけ細かく計算して予想してお

いた結果だと思う。また、団体が 3 期目ということもあり、今までの経験や販売実績が資料と

して残っていたことも、収入や支出を予想する上で大変役立った。 

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 収入 備考 

キックオフパーティ 79,900 ＋200 円寄付 

北区グルメフェスティバル（2 日間） 87,400 製品＋ドリンク販売。 差額＋100 円 

あかぎマルシェ 9,600  

映画祭 10,300  

白山祭（2 日間） 89,500 製品＋ドリンク販売 

文京区博覧会（2 日間） 18,400  

キッチンカー販売 14,400 ドリンク販売のみ 

学内販売会 42,700 ＋900 円寄付 

イベント外売上 117,400 現メンバー・元メンバーからの予約分や、

売れ残った製品を後日販売した分 

委託販売 20,520 ×0.9 の値段で販売 

合計 490,120  

  

表 2 は、それぞれのイベントにおける収入である。昨年度に比べ約 4万円少なくなっている。

昨年度は、最終的に生豆を 150 ㎏購入して、それを売るためにイベントへの出店回数が多くな

りメンバーの負担が大きくなってしまった。その反省を生かし、今年度はまた生豆の発注量を

120 ㎏に下げ、昨年度からの希望でもあったドリンクの販売会を増やすことで利益を上げるこ

とにした。その結果、生豆の発注量が同じ 120 ㎏だった一昨年度より約 7 万円収入が多くなっ
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ている。 

外部のイベントは全て、今年度新たに出店したイベントであった。ドリンクの販売数は伸ば

せたが、逆に製品の販売数は、昨年度よりも少なくなったイベントが多い。今後団体として、

製品の販売を重視するのかドリンクの販売を重視するのか考え直す必要があると感じた。 

委託販売は昨年度の店に引き続き、新たに 2 店舗増やすことができた。しかし販売先が増え

たことにより、製品が売れ残ってしまった場合の解決策を来年度以降は考えなければならない。 

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（2016 年度版） 

 中煎り 100g 中煎り 200g 深煎り 100g 深煎り 200g 

豆代(¥900/kg) 108.5 217 120.4 240.8 

焙煎加工費(¥500/kg) 60.3 120.6 66.9 133.8 

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 2.7 2.7 2.7 2.7 

シール裏 2.5 2.5 2.5 2.5 

袋(送料込) 34.8 34.8 34.8 34.8 

合計(税抜) 316.8 485.6 335.3 522.6 

合計(税込) 342.1 524.4 362.1 564.4 

定価 500 800 500 800 

1 袋当たりの利益 157.9 275.6 137.9 235.6 

※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よく分かる

ようになっている。これらの数値は今年度焙煎された製品から平均を出し、計算した値である。 

IV 総評 

 私が会計の仕事をして最初に気がついたのことは、とにかく｢情報を残す｣ということの大切

さである。年間収支計画の作成時に、去年までの経費や販売数などの参考にできる数字がない

場合、予想を立てることができない。細かい正確な数字が残っていることがどれほど重要かを
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この時実感した。特に、私たちの団体は毎回メンバーが入れ替わるので、情報をきちんと残し

引き継ぐことが非常に大切である。そのことを実感し、次年度以降の人達のためにより多くの

情報を残すことを意識しながら、今年度取り組んできた。また、その都度分かりやすく収支を

まとめていたことが、自分の会計の仕事をやるうえでも役にも立ち、昨年の会計の反省を生か

すことができた。 

会計・発注班は今年計 3 名で活動をしてきたが、この会計・発注の仕事を班で行うというこ

とに難しさを感じた。今後は他の班とは違う形態をとる必要があるのではないかと感じる。会

計の代表は年間を通して団体のお金の動きを全て把握していなければならないので、仕事を分

担するのに限界があった。先のことを考えれば 2 年生にもっと任せるべきであったが、それが

できなかったのは自分の力不足であり、この時教える立場の難しさを知った。 

この一年間、私は会計という非常に責任の重い立場であったが、責任のかかる場面でこそ、

それをやり遂げた時に真に成長できるのだということを実感した。このことは、周りのメンバ

ーを見ていても感じたことである。これからも、自分の成長のために困難なことにこそ挑戦し

続けたい。 
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よい空気をつくること 

 

松 永 理 沙 

社会文化システム学科 3 年 

 

「次期代表」という言葉が私の耳に飛び込んできたのは、ちょうど一年前の今頃。驚きと不

安がある中でどこかわくわくする気持ちもあったことを覚えている。そんな時にわくわくでき

たのは、自分自身が第二期 Smile F LAOS（以下 F LAO）の活動において積極的に参加したか

らだと思う。F LAO の販売イベントやその他課外活動にはほとんど参加していたため、団体の

ことに関して自信をもって話せるようになっていたのだ。とは言っても、代表として上手くや

っていける自信があるわけではなかった。このようにいろんな感情を抱きながら代表としての

生活をスタートさせた。 

第三期発足当初、代表として一年間活動するうえで重要だと考えていたことは、皆と協力し

て団体を作っていくということだ。これは今までの私の経験や第二期の活動から学んだことで

あるが、団体というものは、代表のような誰か一人がどれほど力を発揮できるかということで

はなく、皆の個々の力を集めてどれほど活用できるかが大事なのではないかと思う。そのため

に、団体メンバー同士の仲を深め、今年から参加したメンバーが意見を言いやすい空気を作る

ことを常に意識していた。しかし、そのことは頭でわかっていても、最初は難しかった。 

第三期では新しく二十人以上ものメンバーが入ってきた。その事実だけで、最初に感じてい

たわくわくはどこかへ消えてしまい、一気に不安が大きくなった。その気持ちが表にも出てし

まい、堅い空気をつくってしまったように思う。また、不安が焦りにもなり、自分がこの団体

を引っ張っていかなければならないという気持ちが大きくなったことから、自分一人で三・四

か月分のすべての班の活動スケジュール作成などを行っていた。今考えれば無茶なことだとわ

かるのだが、その時は自分ができることはすべてやらなければいけないと思った。 

一人でそんなことをしているとき、班の代表である他の三年生と今後のスケジュールについ

て話をする機会があった。すると、私が考えていた内容より細かな内容のスケジュールをすで

に立てていることを知った。その時に、もっと周りの三年生を頼るべきだということに気が付

いた。当たり前のことだが、班代表の方が班のことについて理解しているし、適任者を見極め

て仕事を任せることも代表の大事な役目であるとわかった。この気付きによって焦りはなくな

り、以前より周りを見ながら行動をすることができるようになったと思う。この頃から、当初

意識していたよい空気作りの一環として、メンバーと大人数で話す時間よりも少人数や個人的

に話をする機会を設けるようにした。 

普段のミーティング時では、各班を見回って外から班活動の様子を見たり、その際にはちょ
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っとした声掛けをしたりしていた。その他課外活動や各イベントのあとには打ち上げを行い、

そこで普段のミーティングではあまり話をすることのできないメンバーと、個人的な話から

FLAO の活動についてのまじめな話までできる時間を作るようにしていた。その中で何気なく

出た意見を団体の活動の中に取り入れることもしばしばあった。 

このように意見の出やすい空気作りを意識していたなかで、この成果といえるような出来事

があった。それはキッチンカーを使った販売イベントのときだ。このイベントでは、直前にな

って商品であるドリンクの量や味の濃さを一から見直さなければならないというトラブルがあ

った。イベント当日までもうミーティングがないということで、LINE を使って意見を出し合

うことになった。その際に私が全体に意見を求めるとすぐに、製品班を中心に多くのメンバー

から、自分の意見を長文で書いたメッセージが送られてきたのだ。このメッセージを見たとき

に、私が目指していた団体づくりができたのではないかと実感した。 

 団体・組織のなかで活動するうえで最も大事なのはどれだけ皆と協力してやっていけるかと

いうことだと思う。もちろん個人的な力も大切であり、その力をどれだけ集められるか、それ

ぞれの力をどれだけ発揮させられるかが代表の役目なのではないかと思う。そしてこの役目を

果たすためには、メンバーを信頼していなければならない。この一年間代表という立場で大変

だったというよりも、非常に刺激的で楽しかった。そう言えるのは、信頼できる同期の存在が

あったからだ。 

 

写真 10 キックオフにて 
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逃げるは恥だが役に立つ 
 

丸 木  灯 

社会文化システム学科 3 年 

 

 昨年のスタディツアーに参加した事で、国内活動の重要さを改めて感じ、積極的に取り組め

ていなかった自分に対して後悔した。2 年目は副代表という立場になり、毎週のミーティング

やイベントにおいて、2 年生はもちろん、3 年生のサポートをしていきたいと考えていた。し

かしサークル活動で幹部になってしまったため、結果的には FLAO の活動に積極的に取り組む

ことは出来なかった。副代表という明確な活動内容がない役職に甘えてしまっていた自分がい

た。 

営業・管理班から製品班と名前を変え、最初に躓いたのは新しい取り組みだ。何か大きなこ

とをしなければいけない、アッと言わせるようなことをしなければいけないと思い、製品班の

代表と夜遅くまで話し合い、帰宅してからも電話で何度も話し合った。結果的に大きなことは

出来なかったかもしれないが、アイスコーヒーのレシピ製作・備品管理の徹底・委託販売の拡

大の 3 つを実現することができた。これらは私たち 3 年だけが出した案ではない。製品班に入

ってくれた 6 人の 2 年生にアイディアを出してもらい、協力してもらったからこそ成し得たこ

とだ。3 年だけではアイディアが浮かばないから 2 年生にも協力してもらうのは「逃げ」だと

思っていた。入ったばかりの 2 年生にこんなことを聞いても困らせるだけだと思っていたが、

いざ聞いてみると多くのアイディアが挙がった。アイディアが浮んでくる最中、「甘えは逃げ」

だと思っていたが、「甘えは信頼」なのだと気付いた。自分にできないことを誰かに相談してみ

れば思いもよらぬアイディアが浮かんでくるかもしれない。甘えることは信頼できる人にこそ

できる事だと実感した。 

また、サークル活動で培った渉外活動の経験を FLAO で活かそうと思い、昨年から始まった

委託販売には積極的に取り組んでいた。その時の経験を踏まえて、今年度の委託販売活動にお

いては電話対応や店舗訪問に関してアドバイスをすることができた。初回訪問は 3 年も一緒に

行ったが、今年の 2 年生なら大丈夫だと思い、それ以降の連絡や交渉は全て 2 年生にやっても

らった。結果的に、昨年よりも 2 店舗多い 3 店舗で委託販売契約を結ぶことができ、12 月に行

われた最後の学内販売では、委託先で FLAO のコーヒーを買ったことがあるお客様が足を運ん

でくださった。委託販売における目標を達成することができ、とても満足のいく結果が得られ

た。さらに、今年度からの取り組みとしてアイスコーヒーの試作にも力を注いだ。コーヒーセ

ミナーに通い、そこで出会った喫茶店の店長さんにアイスコーヒーの監修をして頂いた。サー

クル活動を経て人と話すことが好きになった経験を活かすことが出来た。 
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 しかし、製品班としての活動で手いっぱいだった私の一番の後悔は、3 年生のサポートが全

くできなかったことだ。活動 2 年目となる 3 年生が 7 人しかおらず、うち 1 人は留学してしま

ったため、実質私以外は全員代表だったのだ。代表としてやることが多かったにも関わらず、

サークル活動が忙しいからと、私がサポートしてもらっていた。イベントも参加できず、唯一

参加できたのは、白山祭が終わってから実施されたキッチンカーでのドリンク販売だ。キッチ

ンカーでのドリンク販売は実に 2 年ぶりで、経験者が誰一人としていない中、それぞれが試行

錯誤しながら販売する必要があった。シフトには入っていなかったものの、今までのイベント

に参加できなかった分、朝の準備から授業以外の時間はなるべく販売に参加するように心がけ

ていた。そこには、2 年生に頼られしっかりと指示を出し販売にいそしんでいる 3 年生の姿を

見ることが出来た。私自身イベントでの経験が浅いため、不測の事態に陥った時は 3 年生にフ

ォローしてもらったこともあった。事前準備の時間が足りなく、当日急遽準備するものがあり

不測の事態が多く発生したが、無事販売を終えることができたとき、改めて 3 年生に支えられ

ていることを実感した。また、サークルの仲間たちや委託先の店舗、地域の方たちが SNS 等

で宣伝をしてくださり、改めて FLAO の活動は多くの方に支えられていることも実感すること

が出来た。 

今年の失敗は来年の成功、今年の成功は来年の成長。成長していくためには、振り返って反

省点を見出し、それを次に活かしていく必要がある。振り返ることは誰にでもできるが、その

振り返りを活かすことは難しい。現に私自身去年の反省を活かしきることはできなかった。し

かし、出来なかったことはどうしようもない。そんな時に助けてくれるのが信頼できる同輩で

あり後輩であり、先輩だ。私にとって誰かに頼ることは逃げであり恥ずかしいことだった。し

かしいざ逃げてみると、そこに打開

策が広がっていた。逃げるは恥だが

役に立つ。テレビを通して聴くよう

になったこのフレーズが、今の私に

はひしひしと伝わるものがある。2

年間 FLAO で共に活動してきた先

輩、同輩、後輩、すべての人が私に

とって最高に信頼できる人たちだ。

そんな人たちと共に過ごし、得たも

のは私の武器になり、今後の人生に

おいて原点となってくれるだろう。 

  

写真 11 キッチンカーにて 
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言葉で引っ張る 

 

阿 部 邑 人 

社会文化システム学科 3 年 

 

 FLAO の一員として二年目を迎える前、私はとても迷っていた。去年の活動を通して自分は

どれだけこの団体の力になれたのだろうか。人任せにし、先輩に頼りっぱなしだった自分はこ

のまま続ける意味があるのか。ずいぶんと考えた。しかし、先輩に声をかけてもらったことや、

同期の支えもあり、続けることを決断した。そしてもう一つ私を悩ませたのは、イベント班の

代表として班のメンバーを引っ張っていかなければならないことだった。不安に感じたのは去

年の自分の活動に対してということもあるが、「言葉で引っ張る」ということができるのか、そ

してまとめられるのか。一層私を不安にさせた。中学生や高校生の時にグループやチームの中

心になっていないわけではなかった。しかし私は「言葉で引っ張る」よりも背中で見せる、つ

まり行動で周りを引っ張るタイプであった。そのため、班の代表になることは自分の中で想像

がつかなかったのである。 

 二年生が加わると班の活動も本格的に始動した。自分なりに去年の経験を活かしてイベント

班についての説明をした。ここで何か吹っ切れた気がした。自分が班の代表としての自覚が芽

生えたのである。イベントがあるごとに指示やみんなの反省をまとめる場面で「言葉で引っ張

る」ということができるようになっていったように思える。もちろん、すべてがよかったわけ

ではないが、ここでイベント班の代表として成長することができたのではないか。 

振り返ってみると、数々のイベントがあったわけだが、去年私は白山祭しか担当していなか

った。イベントを探し、イベント担当の方としっかり連絡をとるということは慣れていないに

等しかった。去年の苦労があるだけにやはり二年生には責任感と楽しさをもって、イベントを

運営してもらいたいと感じていた。そのため、私は班の雰囲気づくりを大事にした。なにかわ

からないことがあったらすぐに聞ける空気、これは団体やチームには大切なことだと思ってい

る。私は、高校の野球部で体育会のような押しつぶされそうな雰囲気を経験している。それも

あって先輩や後輩という立場を残しつつも、楽しい雰囲気の中でやろうと心がけた。班の代表

だからすべて任せるのではなく、班全体で取り組む姿勢を重点において、イベントを運営して

いくことを二年生に何度も言ってきた。そのおかげでもあって、イベント班はメリハリをしっ

かりつけて活動することができた。 

 イベントをするにあたって、昨年はイベントを探すのに苦労した経験があった。売り上げ目

標に届かなければ支援品が購入できないだけでなり、イベント班としても責任が問われる。今

年はしっかりイベントを運営するだけでなく、余裕をもって販売をしなければならない。継続
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メンバーがイベント班の中で私ただ一人であったのも不安であった。しかし、予定していたイ

ベントを無事に終えることができ、売り上げ目標もしっかり達成できたのはイベント班だけで

はなく、FLAO のメンバーの協力のおかげである。その中でもやはり他の三年生には感謝して

もしきれない。イベントを実施するうえで、全体の会議が終わった後に行われる三年だけのミ

ーティングでは、イベントについて意見や自分の疑問をたくさん聞いてもらった。なにかわか

らないことがあったらすぐに聞くことができるこのメンバーは、本当に私の心の支えになった。 

 FLAO 二年目として一年間やってきて、あのときの私の判断は間違っていなかったと今強く

感じる。本当に好きなことを続けることはできても、なにか壁や障害に当たるとすぐにあきら

めてしまう。切り替えて新しいことを見つけることも大切だと思うが、私はこの一年間 FLAO

の一員として取り組んできたことで、続けることの意味を実感し、去年とは違う経験をたくさ

んできた。その中で、言葉でみんなをまとめた経験は私の中でとても印象が強い。班会議で、

班員それぞれの意見を聞き、まとめること。堂々としゃべることができたこと。これらの経験

は、円滑なコミュニケーションやグループの中での雰囲気を良い方向に持っていく力になると

感じた。そして、これが将来の自分

のキャリアを考えるヒントにもなっ

た。野球しかしてこなかった自分が

大学生活の中で、ラオスという国を

知り、フェアトレードについて学ぶ

ことで様々な観点から物事を考える

ことができるようになった。今後の

人生においてもここで得た学びを忘

れずに、ステップアップしていきた

い。 

  

写真 12  キックオフの様子 
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立場が人を変える 
 

礒 野 由 奈 

社会文化システム学科 3 年 

 

私の会計・発注班としての今年度の最大の目標は、「売れ残り」を出さないことであった。

去年製品が大量に売れ残り、苦労してきた先輩の姿を見てきたため、今年度はとにかく慎重に

発注した。売れ残りを出さないためには様々な情報を集め、何度も計算し直す地道な努力が必

要だった。幸運なことに、私たちは団体として 3 年目だったので、これまでの販売結果が数字

として残っており、それは製品を発注する上で非常に助かった。また、去年はほとんど発言で

きなかったという反省から、今年は積極的に発言しようと思い、意識的に取り組んだ。具体的

には主に 3 年ミーティングの時である。その結果、似たような場面ではいつの間にか発言に抵

抗がなくなった。 

今年度のイベントでは、北区グルメフェスティバルと白山祭のドリンク販売に関しては予想

したよりも売れ行きが良かった。また、文京区博覧会では、初出店だったので売れ行きは全く

予想できず最低ラインで製品を発注したが、もの凄い売り上げで製品がすぐに売り切れてしま

った。そもそも今年度は慎重に発注を行うため目標を低めに設定していたのでこのようなこと

が起こったが、状況を知らない 2 年生は、もっと沢山発注していれば売れたのに、と思い不満

を抱いた者もいたようだ。そのようなことにならぬよう、もっと情報共有に努めるべきであっ

た。 

 今年度は私にとって 2 年目の FLAO の活動であったが、自分が 3 年生になり、初めて去年の

先輩達がどれ程大変だったのかが分かった。FLAO の知識を吸収しながら 3 年生についていく

だけの 1 年目の活動と、何も知らない 2 年生を引っ張って団体を動かしていかなければならな

い 2 年目の活動とでは、同じ団体の活動でありながら、全く違うものだった。昨年度から 3 年

生の大変さは理解しているつもりだったが、実際にはその何倍も大変だった。自分がその立場

になった時に初めて、去年の先輩達の気持ちや、考えていたことを理解した。このことに気づ

けたのは、1 年目で団体を辞めず、2 年間活動を続けてきたおかげである。 

今年度の 3 年生は人数が少なく、もともと自他共に認める仲の良さだが、そんなメンバーで

もそれぞれが班代表として責任の重い立場で 1 年間活動して行く中で、私はメンバーに対して

少しずつ不満を溜めていた。皆自分の班以外のことに関しては責任感が薄く、非協力的な部分

があった。しかし大抵のことは自分の中で消化していた。大変なのは自分だけではなく、それ

ぞれが皆大変なのだと分かっていたからだ。しかしそれがため込めなくなり、はっきり不満を

伝えたことがあった。皆を怒らせることになるだろうと思っていたが、予想外にも真剣に返し
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てくれたので、皆に感謝したし、この時このメンバーでやってこられて幸せだと改めて感じた。

自分では、本音を伝えたことでさらに絆が深まったと思っている。 

メンバーの中で私だから貢献できたことは、この会計・発注班代表の仕事そのものだったと

思う。今年度の活動を始めるにあたって年間収支計画を作ることから始まり、団体の収入・支

出を管理し、イベント毎に主に去年の数字を元に販売数を予測し、発注数を決める。そして毎

回それらを分かりやく表などにまとめる作業を行う。もとから細かい作業は得意であったが、

それでも非常に大変であった。こんなにも責任が重く、細かく、忍耐の必要な役はないと思う。

自分だからやり切れたと感じ、同時に周りの支えがあったからこそやってこられた。しかし、

大変な役ではあるが、誰にもできない仕事ではない。ただ多くの人はやろうとしない中で、私

は挑戦をしたことが重要だったと思う。 

そんな中で私は会計のような作業に向いていると自覚した。全体を把握し、それぞれの課題

を細かく分析し、分かりやすくまとめていく作業である。このような能力は、どのような場所

に行っても役立つはずである。しかし私は作業にすごく時間をかけてしまう方なので、今後は

新たに処理能力を高めていきたい。加えて、自分は思ったよりも反省を生かして次にきちんと

繋げることができるのだということに気が付いた。これは最も大切なことではないだろうか。

今後はどのような場面でもこの能力が発揮できるように努めたい。 

 私は昨年度一年を振り返り報告書をまとめた際に、プレゼン能力の重要性を再認識し、この

能力の向上を学習課題に置いた。しかし今年この学習課題に到達することはできなった。今年

度始まった当初はこの課題に対して燃えていたが、発表の機会を失ったことを機に目標が折れ

てしまった。そこからはひたすら会

計の仕事に打ち込んだ。ただ、毎回

会計報告という、メンバーの前で報

告する機会があった。本来私は皆の

前で発表するということが大の苦手

であるが、毎回必ず報告の機会があ

ったことで、少し慣れることができ

た。伝え方についてはまだまだ駄目

であるが、昔の自分から考えたら、

大きな変化だと感じる。今後も気持

ち新たに、この学習課題到達に努力

していきたい。 

  

写真 13  キックオフパーティの様子 
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一歩踏み出す勇気 
 

粕 谷 香 月 

社会文化システム学科 3 年 

 

 私には一つ大きな後悔がある。それは去年 FLAO に入ろうか迷った挙句、一人で入る勇気が

出ずに大変そうだからと自分に言い訳をして諦めてしまったことである。3 年生になった今年、

せっかくこの学科でしか出来ないことだし、やはりこのまま大学生活を何となく過ごしていた

ら後悔すると思い、勇気を振り絞って一歩踏み出してみた。するとそこには私の知らない世界

が広がっていた。 

 最初私は昨年の経験がない分、周りより努力しなければいけないと変なプレッシャーを感じ

ていた。3 年生の継続メンバーはいつもミーティングで本気で意見を出し合っているし、みん

な責任感が強くイベントやスタディツアーについても真剣に向き合っていて刺激を受けた。正

直大学生活でここまで熱のこもった話し合いに立ち会ったことはなかった。本当に尊敬する仲

間である。私は何か凄いことを発言できるわけでもなかったため、イベントには出来る限り参

加することにした。キックオフパーティに始まり、FLAO の販売イベントはそのイベントごと

に客層や売れ行きも異なり、実際に参加してみて気づくことは沢山あった。私は広報班に入っ

ていたためイベントの前は必ず SNS などで宣伝をしていたのだが、宣伝をすればするほど自

分自身もそのイベントに対する思いが強くなっていった。 

しかし最初はお客さんに声をかけることも出来ずただ立っているだけになってしまった。

FLAO の活動や製品の魅力を伝える広報班の一員としてこのままではいけないと思い、箕曲先

生が作って下さったレジュメや自分のノートを振り返り、自分なりにお客さんに説明ができる

ような言葉を考えた。今さらと思われてしまうかもしれないが、この作業をして初めて FLAO

の活動のこと、フェアトレードのこと、私たちの製品のことをきちんと理解出来た気がする。

そしていざイベントでお客さんに声をかけてみると、熱心に話を聞いて下さる方もいればささ

っと買って帰ってしまう方もいた。説明する内容を用意していたが短時間で説明をすることは

難しかったし、相手が何を聞きたいのかまで考えることはとても大変だった。でも説明をする

ことで話せる自分に自信がついてきたし、改めて自分が今やっていることを自覚することがで

き、そこから責任感も生まれた。 

 広報班の活動では私はパソコンが不得意だったため、パソコンを使う複雑な作業は 2 年生に

任せてしまった。本当に情けないし申し訳なかったけれど、みんなが作るポスターやインフォ

グラフィックスはどれも素晴らしくて、任せて良かったと思った。それぞれが役割を分担して

積極的に取り組む姿勢を持った班だったのではないかと思う。私はネットのアンケートを作り
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イベントごとに集計していたが、どの項目をみても高評価が多く、とても嬉しかった。それと

同時にこの評価に至るまでには沢山の人の苦労と試行錯誤があったのだと思うとそれを無駄に

するようなことは出来ないし、みんなが支えあって出来ているこの団体の素晴らしさを感じた。

白山祭のドリンク販売でたくさんのお客さんに美味しいと言ってもらえた時、今まで数値でし

か見てこなかったものを実際に感じることができとても感動したのを覚えている。 

 このように FLAO の活動には沢山の発見と感動があった。それらは全て 1 年前には考えられ

なったことであり、こんな世界を知らなくてもったいなかったと思う。去年の私は何を恐れて

躊躇していたのだろうか。これから先何かをやるかやらないかで迷ったら、辛いことが待って

いると知っていても絶対にやるほうを選びたい。箕曲先生がおしゃっていた、「自分の可能性を

自分で狭めない」という言葉が私の

胸に突き刺さっている。勇気を出し

て一歩踏み出してみたら、そこから

さらに踏み出す勇気が芽生えた。そ

んな FLAO は私にとって自信を与

えてくれた場所であり素敵な人たち

と出会えた場所であり、何よりも温

かくてかけがえのない時間を過ごせ

た場所である。この経験が今の私の、

そしてこの先の人生を歩んでいくた

めの原動力であることは確かである。 

 

 

 

  

写真 14 広報班メンバーと 
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具現力 
  

後 藤 友 希 

社会文化システム学科 3 年 

 

 私が社会文化体験演習(以下 FLAO)に入ろうとしたきっかけは、子供のころからフェアトレ

ードの製品に触れてきたのに知らないことが多く、実際海外の現地で作っている現場を見るこ

とができる団体というのも手助けして、FLAO に入ることに決めた。FLAO の活動では必ずど

こかの班に入らなければならなかったが、イベント班班長の誘いもありイベント班に入ること

に決めた。私は人前で話すことも苦手で、昨年度経験していない状態であるのに 3 年生として

イベント班全体を見回し何かあった時昨年も経験している班長のサポートと 2年生に指導する

と思うと、重圧に押しつぶされそうになった。私は重圧に負けそうになったが、班長以上にイ

ベントのことを熟知して、イベントのことを班長の下で支えようと考えた。そのためイベント

班最初の自己紹介の時に、皆に『（1 年間）イベント班長、イベント班をサポートできるようが

んばります。」と言い最後まで皆をサポートできるようにと自分を縛り付けた。 

私は、この 1 年間でイベント班の一員として、FLAO の一員としてサポートできることは全

てしようと考え、活動及びイベント内外全てにおいて 3 つのことを常に意識して取り組むよう

にした。1 つ目は、現場を知る積極性である。たとえば、自分が主催していないイベントでも

長い時間シフトに入ったり、イベントの主催者や関係者と必ず話したりするよう心がけた。ま

た京北スーパーにおける販売の手伝い、マネジメントゲームの参加、コーヒーの味を探るため

のカフェめぐりなど等、自主的な活動を行い、できるだけ長い時間 FLAO の活動に関わるよう

にした。 

2 つ目は、現場を知り、集めて伝える情報収集力と分析力である。私は入った当初、FLAO

の活動を自分の口で言える程詳しくなかったので、2 年前、昨年度の報告書集をボロボロにな

るまで読み込んだ。事業計画書、ラオスについて、ラオスの支援品に対する知識など、FLAO

の今までの記録を全て頭に入れた。ラオスコーヒーに関する他の関連団体の知識をインターネ

ットや SNS から学び、焙煎業者の服部社長やドリップパックプロジェクトの皆さん、箕曲先

生を始めとする FLAO の関係者の皆さんに話を聞くなどして徹底的に調べ上げ、自分なりの言

葉でノートに文章化しまとめて,何度も何度も推敲してイベント時に活かせるようにしていた。

イベント及び活動終了後は必ず振り返りをするようにし、次回の自分の活動で改善するよう意

識した。 

3 つ目は、相手のこと、お客さん、FLAO の皆,イベント関係者のことを考えて、相手の視点

に立って物事を伝えるようにする、観察力と共感力である。イベントや学内外の活動に参加し、
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自分なりにまとめたノートの文章をもとに、イベント本番でコーヒーを売るチャンスを逃さな

いよう、多くのお客さんが無意識に行う目、口の動き、歩き方等イベント販売の方を向くのを

観察した。その機会を多く作れるよう宣伝も沢山した。イベントの売り上げにつなげようと意

識した。相手目線になって話すことを意識し、他の FLAO の皆がやっている良い行動も意識し

て取りいれた。 

これらの 3 つのことに意識しながら取り組むことでイベント班のサポート、イベントの際は

FLAO の他メンバーをサポートができるようになった。しかし 12 月最後の学内販売まで、イ

ベント班として自分が当初言った言葉が達成できたのか分からず自問自答の日々が続いた。理

由は、他の 3 年生のように去年ラオスのスタディツアーに行ったわけではないし、まして去年

を経験しているわけでもない。そんな自分が班長をサポートできているのか、話す言葉は 2 年

生への押しつけになっていないか、当初言った言葉に自分は強く責任を感じ、一時期焦りから

いらいらしてしまった。特に自分が責任者であったあかぎマルシェの時には開催が近づくにつ

れその思いが強くなってしまい、やればやるほど上手く話せず伝わらなく焦りを感じてしまっ

た。けれども、諦めずにお客さんの前で説明しその後、商品を嬉しそうに買っていくお客さん

を見て、あかぎマルシェ当日、達成感があったことを今でも覚えている。最後の学内販売では

より多くの人に FLAO の活動を知ってもらいたい、ラオスコーヒーを知ってもらいたいと思っ

て販売していた姿を 2 年生が評価してくれた時は本当に嬉しかった。やっていて良かったと実

感した。皆が信じていてくれたことが本当に嬉しかった。 

 こうして、1 年間が過ぎ、3 年生という立場から来年 FLAO の活動に参加できないことが残

念でしかない。けれども、1 年前人前で話すことが怖くて、重圧に押しつぶされそうだった自

分から成長することはできた。FLAO の活動で学んだ、自分について、相手について知り、実

際の現場を多く体験することから、自分なりの言葉で話すことが出来るようになった。サポー

トに必要な相手を想う気持ちを身に付

けることができた。サポートを手助け

してくれた 1 年間関わっていただいた

全ての人に感謝したい。そして、イベ

ントが全て終わった後「イベント班を

サポートできていた」と班長に言われ

た時、私はこの 1 年間やって良かった

と実感した。私は社会にでて困難な状

態の時は、自分から目標を宣言し相手

のために全力を尽くし、達成したいと

思う。  写真 15  あかぎマルシェ開催時 
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支え合うこと 
 

鈴 木 美 那 

社会文化システム学科 3 年 

 

 良いチームとは誰か一人が頑張っているチームではなく、皆で支え合えるチームであると思

う。 

 “頼れる三年生になってステキな広報班にする！” 

これは年度初めに私が掲げていた目標である。私が所属する広報班では、昨年度から継続し

ている班員は私一人で、あとは今年から入った三年生と二年生で構成されていたため、自分が

しっかりしないと！と緊張しながら活動をスタートさせた。 

広報班では印刷物を作成するときに、イラストレーターというパソコンのソフトをよく利用

するのだが、これが非常に難しい。昨年初めてこのソフトに触れた私は大変苦労した。しかし、

今年度はラッキーなことに、このイラストレーターの使用経験がある二年生が、三人いたので

ある。すごく心強く、さっそく二年生にチラシの作成を任せることにした。 

しかし、それはとても心強い一方で、自分の無力さを感じることになった。自分が苦手なこ

とをスムーズに行う二年生を前にして、頼れる三年生になれていないと自信を無くしてしまっ

た。この時、私はなんでもできることこそが、良い班長だと思っていた。 

班長として自信をなくしていた私は、どうしたらいいか漠然とした悩みを抱えていて、ふと

授業の時に「パソコンあまり得意じゃないし、しっかりしてないし、私班長なのにダメダメだ

～」と、つぶやいていた。すると、二年生のドメちゃん（関さん）が「いや、私が支えます！

それに先輩は話しやすくて意見を言いやすいです！」と言ってくれた。それを聞いていた箕曲

先生も「そうだよ、それぞれ得意なことがあるんだから、それを補い合えばいいんだよ」と言

ってくださった。二人の言葉を聞いて、肩の荷が下りた。班長として自分なりにできることを

やろうと思った。 

もちろん何でもできることに越したことはないが、苦手なことがあったとしても、他にも班

長としての務めがたくさんある。私は、自分が班長としてできることは何か考えてみた。そし

て班長として班全体の動きを把握することが必須であると考え、私には昨年度の経験があるた

め、それができると思った。また行動実践力テストを受けた際、親和力や計画立案力の成績が

良かったことを思い出し、私には班員が意見を出しやすい雰囲気を作り、みんなの意見を取り

入れながら、班の活動を計画的に進めていく力があるのではないかと考え、それを実行するこ

とを目指した。 

さらに私が班長として、一番大事にしたいと思ったことは、班員を信頼することだ。箕曲先
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生の言葉を聞くまで、全て二年生より自分が得意でなくてはいけない気がしていたが、そんな

ことは決してないと思う。班員はそれぞれ、パソコンが得意だったり、絵を描くのが上手だっ

たり、周りに気を配れたり、いつも一生懸命だったり、意見をたくさん出してくれたり、コー

ヒーに詳しかったり……いいところを挙げればキリがない。そのような班員を信じて色々な仕

事を任せようと決めてから、班の活動は多様化したように思う。自分ひとりではできなくても、

皆でやれば様々なことを、効率よく進めることができることに気付いた。そしてその環境をつ

くることこそが、班長の務めであったと今は考えている。 

 私は今年の広報班の活動にとても満足している。班員が色んな意見を出してくれたし、新し

くインフォグラフィックスを作成したり、動画を作る際はカフェのワークショップに参加した

りと様々なことに挑戦できた。誰かひとりだけが頑張るのではなく、班員それぞれが個性を発

揮して、活動することが出来た。 

 良いものを作るためには、ひとりが頑張るのでなく、周りと支え合うことで、色んなアイデ

ィアが生まれるし、進めるパワーも大きくなる。支え合うこと、協力することの重要性を今年

一年間で強く感じた。皆それぞれが違った力を発揮して、皆が互いを頼っていたように感じる。 

最初に目標として掲げた、頼れる三年生にはなれていないかもしれないが、皆に支えられて、

ステキな広報班にするという目標は、達成できたと胸を張って言える。 

今後、再びチームをまとめる役が回ってくることがあったら、広報班の班長という経験を活

かして、全体の動きを把握することはもちろん、相手を信じて皆が支え合える環境を作ること

を忘れないようにしたい。そうすれば

きっと、また広報班のような良いチー

ムを作ることができると思う。 

 

最後に、私が二年間この活動を続け

ることができたのは、信頼できる同期

がいたからだ。この二年間、楽しいこ

とばかりでなく、大変なこともたくさ

んあった。そんな時、全力で活動に取

り組む皆の姿に勇気づけられた。大学

生活で皆のような素晴らしい仲間に出

会えたことを誇りに思う。 

  

  

写真 16  夏のワークショップに参加時の様子 
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一人じゃない 
 

松 本 実 晴 

社会文化システム学科 3 年 

 

今年度私はラオス班の代表となった。同期で同じ班の大久保亜美さんが（以下あみちゃん）、

海外留学のため前期の活動までしか参加できず、後期のラオス班の 3 年生は私一人となった。

今までみんなをまとめる経験をしたことがなく初めての挑戦であり、最初はものすごく不安で

あった。まず、私なりのラオス班の目標を立てた。それは、みんなが意見をいいやすく、一人

一人の意見をしっかりと聞き、みんなで共有することができる環境作りをすることである。昨

年度のラオス班の活動がとても楽しかったのは、話したいことを話せる環境を、代表の関根美

織さんが作ってくださったからだ。私もそうなりたいと感じ、私自身のラオス班の目標とした。 

そうして、ラオス班の 1年間の事業計画をたて、役割分担を行いラオス班の活動が始まった。

まだ、2 年生はラオスに行ったこともなく、ラオスについて知らない状態であったため、昨年

度のラオス渡航の話や、国内活動の話をした。そして、ラオス班の最初の仕事である、キック

オフパーティの準備が始まった。ラオス概説、ラオスの絵本使用状況、今年度の支援品目標「読

書普及促進活動」について発表するにあたり、発表する人とポスター作成の人と役割分担をし、

発表する人とポスターを作成する人がペアになり、原稿を考えた。みんなで進行状況を共有し、

一人だけの作業にならないよう心掛け、授業時間以外にも、発表しない人もみんなで集まり発

表の練習を行った。みんなが予定をしっかりと空けてくれたことにより、出席率が素晴らしく

高かった。みんなの FLAO に対する意識の高さを感じることができ、これを機にラオス班の仲

を深めることをできた。 

また、みんなの予定が合う日を決め、特定非営利活動法人「ラオスのこども」を訪問した。

2 年生のラオスのこども訪問の振り返りで、直接お話を伺ったことにより、ラオスに対する想

いが芽生え、FLAO の活動を頑張りたいという感想があがった。ラオス班の今年度の活動目標

である、外部の人との関わりにより知識をつけるという目標に近づいた気がした。ラオス班は

机の上で勉強するのではなく、現場にでて学ぶことが大切であると感じた。自分たちだけの世

界だけでやっていくのではなく、外部の方との関わりは、自分たちには知らなかったことを知

るきっかけとなり、自分の持っている視野をぐんと広げられる。初対面は緊張してしまうけれ

ども、話すことでこの人のことをもっと知りたい、こんな考え方があったのかなどと驚き、 

素敵な出会いとなる。このような素敵な出会いを経験することでもっともっといろんな方と

関わりたいと想うようになった。 

今こうやって 1 年間を振り返ると、自分はみんなと支え合って活動を行ってきたなと改めて
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感じている。ラオス班の代表となり不安を抱えていたが、FLAO の先輩方の励まし、イギリス

にいるあみちゃんからのアドバイス、自分の班以外のことでも、3 年ミーティングで話し合っ

て支えてくれた同期のみんな、そしてラオス班の２年生みんなの支えがありやりきることがで

きた。 

Smile F LAOS に出会えたことは私の自慢であり、一生の宝である。 

 

 

写真 17 ラオス班のメンバー 
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2 年間の活動を通して見えた新たな自分 

 

村 上 千 香 子 

社会文化システム学科 3 年 

 

今年度は夏に出店した北区グルメフェスティバルで、初めてアイスコーヒーを販売した。そ

の際、私は製品班としてアイスコーヒーのレシピ作成を任された。普段アイスコーヒーを家で

ドリップして飲まない私は、FLAO メンバーと相談しアイスの淹れ方を調べ、家で試したりも

した。しかし、私たちの団体のピーベリーを 100%使用したラオス産コーヒーを活かす味を探

すには自分たちの舌だけでは難しかった。このままでは、製品班の活動目的である「おいしい

をより多くの消費者へ」の実現が困難であると感じた。また、せっかく学外での大規模イベン

トへの出店なのだから、FLAO の上質な製品を活かしたアイスコーヒーをお客さんに提供した

いという思いがあった。そこで、作成にあたって知識を得るべく根津にある「みのり Cafe」さ

んに製品班の 2 年生と一緒に訪問することを決めた。 

このみのり Cafe さんとの出会いは、同期メンバーが Facebook で同店開催のドリップセミナ

ーのお知らせを見つけたことがきっかけである。実際、そのメンバーとセミナーを受講し、ド

リップの基礎知識について教えて頂いた。その体験から今回また FLAO に合うアイスコーヒー

のレシピ作成において何かアドバイスを頂けないかと思いアポを取った。訪問した際、私たち

のためにドリップの準備が万全に整えられ笑顔で迎えて下さった。そこで FLAO の製品の特徴

である香りが豊かで上品な酸味と甘味を活かしたレシピ作成が始まった。訪問する前、私はい

かに冷えたままのコーヒーをお客さんに提供できるかがポイントだと思い、氷を多めにするな

ど色々思考錯誤した。だが、それでは味が薄くなるだけなのではないかと思い行き詰まってい

た。アイスコーヒーを作る方法は、ホットで冷やすか、氷で救出するか、水出しするかの 3 つ

がある。店主の方のアドバイスから氷でコーヒーを一気に急冷することが、1 番劣化を防ぎ 1,2

日は品質が保たれることが分かった。また、全体の流れが分かったところでイベント当日をス

ムーズに進行するには、水を常に足して再度沸かし直しをする人、お客さんに最後提供する際

に氷を入れる人など役割分担が重要になっていくことも見えてきた。そして迎えたイベント当

日では暑さの中、冷えたアイスコーヒーをお客さんに提供することができ、たくさんの「おい

しい」という感想を聞くことが出来た。 

反省点としては、このイベントが夏休みだったこともあり情報共有がしっかり出来なかった

ことと、準備不足が挙げられる。本当はみんなで集まることが出来る最後の夏合宿の時に製品

班からの発表の場でアイスコーヒーをみんなにもドリップして欲しかったのだが、間に合わず

dropbox でのレシピ共有となってしまった。さらに、このイベントでは私自身アイスコーヒー
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のことで頭が一杯になり 2 年生に pop 作成の指示が出来なかった。本当はみのり Cafe にも班

員で訪問したかったのだが、そこまで頭が回らず今回の達成感を班員と共有出来なかったこと

が悔やまれる。このような時は、イベント出店が決まったと同時に LINE を動かし、夏休みで

あっても予定を合わせてイベントの準備をみんなでするのが望ましい。こうすることで、さら

に達成感が共有できるはずだ。 

しかし、反省点はあるものの北区グルメフェスティバルでは、団体活動に微力ながら貢献で

きたと思っている。自ら動き、人に会い、教えて頂いた知識を持ち帰り、さらに団体メンバー

へ共有することができた結果、イベントの売上目標達成に繋げることができた。FLAO に入る

まで自分自身が主体的に動いて団体活動に貢献するような経験はほとんどなかったため、新た

な自分を発見するよい機会にもなった。 

私はこの 2 年間製品班の一員として活動してきたが、自ら主体的に動けるようになったきっ

かけは、去年の委託販売活動にある。私はもともと人前で話すことや自ら人との輪を広げるこ

とは得意ではなかった。しかし、去年の経験から、販売先の方が団体の活動を後押しして下さ

る嬉しさや交渉の際味わった達成感は、委託販売活動をしていなければ得られることはなかっ

たと思う。今回みのり Cafe さんに自らアポを取り、お伺い出来たのもこの去年の経験があっ

たからだ。今年、また新たに人との関係性を築き、アイスコーヒーレシピ作成へ繋がることが

でき、委託販売先のお店の方をはじめ、私たち団体にご協力頂いた全ての方に感謝したい。 

最後にこのような経験が出来たのは、2 年間製品班の一員として活動してきたからこそ得ら

れた学びであると思う。年度初めは、製品班班長として班員をまとめることが出来るのか、委

託販売は今年度どうなるのかなど、不安なことが沢山あった。だが、同じ製品班として相談に

のってくれた同期メンバーや毎回多

くの意見を出して自ら動いてくれた

2 年生のお陰で、今まで経験するこ

との出来なかった班長としての役割

もこの FLAO で学ぶことが出来た。

「体験の言語化」プログラムでは自

分の体験を、言葉を駆使して相手に

伝えることの大切さも学んだ。この

一連の経験を踏まえ、自分自身が主

体的に動くことによって目標達成す

る快感を忘れず、これから目の前に

現れる数々の目標を達成していきた

い。  

写真 18  最後の学内販売の様子 
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やってみること 

 

秋 月  拓 

社会文化システム学科 2 年 

 

 私が Smile F Laos に入ろうと思ったのは、ラオスに興味があったわけでもコーヒーに興味

があったわけでもなく、ただ漠然と大学生活中なにかやりたいなと思ったからである。私は一

年生の頃、箕曲先生のゼミに所属していた。箕曲先生のゼミではほぼ毎回のように Smile F 

Laos の宣伝の時間があり、その当時は毎回毎回うるさいなと思っていた。しかし今となっては、

箕曲先生のゼミにはいり毎回のように Smile F Laos の話を聞いていてよかったと思う。それ

がなければきっと Smile F Laos に入っていなかったと思うし、この一年間で学べた多くのこ

ともなかったと思うからである。 

 私は、イベント班に所属することになった。イベント班で最初にやることはまず担当するイ

ベントを決めることである。いくつかイベントが提示されどれにするか決める。私はその中で

も、一番担当する期間が長く面倒くさいと言われた白山祭を担当することになった。第一回白

山祭説明会の日程に私以外予定が合わなかったからである。正直面倒だなと思ったが、その反

面どうせなら頑張ってみよう、やってみようという気持ちにもなった。 

 白山祭が近づくにつれてどんどん忙しくなってやることも多くなっていき、班で自分を中心

に白山祭について話し合うことも増えていった。その中で感じたことは話し合うこと、自分の

意見を出すことの大切さである。私たちイベント班は普段は仲良く雰囲気よくやっていて、他

のメンバーからイベント班楽しそうでいいねと言われていた。しかし、イベントにむけての話

し合いの中では白山祭だけに限らずどのイベントでも何度も意見が食い違い、その場の雰囲気

が悪くなることは多々あった。ただ、いつもどの班よりも最後まで話し合いを続け最終的には

イベント班全員納得してどのイベントも良いものに出来たと思う。これはもちろん他のメンバ

ーの協力もあるが、しっかり話し合うこと、各個人が妥協せずしっかりと自分の意見を出せた

結果である。正直に言うと話合うことは面倒で、妥協すればすぐに話し合いも終わり残りの時

間は雑談みたいに楽することもできただろう。しかし、それをしなかったのは話し合うこと、

自分の意見をだすことの大切さに気付けたからだ。一年前の私だったらきっとこんなことは考

えなかっただろうし、考えようともしなかっただろう。 

 イベントの本番では自分の無力さを痛感した。私はアルバイトで接客業をやっていてお客様

とのコミュニケーションに関してはまるで不安はなかった。しかし、Smile F Laos でのお客様

とコミュニケーションはアルバイトの時とはまるで違い何もすることが出来ず、三年生や、コ

ーヒーの知識を多く持っている同級生に頼り切りになってしまった。アルバイトとの違いは、
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コーヒーを買いに来てくれるお客様に対して、まずコーヒーの説明をしなければならないこと

にある。次にフェアトレードとはなにか、私たちの団体がどういう目的でどのように活動して

いるかという説明しなければならない。コーヒーに興味があるお客様に対しては、コーヒーの

知識が乏しい私でも受け売りの知識で説明して、あとは試飲していただければ商品を購入して

いただくことは出来た。しかし、フェアトレードや団体に興味を持って話しかけていただいた

お客様に対しては、本当に何もできず無力だった。特にフェアトレードに関してはなんとなく

説明するだけでは何も伝わらず、「ああ、そうですか」と言って去っていかれる方が多かった。

そうすることでどんどん自信がなくなり、積極的にお客様に話しかけることが出来なくなり悔

しい思いを何度もした。しかし、こういった経験をすることにより学ぶことの大切さに気づく

ことが出来た。イベントの前には、コーヒーの淹れ方のレジュメを見てみたり、フェアトレー

ドや JCFC についてのサイトを見てみたり、事業企画書に軽く目を通してみたり、できるだけ

お客様にうまく伝わるように少しではあるが努力をした。そのおかげもあってか、イベントを

重ねるごとに徐々にではあるがお客様に対して積極的に話しかけることが出来るようになった。

拙い説明ではあるが、耳を傾けてくれる人が増えていくのも実感することが出来て嬉しかった。

これも一年前の自分では考えられない行動であり、少しではあるが成長できたなと思う。 

 一年前、何もせずだらだらと過ご

していた自分が Smile F Laos にま

さか参加するとは思わなかったが、

参加して本当によかったと思う。書

き出してみると改めて成長を実感で

きるし、これからも向上心を持って

大学生活を過ごしていきたいと思え

る。なにより、Smile F Laos での活

動は必ず今後の人生に繋げることが

出来ると確信している。 

 

  

写真 19 FLAO メンバーと 
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ビジネスをするということ 

 

安 齋 成 美 

社会文化システム学科 2 年 

 

私はもともと教育学部に行くか迷っていたのだが、学びたいことをもう 1 度考えた時、自分

とは全く異なる環境で過ごし、生活してきた人の間で生まれた文化はどんなものなのか、自分

の知らない世界を知りたい、と思ったことから、社会文化システム学科を選んだ。しかし、確

かに異文化についての授業はあるにはあったのだが、教室の中だけではリアリティに欠け、ど

こか物足りなさを感じていた。そんな時フレッシャーズキャンプで FLAO の活動を知り、授業

の一環として海外渡航ができることに惹かれ、不安や迷いはあったが履修して見ることにした。 

私は製品班に所属した。製品班を選択した理由は委託販売がメインで、販売活動をするにあ

たって、営業活動を実践的に学ぶことができると思ったからだ。またそのノウハウを学ぶこと

を製品班での学習課題としていた。私は昨年度に引き続き協力してくださるエリティエさんの

担当になり、課題達成のため、率先して行動するように心がけた。まず、今年度 1 本目のエリ

ティエさんへの電話を担当した。電話といえども第一印象は大切であると思ったし、何より昨

年先輩方が築いてきたエリティエさんとの信頼関係を崩してしまわないか不安であった。 

こういった営業活動のようなものも初めてだったので、最初は電話 1 本ですら緊張していた。

しかし先輩方が電話のかけ方や連絡事項をしっかりと教えてくださったので、無事に挨拶にう

かがうアポイントを取ることができた。その後もエリティエさんとの電話のやり取りは私が担

当したのだが、たとえこちらから報告のみの電話だったとしても、いつ何を言われるかわから

ないためメモを用意すること、復唱して連絡内容を確認すること、またスケジューリングの大

切さなど、友人や身内にかける電話とはちがう、社会に出て必要な電話のかけ方を学ぶことが

できた。 

また、実際に活動してみて分かったことがある。それは商品の売り上げを継続的に伸ばすこ

との難しさだ。委託販売について先輩から話を聞いていただけの時は、商品を置いてさえもら

えれば売れると思っていた。しかし、そんな甘いものではなく、始めは順調であったものの 8

月くらいから売上が落ち込み、徐々に翌月分の発注数も減って、ついには発注をしない月もあ

った。エリティエさんは買い取りをしてくださっていて、売れ残ればすべてエリティエさんの

負担になってしまうので当然の話である。これは工夫を怠った私たちの責任だ。商品を置いて

もらうのが 2 年目となると目新しさはなくなるだろうし、暑い夏にホットコーヒーを好む人は

少ない。そこで、夏にはおいしいアイスコーヒーの作り方をポップでアピールしたり、エリテ

ィエさんのスイーツと合う組み合わせを提案したりして、ただ商品を置かせてもらうだけでな
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く、お客さんの目に飛び込む工夫をその季節や売れ行きに合わせてする必要があった。商品を

売るためには日々の試行錯誤が欠かせず、それこそが商売なのだと身をもって知った。 

 FLAO のメンバーとして絆が深まった 1 番最初の出来事は、委託販売の契約が取れた時で

はないだろうか。委託先を見つけるために製品班全員で近隣のお菓子屋さんやカフェ、パン屋

さんなどをピックアップし、協力を得られないか片っ端から連絡した。まともに話すら聞いて

もらえなかったり、話は聞いてもらえても断られてしまったり、どこにも受け入れてもらえな

いのではないかと心が折れかけた。そんな時、ペガサスさんから承諾がおり、粘りに粘ってル

ージュゴルジュさんからも協力の返事がいただけた。この報告を受けた時私たちは思わず顔を

見合わせて笑った。これが製品班みんなで得た初めての達成感であり、初めて努力が実った時

の喜びをみんなで共有した瞬間である。ここから一気に委託販売への意欲が高まったように思

える。 

 1 年間の活動を振り返って、授業の一環といえども、私はビジネスをしているという自覚が

薄かったと思う。はじめの活動で分からないことだらけであったが、エリティエさんにとって

は私が未経験だろうと関係なく、取引の相手なのである。もしその自覚があれば発注数を決め

るときに個数を聞くだけでなく、売れ行きはどういう状況で、どんなお客さんが購入してくれ

ているのかなどを聞き、これからの販売方法やアプローチの仕方を考え、話し合って発注数の

決定をするなどの行動が自ずとできたであろう。その、マニュアルの一歩先の行動ができなか

ったことが一番の反省点である。 

 言われたことをやることは誰にで

もできる。しかし大切なのはその先

を自分で考え行動することである。

それができれば私にしかできないこ

とが増えていくのではないだろうか。

１つでも多く、それを見つけられる

ように努力していきたい。 

 

  

写真 20 キッチンカー販売 
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人と人 

 

宇 都 宮 里 実 

社会文化システム学科 2 年 

 

元々この授業の内容とは全く関係なく、「社会文化システム学科」というよりは「社会学部」

に入ることが優先的であった。それは、大学に入る前からイベントの企画に興味があったから

だ。将来の夢とまでは具象化していなかったものの、数年間関心はなくならず、道を決めるの

も実際に活動していかねばわからないため、２年に進級したときにこの Smile F LAOS の活動

内容を知り、コーヒー好きということからもイベントを運営する国内活動に興味を持った。元々

国際協力に興味がなかった私は、イベント班に所属し年間のイベントの中で様々な人と繋がり

を持つことを意識した。「学生」という特権を使い、自分から動けばいくらでも多種多様な人々

と出会えることが可能なのは今だけだ。しかし、知り合っただけでは関係の継続や信頼関係を

築くのは難しい。私はこの活動を通していかに自分たちの活動を知ってもらえるか、協力して

もらえるか、また人と出会うことで何か得るものがあるかもしれないという期待を込めて参加

することに決めた。 

実際、活動内容は所属してから知っていくようなものだった。年度初めに一年のイベント計

画を決めるため、イベント班は各自コーヒーを販売するイベントを探す。前年度とは異なるイ

ベントに行ったらすべて「初めまして」という挨拶から始まり、前例のないものもある。その

中で、活動の主旨に沿ってどうやって進めていくのか正直わからず、探りながら自分の担当の

イベントを進めていった。まずイベント班で最初に意識していきたかったところは、個人や一

部の人たちだけで話を進めてしまわないことだ。逐一報告・共有を行うことで、自分とは別の

角度からの意見をもらえたり、自分の頭の中を整理したりすることができる。 

各イベントで担当を決めイベント班が中心になりサポートしていくという形が理想的であ

ったが、この１年通してその連携はかなり難しいと感じた。何回かイベントを重ね気付いたこ

とは、イベント班が中心にならなくても、各イベントにおいて備品を追加する判断や、お客さ

んの動きによって現場の担当を変えるなどの状況的な判断を他の班のメンバーと協力して決め

ることや、メンバーの得意分野をイベントに活かすことも成功の一つだと感じたことだ。 

活動を通して個人の特性を知り、仕事を分担していくことも重要である、この話は、自分が

今年度担当した北区グルメフェスティバルの主催の本橋さんとお話した際にも言われたことで

あった。私は、有難いことにボランティアサークルでお世話になっている方の繋がりで出店の

場を設けてもらい、その担当となった。主催側の方との企画に関しての直接のコンタクトは一

度行ったのみだった。当日は売り上げにも貢献していただき、無事にイベントを終了した。イ
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ベント後主催側の方に言われたのは、今後は何度かコンタクトとってから当日を迎えたほうが

良いということだった。イベントを作っていく人間がどんな人間なのか、どんな思いをもって

活動しているのか、直接話さねばわからないことは山ほどある。ただ人が多ければ良いわけで

はなく、参加する人間を知りお互いに関係性を築くことで、互いに方向性が固められ、知り得

たその人の特性をイベントのどの場に活かせるのか、この人は何が得意だからここの担当に回

そう、という適材適所が見つかることもあるという利点がある。このため、直接会うのは大前

提だということだ。これはとても共感した。FLAO の活動において外部の方と出会う機会は数

少ないかもしれないが、その分チャンスと捉え武器にしていくべきだと感じた。 

今後、自分はイベント班としてメンバーの特性を把握し、それらを各活動に活かしていく割

振りが出来るようになりたい。初めは班員ばかりで他のメンバーと話したり、活動したりして

いく場が少なかった。だが、個人的に話を聞きに行ったり、イベントを重ねたりすることで、

以前よりメンバーの個性を知れたことは良かった。前年度と比べ受講生の人数が増えたことは、

仕事を回せる余裕ができたというメリットを生むが、まとまりづらいというデメリットをも生

む。しかし、個人同士と付き合っていくことで一部のメンバーが先走りしたり、固まったりせ

ずに団体として動くことに貢献できると感じた。これから下級生も参加し、新しいメンバーで

まだまだ話し合いも必要だと感じる。だが、来年度はこの大人数の同期からイベントや製品製

作、宣伝等で関わっていく外部の方まで、ひとつひとつの貴重な出会いを大切にし、そこから

学ぶことを発見していけるように人と人とのつながりを強めていきたい。 

自分は今回ラオスに渡航せず、現地でコーヒーに関して学ぶことはできなかった。だが、イ

ベント班としてフェアトレードコーヒ

ーに関係なく、集団における人との関

係や繋がり、また自分の立場や他者評

価も改めて考えさせられた一年だった。

来年度に向けて、改めて考えたことが

あったり、ラオスに行ってモチベーシ

ョンがアップしたり、新しい企画を考

えたりしているメンバーとさらに話を

進め、団体の軸を決めていくことが課

題であり、個人的にも知識を増やし、

活動に活かしたいと思う。 

    

  

写真 21  キッチンカー販売にて 
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主体的な行動 

 

大 村 晋 平 

社会文化システム学科 2 年 

 

 自らが主体的に行動する、これが大学に入ったときの私の目標だった。私は今までの人生を

振り返ったときに多くの物事において、自分が受動的であることを知っていた。何をするにも

他人の意見に従い、常に何かに従ってきた。私が社会文化体験演習の活動に参加しようと思っ

たきっかけはそんな自分を変えたかったからである。学生自らが主体的に行動して、一つのプ

ロジェクトを一年間通して行う。聞こえは良いが実際にやってみると想像以上に大変だった。

しかしその分終わった後には、何とも言えない達成感と個人の成長に大きくつながったと確信

している。結果として、私はこの活動を通じて多くの知識、経験、幅広い考え方を身に着ける

ことができた。 

 私はそもそもラオスやコーヒーのことはもちろん、フェアトレードの仕組みさえほとんど無

知な状態であった。日々の講義でコーヒー豆を使ったフェアトレードの仕組みを学び、また東

南アジアの一国であるラオスと関連付けることで理解が深まった。しかしその中で私はフェア

トレードの仕組みは完璧なものではなく、改善の余地があるということを知った。また日本に

おいて、フェアトレードの仕組みが浸透していないという現実も知った。フェアトレードが浸

透していない日本において、どのようにして他者に説明するのか、またどのようにすればフェ

アトレードがより良いものになるのだろうか。という問いが常に私の頭の中にあった。私はこ

れらの問いはどちらも継続していくことに意味があり、そこに答えがあるのではないかとこの

一年間を通じて考えるようになった。またこの活動を通じて物事を考えるときに人の意見に従

うだけではなく、自分自身で考え、答えを導きだすことが何よりも重要であると再認識した。 

 私が社会文化体験の講義を受けて一番感銘した出来事はコーヒー豆について学ぶために静岡

の（株）流通サービスという焙煎業者に赴き、服部社長に話を伺ったときだ。そのとき初めて

主体的に行動するという意味・意義を実感した。今まで何も不思議に思わなかったフェアトレ

ードに対する考え方や、自分たちの活動のプロセスを改めて見直し、考えるようになった。自

らが主体的に行動するということは、意識はもちろん知識・経験が何よりも重要である。言葉

ではわかっていたが、実際に第一戦で働いている方の意見というものは自分自身にとって大き

な刺激となり、またその後の活動をするにあたり一番に気を付けたことだった。 

 私はこの活動を通じて自分の考えの甘さや知識の乏しさなどを改めて発見した。自分自身の

目標であった、主体的に動くという目標も結果としてみると、部分的には達成できたものの、

完全には達成には至らなかったように思える。結果として私は smile F laos という集団の中で
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物事を認識しており、その中で従ずることにより自らが主体的に動いたという錯覚に陥ってい

た。実際に自分が中心となるようなプロジェクトは、責任はもちろん、幅広い知識や経験、本

人の姿勢が何よりも重要である。このことは社会に出てからも同じであり、必要なことである。 

 この一年間を通じて私が考え、学ん

だ内容は決して不要ではなかった。私

はこの活動に参加したことを後悔して

いないし、実際に学んだ知識、経験は

今後の自分を形成するにあたり必ず役

に立つだろう。だからこそここで学ん

だ考え方、問題に取り組む真摯な姿勢

というものを忘れずに今後の生活に生

かしていきたい。また今回掲げた目標

を本当の意味で達成できるよう、今後

の活動、日々の生活につなげていきた

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真 22  服部社長から話を伺っている様子 
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出会いから広がる可能性 

 

岡 田 真 夕 

社会文化システム学科 2 年 

 

Smile F LAOS の一員として一年間活動し、様々なものに出会った。それは人に限ったこと

でなく、それまで自分のなかに存在していなかった知識や考え方なども含まれる。それまでに

も様々な出会いから刺激を受けてきたことを実感したことはあったが、その出来事の度に振り

返る機会があったため、自分の受けた刺激について深く考えることができた事がそれまでとは

違った結果を残したように感じる。コーヒーの販売イベントや講演会、社会人の人たちと行っ

たマネジメントゲームなど、この一年間でなかなか体験できないようなことを体験でき、様々

な人と出会うことができた。そういった一つ一つの出会いにより、多くの刺激を受け、充実感

を得ることができた。 

コーヒーの販売イベントでは、様々なお客様と出会うなかで新たな可能性を発見し、人と接

することが好きであることを再認識することができた。元々アルバイトでお客様との関わり方

や、どういった言葉が飲食物のセールスに向いているかについて学ぶ機会が多かった。そうい

った経験を活かそうと心がけ、コーヒーの販売イベントに参加していた。コーヒーを販売する

際に、豆へのこだわりやラオスのこと、団体の活動に関することなど伝えたいことはたくさん

あるが、お客様が何を知りたいのかを反応を見ながら判断し、説明することが大切であろうと

学んだ。そして、この経験を活かし、今後もこういった販売の際に貢献できるのではないかと

思う。また、接客するなかで、人と接することの楽しさを感じることができた。人と接するこ

とで温かい気持ちになり、私は幸せを感じられるのだ。その様な楽しさを忘れずに、今後も活

動をしていきたい。 

ATJ の堀田さんによる講演会では、目的について考えさせられるきっかけを与えてもらった。

講演会のなかで、活動の指針を考え直した際に、誰がという主語や、誰のという目的語の部分

が曖昧であったことに気がついたという話が印象的であった。そこで、日本語は主語や目的語

がなくても成り立つため、便利だけど曖昧なものであること、そして普段目標を立てているつ

もりでも、よく考えてみると主語や目的語が抜けていたり、具体性がなかったりと、曖昧にな

っている部分が残ったままであることが多いことに気付かされた。この気付きは自分のなかで

大きな衝撃であった。言葉の曖昧さは考えの曖昧さと深く関係していることを再認識し、意識

的に曖昧な部分がないかを考えていかなければいけない、と考えられるようになったのである。 

 この社会文化体験演習という授業との出会いから得たこともある。思っている以上に学生の

私でもできることが多くある、という発見があった。この団体で活動する前から、ゼミや SNS
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で団体のことを知る機会があり、どんな活動をしているのかはなんとなく把握できているつも

りでいた。しかし、いざ団体の一員として活動し始めてみると、年間事業計画の作成や売上の

予測と発注、イベントへの出店、委託の依頼と交渉、よりわかりやすい広報などの仕事はどれ

も、想像以上の大変さがあることを知ることができた。それぞれに工夫が込められており、難

しさを学んだのと同時に、その様に大変なことを学生の私たちにもできているという事実が自

信につながっていた。 

 わたしは製品班として活動した。そのなかで委託先の方との交渉で単にビジネスパートナー

としてではなく、お互いに気分良くいられるような関係を築くことを目標の一つとして設定し

て活動した。はじめは、失礼のない様にしようという気持ちから緊張してしまい、硬い雰囲気

になってしまった。そこで、自分たちの製品や活動のことを話すことも重要だが、相手に興味

を持ち、委託先のお店の話を聞いてみたり、やや横道にそれた話をしてみたりすることも大切

なのではないか、と考え実行した。その結果、訪問する毎に雰囲気は良くなっていった。一見、

無駄に思えるようなことにも成功のために必要なことがあるということを学ぶことができた。

そして、目標の達成に向けての苦労や、目標達成に近づく際の達成感を経験することができ、

自分の成長につながった。 

 このような出会いから、以前よりもものごとを多方面からみることが出来るようになり、深

く考えられるようになった。この団体に入るまでは変わったことをして刺激を受けてみたい、

と漠然と思っていただけであったが、

多くの刺激を受けて変わることが出

来た。しかし、これまでも多くの出

会いがあり、様々な刺激を受けてき

ていて、そのことに気付けていなか

っただけなのではないか、という反

省も生まれた。こういった反省や気

付きから、今後はあらゆる出会いを

大切にし、漠然と過ごすのでなく、

そこから自分のためになるものを意

識的に得ていきたい。 

  

写真 23  製品班での集合写真 
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センスを磨きたい 

 

嘉 村 瑠 介 

社会文化システム学科 2 年 

 

 Smail F LAOS の活動において重点においたことは、見聞を広めることである。今まで部活

しかしてこないまま大学生になり、1 年生ではアルバイトやサークルなどで活動の幅は広がっ

たが、これといって、人に伝えたいこと、伝えられるものというのがなかった。そんな中で挑

戦してみようと思ったのが、この FLAO だ。 

 見聞を広めるというのは、将来、インタビューした芸能人だったり、世間の気になるニュー

スだったり、そういうものを自分なりに伝える仕事をしてみたいと考えているからである。と

にかく今しかできない経験を積み、会話の引き出しが豊富で、ボキャブラリーが多く、人見知

りをして物怖じしないようにしていきたいからだ。 

FLAO は様々な人と交流できる機会が多く、体験できることもたくさんある。まずはそれを

伝えていけるようにするため、広報班に入った。活動報告やポスター作りをさせていただいた

が、そういったものをつくるうえで、難しかったのはユーモアを交え、人の気を引くことであ

る。 

ユーモアもつにはセンスが必要である。人を笑わそうと書いた文章でも、声に出してみたら

スベってみえたり、笑わせようと狙ったのがにじみ出てしまったりするとおもしろさも半減し

てしまう。そもそもユーモアという意味自体が曖昧だ。学校のクラスでいうと特別おもしろい

こと言ってないけど、みんなが笑ってしまうような、クラスの太陽のような存在を表現するこ

とがユーモアであると考えている。 

このことで悩んだことが、コーヒーの淹れ方動画である。 

動画撮影は松田が担当してくれていて、最初に出来た動画を発表時、箕曲さんに「ユーモア

センスがほしい」と指摘を受けた。彼は頭を悩ませ、自分と一緒に考えだしたアイディアは、

「メイド喫茶のようにやってみる」という授業にふさわしくないようなものだった。  

私は、文京区博覧会のポスター作りをメインに担当した。町のポスターにはユーモアのある

ものが多くそんなポスターを作ってみたかった。だが、センスはこれから磨いていかなければ、

と感じ、いかに端的に人の気を引けるかを考えるようにした。 

まずは、キャッチフレーズが大事だと思い、FLAO の活動内容を書き出し、短くすることを

手さぐりに始めてみた。だが、全く思いつかず、使いたい写真を選んでみることにすると、ア

イディアが湧いてきた。自分はメインになる写真を探して、そこから発展させて、キャッチフ

レーズやレイアウトを考えるほうが思いつきやすいということに気づくことができた。 
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このポスターは様々な方にお褒めの言葉をいただくことができて、ホッとしている。と同時

に、もっと成長するためには、来年の国内活動では端的になおかつ引きつけるユーモアを身に

つけていかなければと感じている。Twitter の更新をもっとしてもいいのかもしれない。 

この、1 年見聞を広めることが

できたと思っている。特にここに入

らなければ話すこともなかったかも

しれない FLAO のメンバーの方々

が、1 番それを広げてくれたと思う。

夢を持って活動している人、編集の

技術が高い人、ユーモアセンスがあ

る人、こんな人になりたいと思わせ

てくれた人、FLAO のメンバーを尊

敬している。 

  

  

写真 24  コーヒーの淹れ方動画の一コマ 
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夢見た「自分」を誇らしく 

 

木 田  友 

社会文化システム学科 2 年 

 

僕は Smile F LAOS に入ってからの 1 年間で、自分の憧れにも似た「夢」を、確固たる「目

標」に変えることができた。僕が FLAO の活動を通して最も成長できた点はそこにある。 

 高校を卒業した時の僕の夢は、「喫茶店のマスターになること」であった。受験で失敗をし、

先が見えなくなっていた高校生の頃、親友と共に通った純喫茶店にて、コーヒーと喫茶店に漂

う空気が好きになり、この夢を持った。だが、この夢は実際のところ憧れといっても過言では

なく、背伸びして大人になろうとしてかっこつけていた頃の僕が抱いていた漠然とした夢であ

った。当然何をすればその夢に近づけるのかもわからなかった僕は、大学入学後もただのうの

うとアルバイトに明け暮れ、１年を無駄に過ごしてしまった。 

 大学二年生になり、僕はずっと気になっていた FLAO の活動の説明を聞き、団体に入ろうと

決心した。ラオスの支援については関心が無かったものの、僕は自分たちでコーヒーを販売す

ることに興味を持ち、それを目的に FLAO に参加しました。何よりも、自分の夢をどのように

叶えれば良いのか分からなくなっていたこともあり、FLAO の活動を通してそれを見つけよう

と考えたのが一番の動機であった。結果として、それはいまだに見つかっていないが……。 

 FLAO に参加してから、最初に衝撃を受けたのは、静岡の流通サービスの社長である服部吉

明さんの元に伺ったことだ。服部さんの下でコーヒーの知識や、直火焼のコーヒーのおいしさ、

外国のコーヒー事情など、様々なことを実際の経験と共に学ばせていただくことができた。今

でも服部さんのコーヒー販売を手伝いながら、様々なことを学ばせていただいている。 

 そして、僕が団体の中で初めて行った仕事は、委託販売先を見つけることであった。僕が大

学一年生の頃よくコーヒーを飲んでいた喫茶 ペガサス様に委託販売のお願いをしに伺った際、

快く引き受けてくださったことはとてもうれしく記憶に残っている。毎月コーヒーを届けに行

くたびにお話を聞いてくださり、マスターとの信頼関係がだんだんと築けていったことを感じ

た。マスターから、FLAO のコーヒーを飲んでくださった人たちからの良い感想を聞くことも

できたこともあり、老舗の喫茶店に、僕たちの力で新しい風を運び込むことができたと感じて

いる。ペガサス様との委託販売を通して、マスターとの信頼関係を築けたことによって、ビジ

ネスパートナーという言葉の本当の意味を知ることが出来た。これを機に、白山地域への貢献

をし始めたことにより、もっと白山地域を FLAO のコーヒーで幸せにしたいと考えるようにな

った。 

 夏休みには、「北区秋のグルメフェスティバル」に出展した。そこでは初めて、僕がドリップ
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したコーヒーが売り物になり、お客様に飲んでいただけた。製品班で協力してレシピを作成し、

コーヒーを飲んだ方から、「おいしい」といった喜びの声を聞けたことで、僕は「自分の淹れた

コーヒーでお客様に喜んでもらいたい」という思いが強くなった。もともとはただ自分がコー

ヒーの仕事をしたいと自分本位に考えていたものが、この経験を経て、自分以外の人に目を向

けることができた。 

 ところで、僕には後悔がひとつある。それは、12 月のラオススタディツアーに参加できなか

ったことだ。1 年生のころの堕落した自分を恨んだ。あと一年早く夢に向かって努力すること

を始めていれば……。コーヒーのことを学び始めた今の僕にとって、コーヒーがどのように収

穫されるのかなど、東京にいながら本やインターネットから、ある程度学べることであった。

しかし、コーヒーの農家を訪れることは、東京に残っていては叶わないことであり、それは今

の僕に圧倒的に足りない経験なのだ。コーヒーの売り手は、作り手のことを正しく理解しなく

てはいけないと私は考えている。それがフェアトレードであるなら、なおさらのことだ。それ

は僕の来年度の課題のひとつだ。 

 ラオスにいけなかった――。そんな後悔が、今の僕の活動の背中を押している。僕は今、東

京に残っていたメンバーの数人で、僕たちの拠点である白山地域への恩返しをする方法を考え

始めた。東洋大学の学生団体である私たちだが、白山地域の人たちに支えられてはいるものの、

販売イベントは都内各所を転々としていることもあり、白山地域での販売は少ないことに僕は

疑問を持った。そのため、来年度からはもっと白山の方々にお返しができるように、新たな活

動を考えている。与えられるだけではいけないということは、僕が FLAO に入って学んだこと

の一つだ。それを忘れてはいけないと思っている。 

 僕はかつて、「喫茶店のマスター」という夢を持っていた。それは今も変わっていない。しか

し、FLAO でみんなと一緒に活動してきた一年間で、その中身はとても大きく変わった。根底

にあるものは、「自分の大好きなコーヒーを通して、人々を喜ばしたい」という考えだ。たとえ

喫茶店のマスターでなくとも、そこはぶれない様に生きていきたい。また、多くの人と支えあ

い、お互いが助け合える仕事をしたいと考えている。今はあの頃持っていた夢を誇らしく思い、

そんな誇らしい自分に近づきたいと思う。 

 さて、来年度から、僕は FLAO のコーヒーをお客様に「もっとおいしく」提供していきたい

と思っている。FLAO の全員で力を合わせて、ラオスのコーヒーが持つポテンシャルを最大限

に生かした、FLAO にしかできないコーヒーを作り上げていきたい。それが僕の現在の目標の

一つだ。 
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飛び込んでみた世界 

 

篠 﨑 仁 彦 

社会文化システム学科 2 年 

 

私は大学に入る際、将来にむけて自分のやりたいことが見つけやすいと考えこの社会文化シ

ステム学科に入ることを決めた。だが、いざ中をのぞいてみると授業のどれもが刺激がなく淡々

と教授の話を聞いているだけで、何がこの先の自分のためになるのか分からず本当にこのまま

でいいのか悩んでいた。そんな時に体験演習の話を聞き、ここなら自分を変えられる刺激やこ

の学科ならではの体験があると思い Smile F LAOSという団体に飛び込んでみることを決めた。

そして、入るなら自分の中でこんなことを経験したのだという自信や、新しいフェアトレード

の知識を増やし社会文化システム学科での学びが将来の自分のためになるか、またそれはどう

いうことなのかを知りたいと感じていた。 

 深く考えずに飛び込んでみた FLAO という世界は予想以上に大変な場所だと、活動を通しな

がら感じた。特に印象に残っているのが、授業の中で箕曲先生が FLAO やドリプロを例にして

団体について話しているときに、「団体が成長するためには去年や昔と同じことをしていては駄

目で、新しいことをしなければその団体はいずれ廃れる。そしてそれを防ぐためにも振り返り

は重要である」と言っていたことだ。それ以降私は、イベントがある度に前回のイベントでは

出来なかったことが、今回は出来るようになったといったことを意識的に確認するようになっ

た。 

 その後、自分が初めてイベントを担当することになった。学内販売のキックオフパーティで

は、イベント班の役割でもあるイベントの中心となり、事前準備やマニュアルの作成などを行

った。もともと私がイベント班に所属したいと思ったのは、話を聞いて楽しそうだと感じたこ

とと、先輩に知っている人がいたからであった。だが、今までイベントに参加するだけであっ

たものの、急にキックオフパーティの担当になり、先輩を含め、まわりのメンバーを巻き込み

ながらイベントを成功させなければならないと感じると不安しかなかった。だが、担った以上、

やりきらなければならないと感じていた。しかし、私は先輩に頼りっきりでなかなか自分では

考えようとはせず、いわれたことだけをやっていただけだった。また、片付けや準備の際、授

業やバイトがあり参加できなかった。イベントは無事成功したが、なにか自分の中ではやりき

ったなど達成感が生まれることはなかった。自分の中で、振り返ろうとしてみても、出でくる

反省の言葉は周りのメンバーと比べると少なく、何をやっているのかと悔しく思った。 

 またイベントを重ねるたびに、周囲に対して負い目を感じるようになった。それは、実際に

コーヒーを買いに来てくれた人や見に来てくれたお客様に対して、フェアトレードや FLAO と
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いう団体がどのようなものか説明するという場面での出来事である。先輩は実際にラオスに言

ったときの体験やコーヒーの知識など惜しみなく話していて凄いと感じると同時に、自分は実

際にラオスに渡航してないから無理だと諦め先輩任せにしていた。しかし、次第にイベントが

ある度に同じ他の二年生が、積極的に話しかけてコミュニケーションを図ろうとしているのを

横目で見て、このままでは今までの自分と変わらず、知らない世界に飛び込んだ意味が無いと

焦りを感じていた。 

 そんな時にキッチンカーのイベントを担当することになった。このイベントはキックオフの

時と違い、実際の社会人や違う大学で先生をしている人と交渉しながら進めたものでなかなか

思うようにいかなかった。担当は二人いて、その中で企画書を書くことになったが、そのよう

なものは今まで書いたことがなく、手探り状態で、先生から添削を受けながら作った。当初の

予定では巣鴨商店街でおこなうはずだったが、なかなか連携がとれず、自分の取り掛りが遅く

なってしまい実現できなかった。結果として、一昨年、同様のイベントで場所をお借りしたネ

ッツトヨタの方と交渉することになった。一方、先生の知り合いの方とメールでやり取りをし

ながら、移動販売車を借りることができた。そしていろいろな失敗はあったが、移動販売車を

使ったドリンク販売というイベントは何とか最後までやり遂げることが出来た。それに加え、

お客様に対する団体の説明も今まで以上に自信を持ち話すことが出来て、先輩にも「ちゃんと

話せたね」と言われて、自分の成長を感じることができた。だが、コーヒーを待っているお客

様に自分から話しかけにいくことや、魅力を伝えることは出来なかった。それでも担当になっ

てこのイベントを通して普段の学生では出来ないことを体験して、確かな達成感を得られた。 

 団体に所属しているメンバーは誰もが素敵で、尊敬できる人で、刺激を貰うことができる人

たちであり、そのような人たちに出会えたことを考えてみても、私が飛び込んだ場所は間違っ

ていなかったと再認識することができ

た。そして FLAO で得た経験は、これ

から私が社会に出てどのような形で貢

献したいのか、そのためには何が必要

なのかを考えるきっかけを与えてくれ

たと感じている。フェアトレードとい

う、難しくにあり、魅力的でもある国

際協力についての知識はなかなか身に

つけることが出来なかった。だが、そ

の深みについてはこの身で触れること

が出来たのではないかと感じる。 

  

写真 25 キッチンカー販売 
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経験したことを次に活かす 

 

白 石 真 奈 美 

社会文化システム学科 2 年 

 

私はもともと、海外留学や海外ボランティアに興味があった。大学生になったら、いつかは

行きたい気持ちはあったが、勇気がなく、結局何もせず大学２年生になってしまった。せっか

く社会文化システム学科に入ったのだから、この学科でしか経験できないことをしたい、せっ

かく自分の興味のあることをできるチャンスでもあるのだからと思い、不安もあったが、勇気

を出して FLAO に参加することにした。 

そしてはじめてのイベントに参加した。そのイベントはラオスフェスティバルだった。先輩

方は自分たちから積極的に声をかけて、この活動についての説明をきちんとして、知識もある

のでお客さんに質問されたこともきちんと答えていて、そんな先輩方の姿を見て、自分の知識

のなさを痛感した。私にはラオスについての知識も、コーヒーについての知識も全くなかった。

この時私は、先輩方のように知識をつけて、自分から積極的にお客さんに話しかけて、この活

動をもっと知ってもらいたいと思った。それからは、箕曲先生のコーヒーについての講義を熱

心に聞いたり、分からないことは先輩方に聞いて、コーヒーの知識を学んだ。またイベントに

はなるべく参加するようにした。そして自分から積極的に話しかけるように心がけた。イベン

トに参加するごとに自分の言葉で、この活動について説明ができるようになって、少し成長を

感じることができた。 

班活動では、私はラオス班に所属していた。ラオス班としての最初の仕事は、キックオフパ

ーティのオープニングセレモニーでの、今年度の目標についての発表だった。この発表をする

までに班で何度も集まり、練習を重ねた。私たちの中では完璧だと思っていたので、初めて

FLAO のメンバーの前で発表をした時に、パワポの図が見にくい、喋るスピードが早いなど、

たくさんの指摘を受けて、人に何かを伝えることの難しさを感じたとともに、私たちでは気付

けなかったことに気付くことができ、意見をいただくことの大事さを、新たに発見することが

できた。私は人前で発表をすることが苦手で、当日まで不安でいっぱいだったが、練習をたく

さんしたことで、本番は今までで１番良い発表をすることができて、人前で発表をすることに

少し自信を持つことができた。 

ラオス班として、班のみんなと一緒に模造紙を作成したり、発表の練習をしたり、エプロン

シアターの作成をしたり、本棚のデザインを考えたり、たくさんのことをしてきた。エプロン

シアターの作成は、裁縫が苦手だったので、不安でいっぱいだったし、本棚のデザインもなか

なか決まらず、どうなるんだろうと不安になった時期もあった。だが、みんなで何度も話し合
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って、協力して、１つの目標に向かって頑張ることができて、とても絆が深まった。エプロン

シアターも本棚も、可愛くて納得のいくものが出来上がって、完成したものを見た時は、本当

にやりがいを感じた。ラオス班は、みんな個性が強くて、明るくて、一緒にいると笑いが絶え

なくて、そんなラオス班として活動できたことは、私にとって誇りである。また、どうやった

らイベントが成功するのか、どうやったらお客さんがたくさん来てくれるのかなど、FLAO の

メンバーみんなで話し合いを何度もしていく中で、メンバーの絆も深まったと感じた。 

私はこの FLAO の活動を通して、たくさんの人々と出会った。たくさんの人々と出会うこと

ができたからこそ、私たちは活動をすることができているので、そのことに感謝しながら、関

わっていくことができた。 

FLAO の活動を通して、たくさん成長することができた。しかし目の前にある課題をこなす

ことに必死で、先輩方にたくさん頼ってしまった。これからは自分が頼られる存在になりたい。

そして、自分だからこそできることを見つけたい。今までのイベントを通して、自分から積極

的にお客さんに話しかけて、この活動について説明できるようになったので、これからもイベ

ントなどで、積極的に話しかけて、

FLAOの活動をもっとたくさんの人に

知ってもらいたい。１番大事なのは、

今までの FLAO の活動で経験したこ

とを、次に活かすことだ。経験したこ

とを次に活かして、FLAO の活動をも

っと盛り上げたい。たくさんの経験を

することができて、たくさんのことを

学ぶこともできて、勇気を出して

FLAOの活動に参加することを決めて

本当に良かった。 

            

       

 

  

写真 26  ラオス班集合写真 
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行動は自分から 

 

城 田 光 輝 

社会文化システム学科2年 

  
 僕は大学に入って、「何か行動しないといけない」そんなことばかり考えるだけであっとい

う間に一年が過ぎた。実際、履修を組む時もすごく悩んだが、1年生のときにフェアトレード

という言葉に興味も持ち、SmileF LAOSの活動には魅力を感じていたし、この学科を選んだ決

めてが、「社会文化体験演習」だったので履修することにした。やはり、この学科でしか学べ

ないことというのは貴重だと思ったからです。まず一年間を振り返ってみると一言で「不完全

燃焼」である。  

 コーヒーを販売する上で、製品は欠かせないものであり、営業にも少し興味があったことか

ら製品班に入った。初めに行ったのは、「委託販売」だった。自分で製品を置いてもらいたい

と思うお店に電話し、訪問して、団体のことについて説明し、コーヒーをお店に置いてもらう。

今思えばそんなに大変なことはしていなかったかもしれないが、委託販売が決まった時の喜び

は大きかった。しかし、委託販売で売れ残りが多いと、お店に取りに行くのも気まずかったり

しました。そういった中で、どうしたら良い関係性が続けられるのかと考えていたが、そのま

ま今年の委託販売が終わってしまった。友情とは違う関係性というものの重要さを知ることが

できました  

今年度、自分が製品班として新たに何かやれたかと考えれば決して「はい」とは言えない。班

の中では、製品に関してや販売方法に関しても良いアイディアを出し合ったが、どれも実行す

るまでには行くことができなかった。自分からもっと行動できたのではないかと悔いが残った。

「やるべきこと」「やること」などに求められていることだけはなく、それ以上のことができ

るようになりたい。「やること」を終えたそこで満足してはいけないと感じた。  

 主な活動でもあったコーヒーの製品販売・ドリンク販売を行う各イベントでは、どうしたら

商品が売れるのかよく考えることがあった。自分たちは何を一番の売りにし、消費者に何を伝

えたいのか、みんなで話し合い団体として共通の意識を持つことが重要だと思った。もちろん、

団体の利益も大事だが、ただコーヒーを購入してもらうだけでなく、どのような経緯でフェア

トレードコーヒーを売っていて、その利益でどのような支援をしているのか消費者に知っても

らいたいと思いました。それこそがフェアトレードであり、僕たちは生産者と消費者をしっか

りと繋げる役割があるのです。  

 このような団体として活動することは初めてで、１年間学ぶことも多かった一面も分の未熟

さを実感する年となった。FLAO に入って自分もフェアトレードというサークルのほんの一部
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にでも関われたことが何よりも意義を感じた。自分では思い浮かばなかったアイディアが他の

メンバーから出たり、みんなで協力して一つの活動をするということは、自分一人が頑張って

も出来ないことであり、各個人の力を足した以上のものへと変わるとことができる「団体」と

いうものは偉大だと感じた。良い勉強にもなったし、自分がどんなことに興味があって、団体

としてどのような役割が合っているのか、また足りてないところなどいろんな事を吸収できた。

もっといろんなものを目で見て肌で感じ、「知識」だけでなく「経験」を大事にしていこうと

思う。  

 

 

 

 

 

 

 

  



個人の成長の記録 

106 

 

物は試しに 

 

関 千 代 美 

社会文化システム学科 2 年 

 

 思い返せば、FLAO に入る前の自分はあまりに何も知らず、あまりに非生産的だった。 

 高校三年生の夏、オープンキャンパスで偶々覗いた社会学部の説明会で、偶々社会文化体験

演習の紹介を受け、偶々キャリア分野の宣伝映像を見たのがいまの進路の始まりである。元々

異文化交流や語学・文化に関心を持っていた私は、他の講義では得られない体験、とりわけ興

味のあった企画や広報といったキャリア的なことも学べるこの活動に一気に惹かれた。他にも

コーヒーが好きで海外に行きたかったということもあるが、何より「新しいことに手を出して

みたかった」という野次馬精神が背中を押した。人が動く理由とは、案外そんなものである。 

 初めてこの講義に参加してからいまに至るまで、すべてが学生主体で進む活動の数々に戸惑

いとやりがいを感じていたが、広報班に所属した私は「どうしたら広報班として達成感を得ら

れるか」ということを再三考えていた。製品班やイベント班と違い、広報班は SNS の更新や

チラシ作成など裏方の仕事が多い。私は高校時代に何度かイベントポスターなどを作成した経

験があるため、自分の能力が生かせる班を選んだが、それ故に当初は張り合いのなさを感じて

いた。自分の知識を超える、もっと強い「新しいこと」を求めた。そして私が行き着いたのが、

「物は試しにあたること」である。 

 私はまず先輩に今まで取り組んできた活動とやり方を聞き、次に自分がやってみたいことを

提案した。班の二年生は能動的なメンバーばかりで、次々に意見や提案が飛び出すのが面白く

新鮮だった。それは FLAO のメンバー全体にも言えることで、私は方々から刺激を受けた。中

でもメンバーのプレゼンテーションを受けるときは、どうすればより伝えたいことを簡潔に、

かつ魅力的に伝えられるかということを当事者の目線で考えさせられた。私は今年度プレゼン

を行う機会はなかったが、「こういった視点、切り口から攻めることができるのか」と何度も気

づかされ、どうやってこれらを自分の活動に取り込むか考えた。 

広報班としての心残りは、作る予定だったインフォグラフィックスがひとつ作れなかったこ

とである。ラオスのコーヒー農家がフェアトレードでどれほどの金銭的な恩恵を受けているか

という情報をグラフィック化することで、より視覚的にわかりやすく発信することを目的とし

ていたが、第三者との取引価格や利潤計算など込み入った内容になってしまい、加えて家計調

査の結果ともすり合わせると、フェアトレードでの金銭的恩恵は大きい数値ではないことがわ

かり、手詰まりになり数値化することができなかった。会計班とも連携して取り組んでいたた

め、形にできなかったことが悔しい。しかし観点は良いと先生からも意見をいただいたので、
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手法を変えて違う角度から再度形にしたい。また、来年は今年度より効果的な宣伝を模索して

いきたい。FLAO の日々の活動の大変さと面白さ、ラオスの青い空、楽しそうなラオスの子ど

もたちの笑顔やラオスの学生との交流といったスタディツアーでしか学べないことなど、伝え

たいことはたくさんある。毎週の活動の報告やスタディツアーで撮ったたくさんの写真や動画

を使って、FLAO とラオスを知ってもらう活動をしていきたい。そのためにはもっとフェアト

レードについて学び、経験を積む必要がある。そういったことを学ぶ機会が FLAO にはたくさ

んある。気になったときに聞きたいことを聞ける場は社会に出たらそうそうない。 

そして、全体的に突っ走り気味な二年生にブレーキをかけ、軌道修正をしてくださったのが

三年生である。一年間をこれだけ刺激的に過ごせたのも、先生や三年生とこれだけ親密に関わ

ることができたのも、ひとえに FLAO があったからである。この場を借りて、多忙の中たくさ

んのことを教えてくださった箕曲先生、いつも親身になって団体を率いてくださった先輩方、

お力添えくださった関係者の方々に感謝の意を表したい。 

 FLAO に入って、普通ではあり得ない経験をして、自分自身を目の当たりにする機会が増え

た。それは自分の積極性であったり、自分のリスク分析能力のなさであったり、自我の強さで

あったり、視野の狭さなど様々である。自分に宛てられた仕事だけでなく、班や活動全体をと

らえる視野の広さと、毎回の行動を

振り返る大切さを一年通して実感し

た。自分の意見を持ちながらも人の

意見を聞き、それらを他者に伝える

能力は今後他者から必ず求められ、

そして私が求める力である。私には

まだ FLAO で過ごせる一年があり、

これから知ることができる知識・経

験がそこかしこに撒かれている。そ

れらを見逃すことなく「物は試しに

あたること」で、まだ知らない世界

と自分を見つけたい。 

 

  

 

  

写真 27  キックオフパーティにて 
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「選択」するということ 

 

千 本 梨 紗 子 

社会文化システム学科 2 年 

 

 今まで私は、どれだけの「選択」をしてきたのだろう。レストランでメニューを選ぶ、洋服

を買うときに色を選ぶ、将来大学生になることを選ぶ。思えば 20 年間私は毎日何かを「選択」

してきた。そして大学 2 年生になった 4 月はじめに Smile F LAOS（以下 FLAO）のメンバー

になることを「選択」した。今思えば、大学生活で何かしたいというよりは、大学生活を忘れ

たくないというのがこの授業を履修したきっかけだった。1 年間大学生活を過ごしてみて、こ

のまま言われたことをこなすだけで印象に残らない生活を 4年間続けていたらあっという間に

卒業を迎え、それから待つ日々の忙しさの中にこの生活の記憶が消えてしまうと思った。いわ

ば忘備録をつけるようにこの活動に参加したのである。 

 はじめは 4 月の「選択」に後悔することばかりだった。想像をはるかに上回る「やらなけ

ればいけないこと」の多さに戸惑い、イベント班として団体に貢献できている実感もなく、

先輩方や周りの 2 年生、ラオスフェスティバルで会ったドリプロの方がやりたいことを見つ

けて活動しているのを見て、何がしたくてここで活動しているのか、この活動を選んだ目的

を格好よく話せるように考えなければと焦ることも多かった。本当はそんなもの、存在して

いなかったのに。私は結局言われたことをこなしているだけなのに、さも目的達成のために

努力している自分を演じたかっただけなのである。 

しかし、その考えが変わったきっかけがある。私たちが初めて販売会を行ったキックオフ

パーティだ。この販売会では FLAO のメンバーとも、製品を買ってくださる方とも話す機会

が多く、先輩方からは今までのたくさんの経験や知識を聞き、お客さんにはコーヒーや

FLAO の活動のことを聞かれることが多かった。そこには所属することを「選択」した理由

など関係なく、必要とされていたのは「選択」した後の経験やそれを踏まえた考えだったの

である。何を捨てて何を選んだのかということばかりを重視していた私とは異なり、そこに

は後に得た知識があるからこその「自信」があるように見えた。だからこそ、活動している

人たちが格好良く見えていたのだということに気づいたのである。 

 そこから私は製品に興味を持ってもらうためにはどこにポイントを置いて話せばいいの

か、ラオスに行っていない私でも伝えられる製品の魅力はないか、イベント開催の際に挙げ

られた反省はまとめて次回以降防げるようになど、「選択」を後悔している時間があるのな

ら、自分のした「選択」に「自信」をつけたいと活動に参加するようにした。ラオスに行っ

た先輩方や箕曲先生から聞いた話を記憶して実際の販売会で話すと興味を持ってもらえる
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ことも多く、こういった経験を記録しもし以前の私と同様に何も分からない状態から販売会

に参加する後の世代がいたら、思い悩むことなく堂々と販売ができる環境を作りたいと考え

るようになった。 

 その後は自分の担当であった映画祭も無事終了し、最後に残ったのはイベント班 2 年が主

体となって販売を行う学内販売のみとなった。今まで活動のお手本は先輩方だったためうま

くいくかという不安も多くあったが、大きなトラブルもなく製品は無事完売した。ただ 1 つ

挙げるとするならば、予定には無かった 1 年生への団体説明を手の空いていた私に頼まれる

という出来事があった。そんな上手に話せる訳がないから誰かに頼もうという自分がいる中

で、私は話すという「選択」をした。結果がどうであったかは、聞いてくれた 1 年生でない

と分からないが「ありがとう助かった。即興だけどきちんと話せてたよ」という他のメンバ

ーの言葉を聞いて、キックオフパーティで憧れた先輩方に少し近づけた気がして嬉しかった

のと同時に、誰かに向けて話すのは緊張するけど楽しいということを感じた。今まで苦手だ

と思っていたことを「選択」し楽しいと思えたのは、今までお客様やフェアトレードに関わ

る方と様々な話をする中で自分の思いを話すことが大変なことではないと気付いていたか

らだ。格好よく難しいことを言わなければ伝わらないと思っていたが、相手は高度なコンピ

ュータではなく人間なのである。自分の話も交えて気持ちを伝えた方がずっと伝わりやすい

のだということを知った。経験を基に「選択」できることはこれからも増えるかもしれない。

魅力を色んな方に伝えることで、団体への貢献をしていきたいと考えるようになった。 

 「選択」は生きていく上で欠かせ

ない。時には選んだ方を間違えたか

もと思うことはこれから先何度もあ

るだろう。でもそれを結果的に失敗

にさせるのか、成功にさせるのか、

大切なのはいつでも先にある「選択」

した後の自分自身だ。すぐに選ぶ前

を振り返るのはやめよう。FLAO を

卒業する際に、最初の「選択」は成

功だったと胸を張るためにも。                   

  

 

  

写真 28  12 月学内販売にて 
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「知る」という武器 

 

玉 置 桃 子 

社会文化システム学科 2 年 

 

わたしの大学一年生の時の生活は学校へ行き、友達と遊び、バイトをすることの繰り返しだ

った。わたしは、このごく普通の生活に不満はなかったが、満足もしていなかった。わたしは、

フレッシャーズキャンプで先輩方の FLAO についての話を聞き、友達と「やりたいね」と話し、

自分自身も FLAO の活動にワクワクしたことを思い出した。また、ゼミの時間に説明に来てく

ださった先輩方の話を聞いたときに、FLAO での活動は、わたしにとって大きな強みになるな

と思い、参加することを決めた。 

 わたしは会計班に所属することになった。正直、お金の計算は苦手で、今まで関わってこな

かった分野であったから不安でいっぱいであった。そのうえ、「会計班」といわれると人との関

わりが少なそうであるなと感じた。FLAO に入ったらたくさんのイベントでたくさんの人と関

わりたいと思っていたため少しショックな気持ちもあった。 

 FLAO は発注を（株）流通サービスさんにお願いしている。5 月に（株）流通サービスさん

に行ったとき、豆の値段を伺った。そのとき一般的に 1 ㎏当たり 1000 円ほどで取引を行って

いるとおっしゃった。前年は 1 ㎏当たり 900 円であったため、大きな負担となってしまうと思

った。しかし、服部社長は今年も 1 ㎏当たり 900 円での取引を了承してくださった。わたしは

その時、会計班でなければ、服部社長がこの団体のために、活動のために支援をしてくださっ

ていることがわからなかったなと感じた。箕曲先生や先輩方が繋げてくださった信頼のおかげ

で服部社長も了承してくださったのだ。わたしもしっかりと関係性をつくって繋げなければな

らないなと感じた。 

 さらに、会計班では、発注をする際はメールで行う。メールを送ったうえで返事が来たら再

度確認の電話を行う。最初は、電話することが苦手であったし、メールも電話もするのは面倒

くさいと思ってしまっていた。しかし、この徹底した確認によって FLAO の製品はしっかりと

守られているのだと気づいた。もしも発注で確認を怠った場合、団体に迷惑をかけるだけでな

く（株）流通サービスさんとの信頼関係もくずしてしまう。 

 会計班は一見、自分たちだけの個人作業のように見えるかもしれない。しかし、会計班こそ

人との関わりが大切な班で、信頼や信用がないと成り立っていかないのである。 

製品を売る際、お客様にわかりやすく簡単に情報を伝えなければならなかった。初めてドリ

プロさんのお手伝いでラオスフェスティバルに参加すると決まったとき、わたしは必要である

と思う知識を脳に詰め込んで挑んだ。しかし、結果はうまくいかなかった。ドリプロの方々や
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先輩方はラオスについて、ラオスのコーヒーについてお客様に説明して、楽しそうに話をして

いる。一方で、わたしは「ラオス産のフェアトレードコーヒーです」としか言えなかった。わ

たしはとても悔しかった。ドリプロの方々や先輩方は、一度ラオスへ行ったことがあるためう

まく話をすることができたのではないかと自分を思い込ませた。しかし、わたしがうまく説明

できなかったのはそれだけの理由ではなく、そう思うだけでは一年間活動をしても上達するこ

とは出来ないと気付いた。 

わたしは、自分でうまく説明できなかった悔しさをなくすために、コーヒーやラオスについ

ての知識を得たいと思った。授業で先生の講義を聞いたり、先輩に聞いたり、自分で調べたり、

たくさん知識を得ることで自分のなかの自信になっていった。そして、一年間の活動が終盤に

さしかかると、最初に比べて私たちの売っているコーヒーについてうまく説明できるようにな

った。 

なにかを「知る」ということは自分の武器になる。知ることで、今まで気づくことのなかっ

た見方や考え方を身に着けることが出来る。知ることで、知識を蓄えることができるうえに、

自信もつけることができる。お客様に説明をするとき、説明ができても自信がなさそうに喋れ

ばお客様は不安になる。逆に言うと、自信を持って喋ればお客様は自分たちの製品を信用して

売っているとわかってもらえる。わたしはラオスに渡航したことによってたくさんの武器を手

に入れることができた。現地の農家さんの状況や子どもたちの状況、どんな場所でどのように

育てられているか。コーヒーを見に来てくれるお客様が思わず買いたいと思ってしまうように、

身に着けた武器を使って自信をもって宣伝していきたい。 

FLAOでの活動は大変なことが多

かった。しかし、大変であったから

こそ、達成感を深く感じることがで

き、喜びも大きかった。そんな達成

感を共有することで FLAO のメン

バーとの絆を深めることができたの

だ。いま、FLAO でわたししかでき

ないことを考えても何も思い浮かば

ない。来年、さらに一年間の活動を

行うにあたって自分にしかない強み

をこれから探していきたい。 

  
写真 29  学内販売にて 
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一歩を踏み出すことの大切さ 

 

田 村 考 至 

社会文化システム学科 2 年 

 

大学に一年間通って、二年生になるときに一年間を振り返ってみて、ただただ遊んでなにも

得られなかった一年だったと思っていた。このまま卒業するのは大学生活がもったいないし、

なんかしらやってみたいなと思って Smile F LAOS に所属した。特にコーヒーに興味があるわ

けではないし、フェアトレードにも興味があるわけではなかったけれど、一年次に箕曲先生か

ら Smile F LAOS の話を聞いていたので、それもきっかけではある。  

Smile F LAOS ではイベント班に所属した。イベント班は、イベントを探すところから始ま

り、各イベントの担当者を決めてその人を中心にイベントを動かしていくのが大まかな仕事内

容である。最初に班を決める際に班の仕事内容を聞きイベント班は大変だけどやりがいはある

と知った。正直面倒くさいことは嫌いなので、イベント班は大変ならば面倒くさいことになる

と思ったりしていた。けれど、せっかく Smile F LAOS に入ったし、どうせならやりがいがあ

るほうがいいと思い、イベント班に所属した。イベント班の話し合いでは、複数のイベントに

ついて同時進行で話し合いを進めたり、自分の担当のイベントの時期が近づいてくると自分の

イベントのことも進めたりしながら、ほかのイベントのことも話し合わなければならなかった

ため、すごく忙しかったように感じた。イベントが終わると反省し合って今までできていなか

ったことが次のイベントではできるようになっていたりして、すごく達成感があった。自分の

担当のイベントはキッチンカーでのドリンク販売である。実際先輩の力も借りてしまったし、

同級生の力も借りてしまい、イベント当日まですごくバタバタしてしまったのは反省点だが、

目標の販売杯数は売ることができたのですごく安心した。 

担当のイベントに限らずイベントに参加して感じたのは、人に伝えることの難しさである。

イベントではお客さんに団体の説明やコーヒーの説明をして、団体のことも知ってもらいなが

ら私たちの売っているコーヒーのおいしさ、フェアトレードについて知ってもらえればベスト

だが、それがなかなかできなかった。最初に参加したイベントはラオスフェスティバルだった

のだが、まだコーヒーやラオスについての知識もなかったため、うまくお客さんに説明ができ

なかった。先輩はすらすらと説明をしていてお客さんも興味深そうに話を聞いていて驚いた。

私もこのように話ができるようになりたいと思い、そうなるには単純に知識がないからだと思

い知識をつけなければならないと感じた。それから Smile F LAOS の授業などで知識もつけて

いきながらイベントにでてお客さんに説明することにも慣れてきたが、実際に興味を持ってく

れるお客さんはすくなかった。そこで気づいたのは、単純に得た知識を説明するのではなく、
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お客さんに興味を持ってもらえるように説明するのが大事なのだということだ。お客さんに興

味を持ってもらうにはわかりやすく説明したり、ある程度おもしろく説明したりすることも必

要だ。これはほかの仕事にも通じることで、何も知らない人に自分の伝えたいことを相手に伝

わるように伝える力は、すごく重要だと気づいた。今の私にはできないことなので、今後の人

生で伸ばしていきたい。 

このように気づけたのは Smile F 

LAOSに入ろうと一歩を踏み出した結

果である。だから、Smile F LAOS に

入ってすごくよかった。一歩を踏み出

すことは勇気がいるし、踏み出すか悩

むこともあると思うけれど、今後の人

生でもそんな場面はあるので、大学生

のうちに気づけたのは大きい。Smile 

F LAOS に入らなければ大事なことに

気づけずに、ただただ大学生活をこな

していたと思うので、そうならなくて

よかった。この経験を将来に繋げられ

るように頑張りたい。 

 

  

写真 30  キッチンカーでの販売にて 
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世界を広げてくれた FLAO 

 

寺 島 美 波 

社会文化システム学科 2 年 

 

 「社会文化システム学科って何を勉強しているの？」――学科の名前を言えば、いつもこの

質問をされた。その問いにうまく答えられず、特に打ち込んでいたものもない自分を変えたく

て、この社会文化体験演習に興味を持った。。軽い気持ちで入ったけれど、今は本当にここで活

動してよかったと感じている。学生自身で目標を設定し、工夫し、コーヒーを販売しながら発

展途上国へ支援するという貴重な体験ができたからである。 

 私たちは東南アジアのラオスから、コーヒー豆をフェアトレードで仕入れている。ラオスや

フェアトレードのことはもちろん、この FLAO が発足するまでのことや、取引の仕組みなどを

講義で学んだ。私たちはただ適正価格でコーヒーを農家から買い取り、販売し、その利益を資

金として支援しているのではなく、コーヒー農家の方のためになる取り組みをしていると知っ

たとき、このようなことは普通に日本で暮らしているだけでは気が付かないだろうと感じた。

フェアトレードは意味のあることで、重要なことではあるが、それで十分であるとは言えなく

て、まだまだできることはたくさんあるのだと知った。 

先生の講義から学ぶこともあるが、この社会文化体験演習ならではの「体験」の面で学んだ

ことも多くあった。まず大変だったのは、製品を委託して置いてもらう喫茶店や洋菓子店を探

し、電話をかけて交渉したことだった。委託店舗を見つけ、毎月決算を行い、連絡を取り合う

というのが、私の所属している製品班の大きな役割の 1 つだった。2 年生のメンバー6 人で 2

店舗ずつお願いの電話をしたが、団体のアピールをうまくできなかったこともあり、直接会っ

てお話をすることができたのは 2 店舗のみだった。営業活動は未経験で、もともと電話をする

のが苦手だったが、こんなにもアポイントメントを取ることが難しいとは思っていなかった。

社会に出る前に営業活動を体験できたのはとても貴重だと思った。 

 FLAO に入って活動して、議事録や引き継ぎの重要さを学んだ。特に、引き継ぎは同じ失敗

を繰り返さないために必要だと身をもって体験した。７月に行われたキックオフパーティで、

前年にもした失敗をまた繰り返し、当日に机上のレイアウトを変更することになった。来年は

実際に失敗して反省した私たちがいるから、同じ事態にならないとしても、その後の団体のメ

ンバーに伝わるようにしなければならないと思った。 

社会文化体験演習は、同じ学科の先輩との繋がりができた点でもよかった。最初は先輩方が

遠い存在に思えて、１年しか違わないとは思えないほどだった。１年間同期だったのに知らな

かった仲間もたくさんいた。最初はお互い遠慮して距離があったけれど、イベントや合宿、毎
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週の班活動を重ねていくうちに、絆が深まっていった。まだ先輩方のレベルには追い付けてい

ないと思うし、来年度からは私たちが引っ張っていかなければいけないのだと思うと不安があ

るが、精一杯やりたいと思う。 

FLAO を通じて学科内の人だけではなく、外部の人との繋がりもできた。９月に参加した北

区グルメフェスティバルは、メンバーがサークルで知り合った方が主催しているイベントだっ

た。今回が初めてのイベントで、不安もあったものの、主催者の方々もたくさん買って下さっ

たおかげで、目標を上回る売り上げを達成した。さらに、北区グルメフェスティバルの主催者

代表の方には、来年度以降キッチンカーを貸していただき、白山周辺で製品を販売することに

なった。その方と食事をした際に、その方がキッチンカーを持っていることを知り、この話が

進んでいった。偶然出会った人との繋がりをこれからも大切にしたいと思った。 

 今年度活動してみて来年度に向けて改善したいと思ったことは、製品の販売期間が短いこと

である。少量で発注することが難しく今までは販売していなかったが、もっと FLAO のコーヒ

ーを広めて、購入者を増やすことができれば、予約販売という形で毎月販売することも可能だ

ろうと考えている。課題はたくさんあるが、イベントに来られなくても買えるようになれば、

もっと手に取ってもらえるようになるだろう。個人としては、コーヒーについての知識を増や

して、製品の味の特徴について説明できるようになりたいと思う。 

 FLAO に入って、普通の大学生活で

はできないような体験をいくつもした

ことで、自分の世界が大きく広がった。

毎週遅くまでミーティングがあり、や

ること、覚えることがたくさんあって

大変だった。それでも、苦しいことよ

りも楽しいことや良かったことの方が

多い１年だった。たくさんの出会いと

貴重な体験に感謝して、個人としても、

FLAOという団体としても成長してい

きたいと思う。 

 

 

  

     写真 31  12 月の学内販売にて 
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小さな行動から生まれる支援 

 

永 沼 彩 乃 

社会文化システム学科 2 年 

 

 私は大学生活の一年間を振り返ってみたときに勉強や課題をただこなしている日々の毎日だ

った。何かこれといって目標があるわけでもなく一つの課題に真剣に取り組むことさえもなか

った。そんな中、2 年生に進級する際に社会文化体験演習の Smile F LAOS という団体活動が

あることを知った。今までの私にとってこの活動はとても魅力的に思えた。誰かのために物事

を考えるということは間違いなく挑戦的であった。また今後の将来のキャリアにも必ず繋がっ

ていくと思い、この授業を受講することを決めた。 

 コーヒーのことやラオスのことは何も知らず、一からのスタートだった。これから一年間活

動していくにあたってコーヒーの焙煎工場へ訪問をする機会や各地で販売イベントを行ってい

く中で身につくことが多く、誰のため何をしているのかが明確になってきた。流通サービスの

服部社長からは消費者として生活してきた私たちに生産者や販売者の気持ちなどを聞くことが

出き、またコーヒーから生まれる人と人との繋がりやお客様との繋がりを学び服部社長しか経

験したことがないようなお話を頂けたことで今後の活動に生かすことができた。それから新し

いことにチャレンジするという意識をもつことができた。 

そして先生や先輩方に頼ることがないように、全員が同じ目標に向かって活動することによ

り、とても充実感に満ち溢れていた。しかし気持ちだけでは活動を全うすることは当然できず、

私はこの団体に貢献していくために何ができるのか考えた。前期の私は先輩方についていくこ

とが精一杯であった。しかし、人数が多いことは団体にとってとても有利に働き、武器にもな

る。販売活動をしている際にはそれぞれの班がコーヒーのことや店内の内装のこと、またお客

様のへの対応などひとりひとりの考えをしっかりと表現していくことによって今後の活動に生

かされることに気づいた。班活動では、同じ課題について考えるにあたり自分の考えをしっか

り伝えていくことが必要だと感じた。意見交換やそれぞれの意見を共有することで自分自身が

気づけなかったことやヒントを得ながら気づけることがたくさんあった。 

 3 年生と仕事をすることや 2 年生だけで仕事をさせて頂いている中で、この学科でしかでき

ないこの団体の活動をたくさんの人に知ってもらいたい気持ちが大きくなっていった。しかし

イベントがあっても、コーヒーやフェアトレード、そしてラオスに興味を持っていただいた方

に自分たちの団体の活動内容をいまいちうまく説明できないという反省がでた。この反省を生

かすためにも、学内の友人ばかりでなく、学外の場で FLAO の説明をする機会を自分で作って

みた。話すことで買ってくれる方がいると、とても喜びが大きくうれしかった。実際に購入し
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て飲んでくださった方々が「おいしい」と言ってくださると話して良かったなと間接的にでは

なく、直接感じ取ることができた。私たちのコンセプトでもある「おいしいを支援に」という

ことが実践できたのではないかと思えた。小さな行動だと思っていたが買っていただくだけが

支援ではなく、コーヒーやフェアトレード、ラオスについて知ってい頂くことも支援のひとつ

ではないかと感じ、またそのきっかけを作ることができた。 

 この支援活動を成功させるためには私たちだけでは成功はせず、実際に焙煎工場に見学へ行

ったり、ATJ の堀田さんにお話しを頂いたりとこの団体に関わらなければ接することのできな

い機会を設けてくださった箕曲先生には本当に感謝をしたい。ラオス班として支援品を製作し

たり班員でアイディアを出し合い、日々大変なことはあったが協力しながら最後まで活動をす

ることができた。私は国内活動のみの一年間だったがそれはとても濃く、初めて学ぶことばか

りで不安も大きくあった。だが活動が

増していくうちに班内での責任感や向

上心が芽生えていった。また初めて向

き合う課題や議題も全員で取り組むこ

とによって団体の絆も深まっていった

のではないだろうか。今までの努力や

取り組みが今後の私に生かせるかは私

自身なので SmileF LAOS での活動が

繋がっていけるように頑張りたい。 

    

 

 

         

  

写真 32  キックオフパーティ開催時 
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新しいことへの挑戦 

 

野 手 祐 香 

社会文化システム学科 2 年 

 

 私は、新しいことに挑戦するということに対し苦手意識を持っていた。このような考えでは

いけないとは思ってはいながらも何をやってみたいのかも分からず行動に移すことが出来ず、

1 年生の時には、ただただ普通の学校生活を送っていた。もちろん Smile F LAOS という団体

については色々な場面で箕曲先生や先輩方の話を聞く機会があったため知っていたが、その時

はまさか自分が加入するとは考えもしなかった。 

しかし 2 年生になり、このままではまた同じような 1 年間になってしまうという気持ちが強

くなり行動に移そうと思っていた。迷いは少なからずあったが友達の後押しもあり、FLAO に

入ることになった。これは私にとっては大きな新しい挑戦であった。今ではラオスへの支援活

動や日本での販売活動など意味のある活動が行えて本当に団体に入って良かったと常に思う。 

 1 年間 FLAO のメンバーとして様々なイベントなどに参加して、最初の頃を振り返ってみる

とコーヒーのことやラオスという国についてほとんど知識がなかった。私が初めて FLAO のイ

ベントで参加したラオスフェスティバルで、とてもラオスに詳しいお客さんと会話をする機会

があった。その時に色々ラオスについてのお話を伺ったのだが、ただ聞くということだけしか

出来なかった。しかし、もう少し自分自身がコーヒーやラオスについて理解し知識があれば、

質問してみることもできたし、会話の幅が広がっていただろう。ここで多くの話をすることで

新たな発見があったかもしれないと思うと残念でならない。 

また、接客をして販売を行う以上、当たり前のことではあるが、団体やコーヒーのこと、ラ

オスのことをきちんと理解し簡潔に言葉で伝えることができるよう、箕曲先生が授業で教えて

くれたことや実際にラオスに行き取り入れた知識をフル活用してお客さんに伝えることができ

るようにしたい。曖昧な知識しかないと、それがお客さんにも伝わってしまうはずだ。したが

って、分かってないなと思われることがないように簡潔に話し、コーヒーを飲んでみたい、買

ってみたいと少しでも感じてもらえるような、より良いコミュニケーションが取れるように心

がけていこうと思う。これは、今後の課題でもある。 

そして私が所属しているラオス班では、キックオフパーティのポスター作りや本棚の作成、

エプロンシアターの作成などを行った。エプロンシアターの作成では自分たちで一から作ると

いうことで、大変な時もあった。だが、先輩方やラオス班のメンバーやエプロン班のメンバー

などみんなで協力して完成することができて本当に嬉しかったし、絆も深まったと感じる。そ

して自分たちで作ったものがラオスの子どもたちに届き、それを見て喜んでくれていたことが
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本当に嬉しく、みんなで頑張ってきて良かった。 

1 年間の FLAO の活動を通して、学んだこと、改善しなければいけないところ、良かったと

ころなどいくつもあった。これらをもとに、どのようにすれば団体がさらに良くなっていくの

かを多方面から考え、行動に移していこうと思う。物事に対し振り返るということの重要さを

FLAO の活動を通し改めて感じることができた。また、私たちがこうしてコーヒーの販売活動

やラオスでの支援活動が行えていることも、団体に関わるすべての方のおかげである。私はこ

の活動にこうした人々のおかげで携わることができているのだということを常に念頭におき、

感謝の気持ちを忘れず、さらに FLAO

全体の発展と個人の成長につながるよ

うに今後も引き続き頑張っていこうと

思う。 

また、以前よりも FLAO に加入した

ことによって視野も広がり色々なこと

に挑戦するということにあまり抵抗が

なくなってきていると実感している。

新しいことに挑戦し、あの時こうして

おけば良かったと後悔しないようにし

ていきたい。 

 

 

 

  

写真 33  キックオフパーティ 
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人に伝えるということ 

 

林   琴 乃 

社会文化システム学科 2 年 

 

 私が 1 年生のときに、学科の先輩方が社会文化体験演習の授業の一環で学内販売をしている

からと、ゼミの先生に連れられてその様子を覗きに行くことになった。始めは、全くと言って

いいほど興味がなったが渋々と付いて行った。すると、先輩方が Smile F LAOS の団体とコー

ヒーについて、私たち複数人の前で説明を始めたのだ。人前で堂々と話す先輩の姿を見て、単

純にかっこいいなと思ったのだ。そこで、せっかくこの学科に入ったから社会文化システム学

科ならではの学びをしてみたいと思うようになった。また、私の 1 年間の大学生活があまりに

も、ぼやっとしていたので自分自身に変化が欲しいと感じたのがきっかけでこの授業を受講し

たのだ。 

 受講したはいいものの、ラオスやコーヒーの知識はゼロに等しい。さらに、自分は何に興味

を持っているのか分からなかった。だが、自分には人に物事を説明する伝達力が不足している

ことだけは分かっていた。そこで、少しでも人に伝える力を蓄えようと製品班に所属すること

になった。 

委託販売の依頼のために自分たちでカフェを探し電話をするという任務が最初の仕事だっ

た。私は、電話を掛けることが大の苦手であったため何度も電話の練習をした。委託の依頼は

承諾を得ることがなかなか難しかった為、以前から委託販売をさせて頂いているエリティエ様

を担当させて頂くことになった。正直、委託や買い取りのシステムが分かっていないままご挨

拶に伺った。さらに、私は製品のお届けや次回の決算、予約の連絡等を全て行うようになった。

今までは班のメンバーに聞いて頼りながらで何となく進めていた。そのため、決算のやり方や

いつ連絡すべきかなど、焦って一から確認することになり、何度も先輩に頼ってしまった。自

分は無知で、一人では何もできないことに気づいたのだ。それから、委託先でのコミュニケー

ションも自分なりにやりこなしていき、今までの電話する前のためらいもなくなっていたのだ。 

イベント前においては、イベント班に加え製品班も装飾作業を中心に務めた。キックオフパ

ーティでは、ブラックボードや展示物の作成を行った。また、白山祭では、準備にぎりぎりま

で時間を費やし、昨年のラオス渡航の際の写真を用いて装飾をしようかと考えていた。写真を

収集するのに先輩方から数十枚と送って頂き、ラオスの子どもたちの笑顔の写真を見て、ふと

思った。この活動は支援だけではなくて、笑顔と笑顔が繋がる活動でもあるのだ。そこで、ぬ

くもりのあるイメージから写真でハートの形にする装飾にしようと作成した。私はこのような

作業が好きであったため、試行錯誤し思案して作業しているときが楽しく自分らしいと思った。
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さらに、メンバーからデザインの相談を受け、頼りにしてくれていると感じたことや、先輩に

も褒めて下さったことで自信がつき、これが自分の強みだと感じることができた。 

 各イベント中では、毎回見る先輩のお客さんとのコミュニケーションが凄いなと思うことが

多く、自分との意識の違いとコミュニケーション力の差を感じた。というのは、販売という目

的だけの会話ではなく他愛もない会話がお客さんを笑顔にさせていたのだ。お客さんに私たち

の団体を知って頂く良い機会であるのにも関わらず、自分のことで精一杯で上手く伝達ができ

ないからと先輩に頼るばかりでいた。もっと、コーヒーやフェアトレードについての情報を身

に着けていればさらに会話が広がったと思うと後悔している。委託先でも同様に、事業的な話

だけでなく世間話のような会話をしてこそ、より信頼関係を築くポイントになることに気が付

いた。 

 この 1 年間の活動を通して、情報量と伝達力の重要性を学んだ。委託先やイベントに来て下

さったお客さんとのコミュニケーションから話も深まり、関係維持や信頼関係に繋がる。コミ

ュニケーションを取るためには情報が必要であるということと同時に、自分自身の行動の幅を

広げる。さらに、私が改めて好きだと感じた装飾作業やデザインを考えることも、私たちの想

いを伝えるメッセージの 1つで

あることに気づいた。人とのコ

ミュニケーションはこれからも

どんなときでも必要な力である。

今後の活動でも 1年間の活動の

反省を生かし情報力を蓄え、人

に伝えることを意識していこう

と思う。 

 そして最後に、FLAO に入っ

て出逢うことができた、三年生

の先輩方や同期のメンバーに感

謝の気持ちでいっぱいだ。また、

1 年間の活動を通して多くの

人々と知り合うことができ、さ

らにラオスでの貴重な経験をさ

せて頂いた箕曲先生に感謝を申

し上げる。 

 

  

写真 34  白山祭での装飾展示物 
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投資するという考え方 

 

松 田 雄 作 

社会学部社会文化システム学科 2 年 

 

 私は高校 3 年生の時、部活を引退して大学進学を目指すにあたって、大学でどのようなこと

を学びたいのかを考えていた。机の上でできる勉強は誰かが決めたことや昔起こったことを覚

えるものばかりで、そんなものが自分に絶対に必要なものなのか、自分で見て感じて興味を持

ったものを自分で勉強したいと考え、それが可能だと思ったのが東洋大学の社会文化システム

学科だった。他の大学の他の学科にもそれができるものはあったが、何よりの決め手になった

のが FLAO の存在である。国際協力には興味はなかったが、何をするのかを自分たちで話し合

って決められること、また何より大好きなコーヒーにかかわれるということが当時の私には魅

力的に映った。そして今年度 FLAO の活動に参加して、３つのことを学んだ。 

 1 つ目は、第三者の意見を求めることである。広報班では今年度、コーヒーの淹れ方動画作

成の案が持ち上がり、広報班でドリップセミナーに参加し意見を出し合い、自分たちが完璧だ

と思う動画が完成した。それを FLAO のメンバー全員に見てもらって意見を紙に書いて提出し

てもらった。するとそこには自分たちが完璧だと思っていた動画に対する改善案がいくつも書

かれていた。それは一人一人の違った視点や考え方から書かれたもので、自分たちが完璧だと

思って作成したものでも、それに関わっていない第三者からの視点ではまだまだ未完で、こう

いう審査は何かをする際には必要のものであると感じた。 

 2 つ目は、FLAO は一人ひとり考え方の違う人間の集団であるということである。FLAO の

活動は、ラオスのフェアトレードコーヒーを自分たちで販売し、フェアトレードを広める活動

を行うとともに、その収益でラオスの子供たちに対する支援を行うというものであるが、メン

バーひとりひとり、団体の活動に対する認識やとらえ方が微妙に異なっているのである。FLAO

の活動を、フェアトレードや国際協力という面に重きを置いて認識している人もいれば、コー

ヒー販売という面に注目している人もいるし、その両方にほぼ均等に比重を置いている人もい

て、団体として同じ方向を向いているように見えても、一人一人が違った考えや考え方を持っ

ているのだと知った。また、団体をよりよくしようとする提案であっても、意見が食い違って

しまうことがあるのは、こういった考えの違いがあるのではないかと感じた。 

 3 つ目は、投資をしているという考えを持つことである。マネジメントゲームに参加して架

空の自分の会社を経営することを体験し、また経営の成功者たちの話を聞くことで得たものは

多かった。だが、その中でも今自分の中で特に意識するようになったのがこの、「投資をしてい

る」という考え方である。これは何かを行う際に、それにかかる費用や時間、労力のもとをと
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ることは果たして本当に可能なのだろうか、と疑ってみることである。この考え方が今年度最

も現れたのが、新しいコーヒーミルを買うか、否か、という時の話し合いである。以前までの

自分であれば、それがあれば製品の品質向上やお客様のニーズにこたえられる可能性があると

いうだけで絶対に買うべきだと判断していたはずだ。だが、この投資しているという考えを持

つことで、そこにストップをかけることになった。これは、どうせそのうち必要になるものな

のだからいつ買っても一緒だろうとか、ここでそれをためらったのはただの足踏みでしかない

とも捉えられるだろう。だが、今の私にはその足踏みが必要だったのだ。今ミルを買った場合

にどのようなことが起こるかや、どの

くらいで採算がとれるのかを考えたの

である。 

 また、この「投資する」という考え

方を支援に当てはめたときに、私たち

の支援はそれを受ける側にどのような

メリットがあるのか、そして支援をす

る側にはどのようなメリットがあるの

か、ということが疑問に思えるように

なり、これを来年度の学習課題の一つ

にしたいと、今は考えている。 

 

 

 

 

  

写真 35 メンバーと 
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自ら意識的に学ぶことよって開ける新たな世界 

 

松 山 京 華 

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、本当にささいなものであった。ただラオスに行ってみた

いという気持ちと、大学生活で刺激になるようなものが欲しいという理由だけであった。私は

大学で一年間を過ごしてみて、この一年で何を学んだのかと考えてみても、何も浮かばなかっ

た。そこで、この団体に入れば自分の大学生活の中で何かが変わるだろうと思って、この団体

に入ることを決めた。 

 だが、そんな甘い考えは全く通用しなかった。まず、コーヒーについての知識もフェアトレ

ードについての知識もゼロだったため、初めは話の内容についていくだけで精一杯だった。そ

れだけで精一杯になっていたため、分からないことがあっても誰かに聞いたりもせず、今度整

理すればいいやと思い、そのまま終わらせていた。そんな中でラオスフェスティバルを迎えた。

FLAOに入って初めて参加するイベントだった。そこでテキパキと動く先輩や同級生をよそに、

私は端っこでモゾモゾしているだけであった。コーヒーについてもラオスの知識についても乏

しいため、お客さんに話しかけられるのを避けていた。そのため、自分から積極的に話しかけ

ている先輩たちの姿を見て、イベントが終わった直後に「自分はいったい何をしているのだろ

う、自分は何がしたくてこの団体に入ったのだろうか」と思い悩んだ。それと同時にこの団体

に入ったからって、自分は何も変わることができていないではないかと思った。 

そこで自分なりに出した答えが、まずはあいまいに終わらせていたコーヒーやフェアトレー

ドへの理解を深め、自分たちの活動についてしっかり説明できるようしようということだった。

先生に聞いた話をただ聞き流すのではなく、聞いたことをしっかりと整理して自分の中に吸収

するようにした。それを意識するだけで、理解度がかなり変わってきた。分からないことがあ

れば、先輩や友達を頼って聞いてみたりした。その効果が出たのが、9 月の北区グルメフェス

の時であった。グルメフェスで宣伝をしながら歩いていると、他にお店を出していた人が、私

たちのコーヒーを買って下さった。そこでコーヒーを渡すついでに自分たちの団体の活動につ

いて話すことができた。そうすると、たまたまそこのお店の人たちもフェアトレードの商品を

扱っているということで話が盛り上がった。私はそこで話すことができてとても嬉しかった。

そこで話せたことが自信にもなったため、その後のイベントでは話すことが苦ではなくなった。

とはいえ、お客さんに自ら話しかけるということがまだ十分に出来ているとはいえないので、

それが今後の課題だ。 

 また、私はラオス班に所属していた。内容が楽しそうだと思い入ったラオス班だったが、や
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ることや考えなければいけないことが多く、最初の頃は先輩に頼りっぱなしであった。いつも

は大人数でいたため、自分から発言する機会がなかった。そんな中、夏休みに NGO 団体の「ラ

オスの子ども」を訪問したとき、初めてラオス班として少人数で行動し、外部の人からどんな

活動をしているのか聞かれたり、1 人ずつ話す機会があった。しかし私は上手話すことができ

なかったと同時に、今まで私は先輩に言われた通り動いて付いて行っているだけで、自分から

は何も知ろうとしていなかったということに気付いた。そこでいつまでも先輩に頼ってばかり

ではいけないと思った。く初めてラオス班の一員として外に出たことで、しっかりと責任をも

って行動しなければいけないと強く感じたのだ。ラオス班は先輩がいつも話しやすい雰囲気を

作ってくれたので、思ったことや意見を発言しやすかった。班のメンバーとは一緒に発表の原

稿や模造紙を作ったり、エプロンシアターのエプロンの作成や本棚のデザインを考えたりと、

様々なことをしてきた。そのような中で、みんなで頑張ることができて、とても絆が深まった

と思う。 

 このように一年間 FLAO の活動に参加してきて、ただ団体に入ったことに満足するだけでな

く、自分から学ぼうとしなければ、何も変わらないということを学んだ。団体に入ったことで

満足して、先生や先輩の話をボーっと聞いているのが最初の頃の私であった。だが、それでは

今までの自分と何も変わらないと途中で気付き、FLAOの一員であるということに責任を持ち、

自分で学ぼうとすることをできた。このことが、この一年間の私の成長である。そのおかげで、

白山祭やキッチンカー、最後の学内販売のイベントなども楽しみながら参加することができた。

イベントの際には、普段あまり交流できない他の班の人たちと交流することができて良かった。

またイベントを成功させるという一つ

の目標に向かってみんなで頑張るため、

団結力が生まれたと思う。自分から意

識的に学ぶということが、いかに大切

なことであるかということをこの

FLAO で学ぶことができた。ささいな

理由で入った FLAO だったが、たくさ

んのことに気付き、たくさんのことを

学び、たくさんの経験ができたため、

FLAOに入って本当に良かったと思う。

この FLAO での活動を他でも活かし

ていけるように頑張りたい。 

  

写真 36  ラオス班全員で撮った写真 
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全ては強い思いから 

 

三 浦 結 奈 

社会文化システム学科 2 年 

 

 私はフライヤーやポスター、動画を作ることに興味があって、広報班に入った。しかし興味

があると言っても、広告について勉強しようなどという意欲までは、今まで湧いてこなかった。

だから私は、FLAOの広報班で必然的に広告を作らなくてはいけない状況を作れば、広告につい

て勉強できるのではないかと思い、入ることにした。そしてそれは結果として、良いきっかけ

になった。 

 広報班では、まず Twitter や Facebook、HP の運営を行う。私は FLAOのような団体の SNS

を動かしたことはなかったので、最初はどのような言葉使いで何と書けば良いか分からなかっ

た。しかし、数を重ねるごとにだんだんとコツが掴めてきて、本来の目的である広告を作るこ

とはないにしても、それは良い経験になった。また、文章が書けるようになってきたのと同時

にこんなことを思うようになった。それは、「これをもっとたくさんの人に読んでほしい、知っ

てほしい」ということだ。イベントや活動を重ねるごとに、最初は曖昧な気持ちでやっていた

FLAO の活動への思いが徐々に増してきていることを自分でも実感していた。それは、自分自

身の充実感とそれを自分たちだけに留めたくないという思いだ。学内のイベントで、もっと多

くの人が FLAO のことを知っていて、立ち止まってくれるようになったらどんなに良いだろう

か。学外のイベントで、様々な年代の人が FLAO のコーヒーを飲みにきて、美味しいと言って

くれたらどんなに嬉しいだろうか。そんな思いを叶えることができるのが広報だと思う。 

 今までやっていたことを継続することは大事なことであり、必要なことだ。実際に SNS で

情報を得て来てくれる人もいる。しかし、FLAO の SNS を見ていない人にとっては、一生懸

命に文章を書いて宣伝したところでその言葉は届かない。もっと様々な人に知ってもらうには、

新たな方法を考える必要があるということに気づくことができた。 

 広報班では、SNS 以外にもフライヤーやポスター、動画の作成も行っている。私はポスター

の作成に携わった。このときに作ったポスターは、初めて自分でパソコンを使って作成したポ

スターだった。本当はどうすれば見る人の目を惹き付けるか、どういう配置にしたらバランス

が良いかなどを考え勉強してから作るべきだったが、そんな余裕はなく、ただ作ることに精一

杯だった。私はポスターを作るのは全くの初心者で技術不足ではあったが、班員からアドバイ

スをもらいつつ、なんとか完成することができた。しかし完成した後も、もっと何か工夫でき

たのではないかという気持ちがあった。私はそのイベントに参加することができなかったため、

ポスターが貼られているのを直接見ることはできなかったが、周りの人から「ポスター良かっ



社会文化体験演習活動報告書 第 2 分冊（キャリア分野） 

127 

 

たよ」と言ってもらえ、その言葉が自分にとってすごく嬉しかったのを覚えている。このポス

ターを担当したことで自分の中で新たなことに挑戦する一歩を踏み出すことができ、さらに周

りから評価されることが自信につながった。これから、3 年になるまでにポスターのデザイン

について勉強して、来年はもっと良いものを作りたいと思った。 

 また、ポスターの他にもうひとつ自分が担当したものがあった。それは、インフォグラフィ

ックスである。インフォグラフィックスを作ることは、今年度の広報班の新しい試みであった。

実際に試行錯誤しながら作ってみると、完成までにかなり時間がかかってしまった。しかし、

他の班の人から良い評価をもらうことができ、とても嬉しかった。ただ、心残りなのは、一つ

しかインフォグラフィックスを作ることができなかったことだ。インフォグラフィックスはい

くつか作られた上で、それがうまくまとめられた時に、初めてその効果があらわれるのではな

いかと思う。一つだけではその単体の情報だけしか伝えることはできない。しかし、その前後

にある繋ぎの情報を加えることで理解をより深めることができると思う。従って、時間に余裕

があれば来年度はもっと多くのインフォグラフィックスを作ることに挑戦してみたい。 

 また、スタディツアーを終えて思ったことがある。それは、スタディツアーで見たもの感じ

たことを伝えていきたいということだ。スタディツアーを通して学んだことを自分たちだけの

ものにするのではなく、広報を通して積極的に発信していくことこそが、この FLAO の活動に

さらに彩りを加えるためには必要なこ

とだと思った。 

 私がこの広報班の１年間の活動を通

して思ったことは、これを伝えたいと

いう発信者側の強い思いから広報活動

は成り立っているということである。

曖昧な思いや気持ちで相手に何かを伝

えようとしても結局何も伝わらない。

まずは、何を伝えたいかを明確にして

から、どのようにそれを伝えるかを考

えていきたいと思った。 

 

  

写真 37  広報班のコーヒーワークショップにて 
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苦手なことと向き合う 

 

村 野 郁 奈 

社会文化システム学科 2 年 

 

せっかく大学に通っているのだから、卒業したときに自分が自信を持って、「これに打ち込

んだ」と言えるものがほしいと、強く思っていた。この団体に入ることで、楽しく充実した生

活を送りながらも自分にとって何かプラスになるものが得られるのではないか、そして大学生

活の終わる頃には、自分はこれを頑張ったと心から言えるのではないかと思い、Smile F LAOS

に入ることを決めた。 

この 1 年間で感じたことは、伝えることの難しさである。毎週の授業で、ラオスのことやコ

ーヒーのこと、フェアトレードのことなどを、講義で学んではいたが、それを人に伝えるとい

うことがどれほど大変であったのかを痛感した１年であった。たとえば、11 月に行われた文京

区博覧会の時のことである。当時は、スタッフが私と 3 年生の先輩の 2 人であったため、その

先輩はお客様に接客する機会を基本的に私に与えてくれた。コーヒーの味や中煎りと深煎りの

違い、ラオスのコーヒーがここに届く過程などを説明してみるが、事前に先輩から教えてもら

ったありきたりで簡単な言葉しか出てこなかった。緊張してしまうからかもしれないが、自分

が頭の中で描いていることを上手く言葉にできなかった。 

文京区博覧会が終わると、すぐに今年度最後の学内販売会があった。その際、１年生にこの

団体のことを説明する機会があった。その説明する担当に私も含まれていた。できればやりた

くないことであった。私はただでさえ人と話すのに緊張してしまいがちなので、何十人もいる

人の前で、この団体のことを説明しなければならないと知ったとき、不安であった。緊張した

まま、来てくれた一年生の前に立つと、前もって話そうと頭の中で準備していた、この１年間

の活動やラオスの小学校への支援品のことなどはすべて消えてしまい、自分がこの団体に入っ

た経緯を話してしまった。自分のできなさを強く感じた日であった。 

しかし、今まで大勢の人の前に立つことからできる限り避けていた自分には、このような機

会はとても大切だったのではないかと思う。もっと人前に立つことに慣れるよう、何度も挑戦

するべきなのだろう。また、学んだことを自分の心にとどめるだけでなく、自分の言葉で人に

伝えられるように、日頃から、もっとイベントに積極的に参加し、どうすればもっと良くなる

のかを考え、メンバーと共有していけるよう努力したい。 

班活動においては、私は広報班に所属している。仲の良かった友達が広報班がいいと言うか

らという単純な理由で、私は広報班を選んだ。広報班での活動は、団体の紹介動画の作成や、

SNS での活動報告、フライヤーの作成などといった私にはよく分からない、特に苦手な分野の
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ことばかりであった。私は、７月の今年度初めての学内販売で流す団体紹介の動画を作ること

になった。動画を作るなんて初めてのことであった。スムーズにできなくて時間がかかってし

まうことがあり、挫けそうになったが、他の広報班のメンバーが夜遅くの連絡でも対応してく

れたり、途中段階を入念にチェックしてくれたりと、協力してくれたので、機械音痴な自分で

もいい動画を作ることができた。 

人前に立って話すことも、動画を作ることも、人に伝えるという重要な役割である。どちら

も苦手で、自ら今まで遠ざけていたことである。しかし、伝えることは、この団体だけでなく

自分にとっても大切なことである。苦手なことをそのままにしていては成長できない。この団

体に入る前に思っていた、自分にとっ

て何かプラスになるのではないかとい

う想いは、いま自分の苦手なことへの

挑戦を通して得られるのだと感じた。 

今年度は、教えられたり助けてもら

ったりする立場だったが、来年度は自

分が教えたり助けてあげられる立場に

ならなくてはいけない。今年度経験し

たことを生かして、後輩に少しでも助

けてあげられる先輩になりたい。 

 

  

写真 38  文京区博覧会での写真 
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自分の言葉で伝える 

 

若 林 芽 以 

社会文化システム学科 2 年 

 

 私が FLAO に入ろうと決断したきっかけは、周りの子とあまり変わらない。大学 4 年間の中

で自分がこれに取り組んできたというもの作りたかったからだ。大学入学する前から特に夢も

なかったため、幅広く学べる社会学部を選択した。受験する際に学科も絞られているのは避け

ようと思い、一番何が学べるのかもわからない社会文化システム学科に決めた。そんな気持ち

で入学した私は、大学生活を送りながら何をしに大学に通っているのかわからなかった。そん

な中、1 年生の時のゼミが箕曲先生だったこともあり、FLAO の活動について知る機会が多か

った。そして高校の部活の先輩が入っていたのをみて、私も FLAO に入ってみたいという意識

が芽生えていた。しかし、そこにいる先輩方はとても輝いていて、私にはできるのだろうかと

不安が募り、決断する勇気がなかった。そんな時に箕曲先生が授業で、社会学部は何を学ぶと

ころか答えられなくても、なんでもいいから自分はこれを学んだと言えるものがあればそれが

大学で学んだことだという言葉を受けて、私は FLAO に入り、コーヒーやフェアトレードにつ

いて学んでみようと決めた。 

 実際に入ってみると、先輩方は各班で人数の多い 2 年生をまとめ、イベントでもしっかりと

受け答えをしている姿を見て本当に立派であり私も続けていれば、そうなれるのではないかと

思っていた。初めの方のイベントは会計班での仕事が慣れず、正直お客さんに対する商品や団

体の説明に頭が回らなかった。そして次第に会計班としての仕事は慣れていく一方で、お客さ

んにいろいろ聞かれた時に答えられないことや説明がうまくできないことに焦りを感じた。授

業でフェアトレードやコーヒーについて学んで頭で理解したつもりでも自分の言葉で説明でき

ないと意味がない。会計の仕事があるからなどの理由は言い訳にしかすぎず、このままでは成

長できずに終わってしまうと考えた私は、自分なりに考えをまとめイベントの度にお客さんに

言葉にして伝えるようにした。そして私の話をきいてもらい商品を手に取ってもらえた時の喜

びも知ることができた。 

こうした経験を通し、何を学んだかが大切なのではなく、どうやってそのことを学んだかが

大切であるとようやく気づいた。自分のなかで理解したことをお客さんに伝えるということで

売上という明確な数字になるこの体験の学びで、販売の際に自分の言葉にしながらコーヒーや

フェアトレードを学ぶことができた。そしてイベントの時には、その都度、客層や何を求めて

いるのかを考えながら説明を変えていくことも意識できるようになった。 

次に 1 年間会計班として活動してみて、初めて責任感を強く感じた。会計班の発注は 3 人が
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交代で行った。私が会計班として強く印象に残っているのは、初めて担当になったイベントは

北区グルメフェスであった。北区グルメフェスは夏休み期間ということもあり、多くの問題が

あった。イベントの時期に先生が日本にいないということで製品の納品場所をどこにするのか、

急に 3 年生から製品数を増やすという連絡や、シール張りに予定していた日にオープンキャン

パスがあり教室が取れなかったこともあった。学校の近くのメンバーの家に納品をお願いした

り、製品数を増やすにあたっては、あらかじめ印刷しておいた製品のシール数が足りるのかを

備品のシールを持っている子に確認したり、オープンキャンパスで教室が取れず、学食で行う

ことになったことで時間変更などの連絡をした。初めに自分でやることは把握していたが、思

い通りには進まないことが沢山あることを知った。そしてその時はそこから予想される問題を

考え、確認を怠らないことが大切だと気づいた。お金の管理などできないと思っていた私が、

知らず知らずのうちに会計の仕事をこなしていけるようになったのも会計班の先輩が私たちに

仕事を与え、分からない時やミスしそうになった時に丁寧に教えてくれたからだ。このおかげ

で自分の頭の中での理解が進んだのだと思う。来年度、私が先輩になった時に 2 年生を引っ張

っていけるのか不安でもあるが、質問には答えられるようにもっと会計について知識を深めた

い。 

 思い返せば FLAO での活動は楽し

いことばかりではなく、大変なことも

あった。しかし、たくさんの経験を通

して学んだことはこの活動だけでなく、

日常生活の中でも大切なことであると

気づいた。初めに見た、輝いていた先

輩たちのようになれているのかと考え

た時に、私はまだなれているとは思え

ない。それでも今年学んだ自分の言葉

で伝える大切さと責任をもって行動す

ることを来年度に繋げていくことは、

憧れていた先輩たちのようになれる一

歩であるはずだ。 

 

 

 

  

写真 39  北区グルメフェスにて 
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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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第２部 

海外活動―ラオス・フェアトレード・スタディーツアー 
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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 4 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、子どもたちの読書環境の改善に貢献するために、

小学校でエプロンシアターを上演し、エプロンシアター教授用 DVD・VCD や絵本、本棚を小

学校に寄贈することにある。3 つ目は、昨年度から新たに加わった、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 21 日

（水）から 30 日（金）までの 10 日間である。21 日
図 1 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、29 日に現地を出て、30 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、まず秋学期にフェア

トレードについて箕曲やゲストスピーカーによる講義を受けたり、映像作品を観たりして、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、ラオスの農村生活を記録した映像

作品を観たり、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」について講義したりした。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。 

 

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 

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。 
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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。 

② ワークキャンプ（命の授業とホームステイ、収穫体験） 

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。 

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 小学校におけるエプロンシアターの上演と本棚などの支援品の寄贈 

 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、「おおきなかぶ」のエプロンシアターを上演しクイズを行った。最後に、NPO 法

人「ラオスのこども」から購入した絵本数冊と独自に購入した本棚、現地教員がエプロンシ

アターを実演できるようにするための教授用マニュアル映像（DVD・VCD）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、「教育」「健康医療行動」「ゴミ問題」「化粧」「ラ

オス人大学生の意識」「気候と農業」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

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 3 分でツアーをふりかえる「3 分間スピーチ」を実施する予定であったが、
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体調不良者が続出したため、帰国後の事後授業のなかで実施した。 

 

２ 現地活動の行程 

以下は、出国した 21 日から帰国した 30 日までの主な行程である。 

 

表 1 スタディツアーの行程 

日付 活動場所 宿泊地 

21 羽田―（飛行機）→バンコク バンコク 

22 バンコク―（飛行機）→ウボン―（車）→パクセ（市場訪問）―

（車）→パクソン 

パクソン 

23 教育局訪問、JHAI COFFEE HOUSE パクソン 

24 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

ショップ①、個人調査① 

パクソン 

25 プーオーイ村訪問：村長らと会談、家計調査②、個人調査②→「命

の授業」、ホームステイ 

村の民家 

26 プーオーイ村（続き）：コーヒー収穫体験。山本農園にてイチゴ

狩りとバーベキュー。（小学校でのワークショップ②） 

パクソン 

27 ノンヤートゥン村訪問：村長らと会談、家計調査③、ワークショ

ップ③、個人調査③ 

パクソン 

28 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

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） 

パクソン 

29 ダオフアン農場―（車）→ダオフアン工場―（車）→パクセ（市

場、分間スピーチ）―（車）→ ウボン  ※体調不良者続出の

ため予定変更。 

ウボン 

30 ウボン―（飛行機）→バンコク―（飛行機）→羽田 - 
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V 事後学習 

 帰国後、1 月 6 日（金）と 20 日（金）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

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 教育局 

社会文化システム学科 2 年 白 石 真 奈 美 

 

12 月 23 日、スタディツアー3 日目にパクソン郡にある教育局を訪問し、貴重なお話しを聞

くことができた。 

パクソン郡には 774 人の教師がいる。774 人の教師の中で、34 人が教員師範学校を卒業、

330 人が単科大学を卒業、95 人が大学を卒業、修士課程を終えているのは 1 人である。ラオス

では小学校には、5 年間通うことになっている。パクソン郡の小学校は全部で 87 校あり、その

うち 5 年生まである学校は 67 校、3 年生までの学校は 20 校である。進級試験があり、進級試

験の内容は、算数、一般教養、ラオ語の 3 科目だ。一般教養は社会や理科などをまとめたもの

である。中学校と、高校は一緒になっていて、あわせて７年間通う。きちんと 7 年間通って卒

業するのは、入学時の 70%である。退学してしまう理由は、結婚や農業、町への出稼ぎである。

図書館は、JICA の建てた学校には設置されていて、パクソン郡には 8 ヶ所ある。本は少しだ

け置いてあるそうだ。JICA の建てた学校は、小学校と中学校が一緒に建てられていて、カプ

村、ホワイサン村、ノンルアン村などの 8 村に、15 校ある。 

 近年の小学校では、外国語を学ぶ授業がある。小学校 3～5 年生まで、週に 2 時間、英語の

授業が行われている。またパクソン郡には、フランス語を学ぶことのできる学校が 3 校ある。

中学校から、英語の授業は、週６時間以上となる。また体育の授業は、週に 1 回行われている。

授業の内容はランニングやサッカー、鉄球を投げるペタンクなどである。音楽の授業は、教師

もいないし、道具もないので、教科としては存在するが実際には行われていない。また健康診

断は、学校で行われていないが、大学に入学したり、仕事に就く時には行われている。 

 教育に関する問題が様々あるが、特に問題となっているのは教師の数が足りていないことで

ある。女性教師は 5 ヶ月の産休もあるため、特に足りない。また全ての教科において、教師が

足りていないため、1 人の教師が 2 つや、3 つのクラスを行き来して授業を行ったり、２つの

学年を一つの教室で教えたりもしている。教師が足りていない理由は、死亡や、退職、別の地 

域の移動である。毎年約 20～30 人の教師が足りなくなっている。また、毎年パクソン郡で教

師として採用しているのは、約 20 人である。 

 

［感想］ 

 教育についてとても興味があったので、貴重なお話しをたくさん聞くことができ、良い機会
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になった。お話しを聞くまで、英語

の授業が行われていることは知って

いたが、中学校からは、週 6 時間以

上も英語の授業が行われていること、

また３校だけではあるが、英語だけ

でなく、フランス語を学ぶことので

きる学校があることを初めて知った。

私は今まで毎日、当たり前のように

学校に通っていたので、結婚や農業、

町に出て働きに行くという理由で、

中学校や高校を退学してしまう子ど

もたちがいることに、驚いた。また教師の数が足りていないということも知って、なんとかし

てあげたいと思った。しかしそれは簡単なことではないが、きっと私たちにも、力になってあ

げられることはあると思う。今は具体的に、どのようなことをしたら良いのか分からないが、

これから考えて、少しでも力になってあげたい。 

II  Jhai Coffee House 訪問 

社会文化システム学科 2 年 若 林 芽 以 

 

１ JCFC との関係 

Jhai Coffee House では、私たちの受け入れ先である JCFC のウアン代表にお会いした。倒

産に危機にあった JCFC は、箕曲先生と ATJ が 2010 年に提携することにより、新たに組織を

作り直した。始めは 11 村を対象にしていたが、現在 20 村にまで拡大した。輸出量も当初の倍

の約 36 トンまで達した。ATJ は JCFC に対し、各村の代表者を集めて価格交渉を行い、事前

に価格を決定する。次に、お金の支払いを前渡しにする。これらにより、農民の不安は軽減さ

れ、収穫前の困窮期にも対応できるようにした。そして各村へ定期的な訪問により各村との信

頼関係も生まれ、村の現状を知りながら果肉除去機の支援なども積極的に行っている。こうし

て ATJ と JCFC の関係が成り立っている。 

 

２ ウアンさんのお話 

7 人いる組合の幹部のうち、会長であるウワンさんにお話を伺った。JCFC の前身である Jhai 

Café は 2000 年に買取を始めた。その後、2005 年に JCFC という名の協同組合となった。2012

写真 40 教育局にてお話しを聞いている様子 
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年にはダオファンと提携して米と有機肥料の前渡し制度を作ったことにより、63 村にまで拡大

した。そのうちティピカを育てて ATJ に売っているのは、20 村だけである。JCFC には 2450

世帯が加盟しており、前農地面積は 4500ha に達する。しかし、ティピカは 360ha しかなく、

とても少ないことが分かる。 

これからは環境保護をしつつ、持続可能なコーヒー栽培をしていきたいと考えている。例え

ば、コーヒーの木を植える時に日陰樹として違う背の高いロブスタを植えるのではなく、別の

種の作物の木を植える。そしてコーヒーを一緒に栽培することで、コーヒーへの依存のリスク

を減らすと同時に、環境保護も行いながら育てていきたい。今後は、GI という地理的表示保護

制度により特別な生産方法や生産地の特徴から高い品質と評価を獲得するに至った商品を地理

的表示の名称に登録してもらいブランド化することでもっと価値を高めたい。 

 

３ 感想 

ATJ と JCFC の関係は互いに良好だと思っていたが、そこにはまだ多くの問題が残っている

ことが分かった。収穫期前に生産者が申告した量の 70％分の報酬が前払いされるが、実際の収

穫量が 70％をきってしまった時、前払い報酬の返金が求められることがあると知った。ウアン

さんは、今まで無名であったラオスコーヒーがみなさんの協力のおかげで広まり、多くの国か

ら支援されるようになったと言っていた。そして今ではウアンさんも海外に行き、自分たちの

コーヒー栽培の状況についての講義を行うようになった。そのことを聞いて感動した。確かに、

私たちのしているフェアトレード商品を売るという活動は、その中のほんの少しの力にしかな

っていないだろう。しかしフェアトレードとはただの公平な取引というビジネスだけでなく、

そこには互いに協力しあい、生産者

の生活を支援していることをとても

よく理解することができた。さらに

よりよいコーヒー栽培についてつね

に勉強をし、環境保護についての対

策やブランド化によってもっとラオ

スコーヒーの良さを伝えようとして

いることを知った。この経験を踏ま

えて、私たちは日本でもっと彼らの

取り組みについて宣伝して売っていき

たい。 

 

写真 41 ウアンさんのお話 
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III パクソン市場での買い出し 

社会文化システム学科 2 年 嘉 村 瑠 介 

 

 パクソン市場はパクソン郡の南に位置する、同郡最大の規模を誇る。近隣の村からバイクや

車で来ることに加え、正門前にサッカー場があるため、朝から夕方にかけつねに多くの人でに

ぎわっている。この市場の周辺は、道路も整備されていて、飲食店や病院もあることからパク

ソン郡の中心地と言えるだろう。 

 パクソン市場の内部はあまり整備されておらず、風が強い日は砂が舞い、髪がパサパサにな

ってしまった。また、通路に面している店舗の商品は砂埃を被っていて、パッケージに入って

いるものならまだしも、野菜や果物、生きたカエルなども砂まみれで、あまり衛生面はよくな

いように思える。 

 私たちはこの市場で、その日お世話になる村で作って頂くための昼食の食材を購入していた。

滞在中は何度も訪れた。実際に購入した日本では珍しい食材を少し紹介したい。 

 ラオ語でいう「ナンプン」と呼ばれている食材は、日本語に訳すと、「はちみつすいか」であ

る。これは中身が黄色いスイカを意味する。形状は、日本のスイカと違い、細長く、縞模様も

ないが、中身は確かにスイカである。とても甘かったので、さらに塩を付けて甘さの限界を試

してみたかった。 

 さらには、ナマズも購入した。このナマズは素揚げにして頂いたが、学生にとても人気があ

った。養殖されたティラピアも素揚げでおいしく食べた。ここで、素揚げにすればなんでも食

べられるのではないかという仮説が生まれたため、来年はぜひカエルに挑戦したい。 

 また、生鮮食品ばかりでなく、化粧品店や美容室、携帯電話ショップもあった。 

 印象に残ったのは、偽物を扱う店だ。日本でいうワゴンセールのようなものを行っていたの

だが、売っている商品が有名ブラン

ドの偽物のサンダルや、日本のキャ

ラクターの偽物の靴下だった。 

 今回同行していたラオス人学生の

ノイがその店の靴下を購入しようと

していたので、日本キャラクターの

偽物だと伝えたところ、少し機嫌が

悪くなってしまったので今はその発

言を後悔している。 

 ラオス独特のにおいを感じること 写真 42  パクソン市場の様子 
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のできる市場であった。来年は更なる発見を期待したい。 

IV カプ村――農園見学と果肉除去 

社会文化システム学科 2 年 白 石 真 奈 美 

 

 12 月 24 日、スタディツアー４日目。調査初日となるこの日は、カプ村を訪問し、村の生産

組合の責任者で、JCFC の副代表でもあるカンプーさんにお話しを伺った。その後に、加工設

備を実際に見させていただいた。 

  

１ カンプーさんの農園兼加工場についての話 

カプ村にはもともと、ティピカはなかった。しかし ATJ によって、果肉除去機やその他の設

備が設置されたことにより、今は５トンのティピカを ATJ に売っている。設置された設備の費

用は、日本円で約 25 万円に達する。 

ここは狭い土地であるため、ひとつの土地に様々な品種を植えている。農園の中には、カテ

ィモール、ロブスタ、ティピカ、ジャワが栽培されていて、そのうちティピカとジャワを ATJ

に売っている。また、ここのコーヒーは無農薬で、肥料はここで作られたものを使っている。  

昔は設備がなかったため、それぞれの家で加工をしていたので、少量しか生産できなかった。

だが、加工設備が導入されたことにより、今はこの場所で豆を買い、一括して加工をすること

ができるうえ、流水レーンがあるので発酵後のぬめり取りも楽になった。昔は仲買人にしか売

っていなかったが、今では品質の良いコーヒーを高い値段で、ATJ に売れるようにもなった。

また加工設備のおかげで、ドイツの援助機関の方など様々な専門家がここに来て、栽培や加工

の技術を教えてもらえるようになった。  

コーヒー実験所には、カトゥーラという品種の苗木を５万本植えている。カトゥーラは、カ

ティモールのもとになっているアラビカの品種である。 

 

２ 農場と加工設備の見学 

 カンプーさんからお話しを伺った後は、実際に加工設備を見させていただいた。コーヒーの

木には、赤い容器に水とエタノールの入った CBB トラップがつけられていた。（CBB とはコ

ーヒー・チェリー・ボアラーの略で、コーヒー豆のなかに潜りこむ害虫を指す。）これで CBB

を捕まえている。またビニールハウスが設置されていた。豆を乾燥させている時に雨が降ると、

乾燥をやり直さねばならなくなってしまうので、雨が降っても豆が濡れないように、ビニール

ハウスの中で乾燥をさせている。パーチメントの水分量が、11％になるまでこの場所で干して
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いる。 

 収穫作業では赤い実のみを取る。その後、水槽で水洗いをして、果肉除去機を使ってコーヒ

ーの実の果肉を除去し、18 時間発酵させる。発酵後は、流水レーンで豆のぬめりを取り、乾燥

棚やビニールシートの上で乾燥させる。水洗いをしている際、欠陥豆は軽いので浮いてきて、

良質な豆は沈む。欠陥豆は除去するが、欠陥豆にもバイヤーがいるので捨てることはない。 

 

３ 感想 

 カンプーさんのお話しで、ATJ によって設備が設

置されたことにより、様々なことが可能になったこ

とを知った。また実際に加工設備を見させていただ

き、普段見ることのできない、コーヒーの木や、一

連の流れを見て、改めてコーヒーがどのような過程

で生産されているのかを知ることができ、理解がさ

らに深まった。豆を水洗いして、浮かんでいる欠陥

豆を除去するのは手作業で、とても大変な作業であ

ることを感じたし、欠陥豆は捨てず、無駄がないと

いうことは、とても素晴らしいことだと思った。実

際に見させていただいたことで、良質なコーヒーを

生産するために、たくさんの努力をしていること

も分かった。 

V プーオーイ村――ホームステイ 

社会文化システム学科 2 年 林   琴 乃 

    

12 月 25 日、JCFC の傘下であるプーオーイ村を訪問した。そして、初渡航者はこの村でホ

ームステイをした。 

 

１ プーオーイ村の歴史 

 1924 年にベトナム系ラオス人のシーソマンさんとソーンさんが、10km 東にあるセピアン村

で結婚した。この夫婦が 1927 年に、セピアン村からの道を作りながらプーオーイ村にたどり

着いたことが、この村の始まりである。 

この家庭はフランス人から様々な植物の苗をもらい植えていたが、基本的には焼畑と狩猟採

写真 43 果肉除去体験 
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集で生計を立てていた。内戦終結後の 1981 年、新しく発足した社会主義政権はコーヒーを生

産するための協同組合をこの村に作らせた。だが、1990 年には活動が停止した。その頃、パク

ソンに東ドイツの資本のコーヒー茶公社が設立され、この村のコーヒーは東ドイツに輸出され

た。その後、1993 年には、フランスから帰国したシヌーク氏がエクスポート社という民間のコ

ーヒー輸出会社を設立し、この地域のコーヒーをフランスに輸出するようになった。一方、1995

年ころから貿易会社であったダオファン社がコーヒーを買い付けるようになると、この村にも

仲買人が来るようになった。現在、この村のほとんどがコーヒー農家であるが、一部には公務

員もいる。彼らも副業としてコーヒー栽培を行っている。 

 

２ ホームステイとアヒルの屠殺、コーヒー収穫体験 

 夕方からこの村のノームさんの家で、朝に市場で購入したアヒルを屠殺・解体した。アヒル

を逆さまにし、首の動脈に刃を入れ、お湯につけ、皆でアヒルの羽や毛を除去した。次に、ラ

オスの方が手慣れた手つきで解体するのを観察した。頭から足の先まですべての部位を料理に

使い命を無駄にしない様子を目の当たりにした。 

この日、日本人参加者たちは日本食をふるまうことになっており、そのアヒルの肉を使用し

たお雑煮を振る舞った。そして、初渡航者はノームさんの家でホームステイをした。メンバー

の何人かは、寝袋が車に積んだままでドライバーが帰ってしまい寒さ対策に迷っていたときに、

昼間、インタビューにうかがったチャ

ンパトーンさんが掛布団 2、3 枚を届

けてくれた。村長の奥さんも気遣って

下さり、心も身も温かくなった。 

コーヒー生産者の家庭は朝が早く 5

時前から活動し始めていた。昨晩の皿

洗いと朝食に準備を手伝って、村内を

散歩した。朝食後、ノームさんの家の

農園まで車で行き、全員でコーヒーの

実の収穫を体験した。班ごとに 30 分

間で収穫量の競争をし、9.8kg を収穫

した D 班が勝利した。汗ばむ陽気のな

かで懸命に取り組んだ 30 分だが、収

穫労働者の報酬が 1kgあたり 1000kip

だったので、上記の収穫量であれば

9800kip（約 150 円）となる。1 班 6
写真 44 収穫した実の劣化豆選別の様子 
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人で収穫したため、30 分だと一人あたり 25 円の収入だ。1 日（8 時間）収穫しても、このペ

ースだと 2 万 6000kip（約 400 円）にしかならない。賃金は日給制と歩合制があるが、沢山収

穫できる自信があれば歩合制の方が、そうでなければ日給制の方が良いことがわかった。 

 

３ 感想 

アヒルの屠殺・解体という貴重な体験は命の勉強になった。羽や毛を除去する作業は一苦労

で、手間のいる作業にもかかわらず、普段日本で食べている鶏肉はなぜ安値で売られているの

だろうかという疑問がわくなど、自ら考える良い時間となった。さらに、どの部分も無駄にせ

ず、命をすべて頂いているということを五感で感じられたことは現場での学びでしかない、貴

重な体験であった。お雑煮作りでは皆で床に座り、談話をしながら野菜を切ったり、ガスがな

いため風を送りながら薪の火を調節したり、楽しい時間を過ごす中で、ラオスの人びとの農村

生活に触れることができた。 

 この 2 日間で、日本とラオスの相違点発見し、自分なりに考察したり、農村生活を実践した

りすることができた。ラオスに渡航してこそ得られる価値ある時間であった。 

VI ノンヤートゥン村 

社会文化システム学科 2 年 林   琴 乃 

 

 12 月 27 日、JCFC の傘下であるノンヤートゥン村に訪問した。ノンヤートゥン村の副組合

長よりお話をお聞きした。 

 

１ ノンヤートゥン村について 

 ノンヤートゥン村は 1978 年に、ノンヤー村の人口増加がきっかけとなり分離することによ

って誕生した。現代では、ラベン族 50％・ラオ族 50％からなる。ノンヤートゥンのヤーは「タ

バコ」、ノンは「池」、トゥンは「上」を意味する。つまり、この村は「上タバコ池村」という

ことになる。この意味の通り、タバコの葉の生産量が多く、高齢者を中心に愛好家が多い。隣

のサーラヴァン県から買いに来る者もいる。 

 内戦当時、この村の人びとは森に隠れたり、森の中に穴を掘って隠れたりして生活していた。

彼らはすぐに移動ができるように、バナナの葉で家の屋根を造り、そこで 1 週間から 1 か月程

度過ごしてから移動していた。内戦後は、テニスボールサイズのクラスター爆弾の残骸がコー

ヒー農園に埋まっていることもあったようだが、この村は被害が少なかった。現在でも、パク

ソン地域ではまれに UXO の爆弾処理車が走っているそうだ。 
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 また現在、この村ではコーヒー豆が盗まれる被害は発生しておらず、治安は良いようである。

だが、他の村では収穫の時期に手伝いに来た人がコーヒー豆を盗むという事件が起きた。 

 

２ ノンヤートゥン村とコーヒー 

 村が分離する前には、ロブスタとアラビカ種ティピカを育てていた。その後、1990 年代後半

に、ある村人が 300 本のアラビカ種カティモールを初めて植えた。 

 ノンヤートゥン村は、2006 年に JCFC に加盟した。2015 年には 5 トンのティピカを JCFC

に売っている。現在は 42 世帯が加盟しているが、ティピカを売る世帯数は毎年変わる。 

 この村に 130 世帯で構成されており、収穫量は比較的多い。また、ロブスタとティピカの木

を同じ農園に交互に植えている場合が多い。 

 

３ 感想 

 この村での家計調査に、家長さんがタバコを吸うところを見かけた。思い返せば、ラオスに

渡航してからノンヤートゥン村を訪問するまで喫煙者を見かけたことがなかった。タバコ愛好

家が目にすることができ、他に訪れた村にはない、この村ならではの特徴が窺えた。さらに、

喫煙率の高さから子どもの健康に悪

影響が及ばないか心配である。同時

に、この周辺にはヘルスセンターが

ないために保健医療体制の不備も気

にかかるところである。 

 そして、政府の協同組合である

AGPC のノンヤートゥン村の組合

員が使用する加工工場も見せて頂い

た。12 世帯あるなかで 6 世帯ごとに

担当が交互に加工設備の管理をして

いた。買取値段が高くチェリーが

4000kip/kg 以上になる。 

VII プーマッコ村 

社会文化システム学科 2 年 若 林 芽 以 

 

12 月 28 日に JCFC 傘下のプーマッコ村に訪れた。ホームステイをしたプーオーイ村の南に

写真 45 ノンヤートゥン村の人々と 
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位置する村である。そこで組合長のチャンパさんからお話を伺った。 

１ プーマッコ村の歴史 

 隣のノンルワン村とプ―マックナオ村から分離してプーマッコ村が誕生した。もともとプ―

マックナオ村は 1975 年 12 月の終戦により誕生した。村の成立は実質 1978 年であり、戦争で

負けた兵士が社会主義の思想改造教育を 3 年かけて叩き込まれた。その後、教育を受けた人々

が移動してきて 1981 年に 500 世帯が集まってこの村が誕生した。 

その当時、ノンルワン村とプーマッコ村の土地は国営農場であり、ニコム no.8 と呼ばれてい

た。ここで 500 世帯の村人はコーヒー栽培と牛の飼育という二つの仕事を行っていた。そして

プーマッコナオ村にニコム（国営農場）のセンターがあり、そこから月給をもらっていた。し

かし、1986 年までに労働の厳しさで人が逃げだして減っていった。それに加え、市場開放政策

により自由な取引が行われるようになったという理由から、国営農場が解体された。それと同

時に大人ひとりに 1ha ずつ農地が分配された。それがもとになり、現在でも一家が持つ平均的

なコーヒー栽培の農地面積は 2ha というのが定着している。国営農場が終了したのち、パクソ

ン村、バンリエン村、プーオーイ村にあった商業協同組合にコーヒーを売っていた。その後、

1998 年ころから仲買人が来るようになり、現在の買取形態になっていった。 

 

２ プーマッコ村とコーヒー 

 現在、同村は 72 世帯で構成されており、人口は 347 人である。組合には７世帯が加入して

おり、ATJ に今年度は 1000kg 売る予定である。昨年度は 2000kg だったが、減った理由につ

いては、雨があまり降らなかったからだという。コーヒーの木はティピカ、ロブスタ、カティ

モールの順番でこの村に入ってきた。この村の特徴としてティピカが多く植えられているのは、

国営農場の時にティピカを植えていてそのまま育てているからである。 

 

３ 感想 

 今回のお話を聞いてとても印象的

であったのが、国営農場解消の時に

村人と政府の認識の違いである。村

人は過酷な労働により、人が逃げて

機能しなくなったと言っていた。し

かし実際にその事実もあっただろう

が、市場開放政策によって資本主義

を取り入れることで社会主義の仕組

みであるニコムは解体に至った。認

写真 46 プーマッコ村の子どもたち 



社会文化体験演習活動報告書 第 2 分冊（キャリア分野） 

149 

 

識の違いから政府が村人をどのように扱っていたのが少し理解できる。機能しなくなったと村

人は認識しているが、市場開放政策がとられなかったら政府は過酷な労働を無理にでも続けて

いただろう。実際に明るいうちはずっと働かせられていたと言っていたように、それはとても

過酷なものであったと分かる。現在村ではすべて個人の裁量で仕事が行われるようになったが、

土地分配の時に夫婦で 2ha もらえたという事実から、今でも多くの人はその大きさが当たり前

だと思っている。しかし、本来であれば 2ha でも生活は厳しいのである。このように国営農場

の面影はこの村に残っている。村の歴史を知ることは現在の生活を知ることにも繋がると思っ

た。                                                                                              

VIII 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 白 石 真 奈 美 

 

 12 月 29 日、スタディツアー９日目に、JCFC 幹部とのミーティングとバーシーを行った。 

 

１ ウアンさんへの質問タイム 

JCFC 幹部とのミィーティングでは、4 つの村で行った家計調査やこれまでの体験において

生じた疑問や質問を、代表のウアンさんに問いかけた。ウアンさんは、私たちの質問１つ１つ

に丁寧に答えてくださった。 

 家計調査において、調査をした家庭の、それぞれの家族の名前を伺っていたが、名字を忘れ

ている家庭がほとんどであった。それはなぜかという質問に対しウアンさんは、みな名字は持

っているが、村ではほとんど使われておらず、下の名前だけで呼び合っているからであると答

えた。特に農家は、ほとんど名字を使っていない。 

次に、草刈りや収穫時の雇用労働者は簡単に見つかるのかと伺ったところ、ウアンさんは、

１㎏あたり 1000kipなど報酬は一定なので働きたい人は多く、毎年たくさん来てくれるという。

だが、コーヒーの買取額は毎年変化するので、買取額が低かった場合、雇用者にとっては不利

になるという。もし働きたい人がたくさん来てしまった場合は、「１㎏、1000kip ですが、ご飯

はつきません」など、初めにルールや条件を厳しめに設定しておいて、それに同意してくれた

人に働いてもらうようにしている。 

その他にも数多くの質問が出た。有機認証のある農園と、そうではない農園は、化学肥料な

どが飛び散ったりしないように、境界線に高い木を植えたりしているといった話もでた（ただ

し、これは AGPC の話）。 

 JCFC は、ルールをきちんと守ってくれる人であれば、誰でも加入できるようにしている。
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そのため、現在 JCFC の加盟世帯数が増えている。その一方で、JCFC 幹部をサポートしてく

れるスタッフも増えているので、その人たちと一緒にもっと組織を拡大させていきたいとおっ

しゃっていた。 

 去年の JCFC の目標は、若手の人材育成であった。今年はどんなことに挑戦していきたいか

伺ったところ、今年も人材育成は大事であるが、会計をはじめとするマネジメントの出来る人

がほしいそうだ。有能だけど、大学を卒業しても仕事のない人などを雇って、マネジメントも

強化していきたいという。 

 

２ バーシー 

 ウアンさんへの質問が終わった後、バーシー・スー・クワンという儀式を行った。バーシー

は、旅立ち、結婚、出産後、怪我から回復した後などに行われる民間信仰に基づく儀式で、こ

の地域では頻繁に行われている。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、

お菓子などの供え物が乗せられた祭壇が置かれていた。祭壇をみんなで囲み、祝詞が唱えられ

る。祝詞が唱えられた後は、祭壇に捧げてある糸を参加者同士で、相手の幸せを願う言葉を唱

えながら、手首に結びあう。こうして儀式は終了した。 

 

３ 感想 

 ４つの村で家計調査を行ってきて、生じた疑問や質問を、直接 JCFC 代表のウアンさんに問

いかけることができ、貴重な良い機会になった。私たちは学校など、どこに行っても当たり前

に名字を使うし、名字を忘れることはない。しかし、私たちが家計調査を行ってきた 4 つの村

では、名字がほとんど使われないた

め、名字を忘れている家庭がたくさ

んあることに驚いた。またバーシー

は、相手の幸せや喜び、健康、安全

などを願って行われている儀式であ

ることを、体験を通して実感した。

とても穏やかで、温かい気持ちにな

り、素晴らしい儀式であった。この

素晴らしい儀式に参加することがで

き、とても良い経験になった。 

        

 

 

写真 47  バーシーの様子 
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［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 ソウカッチさん一家 

社会文化システム学科 3 年 嘉 村 瑠 介 

 

１ 家計調査結果 

 今回の調査対象者は4人家族であった。4人それぞれの詳細をまとめたものが下の表になる。

お話を伺った方は世帯主の配偶者である、ニウさんだ。世帯主のソウカッチさんはカプ村の学

校の先生としてやってきて、ニウさんと出会ったようである。世帯主が教師であるため教育に

熱心で、学費が支払えるほどの収入があるため、2 人の子どもは高校まで通っている。なお、

生年月日に誕生日が含まれていないのは、忘れてしまったとのことだった。 

 

表 1 家族構成 

名前 続柄 性別 生年月日 学歴 出身 

Soaukacth 世帯主 男 1964  トポタイ? 

Kniew 妻 女 1968 小学校卒 カプ村 

Koiy 息子 男 1996 高校 2 年生中退 カプ村 

Kee 娘 女 2000 高校 1 年生 カプ村 

（出典：調査データより筆者作成） 

 

 この家庭での主な収入源は、カプ村の小学校で校長先生をされている、ソウカッチさんの月

給と、ニウさんが営むお菓子や煙草を取り扱う売店の売り上げ、そして、コーヒー豆から得る

収入（すべてパーチメントで売却）である。所有している土地 3ha のうち 2ha でカティモール

を 1 万本植えている。残りの 1ha は苗木を育てている。ちなみに、2016 年度は 2t のパーチメ

ントを仲買人に、1 万 7500kip/kg で売った。表 2 は 2016 年の 1 年間の収入をまとめたもの

である。 

表 2 収入に関するデータ 

 月収（kip） 年収（kip） 

世帯主の給料 2,203,000 26,436,000 

売店の利益 1,500,000 18,000,000 

コーヒーの販売価格  35,000,000 

合計  79,436,000 
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（出典：調査データより筆者作成） 

 

 売店での売り上げは 1 日あたり 5 万 kip という調査を基に計算した。店先で聞き取り

調査していたのだが、1 時間あたりに 4～5 人の客が来ることから、それなりに妥当性

があるものと推察する。 

 

表 3 年間の主な支出（kip/年） 

米 土地税    電気代 水道代 医療費 学費 ガソリン代 携帯代 

3,888,000 120,000 600,000 600,000 300,000 720,000 625,776 17,280,000 

（出典：調査データより筆者作成） 

 

年間の主な支出は上記の通りである。この家庭は、借金やコーヒー収穫時における雇用労賃が

ないため、生活費のみが支出である。特筆すべき箇所が 3 つある。 

まず、4 人家族とは思えない米代である。これは世帯構成員 4 名だけでなく、お裾分けをする

ご近所の方々の分も含まれており、時にはともにご飯を作っているそうだ。コーヒー豆からの収

入だけではなく、毎月の安定した給料があるからこそなせることである。 

次に、水道代を払っていることが珍しい。ラオスでは井戸から水をくみ上げるため、ポンプの

電気代のみがかかっているケースが多いものの、この家庭では最近増えてきた、水道管から共有

の井戸水を引いてきた家庭だった。 

最後に携帯電話代だ。携帯を 4 人とも持っているが、それでも携帯料金は高い。校長先生とい

う仕事柄、電話をかけることが多いと考えられる。 

 

２ 考察・感想 

他の家庭では豊富な種類の作物、家

畜を所有していて、収入はこの家庭よ

りずっと少ないが、一部自給自足の生

活を営んでいた。ソウカッチさん一家

は家畜の飼育や家庭菜園での野菜栽培

は行っておらず、月給という安定した

収入で生活を営んでいる。どの家庭も

笑顔が絶えず、とても貧しそうな生活

には見えなかったが、ひとつ決定的な

写真 48 ソウカッチさん（真ん中） 
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差があるとすれば、学歴である。 

今回調査した他の家庭では小学校卒業、中退がほとんどで、高校まで進学している人はいなか

った。だが、この世帯では子どもたちは二人とも高校生であり、学歴の高さが際立つ。やはり、

経済的な格差で学歴にも格差が生じることは、どの国にも生じうることであろう。 

この家庭が最初の調査というのもあり、言葉の壁をすごく感じてしまった。調査項目から先の

もっと深いところまで聞き出せなかったことが悔やまれる。この経験はかならず来年の調査にい

かしていきたい。 

II カンプーさん一家 

社会文化システム学科 2 年 安 齋 成 美 

 

１ 家計調査の結果 

表 1 家族構成 

名前 性別 続柄 生年月日 学歴 

カンプー 男  世帯主 - - 

ドゥワン 女 母 1973/12/７ - 

- 男 息子 - - 

- 女 娘 - - 

- 女 娘 - 高校在学 

- 女 嫁 - 大学在学 

- -  孫 - - 

- - 孫 - - 

（出典：調査データより筆者作成） 

 

カプ村の組合の責任者兼 JCFC 全体の副代表であるカンプーさん一家の妻、ドゥワンさんに

お話をうかがった。名前や年齢は不明だが、息子 1 人、娘 2 人、息子の嫁、孫 2 人の 8 人家族

である。 

まず家畜についてみていきたい。2016 年 12 月現在ブタ１頭、ニワトリ１６羽、アヒル７羽

を飼っている。家族の食用としてニワトリとアヒルを姉や兄から譲り受け、60 万 kip で豚を購

入し、育てた子豚３頭は昨年売却した。 

農地はカティモールが２ha、ティピカが 0.5ha、ロブスタが１ha、ジャワが 0.3ha の、計

3.8ha 所有している。カティモール 6000 本、ティピカとロブスタ各 2000 本、ジャワ 1000 本
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を育てている。家の裏庭の農園にはこれら 4 種類の木が混合に植えられていた。 

 

表 2 種類別の売却先と売却量、売却額 

販売先 種類 状態 総量（kg） 価格（kip/kg） 収入（kip） 

ダオファン社 アラビカ種 チェリー 8,000 2,500 20,000,000 

ダオファン社 ロブスタ種 生豆 1,500 13,000 19,500,000 

ATJ ティピカ パーチメント 500 27,000 13,500,000 

（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、売却額をまとめたものである。ダオファン社にチェリーの

状態の 8 トンを 2 千万 kip で、生豆の状態の１,5 トンを 1950 万 kip で売っている。一方、Ａ

ＴＪにはティピカの状態で 0,5 トンを 1350 万 kip で売っている。ダオファン社と ATJ にしか

売っていないのだが、その理由について詳しく聞けなかった。 

収入にはこの他に、ドゥワンさんが行った副業収入も含まれる。1 年に 60 日間、3 万 kip/

日の草刈りと 1 年に 40 日間、3 万 kip/日のコーヒー収穫で、計３百万 kip である。 

一方で、コーヒー収穫と草刈りのために 1 年に 60 日間、4 人雇っている。4 万 5 千 kip/日で、

年間合計 108 万 kip の支出になる。この支出を補うため、銀行から 150 万 kip を利子率 14％、

24 ヶ月払いで借りている。 

 

表 3 主な支出（kip/年） 

米 土地税 電気代 医療費 教育費 ガソリン代 通信料 

8,700,000 25,000 600,000 5,000,000 3,000,000 6,000,000 2,000,000  

                       （出典：調査データより筆者作成） 

 表 4 は 1 年間の主な支出である。米は年間 30 袋購入していて、これは被雇用者 4 人分も

含まれている。娘 2 人が高校と大学に在学中であり、教育費が 3 百万 kip になっている。ガソ

リン代はバイク 3 台と車 1 台分で、通信料は携帯電話 5 台分である。他に牛糞 10 袋を肥料用

として購入している。 

 

２ 考察 

調査結果から、家計の状況を考えてみる。まずこの家計の収入は、コーヒーから得た収入 5300

万 kip と副業の 300 万 kip で、合計 5600 万 kip である。 
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総収入 56,000,000kip － 主な支出 25,325,000kip ＝ 30,675,000kip 

 

主な支出に加え、借金の返済やその他もろもろ出費はあると思うが、黒字となっている。次

にフェアトレードの恩恵をどれくらい受けているか見てみる。 

 

① ダオファン社への売却 

アラビカ種カティモール・チェリー：20,000,000kip 

        ロブスタ種・生豆     ：19,500,000kip 

       合計       ：39,500,000kip 

② ATJ への売却 

アラビカ種ティピカ・パーチメント： 13,500,000kip 

③ コーヒー全体の収入 

① ＋ ② ＝ 53,000,000kip 

 

 全体のうち、ATJ に売却している割合は 

   13,500,000 ÷ 53,000,000 ＝ 約 25％ 

 

ティピカの収穫を JCFC への売却に置き換えて考えると、 

 

④ ティピカの収穫をチェリーで JCFC に売却する場合 

アラビカ種カティモール・チェリーの 1kg 当たりの金額 

20,000,000 ÷ 8,000（kg）＝ 2500(kip/kg) 

 

ティピカをチェリーの状態で販売すると 

500(kg) × 6 ＝ 3000(kg) 

3000(kg) × 2500(kip/kg) ＝ 7,500,000kip 

 

⑤ コーヒー全体の収入 

① ＋ ④ ＝ 47,000,000kip 

  

よって、② － ④ ＝6,000,000 であり、

6,000,000kip 収入が減ることになる。言い換えると、

写真 49 ドゥワンさん（真ん中） 
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6,000,000kip の恩恵をフェアトレードから受けているということになる。 

今回の調査で自分たちが国内活動で販売しているフェアトレードコーヒーが、実際にラオス

の農家さんに恩恵を与えていることが確認できた。これを知っているのと知らないのでは、活

動する上での意識に大きな差が生じるであろう。これからは、私たちの活動によって恩恵を受

ける人々お笑顔を思い浮かべながらコーヒーを販売し、ラオスのおいしいコーヒーを広めてい

きたい。 

III ソンマリーさん一家 

社会文化システム学科 3 年 粕 谷 香 月 

 

１ 家計調査の結果 

 ソンマリーさんの家族構成は以下の表 1 の通りである。 

 

 表 1 世帯構成  

名前 性別 生年月日 年齢 学歴 出身地 

Siengda 男 1941/12/12 75 高校 サラワン 

Khomkeo 女 1962/12/15 54 小学校 ルアンナムター 

Phgvy 男 1986/11/15 30 中学校 ウドムサイ 

Pevgchan 女 1988/4/1 28 中学校 サラワン 

Thipakor 女 2006/7/23 10 小学校在学中 サラワン 

Hatsody 男 2008/9/25 8 小学校在学中 パクソン 

Souklone 男 2010/6/23 6 小学校在学中 パクソン 

Nay 男 2015/2/8 1 未就学 パクソン 

                          （出典：調査データより筆者作成）                                                                              

  

 調査を行ったソンマリーさん一家は、3 世帯にわたる 8 人家族である。今回私たちはシェン

ダーさんにお話を伺った。シェンダーさんはもともと軍人であったが退職後に農家になり、

2007 年にパクソン郡にやって来た。またこの家庭はサラワン県に水田を持ち、そこで米を育て

ているため、カプ村にいるのはコーヒーの収穫シーズンだけである。 
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 家畜は豚 3 匹と鶏 40 羽、アヒル 1 羽を飼っており、今年度豚 3 匹を合計 270 万 kip で、ま

た鶏 75 羽を 1 羽平均 4 万 kip で売ったようである。 

 この家庭はコーヒーの農地を 5.5ha 持っており、その内訳はカティモールが 4ha（2 万本、

ティピカが 0.5ha（600 本）、ロブスタが 1ha（1200 本）である。なお、カティモールとティ

ピカは同じ農園に植えている。 

 

   表 2 コーヒーの種類別売却先と売却量、売却価格 

種類 状態 売却先 価格(kip/kg） 量（kg） 合計(kip) 

アラビカ チェリー ダオファン 2,300 900 2,070,000 

アラビカ パーチメント 仲買人 14,000 2,100 29,400,000 

ロブスタ 生豆 仲買人 11,000 900 9,900,000 

ティピカ パーチメント ATJ 27,000 245 6,615,000 

（出典：調査データより筆者作成） 

 

 表 2 はコーヒー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。カ

ティモール（アラビカ）とロブスタは高く買ってくれるため、仲買人に売っている。仲買人に

もパーチメントで売っていることに疑問を持ったが、詳しく聞くことは出来なかった。この仲

買人はベトナム人であるため、それが関係しているのではないかと考えた。ソンマリーさんの

家庭のコーヒー全体の収入は 4798 万 5000kip である。また家庭菜園ではミント、唐辛子、ネ

ギ、生姜を育てているようである。 

 

 表 3 雇用労働者の受入状況 

種類 人数 日数 賃金（kip/kg） 

アラビカ種収穫 4 3 ヶ月 1,000 

ロブスタ収穫 5～6 1 ヶ月 1,000 

 （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をまとめたものである。雇用者は全てカプ村の人を

雇っており、賃金は 1kg あたり 1000kip を支払っている。また草刈りは近所の住民と協力しな

がら自分たち行っているため、労働者は雇っていない。 
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表 4 年間の主な支出（kip/年） 

米 土地税 電気代 水道代 医療費 教育費 ガソリン代 電話代 

0 0 3,500? 0 5,000,000 1,350,000 5,100,000 2,304,000 

（出典：調査データより筆者作成） 

 

 表 4 は 1 年間の主な支出をまとめたものである。家族の人数が多いため全体的に支出は多く

なっている。この家庭はサラワンに水田を持ち、米を育てているため、米代はかかっていない。

また水道代もポンプから汲み上げてくるためかかっていない。ガソリン代は所有している車 1

台とバイク 2 台に使われているものと思われる。教育費は現在小学校に通っている 3 人分の合

計、電話は 4 つ所持しているのでその合計である。肥料は使っていない。 

 

２ 考察・感想 

 調査結果で得られたデータから、フェアトレードによる取引がどの程度家計に恩恵を与えて

いるか考えていきたい。ソンマリーさんは ATJ にティピカ 245kg を 1kg あたり 2 万 7000kip

で売っている。そのため、ATJ に売った場合に得られる収入は 661 万 5000kip となる。もし

この量を仲買人に売却したと仮定すると、以下の収入となる。 

 

245kg×14,000kip＝3,430,000kip 

 

次に ATJ に売った場合と仲買人に売った場合の差額を計算すると、次にようになる。 

6,615,000－3,430,000＝3,185,000 

 

つまり、ATJ に売ることでソンマリーさんは仲買人に売るよりも 318 万 5 千 kip 多く収入を得

ていることになる。一方、コーヒーから得る総収入うち、ATJ への売却額の割合は、次のよう

になる。 

6,615,000÷47,985,000＝0.13 

以上の計算からフェアトレードによる金銭的恩恵は、コーヒー全体の収入の 13％であることが

わかった。 

 今回の調査は 1 回目だったこともあり、データを埋めることに必死で、その先まで突っ込ん

だ質問をすることは出来なかった。しかし 2 回目、3 回目では質問項目を把握して自分達で疑

問を持ち、それを解決しながら調査をすることができた。また、和やかな雰囲気で調査を行っ

ていくことも大切であると感じた。ソンマリーさんの家ではカティモールに比べティピカは栽
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培している量が少ないため、フェアト

レードによる金銭的恩恵は想像以上に

少ないものであった。だが、それでも

8 人家族で生活していくうえでは、家

計の助けとなっているはずだ。家計調

査をすることで実際にフェアトレード

が家計に与えている影響を考えること

ができ、より理解を深めることが出来

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 50 ソンマリーさん（真ん中） 
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家計調査結果――②プーオーイ村 

I クーさん一家 

社会文化システム学科 2 年 玉 置 桃 子 

 

１ 家計調査の結果 

表 1 世帯構成 （2016 年 12 月 25 日調査） 

名前 続柄 性別 年齢 学歴 出身地 

クー 世帯主 男 72 小学校卒業 プーオーイ村 

ソダ 娘 女 38 小学校卒業 プーオーイ村 

デュイ 娘 女 36 高校卒業 プーオーイ村 

チャンパートーン 娘 女 29 短期大学(教員)卒業 プーオーイ村 

コンワン 息子 男 28 大学（IT）卒業 プーオーイ村 

ポンティ 孫娘 女 16 高校 プーオーイ村 

（出典：調査データより筆者作成） 

 

 クーさん一家の家族構成は表 1 のとおりである。家長のクーさんの奥さんは亡くなってしま

ったため、クーさんと 4 人の子どもと 1 人の孫の 6 人構成になっている。一方、クーさん一家

は鶏を 50 羽とアヒルを 5 羽所有しているが、これらはすべて自分たちの家族で消費する食料

であり、売りはしない。 

 コーヒーの農地は全部で 15ha であり、そのうちロブスタは 4ha で 8000 本、カティモール

は 2ha で 6000 本、ティピカは 9ha で 2 万 7000 本植えている。一般的にカティモール、ティ

ピカは 1ha 当たり 4000~6000 本、ロブスタは 1ha 当たり 3000 本程度を植えるため、植えて

いる本数が少なく感じた。だが、クーさん一家では、コーヒーを足りる分だけ家族のみで育て

ているため、植えている本数が少ないのだろう。 

家庭菜園では、スプリングオニオン、レモングラス、ミント、ナス、パパイヤ、生姜、キュ

ウリ、チリを育てている。これらもすべて自分たちの家族で消費する野菜であり、売りはしな

い。 

 表 2 は、2016 年の種類別の売却先と売却量、1kg 当たりの売却額をまとめたものである。ク

ーさんはその場でお金をもらえるため仲買人にコーヒーを売っている。 

 そのほかの収入として、自分たちでパーチメントから苗木をつくり、パクソンの購入希望者

に向けて 1 本 1500kip で販売している。 
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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） 

仲買人 アラビカ種 チェリー 2,000 3,000 6,000,000 

仲買人 ロブスタ種  生豆 300 12,000 3,600,000 

（出典：調査データより筆者作成） 

  

また、2010 年に参加型開発研修センター（PADETC）が 17 県から人を集めて行った有機栽培

の研修にソダさんが参加した際に出会った野中明さんという日本人に、2013 年 4ha の土地を

売っていた。野中さんは一般的に取引されている価格よりも高い値段で買っている。 

 

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 ガソリン代 電話代 

6,480,000 600,000 600,000 0 250,000 9,000,000 5,500,000 4,000,000 

（出典：調査データより筆者作成） 

 

 表 3 は 2016 年の主な家庭の支出である。米は年間で 24 袋購入している。1 袋当たり 50kg

なので、年間 1200kg 消費していることになる。50kg の袋は一般的に 27000kip で販売されて

おり、この金額をもとに年間の米代を算出した。水道代は井戸を使用しているためかかってい

ない。医療費は病院へ通うために使っているものではなく、薬代に使っている。教育費は、今

学校に通っているのが孫のポンティだけであるため 900 万 kip は高すぎる。今までかかった全

員分の学費なのではないかと予想したが、詳しく聞くことは出来なかった。ガソリンはバイク

と 3 台の草刈り機に使用している。以上の主な支出は 2643 万 kip である。 

他には苗木用のポットを 9kg 購入している。これは先ほど記した通り、自ら苗木に育て、パ

クソンの人へ売り、一部はそのまま自分で使用している。また、牛糞を 80 バッグ買っている。

しかし化学肥料は買っていない。有機栽培の研修で化学肥料の代わりにウィスキーを使うこと

を教わったそうだ。 

 

２ 考察・感想 

 クーさん一家では ATJ にティピカを売っていないためフェアトレードの恩恵を受けていな

い。ATJ では仲買人より高い値段でコーヒーを取引している。そのうえ価格を前もって決めて

公開しており、収穫期の前に収穫予想量の 70%を前払いしている。しかし、クーさん一家では

栽培しているコーヒーのすべてを仲買人に販売している。仲買人に売ることで収穫後すぐに売
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ってお金にすることができる。そして

ATJ に売るときはパーチメントまで

自分で加工しなければならないが、そ

の手間も省くことができる。 

 クーさんになぜ仲買人に売っている

のかをうかがった際、すぐにお金にな

るからとおっしゃっていたが、そのほ

かにもクーさん一家では家族のみでコ

ーヒーを育てている。チェリーをパー

チメントまで加工するのも重労働にな

るため仲買人を選ぶのだろう。 

 クーさんへの家計調査が私たちの班

にとって 1 回目家計調査だった。とても緊張していたが、マンゴーや水を出してくれたり、私

たちの持っていったお菓子を「おいしい」と食べてくれたりした。そのため質問項目以外の話

も聞くことができた。家計調査を行う際、相手との関係づくりが重要になってくることを実感

した。 

II ペッツサモンさん一家 

社会文化システム学科 2 年 関  千 代 美 

 

１ 家計調査の結果 

表 1 世帯構成 （2016 年 12 月 25 日調査） 

名前 続柄 性別 年齢 学歴 出身地 

ブンノム 世帯主 男 52 中学校卒業 プーオーイ村 

ペッツサモン 妻 女 52 小学校卒業 ドンヘン? 

※ドンヘンはメコン川沿いの村らしいが、後の調査で見つからないため聞き違いの可能性がある 

（出典：調査データより筆者作成） 

 

ペッツサモンさん一家は 8 人家族で、今回は世帯主ではなく奥さんへの聞き取り調査であっ

た。ペッツサモンさんご夫婦のほかに、4 人の娘さんと 2 人の義理の息子（2 人の娘さんの旦

那さん）という構成である。ペッツサモンさんの旦那さんであるブンノムさんはこの村の村長

であり、今回のスタディツアーでホームステイやコーヒーの実の収穫体験をさせていただいた。

写真 51 クーさん一家 
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ペッツサモンさんは小学校を、旦那さんは中学校を卒業しており、娘さんをパクセの大学に通

わせるなど、教育の大切さを知っているように感じた。 

 

ペッツサモンさん一家は成体でないアヒルを 18 匹飼育しているが、これらはすべて家族で

消費する食料であり、売りはしない。 

コーヒーの農地は全部で 17.5ha あり、そのうちアラビカ・カティモールは 8ha で 2 万本、

ロブスタは 8ha で 1 万 6000 本、ティピカは 1.5ha で 3000 本栽培している。カティモールと

ロブスタが同じヘクタール数なのに対して植えている本数に差があるのは、それぞれの木の特

徴によるものである。カティモールは木が小さく、2.5ｍ間隔で植えていくのに対し、ロブスタ

は木が大きく 3～3.5ｍ間隔で植える必要があるためだ。ちなみに、ティピカは 3ｍ間隔が基本

である。 

家庭菜園ではオニオン、レタス、チリ、パパイヤ、ジャックフルーツ、生姜、ガランガーな

どを育てている。これらもすべて家族で料理に消費する野菜であり、売りはしない。 

 

表 2 は、2016 年のコーヒー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。ダオファン社からは有機肥料 2 トンと米を 1 トン事前に受け取っている（ダオファン

社の場合、JCFC を通じ有機肥料や米を前渡し分に事前に支給される）。また、ティピカのデー

タは 2015 年のデータである（調査の時点ではまだ今年の取引が行われていなかったためであ

る）。 

これらのデータからわかるように、一家は広大な土地を保有し、高収入であるため他の農家

の農地へ働きには出ていない。 

 

表 2 コーヒーの売却量と売却価格（2016 年 12 月 25 日調査） 

販売先 種類 状態 総量（kg） 価格（kip/kg） 収入（kip/kg） 

ダオファン 
カティモール チェリー 20,000 2,200 44,000,000 

ロブスタ 生豆 1,500 13,000 19,500,000 

仲買人 アラビカ種 チェリー 15,000 2,000 30,000,000 

ATJ(JCFC) ティピカ パーチメント 300 27,000 8,100,000 

（出典：調査データより筆者作成） 

 

表 3 は労働者を雇ったときの内訳である。時期によりかなりの人数を雇用しており、一家の

経済状況が比較的良いことがわかる。まず、草刈りでは 5 人を 80 日間雇い、1 人頭一日当たり
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4 万 2000kip 支払っている。アラビカ種（カティモール・ティピカ）の収穫作業では 15 人を

45 日間雇い、1 人頭一日当たり 3 万 kip 支払っている。ロブスタの収穫作業では 5 人を 21 日

間雇い、1 人頭一日当たり 7 万 kip 支払っている。アラビカ種とロブスタの収穫賃金にこれだ

けの差が出る理由は、アラビカ種はチェリーでの収穫であるのに対し、ロブスタはパーチメン

ト加工まで含めての賃金のためである。以上より、雇用労働者への支払いの総額は 4 千 440 万

である。 

 

表 3  雇用労働者の内訳（2016 年 12 月 25 日調査） 

種類 人数 年間労働日数 賃金（kip/人/日数） 

草刈り 5 80 42,000 

アラビカ種の収穫作業 15 45 30,000 

ロブスタの収穫作業 5 21 70,000 

（出典：調査データより筆者作成） 

 

その一方、一家には借金がある。銀行から 8 千万 kip（12 カ月期限、14％の利子）、親戚か

ら 3 千万 kip（無期限、無利子）借りており、どちらも半分は返し終わっている。借金の用途

は食費や教育費、賃金などの生活費にあてている。 

 

表 4 年間の主な支出（kip/年）（2016 年 12 月 25 日調査） 

米代 土地税 電気代 水道代 医療費 教育費 ガソリン代 電気代 

6,750,000 700,000 960,000 0 5,000,000 40,000,000 10,000,000 5,000,000 

（出典：調査データより筆者作成） 

 

表 4 は 2016 年の主な家庭の支出で

ある。米は年に 25 袋購入しており、

家族分のみである。1 袋あたり 50kg

なので、年間 1250kg 消費している計

算である。そこから 1 袋あたり 27 万

kip として年間の米代を算出した。水

道代は井戸水を使用しているためかか

っていないが、飲み水代として毎月 1

万 5000kip の支出がある。教育費は 4

写真 52 ペッサモンさん（右） 
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人の娘のうち、現在 2 人がパクセの大学に通っており、1 人頭 2000 万 kip として 2 人分の教

育費と考えられる。ガソリンは 4 台のバイクと１台のトラック、3 台の草刈り機に使用してい

る。携帯代は 8 台分である。以上の主な支出の総額は 6841 万 kip である。 

他にティピカの苗を 1000 本、苗バッグを 60kg 購入している。牛糞堆肥は購入しておらず、

果肉除去したコーヒーの実を 2000 袋分使っている。化学肥料は購入していないが、除草剤を

60 缶コーヒー栽培に使用しているらしく、こちらの家庭では無農薬栽培でない可能性が疑われ

る。支給されたものや購入しただけという可能性もあるが、ここに関しては深い調査が必要だ

ろう。 

 

２ 考察・感想 

 ホームステイ先のお宅であり、コーヒー収穫を体験した土地の所有者である方の調査であっ

たため、ただ聞き取り調査のデータを取るだけでなく、実際にコーヒー農地の光景や普段の生

活を目で見て肌で感じることができた。この家におけるフェアトレードの割合は以下のように

なる。 

 ①ダオファン社への売却 

  アラビカ種カティモール（チェリー）： 44,000,000 kip 

           ロブスタ（生豆）： 19,500,000 kip 

                 合計： 63,500,000 kip 

 ②仲買人への売却 

  アラビカ種カティモール（チェリー）：30,000,000 kip 

 ③ATJ への売却 

アラビカ種ティピカ（パーチメント）：8,100,000 kip 

 ④コーヒー全体の収入 

  ① ＋ ② ＋ ③ ＝ 101,600,000 kip 

 全体のうち、ATJ の割合は                        

  8,100,000 kip ÷ 101,600,000 kip ＝ 0.0797 ≒ 8％ 

 

 以上の計算から、フェアトレードによる金銭的恩恵は総収入の 8％と少ない数値であること

がわかる。ただこの家は非常に広い土地を所有し、加工設備もあるのでティピカでの売却も行

っているのではないかと考えられる。村が違い、家庭が違う。現場時の状況は多種多様である。

家計調査とは、数値だけでなくその家の経済状況も踏まえた「その家」の調査なのだと気づか

された。 
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III スーシャさん一家 

社会文化システム学科 3 年 後 藤 友 希 

 

１ 家計調査の結果 

 スーシャさん一家の家族構成は、以下表 1 の通りである。 

 

表 1 家族構成 (2016.12/25 調査) 

名前 続柄 性別 年齢 終学歴 出身地 

スーシャ 世帯主 男 56 高校卒業 プーオーイ 

モック 妻 女 46 小学校卒業 プーオーイ 

トミー 娘婿 男 25 高校卒業 プーオーイ 

シャラマニー 娘 女 23 大学卒業 プーオーイ 

ヨクマニー 娘 女 21 高校卒業 プーオーイ 

ボウフェン 娘 女 20 高校卒業 プーオーイ 

ボビー 息子 男 13 中学校途中 プーオーイ 

（調査結果より筆者作成） 

 

お話を聞いたのはスーシャさんの奥さんモックさんである。もともと AGPC の一員である。

ホームステイ先にもなったこの一家は調査をした際、奥さんと一番下の息子ボビーくんしかい

なかった。お話を聞いた際に住民登録票を見せてくれた。スーシャさん一家は 7 人家族で、ス

ーシャさんはコーヒー農家である。娘のうちヨクマニーとボウフェンはタイにいるそうだ。ま

たシャラマニーさんは金融管理と銀行の大学を卒業した。 

家畜は牛 7 頭、鶏 10 羽を飼っており、前年度に牛を 1 頭あたり 400 万 kip で 2 頭売った。

スーシャさんの農場では、アラビカ種カティモールが 4ha に 22,000 本、アラビカ種ティピカ

が 2ha に 4,000 本を植えている。さらに、ロブスタ種は別々の場所で育てているようで 3ha

に 6,000 本と、2ha に 4,000 本、1ha に 2,000 本、2ha に 4,000 本、計 8ha に 1 万 6,000 本を

育てている。アラビカ種カティモール以外は,別の村に農園がある。 

続いてコーヒーの売却先をまとめていく。下の表 2 は種類別の売却先と売却量、単価、収入

を示している。なお、現在 AGPC は解散しており、プーオーイ村には存在しない。 
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表 2 種類別の売却先と売却量、収入 

（調査結果より筆者作成） 

 

ダオファン社にアラビカ種カティモールのチェリー4 トンを 1kg あたり 2,500kip で、仲買人

にロブスタ種の生豆を 2,500kg で、1kg あたり 1 万 4,000kip で売却した。一方で、アラビカ

種ティピカは、仲買人に 600kg2 万 kip、さらに ATJ に 200kg を 2 万 7,000kip で分けて売却

した。売却先を分割した理由は確実な売却可能量が 200kg であったからだと言う。ATJ の支払

制度では、収穫前に報酬の 70％、収穫後に残りの 30％を受け取ることになっているが、収穫

後の報奨金の確証がないうえ、予定量を大幅に変更した場合返金しなければならないため、多

くの拠出量を申告する報告はしなかったという。コーヒーの収入は全体で 6,240 万 kip であっ

た。一方、2 人の娘がタイに出稼ぎに出ており、一人あたり 1 ヶ月間 1 万 4,000Baht（約 310

万 kip）の収入を得ている。また、銀行に 5,000 万 kip の融資を受けている。その目的は、教

育費や、食費の補填や、バイクの購入である。 

 

表 3 年間の主な支出（kip/year） 

米 土地税 電気代 水道代 医療費 教育費 ガソリン代 通信料 

6,480,000 0 600,000 0 2,000,000 10,000,000 3,000,000 1,440,000 

（調査結果より筆者作成） 

 

次に、支出部分について以下表 3 である。この他に除草剤と、虫剤を 2 缶購入している一方

で、肥料としてコーヒーの果肉スキンは 100 袋使っているが、これは自分の農園からでたもの

なので費用はかかっていない。米は 24 袋（1,200kg）購入している（1 袋 50kg、27 万 kip を

掛けて年間試算を算出）。米は出稼ぎに行っている 2 人の娘以外で消費している。ひとりあた

りの金額は 129 万 6000kip となる。ひとりあたりの年間消費量は 240kg となる（27 万 kip で

割って 1 袋 50kg で掛けて算出）。5 人で生活するにはちょうど良い量である。 

土地税と水道代は不明である。電気代はひと月 5 万 kip で、年間で 60 万 kip であった。教育

費は現在 3 人が学校に通っており 1 人あたり、約 333 万 kip となる。ガソリン代はバイク 3 台

種類 売却先 状態 総量(㎏) 単価(kip/kg) 収入(kip) 

カティモール ダオファン社 チェリー 4,000 2,500 10,000,000 

ロブスタ 仲買人 生豆 2,500 14,000 35,000,000 

ティピカ 仲買人 パーチメント 600 20,000 12,000,000 

ティピカ ATJ (JCFC) パーチメント 200 27,000 5,400,000 
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でかかった費用である。通信料は、ケータイ電話が 4 台一家にあり、ひと月 12 万 kip である。 

 

２ 感想・考察 

この家庭は 7 人家族で、ほとんどが高校以上を卒業しており、家庭内の労働者が多い。また、

多くの農地を所有していることから、比較的収入は高いように見える。しかし、その反面、銀

行から 5,000 万 kip もの融資を受けているようだ。スーシャさん一家は特に食費と、教育費に

お金をかけているばかりではなく、子供に教育をしっかり受けて欲しいと考えているようだ。 

驚いたことに、この家庭は 200kg しか ATJ に売っていない。だが、今回は 初にフェアト

レードの恩恵がどの程度家計にあるのか求めた後、もし 800kg 売った場合、どの程度一家の家

計が変わるのか考えたい。 

 

(1) ATJ に 200kg の場合 

表 2 の ATJ のティピカの収入を、全体の収入で割ると、ATJ 売却分はコーヒー売却量分の

8,6％となる。仲買人に売るよりも、140 万 kip 多い収入が得られる。これはスーシャさん一家

のおよその通信代に相当する。したがって、それなりの恩恵はあると言える。 

 

(2) 次に、800kg すべてのティピカを ATJ に売却した場合 

コーヒーから得られる収入全体の

32％となり、同様の分を仲買人に売る

よりも 660 万 kip の収入上昇となる。

これはこの家庭娘 2 人分の教育費に相

当する。家計が変わるという事実を知

ることができた。経済的恩恵を増やす

ためにも今後もフェアトレードの支援

は必要であり、取引は継続すべきだと

実感した。 

 

 

 

 

 

 

 

写真 53 スーシャさん（真ん中） 
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家計調査結果――③ノンヤートゥン村 

I ジャンプーさん一家 

社会文化システム学科 2 年 三 浦 結 奈 

 

１ 家計調査の結果 

ジャンプー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 （2016 年 12 月 27 日調査） 

名前 性別 生年月日 年齢 学歴 出身地 

ジャンプー 男 1966/12/29 50 小学校（3 年間） ノンヤートゥン 

ヌートーン 女 1964/11/17 52 小学校 コンセドン 

ターウォーン 男 1992/3/7 25 高校 ノンヤートゥン 

ドーンサイ 男 1993/6/7 23 チャムパーサック大学 ノンヤートゥン 

サヤポーン 女 1995/9/7 21 小学校 ノンヤートゥン 

グレンサー 男 2015/10/13 1 未就学 ノンヤートゥン 

  (出典：調査データより筆者作成) 

 

調査を行ったジャンプーさん一家は 6 人家族である。今回はジャンプーさんの妻であるヌー

トーンさんにお話を伺った。ヌートーンさんは表 1 の通りもともとコンセドンというところで

暮らしていたが、結婚したのを境にノンヤートゥン村に引っ越してきた。 

家畜については、牛 4 頭とアヒル 23 羽を買っており、このアヒル 23 羽はヌートーンさんが

ジャンプーさんと結婚した時にジャンプーさんが買ってくれたものであり、のちに家庭内で消

費するという。 

この家庭では、6ha のロブスタと 4ha のカティモールの計 10ha の農地を持っている。6ha

のロブスタの農地には約 1 万 8000 本の木が植えられていて、ロブスタと一緒にティピカも少

量ではあるが混ぜて植えられている。一方、4ha のカティモールの農地には約 1 万 6000 本の

コーヒーの木が植えられている。 

 

表 2 はコーヒー豆の種類、販売先、総量、価格などをまとめたものである。この家庭では、

3 種類のコーヒーのうち、カティモールとロブスタは仲買人を通してダオファン社に売ってい

る。そのため、ダオファン社から 10 トンの肥料ももらっているそうだ。また、ティピカを ATJ
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に売るにはパーチメントにしなくてはいけないため果肉除去機が必要だが、この家庭には果肉

除去機があるため、自分で加工して売ることができる。表 2 には、ティピカのみ ATJ に売って

いるとなっているが、これも先ほどと同じで仲買人を通じて ATJ に売っている。なぜ仲買人に

売っているのかを聞いたところ、車は持っているが運転できる人がいないため、こちらまで買

い取りに来てくれる仲買人に売っているそうだ。 

カティモールのチェリーは 3000kip/kg を 20 トン売却し、6000 万 kip、ロブスタの生豆は 1

万2000kip/kgを10.5トン売却しで1億2600万kip、ティピカのパーチメントは2万5000kip/kg

を 200kg 売却し 500 万 kip の収入を得ている。但し、このロブスタの収入に関しては額が大き

すぎるため、数値が正確でない可能性がある。 

 

表 2 コーヒーの売却量と売却価格 

種類 販売先 状態 総量(kg） 価格(kip/kg) 収入(kip) 

カティモール 仲買人 チェリー 20,000 3,000 60,000,000 

ロブスタ 仲買人 生豆 10,500 12,000 126,000,000 

ティピカ ATJ パーチメント 200 25,000 5,000,000 

 (出典：調査データより筆者作成) 

 

 また、この家庭ではコーヒー以外にも栽培し、販売しているものがある。それは表 3 の通り

である。キュウリを 5000kip/kg で 2 トン売り 1000 万 kip、唐辛子を 4000kip/kg で 200kg 売

り 80 万 kip の収入をそれぞれ得ている。これらは、コーヒーと同じく仲買人に売っている。

また、これ以外にもトウモロコシを育てているが、これは自家消費用である。 

 

表 3 その他作物の売却量と売却価格 

種類 販売先 総量(kg) 価格(kip/kg) 収入(kip) 

キュウリ 仲買人 2,000 5,000 10,000,000 

唐辛子 仲買人 200 4,000 800,000 

         (出典：調査データより筆者作成) 

 

 この家庭では家族が外に働きに出ることがある。25 歳のターウォーンさんと 21 歳のサヤポ

ーンさんはそれぞれ年間 15 日ずつ草刈りをしている。草刈りは、手で行う場合は一日当たり 4

万 kip、機械で行う場合は 7 万 kip の収入を得ることができる（実際にどちらでやっているの

かは聞きそびれてしまった）。また、同じくターウォーンさんとサヤポーンさん、そして世帯主
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であるジャンプーさんは年間 15 日ずつコーヒーの収穫をしている。コーヒーの収穫は、一日

当たり 3 万 kip の収入を得ることができ、草刈りとコーヒーの収穫の雇用収入額の合計は 255

万 kip~345 万 kip である（しかし、自分の農園を差し置いてこんなにも働きに出ているのはお

かしいため、このデータは間違っている可能性がある）。 

 家族が外に働きに出る以外にも、自分の農園に人を雇い入れている。アラビカの収穫では 4

人を 60 日ずつ雇い、一日当たり 3 万 kip の賃金を労働者に払っている。ロブスタの収穫では

15 人を 45 日ずつ雇い、一日当たり同じく 3 万 kip の賃金を払っている。この人数は 2016 年

のもので、昨年はもっと少なく労働力が足りなかったために、今年は昨年より多く雇ったそう

だ。また、この雇用労働者は他の村から来たものなどで血縁関係はなく、雇用期間中は寝食を

共に過ごしている。この年の人件費の合計は 2745 万 kip である。 

 ジャンプーさん一家は、銀行から総額 2000 万 kip の融資を受けている。この借金は教育費

やコーヒー農園にかかる費用のために借りたもので、金利 3.5％で借りている（しかし銀行の

金利は一般に年 13~14%のためこの数値は正しくない可能性がある）。なお、期間は 1 年で 2017

年 4 月には返済する予定である。 

 

 表 4 は、2016 年の主な家庭の支出をまとめたものである。ジャンプーさんの家庭では、米

を年 30 袋買っている。これは家族の分の他に雇用労働者分も加えた数である。また、農園の

広さから考えて土地税が少ないのは、払っていない分があるのではないかと考えられる。水道

代がかかっていないのは、井戸水を利用しているからである。医療費は 200 万 kip であり、こ

れは、病院と薬の費用に使っているという。しかし、誰かが病気になったのかは聞きそびれて

しまった。教育費は、現在チャムパーサック大学に通っているドーンサイさんの分で 500 万

kip である。 

 

表 4 年間の主な支出（kip/年） 

米 土地税 電気代 水道代 医療費 教育費 ガソリン代 通話代 

8,100,000 120,000 420,000 0 2,000,000 5,000,000 3,000,000 200,000 

(出典：調査データより筆者作成) 

 

また、表 4 には記載していないが、ジャンプーさんの家庭では苗木用のポットを 4kg 購入し

ている。これはカティモール用で、約 7000 本の苗木を育てているという。他にも肥料につい

て伺ったところ、ダオファン社から支給される肥料の他に、自分の農園から出たコーヒーの果

肉を肥料にしているため、とくに自分で肥料は購入していない。 
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２ 考察・感想 

ジャンプーさん一家の調査結果から、収入額がとても大きいことが分かる。具体的にジャン

プーさんの家庭の収入と主な支出の差額は以下の通りである。 

 

総収入 204,350,000kip ― 主な支出 66,990,000kip ＝ 137,360,000kip 

 

 総収入は、コーヒーやその他作物の売却で得られる収入と、家族が出稼ぎに行って得られる

収入を足したものである。草刈りは、手で行うか機械で行うかによって賃金が変わるが、今回

は手で行うと仮定し計算した。このような高額な収入となる原因はコーヒーの売却で得られる

金額が一般の家庭よりかなり高いためである。しかし、先ほども記したようにロブスタの収入

額に関しては誤りがある可能性があるため、この総収入額は再調査の必要がある。 

また主な支出額は、表 4 で挙げたものと、雇用労働者に対する賃金、借金を含んだものであ

る。この借金は期間が 1 年であったため、利子を足した全ての額を支出に入れて計算した。 

ここで疑問となるのは、コーヒーの売却における収入だけでも十分であるように思えるが、

更に出稼ぎに出ていることである。そして、自分の農園にもまた雇用労働者を雇っているため、

何か矛盾しているように思われる。また、これだけの収入があるのに借金をしていることに対

しても少し疑問に思った。 

コーヒーの売り先に関しては、車を運転できる人が現在この家にはいないため、仲買人を通

して売るのは妥当であるだろう。フェアトレードである ATJ との取引も行っているが、総収入

のうちフェアトレードで得られる分は以下の通りである。 

 

ティピカの収入 5,000,000kip ÷ 総収入 204,350,000kip × 100 ＝ 約 2.4% 

 

この計算から、総収入のうちのフェア

トレードが占める割合はかなり低いこ

とが分かる。 

今回の調査では、疑問点がいくつも

見つかった。この疑問点をもしその場

で気づくことができれば、もっと正確

な情報が得られていたかもしれないた

め、その点がとても悔やまれる。しか

し、この家計調査から今まで知らなか

写真 54 ヌートーンさん（右上） 
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ったコーヒー農家の家計状況を詳しく知ることができ、とても勉強になったので良かったと思

う。 

II ボーンヤンさん一家 

社会文化システム学科 2 年 松 山 京 華 

 

１ 家計調査の結果 

 ボーンヤ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（2016 年 12 月 26 日調査） 

名前 性別 生年月日 年齢 学歴 出身地 

ボーンヤン 男 1982 34 小学校 ノンヤ―トゥン 

ノイ 女 1983 33 小学校 ノンヤ―トゥン 

ティ 男 2002 14 小学校 ノンヤ―トゥン 

トイ 男 2003 13 小学校 ノンヤ―トゥン 

ティック 女 2006 10 小学校（在学中） ノンヤ―トゥン 

（出典：調査データより筆者作成） 

 

 この家庭は、夫のボーンヤンさんとその妻ノイさんと 3 人の子どもの 5 人で構成されている。

今回は奥さんのノイさんに話を伺った。息子 2 人は小学校を中退したが、娘は小学校に在学中

であった。学校に通っていない息子 2 人は、今は家庭菜園やコーヒー収穫などの手伝いをして

いる。 

家畜は、鶏を 21 羽所有しているが、すべて自分たちで消費する食料であり、売りはしない。

コーヒーの農地は 4ha であり、そのうちカティモールは 2ha に 4000 本、ティピカも 2ha に

4000 本植えていた。 

 

 表 2 はこの家庭のコーヒー豆の種類、売り先、販売量、単価をまとめたものである。カティ

モールのチェリーは3トンを1kgあたり3,600kipで仲買人に売却した。一方、ティピカは300kg

を 1kg あたり 27,000kip で ATJ に売却した。 

化学肥料や殺虫剤、除草剤は使っておらず、肥料はコーヒーの果肉のみを使っている。苗木

を 3,000 本植えているが、毎年植えているわけではなく、必要になった分だけ植えている。ち

なみに、1 本 56kip で購入している（相場よりかなり安いので聞き間違いかもしれない）。 
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また、家庭菜園では唐辛子を 60 本、隼人瓜、ナス、とうもろこし、タバコ、パパイヤ、ガ

ランガーを育えている。これらは家庭菜園であるため、どこかに売ったりはせず、自分たちで

消費するために育てている。 

 

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） 単価（kip/kg） 

カティモール チェリー 仲買人 3,000 3,600 

ティピカ パーチメント ATJ 300 27,000 

（出典：調査データより筆者作成） 

 

表 3 は、ボーンヤンさん一家の 1 年間の主な支出である。まず、ボーンヤンさん一家は、全

て家族内労働でまかなっているため、雇用労働者は雇っていない。借金もない。米は年間 20

袋（1,000kg）を購入していたので、5 人でひとりあたり約 200kg を 1 年間で消費しているこ

とが分かる。水道代は、井戸水をくみ上げて使っているため、かかっていない。 

 

表 3 主な支出（kip/年） 

米 土地税 電気代 水道代 医療費 電話代 

5,400,000 160,000 288,000 0 150,000 120,000 

（出典：調査データより筆者作成） 

 

２ 考察・感想 

 調査の結果から、ボーンヤンさん一家は、他で働いて稼いでいる人もいないため、収入の収

入源がコーヒー栽培だけであることが分かる。コーヒーもそれほど量を多く売っていないため、

収入が少なすぎるのではないかと思った。だが、収入が少なくても生活に困っていないのは、

家庭菜園での野菜類の栽培や鶏の飼育をすることで、自分たちの食料を確保しているため、食

費がそれほどかからないということが考えられる。実際に家庭菜園の農園を見せてもらったが、

農園はとても広くて、多くの量の作物が植えてあった。 

 ここで、ATJ のフェアトレードがこの家庭にどのくらい恩恵を与えているのかを、家計調査

をもとに考察した。まず、表 2 で扱ったコーヒーでの収入を合計する。販売量×1kg 価格なの

で、カティモールとティピカを合わせて 1890 万 kip になる。次に ATJ にティピカを売ってい

なかった場合を考えてみる。そうすると、ティピカは仲買人に売ることになる。300kg のティ

ピカのパーチメントは、はチェリーに換算すると 1,800kg となる。これをカティモールと一緒
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に仲買人に売却することになるため、

その総量は 4,800kg となる。これに先

ほどと同じように 1kg当たりの単価で

ある 3,600kip をかけて全て合計する

と、1728 万 kip になる。 

この結果、1800 万 kip から 1728 万

kip を引くと、162 万 kip となり、こ

れがフェアトレードによってもたらさ

れた利益になる。また、割合にすると

総収入の約 8.5％となる。 

 今回家計調査結果の分析を通してフ

ェアトレードについての理解も深まったばかりでなく、ラオスのコーヒー農家の生活の一端を

知ることができた。1 回目は慣れない調査で混乱してしまい、上手くいかなかったものの、2

回目からは和やかな雰囲気で楽しく調査をすることができた。とても良い経験となった。 

III ペンさん一家 

社会文化システム学科 3 年 礒 野 由 奈 

 

１ 家計調査の結果 

 

表 1 家族の基礎データ（2016 年 12 月 27 日調査） 

名前 続柄 性別 年齢 終学歴 出身地 

Phen 世帯主 男 50 小学校卒業 ノンヤートゥン 

Phone 妻 女 48 小学校卒業 パクセ 

Noy 娘 女 27 小学校卒業 ノンヤートゥン 

Nalin 孫 女 6 小学校在学中 ノンヤートゥン 

（出典：調査結果より筆者作成） 

 

 調査時、家には組合長のモーンさんと、この家の奥さんであるポーンさんがおり、主にポー

ンさんからお話を伺った。この家は、旦那さんのペンさん、調査対象者である奥さんのポーン

さん、娘のノイさん、その娘のナーリンさんの 4 人で構成されている。ポーンさんはパクセ出

身だが、この村でペンさんと出会い結婚した。ペンさんと子供たちは、この村の出身である。

写真 55 ノイさん（左から 2 番目） 
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ノイさんは既に夫と別れている。 

 この家庭は 3 ヘクタールの土地にアラビカ=カティモールを 1 万 5000 本育てており、そこに

一緒にアラビカ=ティピカを 400 本育てている。本来であればカティモールとティピカを一緒

に育てると、混ざり合ってしまうため良くない。しかしこの村では、湿気から守られるため、

カティモールとティピカを一緒に育てると良いと考えられているそうだ。また、4 ヘクタール

の土地にロブスタを 1 万 5000 本育てている。 

 

表 2 各種類別の売却先と売却量、売却額 

（出典：調査結果より筆者作成） 

 

 上記のアラビカ=カティモールとロブスタについては 2015 年の販売結果、アラビカ=ティピ

カについては 2014 年の販売結果である。2015 年のアラビカ=ティピカの販売については、チ

ェリーの状態のまま 1kg 当たり 2400kip で、1000kg 分を組合長のモンさんに売っている。こ

の理由についてポーンさんは、世話をするための十分な労働力を持っていないためだと語った。 

 仲買人とはこの村にいる仲買人のことであるが、その彼らに豆を売っている理由を尋ねたと

ころ、簡単で便利だからだ、という返答だった。AGPC や ATJ（JCFC）の場合自分で豆を運

ばなければならないが、トラックに積んで持って行きたくないそうだ。 

 

表 3 雇用労働者の受け入れ状況 

 人数 日数 賃金（person/kip） 土地（ha） 

草刈り 手作業 20 2 40,000（day） 1 

機械作業 50 2 70,000（day） 4 

収穫作業 15 60 800,000（month）  

（出典：調査結果より筆者作成） 

 

 草刈りと収穫作業時に労働者を雇っており、手作業で草刈りをする場合は 1 日に 10 人を 2

日間雇い、一日一人当たり 4 万 kip 支払っている。1ha の土地を 2 日間で終えられる。草刈り

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 1,300 2,200 2,860,000 

アラビカ 

（ティピカ） 

パーチメント ATJ

（JCFC） 

250 27,000 6,750,000 

ロブスタ 生豆 仲買人 7,000 11,000 7,700,000 
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機を使う場合は、1 日に 25 人を 2 日間雇い、一日一人当たり 7 万 kip 支払っている。こちら

は 4ha の土地を 2 日間で終えられる。手作業は主に小さい木に対して行い、機械作業は大きい

木に対して行う。この草刈りの賃金は地域でだいたい同じ値段になっている。収穫作業は、ロ

ブスタとアラビカとも 15 人を 2 か月間雇い、1 ヶ月一人当たり 80 万 kip 支払う。なおこの期

間彼らはこの家で暮らすそうだ。雇用労働者に対する支払いの総額は、2830 万 kip である。 

 この家庭は労働者が 3 人しかおらず、しかも内 2 人は女性である。よって多くの人を雇い入

れる必要があり、その支払いのために借金をしている。2016 年、親戚であるこの村の仲買人に、

2 か月間 3 百万 kip 借りた。この借金は、収穫したコーヒーをその仲買人に売ることで返済し

たそうだ。ただ、ラオスでは親しい人に対しても「親戚」と呼ぶため、この仲買人が本当に親

族なのかは分からない。 

 支出に関して、米は、1 年間の内 10 か月は家族のみの消費でひと月あたり 1 袋消費し、内 2

か月は雇人も含めてひと月あたり 4 袋で、この年は 1 年間で 18 袋消費したそうだ。米袋は一

袋当たり 50kg であるため、900kg を消費した。1 袋 27 万 kip 程度なので、486 万 kip が年間

の支出となる。土地税は、コーヒー農園の 7 ヘクタールで年間 50 万 kip、家の敷地で 12 万 kip

だが、こちらの面積に関しては分からないらしい。電気代はひと月あたり 1 万 3000kip から 2

万 4000kip である。医療費は、2016 年は年間 6 万 kip だが、手術をした 2014 年は、年間 2000

万 kip かかった。教育費は年間 20 万 kip である。ガソリン代は、普通の月だとひと月あたり

15 万 kip だが、コーヒーの収穫時期には 50 万 kip かかる。通話代は、携帯 1 台あたり月 3 万

kip から 4 万 kip かかり、合計 3 台所有している。これらを合計すると、年間 996 万 8000kip

となる。 

 

２ 考察・感想 

 この家庭はフェアトレードによってどれほど金銭的恩恵を受けているのか考察する。2016

年の結果は、まだ収穫途中だったので得られず、2014 年と 2015 年の結果を合わせて考える。 

 まず、総収入を計算すると、カティモールのチェリーの仲買人への販売総額は 286 万 kip、

ロブスタの生豆の仲買人への販売総額は 7700 万 kip、ティピカの ATJ（JCFC）への販売総額

は 675 万 kip、合計 8661 万 kip である。これは、日本円に換算すると、年収がおよそ 120 万

円ということになる。また、総収入のうちのフェアトレードである、ATJ（JCFC）への販売

額が占めている割合は、約 7,79％である。 

 もし ATJ（JCFC）にパーチメントの状態で売っていたティピカを、チェリーの状態で仲買

人に売っていたらどうなるだろうか。チェリーの重さになおすために、ティピカのパーチメン

ト 250 kg を 6 倍して、1,500 kg となる。アラビカの 1kg あたりの仲買人の買い取り額は

2,200kip なので、1,500 ㎏×2,200kip で 330 万 kip。ATJ（JCFC）へ売った場合の 675 万 kip
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と仲買人へ売った場合の 330 万 kip を比べるとその差額は 345 万 kip であることが分かり、こ

の金額がフェアトレードの恩恵である（コーヒーからえる総収入の 3.98％）。 

 家計調査時に、フェアトレード価格で他より高く買い取ってくれるはずの ATJ（JCFC）に

豆を売らない理由については意識的に質問したが、逆になぜ ATJ（JCFC）に売るのか、とい

うことに関しては質問しなかった。しかし、帰国後に行った家計調査結果の検討の時に、なぜ

ATJ（JCFC）に豆を売るのかという話になり、理由を聞くべきであったと思った。その時に、

様々な角度で物事を考えることの大切さに気が付いた。 

村の違いにとどまらず、家庭ごと

にも収入や支出、置かれている状況

が多様であり、それぞれの家庭でフ

ェアトレードを選択しない理由が必

ず存在する。そのことが、家計調査

を行い、さらにそのデータを他の家

計のものと比べながら検討すること

で分かった。思っているほどフェア

トレードの問題は単純ではないこと

を実感した。 

 

  

写真 56 ペンさん（右から 3 番目） 
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家計調査結果――④プーマッコ村 

I ワンサイさん一家 

社会文化システム学科 2 年 千 本 梨 紗 子 

 

１ 家計調査の結果 

 ワンサイ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 終学歴 出身地 

ワンサイ 47 男 世帯主 1969/12/23 高校卒 スクマ郡 

ウィラィポーン 46 女 妻 1970/5/5 教育専門学校卒 ビエンチャン 

サイアン 26 男 息子 1990/5/2 大学卒 プーマッコ 

スーリサー 24 男 息子 1992/1/1 大学卒 プーマッコ 

オーラ―ファン 22 女 娘 1994/12/6 大学在学中 プーマッコ 

ベンジャワン 19 女 娘 1997/9/8 大学在学中 プーマッコ 

ラッダーワン 16 女 娘 2000/12/2 高校在学中 プーマッコ 

  （出典：調査データより筆者作成） 

 

 今回はワンサイさんの妻であるビーラィポーさんにお話を聞いた。ワンサイさんの家族構成

は、ワンサイさんと妻ビーライポーさんの間に 5 人の子どもがいる。子どもたちはそれぞれ高

校や大学に通っており、今回調査していた家に住んでいるのは夫婦だけであった。したがって、

この世帯は基本的には 2 名で構成されている。ウィラィポーンさんの両親がコーヒー農家をす

るためにウィラィポーンさんはプーマッコ村に移り、ワンサイさんはウィラィポーンさんと結

婚するためにこの村に移住したという。サイアンさんとスーリサーさんは法律系の大学、オー

ラ―ファンさんは経済系の大学に通っている、もしくは通っていた。 

ワンサイさん一家では家畜を全く飼っていない。しかし、ビーライポーさんが犬好きという

ことで、ラオスでは珍しくペットとして洋服を着せた犬を 1 匹飼っていた。 

 ワンサイさんは、現在 2ha のコーヒー農園を持っている。そのうち 1.5ha にカティモールの

木が 6000 本、0.5ha にティピカの木が 1500 本あり、裏庭には 200ｍ2 の間にカティモールが

350 本植えてあり、ここには結婚の記念として豆を売らずに植えてあるロブスタの木も存在し

た。この裏庭の木はまだ成長途上であり実がついていない。さらにティピカも調査に同行して
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くれたラーの農家から苗を買い植えたばかりであり、2 年後には ATJ に販売することを計画し

ている。カティモールとティピカは分けて植えてある。 

 表 2 は種別の豆の売却先と売却量、1kg あたりの価格をまとめたものである。これによると、

ワンサイさんはカティモールを仲買人に販売しているのみであった。仲買人は目の前まで買い

取りに来てくれ、便利だから売るといっていた。だが、ティピカが成長すればそれは ATJ に売

るつもりだという。 

 

表 2 各種別の売却量と売却額 

種類 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 仲買人 10,000 3,000 30,000,000 

（出典：調査データより筆者作成） 

 

 表 3 は家庭外で草刈りに関わった時の収入である。後に記すようにワンサイさんは豆の収穫

に人を雇っているが、なぜ自分も働きに出るのか尋ねたところ、自分たちが収穫していない時

に働かないのはもったいないからということであった、ちなみに、2016 年の労働日数は 7 日

になっているが、年によって変動する。なお草刈りには草刈り機を用いて行っている。 

 

表 3 1 年間の賃金労働 

名前 
草刈り 

日数 賃金/日（kip） 

ワンサイ 7 50,000 

(出典：調査データより筆者作成) 

 

 表 4 は 1 年間の雇用労働者の受入状況である。調査時点で、カティモールの収穫はすべて終

わっていないため、参考として 2015 年度のデータを聞いた。子どもたちは別の場所に住んで

いるため、実際に収穫を行えるのがワンサイさんの家では夫婦 2 名のみである。したがって、

手が回らず収穫労働者を雇っている。労働者は血縁関係のある人であり、同じ村の人に住む人

であるため、収穫期間中、寝食は共にしていない。またカティモールは 1 日で 40kg～70kg を

収穫できるので、1 日あたり 40000～70000kip の報酬が得られる（表 4 では kg あたりに換算

した）。 
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表 4 雇用労働者の受入状況 

種類 人数 日数 賃金 

草刈り（2016 年度） 5 30 
手作業 機械作業 

40,000kip/日 50,000kip/日 

カティモールの収穫（2015 年度） 10 10 1,000kip/kg 

（出典：調査データより筆者作成） 

 

 そして表 5 は年間の主な支出についてである。まず、米については夫婦 2 人分のみで 10 袋

買っており、1 袋を 27 万 kip として考えたものである。次に電気代は月に 2 万 5 千 kip 支払っ

ているものを 1 年間として換算した。井戸でポンプを用いているため水道代はかかっていない

が、その分電気代としてかかっている。医療費も 2 人分であり、薬の購入やマラリアに対する

ワクチンを打つために使われている。 

注目すべきは教育費である。子供たち全員を高校や大学へと通わせていため、他の調査村よ

りもはるかに教育費がかかっている。ガソリン代は夫婦 2 人の 2 台分のバイクにかかっており、

電話代も 2 人分であるが、他の世帯と比べると多く払っていると見られる。また表に記してい

ない肥料については全く支出がないものの、コーヒーの果肉を肥料に使用している。今持って

いる肥料で充分に足りているので購入していないということである。 

 

表 5 年間の主な支出（kip/年） 

米 土地税 電気代 水道代 医療費 教育費 ガソリン代 電話代 

2,700,000 80,000 300,000 0 500,000 20,000,000 300,000 1,400,000 

 （出典：調査データより筆者作成） 

 

２ 考察・感想 

 この調査で印象に残ったのは、調査後に実際に見せてもらった裏庭についてである。そこに

は、コリアンダ―、グリーンオニオン、ミント、ジンジャー、ガランガー、レモングラス、キ

ャベツ、レタス、なす、トマトなどの様々な野菜が家庭菜園で栽培されており、すべて自給用

だと言っていた。年間で高い教育費がかかるからこそ、自分たちで作れるものは作るようにし、

収穫していない時期には他の場所で草刈りをしに行き収入を増やす工夫をするのが、この家庭

の家計戦略なのだ。そしてティピカの苗を買ったことで、今後は ATJ に販売をすることも視野

に入れており、更なる収入の増大を計画していることが分かった。 

さらに裏庭を見せてもらっている間に軽いライフヒストリーを聞くことができた。夫婦は
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1989 年に、両親の紹介で出会った。

20 年前は親が結婚する人を選んでい

たということも言っており、ラオスの

結婚に関する習慣の一端を見ることが

できた。しかし、ウィラィポーンさん

は初恋の人だと話し、結婚祝いのロブ

スタの木を大切そうに触っていたのが

印象的である。日本でもかつてはお見

合いが結婚の主流であったように、ラ

オスの結婚の習慣も変化しているので

はないか。家計調査に加えてライフヒ

ストリーを聞くことで、こういったこ

とも知ることができた。   

II ブンコーンさん一家 

社会文化システム学科 2 年 岡 田 真 夕 

 

１ 家計調査の結果 

 表 1 は家族構成についてまとめたものである。私たちがプーマッコ村で行った家計調査対象

者は、世帯主のブンコーンさんである。この家はブンコーンさんと妻のターンレークさん、娘

のニッタワンさん、孫のポッキーさんとの 4 人構成である。ブンコーンさんは昔、兵士であっ

た。妻のターンレークさんとは出兵先で出会った。娘は離婚したため、娘の夫は一緒に暮らし

ていない。 

 

表 1 家族構成 

名前 続柄 性別 生年月日 学歴 出身地 

ブンコーン 世帯主 男 1946/7/5 小学校 2 年 コーン郡 

ターンレーク 妻 女 1949/4/15 小学校 1 年 パンカオ村 

ニッタワン 娘 女 1980/5/27 小学校 4 年 プーマッコ村 

ポッキー 孫 女 2007/4/2 小学校 2 年 プーマッコ村 

（出典：調査データより筆者作成） 

 

写真 57 ウィラィポーンさん（右から 3 番目） 
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ブンコーンさん一家は鶏を 24 羽、アヒルを 6 羽飼っている。しかしこれらは全て自分たち

で食べるためのものであり、売却していない。農地は合計で 4ha であり、バイクで行かなけれ

ばならないほど家から離れた場所にある。農地は分けられているわけではなく、1 つのまとま

った敷地になっているそうだ。その内訳としては、1ha にティピカを 2260 本、1ha にカティ

モールを 2800 本、2ha にロブスタを 3600 本である。コーヒーの他には唐辛子を 100 本、サ

ツマイモを 120kg 分育てており、それらは全て家畜と同様に自分たちで食べるためのものであ

った。 

 

表 2 コーヒーの売却に関するデータ 

種類 状態 売却先 価格（kip/kg） 量（kg） 合計（kip） 

カティモール パーチメント 仲買人 13,000 1,000 13,000,000 

ロブスタ 生豆 仲買人 14,000 900 12,600,000 

ティピカ パーチメント ATJ(JCFC) 25,000 25 625,000 

（出典：調査データより筆者作成） 

 

 表 2 はコーヒーの売却に関するデータをまとめたものである。全て 後に売却した際のデー

タである。ティピカのパーチメントを 25,000 kip/kg で 25kg を ATJ に売却している。その他

のカティモールのパーチメントを 13,000 kip/kg で 1,000 kg と、ロブスタの生豆を 14,000 

kip/kg で 900kg はどちらも仲買人へ売却している。ダオファンが提供する米と肥料を前渡しす

るサービスは利用していない。家族の年齢や人数を考慮に入れると、多くの米が必要ではない

こと、また肥料は自力で賄えていることが理由として考えられる。家庭内の所有物から家計に

ゆとりがあることが伺えたため、ダオファンの前渡し制度に頼る必要がないのだろう。 

 

表 3 年間の主な支出（kip/年） 

米 土地税 電気代 医療費 教育費 ガソリン代 通信料 

2,160,000 16,000 27,000 504,000 52,000 500,000 600,000 

（出典：調査データより筆者作成） 

 

年間の主な支出を表 3 にまとめた。ここで家計について考える際、注意しなければならない

ことがある。孫にかかる費用はブンコーンさん夫妻が負担しているが、娘とは家計を分けてい

る。そのためこの表は 3 人分の支出である。それまで調査した家と比べ、特徴的なのが医療費

である。ブンコーンさん一家は全員保険に入っているため、医療費が比較的少ない。実際に保
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険証も見せてもらえた。ガソリン代に関しては、トクトクとオートバイ、草刈機をそれぞれ一

台ずつ所有しており、それにかかる費用である。 

肥料にはコーヒーの果肉などを発酵させたものや、親戚から分けてもらった牛糞を利用し、

コーヒーの木は種から自分で育てているため、コーヒー栽培のための支出はない。一方、この

表にはないがコーヒーの収穫の際には労働者を雇っている。アラビカは 3 回に分けて収穫して

おり、1 回目は 7 日間で 100 万 kip、2 回目は 20 日間で 150 万 kip、3 回目はまだ行われてい

なかったが予測では 10 日間で 100 万 kip かかるそうだ。ブンコーンさん夫妻は若いわけでは

なく、娘は近所で店を営業しているため、家族だけでは労働力が足りないのだろう。 

 

２ 考察・感想 

 ブンコーンさんは表 2 からもわかるとおり、ティピカを ATJ に売却していた。そこで、フェ

アトレードの金銭的な恩恵について考えてみた。今回のデータの場合のコーヒー売却による収

入は①のようになる。 

 

① カティモール 13,000,000kip＋ロブスタ 12,600,000kip＋ティピカ 625,000kip 

＝26,225,000kip 

 

 次に、ティピカを選別せず、アラビカ種としてまとめて仲買人に売却した場合の収入を計算

してみる（ティピカは仲買人にアラビカとして売却可能である。JCFC が存在しなければ、み

な一緒にして仲買人に売却する）。その場合の収入は②のようになる。 

 

② カティモール 1,000kg＋ティピカ 25kg＝アラビカ総量 1,025kg 

アラビカ総量 1,025kg×単価 13,000kip＝アラビカ収入 13,325,000kip 

アラビカ収入 13,325,000kip＋ロブスタ収入 12,600,000kip＝合計 25,925,000kip 

③ ①の金額 26,225,000kip－②の金額 25,925,000kip＝差額 300,000kip 

 

 フェアトレードの①と②の差から、フェアトレードの金銭的な恩恵が③であることがわかる。

ティピカを多く売却していないこともあり、金銭的恩恵は他の世帯に比べてあまり多くないと

いえる。では、何故 ATJ に売却するのだろうか（一般的に少量の場合、加工の手間を考えると

それに見合う収入にならないため、JCFC への売却を望まない）。コーヒーだけでなく、他の作

物も無農薬にこだわっているという話を聞いた。ブンコーンさんは農家としての強いこだわり

があることがうかがえる。高品質のものしか認められない ATJ に売却することで、そういった

努力が認められ、誇りにつながっているのではないだろうか。 
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3 回目の家計調査ということもあり、

成長を感じることもできた。ブンコー

ンさんは仏教徒であるため、月に数日、

働かない日を設けていることや、伝統

医であるということなど、様々な話を

聞くことができた。伝統医であること

がわかったのも部屋にあった薬草に対

して、あれは何かと質問したことがき

っかけであった。このため、積極的に

質問する姿勢によって意外な発見が可

能であると実感した。 

III チャンパさん一家 

社会文化システム学科 2 年 野 手 祐 香 

 

１ 家計調査の結果 

 
表 1 世帯の基礎データ(2016 年 12 月 28 日調査) 

名前 続柄 性別 年齢 終学歴 出身地 

チャンパ 世帯主 男 56 小学校 5 年 ナーガダオ? 

(出典:調査データより筆者作成) 

 

 プーマッコ村の組合長であるチャンパさん一家の家計調査を行った。チャンパさんの家族構

成は、奥さん、息子 1 人、娘 3 人、そして孫が 10 人の計 16 人である。しかし、チャンパさん

以外の家族の名前や年齢、 終学歴は不明である。 

 家畜は鶏 10 羽を育てていて、売却せず自家消費している。また、家庭菜園ではパパイヤや

ジャックフルーツ、玉葱、ペパーミント、生姜、唐辛子など多くの野菜や果物を育てている。

こちらも家族内のみで消費している。 

チャンパさんの家庭では、多様な種類のコーヒーの木を混ぜることはしておらず、ロブスタ

の木を 2500 本、カティモールの木を 3300 本、ティピカの木を 2000 本育てており、3 種類そ

れぞれ 1 ヘクタールである。また、木を植える時に必要な間隔があり、ロブスタは 2.8 メート

ル、カティモールは 1.8 メートル、そしてティピカも 1.8 メートル間隔で植えられている。 

写真 58  ブゥンコーンさん（前列右から 2 番目） 
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表 2 は 2015 年度のコーヒーの売却先と売却量、売却額などをまとめたものである。チャン

パさんは、コーヒーを仲買人や AGPC には売却していない。カティモールはチェリーの状態で

18 トンをダオファン社に売却し、4500 万キープの収入を得ている。一方、ロブスタは生豆の

状態で同じくダオファン社に 1 トン売却し、1500 万キープの収入を得ている。さらに、ティ

ピカはパーチメントの状態で 1.2 トンを JCFC に売却して 2760 万キープの収入を得ている。 

また、コーヒー以外の収入に草刈りの賃労働がある。チャンパさんの息子さんが住み込みで

90 日間、草刈りの仕事をしており、1 日あたり 5 万キープで働いた。そこでの収入は合計 450

万キープである。 

 

表 2 2015 年度品種別の売却量と売却額 

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 18,000 2,500 45,000,000 

ロブスタ 生豆 ダオフアン社 1,000 15,000 15,000,000 

ティピカ パーチメント ATJ 1,200 23,000 27,600,000 

 （出典：調査データより筆者作成） 

 

 表 3 はチャンパさんの家庭で草刈りやコーヒーの収穫のために雇った労働者についてである。

草刈りは日当 5 万キープであるが、収穫は出来高制であり、1 日 10 時間働く(1 時間の昼休み

がある)。 

 

表 3 雇用について 

 人数 雇用日数 給料（kip/日/人） 

草刈り 5 7 50,000 

アラビカチェリーの収穫 5 30 1,000 

（出典：調査データより筆者作成） 

  

 表 4 は年間の主な支出をまとめたものだ。5 人家族であるチャンパさんの家庭では、米を年

間 20 袋購入している(1 袋あたり 29 万 kip)。水道代の 84 万キープはすべて飲み水代として購

入しているそうだ。医療費は、何に充てているのかは不明だが 300 万キープかかっている。ま

た、バイク 2 台、耕運機 1 台を所有しているため、ガソリン代が 150 万キープかかっている。

そして、3 台の電話を所有し、年間 180 万キープを電話代として支払っている。 
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表 4 年間の主な支出（kip/年） 

米 土地税 電気代 水道代 医療費 ガソリン代 電話代 

5,800,000 300,000 840,000 840,000 3,000,000 1,500,000 1,800,000 

(出典:調査データより筆者作成) 

 

２ 考察・感想 

調査結果から、フェアトレードでの売却により、どのくらいの金銭的恩恵を受けているのか

を考察する。表 2 を見ると、カティモールはチェリーの状態で、ロブスタは生豆の状態でどち

らもダオファン社に売却している。そして、ATJ にはティピカをパーチメント状態で売却して

いる。これら 3 か所から得る収入の合計は、8760 万キープである。そのうえで、コーヒーか

ら得る総収入のうち ATJ に売却している割合は以下のようになる。 

 

27,600,000÷87,600,000=0.31 

 

よってフェアトレードの恩恵としては約 31%

と推測できる。 

今回家計調査を行って、自分たちが日本で販売

しているコーヒーはどのように取引され、どのよ

うな農家さんが作っているのか知ることが出来て、

詳しくお話を聞くことが出来たので本当に貴重な

体験だった。日本での販売活動においても、今回

の調査で学んだことを活かしていきたい。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 59 チャンパさん（右から 3 番目）
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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、ノンヤートゥン村、

プーマッコ村の 4 つの小学校を訪問し、エプロンシアターを上演し、絵本や本棚、教授用マニ

ュアル VCD・DVD を寄贈し、読書の重要性を伝えた。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  丸 木   灯 

 

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を行った。WS の参加者は、初回

渡航者の 2 年生 4 名（A 班）と 2 回目渡航者の 3 年生 3 名である。昨年も同じ学校で WS を実

施しており、比較的規模の大きい小学校である。 

 

１ ワークショップ経過 

休日にも関わらず集まってくれた生徒と先生に挨拶をし、準備に取り掛かった。準備は一通

りの流れが分かっている 2 回目渡航者が中心となって行った。事前に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取りゲーム・大縄跳び、③折り紙や写真を用い

た日本文化の紹介、④エプロンシアター「おおきなかぶ」の実演、⑤「おおきなかぶ」に関す

るクイズ、⑥絵本の贈呈式、⑦終わりの挨拶の順で実施した。前日の午後は自由時間だったた

め、渡航者全員で 1 時間ほどのリハーサルを行い、微調整をしていたが、あまりスムーズに

WS を進めることが出来なかった。 

 

２ 課題 

初回の WS だったこともあり多くの課題が見つかった。まずは、今年度から新たに取り入れ

たアイスブレイクの大縄跳びだ。私たちが小学生の頃、休み時間などに行う慣れ親しんだ遊び

であり、参加者全員で息を合わせ飛ぶチームワークを必要とする。このため、仲良くできるの

ではないかと思い導入した。しかし実際にやってみると、説明が上手く伝わらず、全員で飛ぶ

ことも難しかった。通訳の方の助けもあり、2・3 人程度で順番に飛ぶことになった。上手く飛

べる子もいれば飛べない子もいて全員でやることが出来なかったため、全体の雰囲気は暗くな

ってしまった。昨年実施し、非常に盛り上がったしっぽ取りの後だったので、雰囲気の落差は
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非常に激しかった。 

次にエプロンシアターだ。エプロンシアター全体を見ると、盛り上がりに欠けていた。おお

きなかぶの醍醐味である「うんとこしょ、どっこいしょ」の掛け声や、かぶが抜ける瞬間も、

生徒の反応は薄く、メンバーも戸惑ってしまった。リハーサル時に掛け声は参加者全員で言う

と共有していたにも関わらず、発言者が少なかったり、日本語で喋ってからラオス語に通訳し

てもらうというタイムラグがあったり、演じる側の演技もどのタイミングで行うべきかわから

なかったりしてなど、細かい部分の調整が出来ていなかった。また、その後、「みんなが引っ張

った食べ物は何か」というクイズに対し、「かぶ」「にんじん」の選択肢を出した。そうすると

小学生の大半が「にんじん」に移動してしまった。最初の WS だったので翻訳ミスかと思った

が、ラオス人学生に聞いたところそうではなかった。彼らも理由ははからないといっていたの

で、次回の WS で様子をうかがう必要があると感じた。 

さらに、WS 終了後に先生方へ支援品の説明と贈呈を予定していたが、事前に説明内容を細

かく決めていなかった。そのため、私たちが何故エプロンシアターを実施したのか、今回の支

援品をどう利用してほしいのかがあまり伝わっていないように感じた。 

 

３ 改善策 

 夜の全体ミーティング終了後、家計調査報告をしている間に 2 回目渡航者の 3 年 6 人で話し

合って改善策の考案と共有を行った。 

 

(1) アイスブレイク 

大縄跳びはしっぽ取り同様、私たちが最初にデモンストレーションをする案がでた。しかし、

何人集まるか予測できない WSにおいて、参加者全員が息を合わせて飛ぶことは難しいと考え、

2 回目以降はやらないこととした。 

 

(2) エプロンシアター 

エプロンシアターの掛け声は、日本語で「うんとこしょ、どっこいしょ」と言うと小学生と

タイムラグが生じるため、最初の掛け声以外はラオス語で「1・2・3」と、小学生と共に言う

ことにした。演じる人は日本語とラオス語どちらのセリフでも動き、かぶを引っ張る時はラオ

ス語に合わせることとした。また、かぶが抜けるシーンは、最後の掛け声が終わったと同時に

かぶを引っ張り周りが盛り上げることで、喜ばしい雰囲気を煽ることにした。 

 

(3) クイズ 

 ラオス人学生に選択肢を見てもらった結果、翻訳ミスではないことがわかった。そのため、
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2 回目の WS は初回同様に行ってみて、それでも間違える子どもが多ければ改善策を練ること

にした。念のため私たちもかぶが抜けるシーンなど、かぶが出てくるところでは大げさにアピ

ールすることにした。 

 

(4) 先生への説明 

 団体の説明、どのような WS をするのか、エプロンシアターの実演をするので見てほしいこ

となどを説明してから WS を始める。また WS 終了後は、寄贈した絵本を今年度の支援品であ

る本棚に生徒自ら収めてもらい、エプロンシアターと一緒に DVD と VCD を先生方へ渡し、支

援品の利用を促すことにした。 

 

４ 振り返り 

 今回の WS のメインはエプロンシアターの実演だったが、子どもたちはポケットから様々な

人形がでてくるのを物珍しそうに見ていた。次はだれが出てくるのか、どんな動物が出てくる

のか、わくわくしている様にも感じた。絵本の贈呈式も多くの子どもたちが前に詰め寄り、本

に対して非常に興味がる様子がうかがえた。この WS を通してもっと子どもたちが本を読む楽

しさを知り、先生にも読書の重要性を理解してもらえたら嬉しい。 

しかし、本棚を置きに職員室に入った時、この小学校にはラオス政府からの支援物資が職員

室に置かれていた。大きな銀色の箱には鍵がかかっており、その中には未使用の教科書が入っ

ているという。未開封の箱の上には、政府から送られた教科書が未開封のまま重ねられていた。

ただ支援して物を渡すだけでは意味がない。その場だけの支援ではなく、私たちが去った後も

自発的に、継続的に使用してもらわな

ければ、支援品も埃をかぶったただの

モノになってしまう。学校にいくら支

援品を渡しても、実際に利用するよう

に促すのは先生たちだ。利用してもら

えるよういかに先生へアピールするか

を考える必要があると痛感した。来年

の支援品を考える際には、何をあげる

かを考えると同時に、使ってもらうた

めにはどうしたらいいかも考えながら

進めていくことが重要だ。 

 

 

写真 60 大縄跳びの様子 
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II ワークショップ 2 日目――プーオーイ村 

社会文化システム学科 3 年 丸 木  灯 

 

2 回目のワークショップは本来なら日曜日に実施するはずだったが、休日だったので子ども

たちを集めることが出来なかった。そのため翌日の BBQ 後に実施することになった。WS の

参加者は、初回渡航者の 2 年生 4 名（B 班）と 2 回目渡航者の 3 年生 4 名である。昨年も同じ

小学校で WS を実施しており、参加してくれた子どもたちのなかには、私たちのことを覚えて

くれている子もいた。 

 

１ ワークショップ経過 

 参加した 3 年生のうち 3 人は 2 回目の WS だったので、事前の準備や 2 年生のフォローなど

をする余裕ができていた。 

 初回の反省を活かし、始める前にどのような WS をするのか、エプロンシアターの実演をす

るので見てほしいことなどを説明することができた。開始直後のアイスブレイクでは大縄跳び

をなくし、しっぽ取りだけにしたことで、子どもたちの雰囲気もやわらかくなり、次の文化紹

介では、写真を出す度に歓声が上がるなど非常に盛り上がった。エプロンシアターでは、かぶ

を抜く際の掛け声をラオス語に統一したことで、WS に関わる全ての人と共に盛り上がること

ができた。しかし、最後かぶが抜けるシーンでの子どもたちの反応はあまり盛り上がらず、煮

え切らない終わり方となってしまった。

初回に問題だったクイズの 1問目では、

初回同様多くの子どもたちがにんじん

を選択してしまったので、周りの参加

者でかぶへ誘導することとなった。終

了後には先生へ本棚・エプロン・DVD

を渡し、もう一度どのように使うのか

説明を行った。子どもたちは使用しな

かった大縄で遊んだり、寄贈した絵本

を 3 人ほどで固まって読んだりした。 

 

２ 課題と改善策 

 初回の反省が活きた回となったものの、新たに改善すべき点や変更点などが出た。始める前

の先生への説明だが、その時、先生方に魅力ある説明をしないと使ってもらえないという意見

写真 61 寄贈した本を読む子どもたち 
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がでた。そのため、3 回目以降では私たちがエプロンを作成したことや日本での使用方法など、

より詳しく苦労話も混ぜながら説明することとした。エプロンシアターでは煮え切らない最後

のオチを何とかしたいという思いから、かぶが抜けたときに今回以上に喜ばしい雰囲気を醸し

出し、拍手や身振り手振り、表情などで盛り上げることになった。さらに、クイズの 1 問目で

多くがにんじんを選択してしまう件については、ラオス語でかぶとにんじんの単語が似ている

からではないかという指摘もあった。そのため、毎朝行っている市場でかぶとにんじんを購入

して実際に見せてから取り組むと良いと箕曲先生からアドバイスをいただいた。 

 

３ 振り返り 

 WS を行っている私たち自身が楽しんで余裕をもって取り組めたため、初回の WS よりも比

較的スムーズに進めることが出来た。夜のミーティングでは子どもたちとの距離のつめ方など

を 2 年生同士で共有していたり、わからないことは積極的に 3 年生へ質問してくれたりしたこ

とが功を成したのではないだろうか。日本のことをもっと知ってほしい、日本の美しい季節の

移り変わりを知ってほしいと思い、昨年度よりも文化紹介で使用する写真や文章には力を入れ

た。その結果、写真が出るたびに子どもたちが大きな歓声を上げたり、猿が温泉に入っている

写真を見せたときは手を叩いて笑って

くれたりして、非常にうれしかった。

さらに、ワークショップ終了後は女性

の若い先生がエプロンを実際に着用し

てくれ、子どもたちも寄贈した本を順

番で読み、最後には本棚にしまってく

れたので、その一連の流れを見ること

が出来た。私たちの支援品が埃を被ら

ず、普段から当たり前のように使って

もらえるよう、私たちの気持ちをもっ

と伝えることが大切だと改めて気が付

いたワークショップであった。 

III ワークショップ 3 日目――ノンヤートゥン村 

社会文化システム学科 3 年 鈴 木 美 那 

 

 3 回目のワークショップは、ノンヤートゥン村の小学校で行った。学校に着いた時はまだ授

写真 62 エプロンを身に着ける先生 
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業中だったのだが、授業が終わると子どもたちが笑顔で外へ出てきたことが印象的であった。 

 

１ ワークショップが始まる前 

 今年度のワークショップは子どもたちだけでなく、先生にもみてほしいと私たちは考えてい

た。エプロンシアターのエプロンを寄贈するにあたり、先生方にもエプロンシアターを知って

ほしいからだ。演じ方を収録した DVD とビデオ CD も一緒に寄贈したのだが、ただ渡すだけ

でなく、DVD とビデオ CD の説明もしないと使ってもらえないと箕曲先生からアドバイスを

頂いていた。そこで私たちは、ワークショップが始まる前に先生たちにエプロンシアターの演

じ方の映像を作成したため観てほしいことや、これから実際に演じるので見ていてほしいこと

を伝えることにしようと考えていた。 

しかし、1 回目はワークショップ前には先生とお話しをすることができず、後から簡単に「エ

プロンシアターの映像です」とだけ伝えて、DVD を渡してしまった。3 回目はワークショップ

が始まる前に映像のことや、これから演じることをお話しした。そして 3 回目となったノンヤ

ートゥン村では、せっかく作ったのだから、もっと先生方にも関心を持っていただきたいと思

い、エプロンは自分たちで作ったことや、日本でエプロンシアターが人気であることなど、そ

れまでのワークショップと比べて、より詳しく先生にお伝えすることができた。 

  

２ ワークショップの様子 

 この小学校では、3 回目ということで全体的には子どもの顔を見ることに皆が注意してでき

ていたのではないかと思う。 

 この小学校は校庭が比較的狭かったため、しっぽとりで走り回っても広がりすぎることなく

楽しめたのだが、生徒数が多くしっぽが足りなくなってしまった。そのときに最初にしっぽが

なくても、しっぽを付けている子から奪えばいいことをうまく伝えられておらず、立ち尽くし

てしまっている子がいた。しっぽが足りなくなるなどのアクシデントがあった時でも、臨機応

変に対応して子どもたちみんなに楽しんでもらえるような工夫が必要であった。 

 エプロンシアターでは、かぶを引き抜くシーンを 2 日目から「うんとこしょ、どっこいしょ

と」という日本語をいれずに、最初から「ヌーン、ソーン、サーン（1，2，3）とラオス語で

言うことにし、3 日目のこの日はスムーズにそのシーンを進めることができた。 

 この小学校は、比較的大きい子もいたのだが、皆楽しそうにクイズに参加してくれた。 

 

３ 本棚の設置 

 この小学校には図書館がなかったため、空いている教室に本棚を置くこととなった。本棚に

本をしまうということも、子どもたちに伝えたかったため、絵本を渡した後にその絵本を本棚
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に片づけるように呼びかけると、子ど

もたちが順番に片づけてくれた。印象

的だったのは、本棚を運ぶ際に子ども

たちが進んで運ぶ作業をやってくれた

ことだ。3 日目ということもあり、私

たちも余裕がでてきて、伝えたいこと

を伝えられるようになったと成長を感

じることができた。また子どもたちの

積極的な行動から、私たちが送ったも

のを喜んでくれているのではないかと

感じることもできた。 

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  松 本 実 晴 

 

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。このワークショップに参加した

メンバーは 3 年生の 2 回目渡航者の 4 人と、3 年生の初渡航者 3 人の、全員 3 年生の計 7 人で

あった。プーマッコ村は、第 1 期の時に訪れた小学校が廃校となっており、徒歩 10 分くらい

の場所に移っていた。今年度は昨年度と一緒の小学校を訪れた。昨年度はワークショップ当日

が休日であったため、登校している生徒もいなく、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。また、先生方も不在であったため校舎の中へ入れなかったこ

とが昨年度の報告書にあげられている。今回は平日にワークショップを行ったため、生徒も先

生方もいらっしゃった。また、校舎の中に入ることもできた。 

 

１ ワークショップの様子 

 アイスブレイクのしっぽ取りを行う際、しっぽの数が足りない問題を解決するため、しっぽ

を半分に切り、数を増やした。文化紹介は、子どもたちが目を輝かせながら観てくれて、日本

のことを知ってもらえた。エプロンシアター『おおきなかぶ』の実演も 1 回目に比べると進歩

した。例えば、「ヌン・ソン・サン」の掛け声を一緒に言ったりするなど通訳のムックさんにご

協力をいただき工夫をし、4 回目は子どもたちも一緒に楽しみながら演じることができた。お

おきなかぶクイズも楽しんでくれた。そして、最後に子どもたちに本棚、絵本を贈った。贈っ

た絵本を子どもたちはとても興味を持って読んでくれた。エプロンシアターで実演した『おお

写真 63 本棚を運ぶ子ども 
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きなかぶ』の絵本を手に取って読んで

くれる子もいた。 

このワークショップの担当が全員 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。                 

 

２ ワークショップ後 

ワークショップ終了後、思いがけない感動があった。昨年度は先生方が不在であったため、

校舎の中に入ることはできなかったが、今年度は入ることができた。本棚を設置するにあたり、

ひとつの部屋に案内された。その部屋はタイソンさんが造ってくれたフリースぺ―スで、第 1

期の浄水器、第 2 期のオリジナル絵本など、今までの私たちの支援品がそこに置かれていたの

だ。浄水器は毎日のように使ってくれているようで、蛇口部分がとれてしまっていた。そして、

オリジナル絵本は、子どもたちがたくさん読んでくれていて、使い古されていた。また、絵本

の貸し出しノートが作られていた。私たちが贈ったモノが、ここでは意味あるものになってい

っている様子が見られて非常に嬉しかった。 

そして、今年度の本棚だ。校長先生から「本棚が欲しかった」といわれた。今まで絵本は机

の上に重ねて置かれていただけであったため、とても喜んでくれた。これから、この部屋に

FLAO の支援品が次々と贈られ、もっと意味のあるものへと変わり、子どもたちの夢が溢れる

場所となっていってほしい。 

今回のワークショップは、今までのわたしたちの活動の集大成であったと感じる。しっかり

と今までの成果を確認でき、最後にふさわしいワークショップとなった。 

 

写真 64 絵本を読んでいる様子 

写真 65 第 1 期～第 3 期の支援品が置かれている部屋 
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3 度目のラオス 

 

松 永 理 沙 

社会文化システム学科 3 年 

 

 今年度のスタディツアーでみたものは昨年度とまったく違うものだった。それは街並みや建

物の違いではなく、自分自身の違いであった。1 年前と同じ場所に来てみて、自分自身が去年

とはまったく違う感覚や視点を持っていることに気が付いたのだ。 

私は、昨年度初めてラオス南部地域へ渡航したのだが、その時は見るものすべてが新鮮で、

街並みや食べ物などラオスの生活文化に触れる毎日が驚きでいっぱいだった。その経験から今

年度はツアー以外にも個人的にラオスの首都ビエンチャンへ渡航した。そのため、今回のツア

ーで 3 度目のラオス渡航となった。ビエンチャンでは観光以外に私立の小学校を訪れ、授業内

容や学校方針を伺い、読書に関する活動の見学も行った。その際にエプロンシアターを見つけ、

私たちの活動でも実施できるのではないかと思い、今年度のワークショップの内容として採用

した。ビエンチャンにある私立学校は南部地域にある村の学校とはまったく異なり、授業内容

や設備は同じ国の学校とは思えないほどであった。このビエンチャンでの経験を日本に持ち帰

り、国外活動において、ラオスの小学校へ寄贈するためのエプロンシアターを作成することに

した。そして、完成したエプロンとその他寄贈品を抱えてラオスへ向かった。 

 3 回目の渡航ということからか、今回は新鮮さや驚きというものは感じられず、むしろ安心

感が生まれてしまうほどであった。そんな気持ちの中で私は 4 つの小学校で行うワークショッ

プすべてに参加した。このワークショップは 1 年間の活動の締めくくりとなる非常に大切なも

のだ。そう言葉ではわかっていたものの、今回のワークショップでの学びが思っていた以上に

多かったことから、昨年度はこのワークショップの本当の意味を理解出来ていなかったのだろ

うと思った。この昨年度との違いに気づいた、ある 2 つの場面を紹介しようと思う。 

1 つ目は、感動の違いに気づいた場面である。昨年度ワークショップを行った際ももちろん、

1 年間この日のためにコーヒーを売り、オリジナル絵本を作成していたということはわかって

いた。絵本を真剣に読む子どもたちの姿を見て感動したのも事実だ。しかし、この感動は、子

どもたちが使ってくれているのをみて単純にうれしかったというところから生まれた感情だっ

た。私はもともと子どもが好きであるため、子どもたちと一緒に遊べることがまず嬉しかった

し、その子どもたちに喜んでもらえたことが嬉しかった。しかし今回のワークショップはそう

ではなかった。ワークショップの最後、子どもたちに直接絵本を渡す場面では、意識していな

いにもかかわらず、ビエンチャンでエプロンシアターを見つけた日から今までの記憶がすべて

頭の中で蘇った。1 年間の活動を無事すべてつなげることができたのだということを、子ども
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たちに絵本を渡すという行為の中で感じたのだ。これは昨年度とはまったく違う感動であった。  

2 つ目は、私たちの想いが小学校の校長先生に届いた場面である。今年度は支援品として絵

本と本棚とエプロンシアターを寄贈した。その中で本棚は、どのようなものをどのような形で

ラオスに持っていくか、メンバーと 1 年間話し合いを重ねた。このように長いこと皆で悩んで

いたため、本当に喜んでもらえるか、無駄なものだと思われてしまわないかという不安があっ

た。そんな中で 4 校目の小学校に本棚を寄贈したときに校長先生が「今まで本を置く場所がな

くて困っていたから本棚はうれしいし、この本棚なら子どもたちが自分でとれる高さでちょう

どいい」と本当に喜んでいるような笑顔で話してくれたのだ。私はこれを聞いて思わず涙が溢

れてしまった。急に「コープチャイライライ」と言いながら泣き始めた私を見た校長先生は「コ

ープチャイ」と言いながら抱きしめてくれた。1 年間このために活動をしてきて本当によかっ

たと思った。この場面は思い出すだけで今でも泣いてしまう。それほど国外活動に向けた国内

活動を 1 年間していたのだと自分でも実感した。 

今回の国外活動では自分自身の成長を自分で感じられる時間がたくさんあった。しかし、3

回目の渡航にも関わらず最終日には体調を壊してしまい、多くの人に迷惑と心配をかけてしま

った。海外では仕方のないことかもし

れないが、先生や元気だった同期のみ

んな、それからラオス人学生や通訳の

人にも心配をかけて謝られてしまった

ことが悔やまれる。私としてもバーシ

ーに参加できず皆でシンを着ることが

できなかったのは悔しいが、またラオ

スに行くような気がしてしまうのでそ

の分気持ちを軽くすることができてい

るような気がする。国外活動での、ラ

オス人学生や通訳の方、その他すべて

の人との出会いを今後も大切にしてい

きたいと思う。 

 

 

 

  

写真 66  クリスマスイヴの日 
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正解はひとつではない 

 

丸 木   灯 

社会文化システム学科 3 年 

 

 昨年のスタディツアーでは、今後の人生を左右する 2 つの決断をラオスでした。1 つは、3

年になったら辞めようと思っていた FLAO の活動を続けること、もう 1 つは、大学卒業後に諦

めていた夢にもう一度挑戦することだ。昨年度のスタディツアーでの経験が自分の中であまり

にも大きすぎて、それを越すような達成感や学びが得られるのかが不安だった。実際、個人調

査が始まった 5 日目までは不安で押しつぶされそうで、夜のミーティングを迎えるたびに、気

が滅入っていた。しかしすべて終わってみると、今年の学びは去年の学びがあったからこそ得

られたものだと実感した。たとえそれが小さな学びだったとしても、昨年度の学びの上で得ら

れたものなら、昨年度以上の学びになっているのではないだろうか。昨年度は「支援のカタチ」

について考えさせられ、1 年間は自分たちの「支援のカタチ」を常に模索し、「読書普及促進活

動」にたどり着いた。しかし模索していく中で、何が正しいことなのかを考えていたが、今回

のスタディツアーで、「正解はひとつではない」ことに気づくことができた。 

 5 日目に訪れたプーオイ村では、ATJ だけではなくドイツの国際協力公社 GIZ も支援をして

いた。彼らが行っていたのは、農家がコーヒーの加工プロセスをわかりやすく理解できるため

のイラスト付き大型掲示物の作成である。私は昨年から ATJ と JCFC のつながりに着目して

いたため、ATJ 以外の団体が支援している現状を見て、単純に 1 つの団体の支援だけではまま

ならない状況なのかと感じた。それと同時に、支援団体はただ支援しているだけではなく、農

家さんたちに選択肢を提供しているということに気が付いた。現在、多くの支援団体が存在し

ているが、そのどれもがまったく同じ目標や方針を掲げているわけではない。団体の数だけ考

え方が存在し、代替わりをすればまた考え方も変化していく。「支援のカタチ」は多様なのだ。

つまり、農家さんが選ぶ選択肢も多様であり、どれが一つの正解があるというわけではないの

ではないのだ。 

 8 日目に訪れたプーマッコ村では、支援してもらうのが当たり前という状況を目の当たりに

した。お金は持っているのに、もっと支援してくれ、現金が欲しいといった内容の会話をして

いたのを耳にしたからだ。農家さん自らが仕事への誇りを持って意欲的に取り組み始めれば、

品質の良いコーヒーが生産できる。品質の良いコーヒーを生産できれば収益も上がる。そのよ

うなサイクルにつなげていくためにも、より多くの農家さんたちに JCFC のような組織を利用

してほしい。そして、利用したいと思われるような組織でいなければならないと感じた。JCFC

は昨年度目標に掲げていた若手の人材育成に取り組んでいたり、幹部を補佐する人を増やした
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りするなど、新しいことに積極的に取り組み、組織として成長していた。代表のウアンさんは、

活動が大変になったとしても、幹部を支えてくれる人たちも増えたからその人たちと協力して

農家のために活動していきたいと言っていた。自分のためではなく、農家のために頑張るとい

うことは、それだけ自分の時間を犠牲にしなければならない。自分の生活と組織を維持し、発

展させている姿を見ると、組織のあり方について考えさせられる。班分けがなされている FLAO

も組織として、そして自分自身も新しいことに挑戦し成長していく意気込みは見習っていくべ

きだと感じた。 

 また、スタディツアーにおいて異文化を体験し自分自身の成長に気づくことも大切だが、私

は現地で出会った様々なルーツを持つ人たちとの出会いこそ宝だと感じた。ラオス人の大学生

は年齢も近いのに私よりも意欲的で勉強もできる。通訳さんもとても勉強熱心なので、調査を

重ねるたびに知識を増やしてきてくれて調査もスムーズになり、調査中の空気も軽くなった。

さらに青年海外協力隊の 2 人には、同じ日本人として様々な将来の展望があることを教えてい

ただいた。現地で留学中の先輩・秋本真理さんには、私たち自身が気づかない私たちの変化を

言葉で直接伝えてくださった。そのおかげで私が初日から抱いていた不安も日に日に軽くなっ

ていった。そんな魅力あふれる人たちとの出会いがなければ、スタディツアーでの大きな学び

も、自分の成長も、気持ちの変化も感じることはなかったはずだ。2 回のスタディツアーで出

会った人たちとの出会いこそ、私の今後の人生の原点になるだろう。生活を共にし、共に学び

あうことで再び得ることができた将来の夢。それに向かって頑張ろうと思わせてくれた、ラオ

スを通して出会ったすべての人に感謝したい。 

 来年度以降はもう FLAO の活動に直接関わる事は出来ない。しかしただの体験談、経験談で

終わらせるのではなく、この 2 年間で学んだ経験をこの先の人生に活かせるように、自分なり

の「支援のカタチ」を見つけていきたい。そして自分なりの「支援のカタチ」を見つけ、夢を

かなえることが出来たら、またラオスに帰ってきたい。 
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広がる世界 

 

阿 部 邑 人 

社会文化システム学科 3 年 

 

「また戻ってきた」 

 

タイとラオスの国境でまさにあの小さな柵を足で超える瞬間、自分の中でなにか込み上げて

くるものがあった。去年とは違う、もっと好奇心に溢れている自分がそこにいた。これから始

まるわずか数日間のラオスの生活の中で、時間を無駄にしないために色々なものを見ようと心

の中でつぶやいた。 

ラオスでの生活はやはり、毎日が発見の連続であった。まずは「出会い」である。去年もラ

オス国立大学の学生と一緒に生活していたが、今年はより交流する機会が多くなり様々な場面

で彼らから刺激を受けた。特に、個人調査で協力してもらったコンは、いつも笑っていて、人

懐っこくて、私が調査で使うへたくそな英語を、真剣な目で必死に理解してくれる様子が今で

も忘れられない。これを聞いてみたいといえばすぐに対象の人を探してくれたりして彼の優し

さには脱帽である。他の 3 人も移動中の車や食事のときはいつもそばにいて、日本語を教えた

らラオス語を教えてくれたりして、まさに「異文化交流」といえる場面がたくさんあった。そ

して青年海外協力隊の阿部結珠さん、助産師の川口美子さん、FLAO の OG である秋本真理さ

んたちが近くにいてくれたことは、このスタディツアーをより濃いものにしてくれた。私たち

が知らないラオスでの生活を教えてくれたり、日本語からラオス語へとすぐに翻訳してくれた

りして、英語では難しい言葉もすぐに聞くことができた。また自分の将来について様々な視点

から物事を見ていくことでまた新たな興味が湧き、狭い視野を一気に広げてもらったような感

覚がした。 

2 つ目は、「見て考える」である。去年の自分は見るものすべてが新しく、その生活に慣れる

ので精いっぱいであった。しかし今年の私は、見るだけでなく考えるという流れができていた。

個人調査でごみ問題について調べていたということもあるが、各村ではコーヒー以外のところ

で色々と興味が湧いてきた。たとえば、コーヒー泥棒や、治安維持、国営農場時代の生活、通

訳と運転手が楽しんでいたペタングなど様々である。日本にいればインターネットで調べれば、

わからなかったり、疑問に思ったりしたことは大抵解決できる。だが、実際に現地で質問をす

ると答えがわかるだけでなく、その人の表情も見ることができる。私の質問にどういった気持

ちで答えてくれているのか、そういったことも考えることができ相手の立場に立ったインタビ

ューができたように感じる。 
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3 つ目は「なにがおこるかわからない」である。去年のスタディツアーでも体調不良の人は

いたが、今年は多くの人が具合を悪くした。予定していたバーシーも多くの人が体調不良のた

め辞退した。バーシーの最中、私の目には涙があふれた。みんなで参加したかったのもあるが、

特にこれまで一緒に頑張ってきた 3 年生も複数人が参加できず、自分の心の中に悔しい気持ち

が溢れてきたためである。大学に入学し、FLAO に入り、このツアーに参加していなければ、

これほど悔しい体験はできなかったであろう。ホテルでの体調不良の人の手助けもとても印象

に残っている。今の自分はそこでなにができるのか、してあげられることは何でもしたいと感

じた。最終的にみんな元気に日本に戻ってこられたことは本当に良かった。 

スタディツアーを終え、振り返ると数えきれないほどの経験をした。二度目の渡航でもまた

新しい経験をし、去年の経験が残っているところもあった。来年はラオスに行くことができな

いであろう。そのかわり待っているの

は「就活」である。大学生活では様々

なことがあった。その中でもやはり、

このスタディツアーは一番の体験であ

る。この体験を言葉で表現するのは簡

単ではない。しかし、これを言葉にし

て他の人に伝えることができたら「就

活」もきっと乗り越えられるはずだ。

日本の外に飛び出さなければ知ること

ができなかったこの経験を社会にでて

も忘れないようにしたい。 

 

 

  

写真 67 ワークショップの様子 
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2 年間のゴール 

 

礒 野 由 奈 

社会文化システム学科 3 年 

 

 私は今回、継続組の中で唯一ラオス初渡航者だった。去年ラオスに行かなかったことを激し

く後悔し、やっときたラオス渡航であった。実際にラオスに来てみて、自分はラオスの自然や

雰囲気が大好きだと感じた。しかし、3 日目から始まった 1 分間スピーチを機に不安になって

しまった。それまではただラオスという環境を楽しんでいたが、何か自分で感じたことを人に

話さなければならなくなった時、自分の中に何も話すことがないことに気が付いた。今回は海

外初渡航者も多く、その人たちの感想を聞くと、皆驚きや感動を伝えており、説得力があった。

しかしそれまでも何度か海外に行き様々な経験をした私にとって、もちろんラオスに新鮮さは

あったが、彼らほどの驚きや発見がなく、このままではただラオスに来た、というだけで終わ

ってしまうのではないかという恐怖を感じた。したがって、このスタディツアー中の目的意識

や目標を持って過ごそうと考えた。 

その結果、まず私は家計調査に一生懸命取り組もうと考えた。第一回目からきちんと身のあ

る調査にするために、去年のメンバーが行った家計調査の報告書に目を通し、その人たちの反

省点を生かそうとした。これは今年家計調査をするメンバーの中で唯一、2 年目の私だからこ

そできることだと考えた。実際に第一回目から疑問点はすぐ質問するなど、去年のメンバーの

反省点を生かすことができた。しかし、知識のある通訳の助けが大きく、他の班より私たちは

楽をしたという印象が自分の中でも残ってしまった。結局家計調査を極める以外の目標も見つ

からないまま、小学校のワークショップの日を迎えてしまった。しかし、その日受けた衝撃が

私の中では決して忘れられないものとなった。 

私たちの団体は、ラオス産のフェアトレードコーヒーを売り、フェアトレードを広め、そこ

から得た利益で子どもたちのために支援品を用意し、実際に届けに行っている。だから、ある

意味小学校でのワークショップがこの団体の一年間のゴールと言えるのではないだろうか。私

は他の 3 年生と違い、この 2 年間で小学校でのワークショップができるのはたったの一日だっ

た。だから私はこの一日のために 2 年間頑張ってきたのかな、という風に前日考えていた。 

ワークショップ自体はあっという間に終わってしまい、その後の自由時間でタイソンさんが

子供たちのために作った部屋を見た。そこには 2 年前の支援品である浄水器、去年の支援品の

手作り絵本、そして今年の支援品の本棚が置いてあった。それらの 3 つを見た時、何とも表現

できない感動があった。私たちの活動の繋がりをこの目で見て実感することができた。そして、

何と言っても、去年自分が必死に作った支援品が実際にラオスの小学校に届きここに在ること
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を、1 年越しに自分の目で確認することができた。この時メンバーが、絵本がこうしてラオス

に届いたところを私に見せたかった、と言葉をかけてくれた。その時、去年ラオスに行けない

代わりに他の人よりも、と支援品作りに一生懸命取り組んだことを思い出した。そんな私の様

子を見てか、その場に一緒にいた先輩が「支援品を作るだけではなく実際に自分で届けること

が大事だ」と言った。私もその言葉に共感した。私はこの日この部屋で、2 年間の活動のゴー

ルを感じた。もしここに来ていなかったら、私の 2 年間の活動はゴールがないままだったのか

もしれないとまで思った。 

その日までは、スタツアのなかに目的を探していたが、ここに来るために私はラオスに来た

んだということが分かった。この一年間、ラオスに渡航したことがないという引け目を感じて

活動してきた。ラオスについては詳しく知らないし、他のメンバーと比べて思い入れも強くな

いが、自分は会計という別の分野で頑張ろうと必死だった。会計の仕事が非常に大変であった

せいもあり、国内活動に必死になりすぎて、本来ならばある意味国内の活動はラオスへの支援

のための手段のはずが、私はその手段が目的になってしまっていた。したがってラオスに来た

意味も分からなくなり、このスタツアに目的を探そうとしていたのだ、と後になって気が付い

た。しかし、このスタツア自体が私たち団体の一年の活動の目標であり目的であったのだ、と

この日本当の意味で実感した。 

この日これほど感動し、達成感を味わうことができたのは、それまでに仲間とともに本気で

努力をしてきたからだと思う。もしただ団体に所属していただけで自分から特に行動していな

ければ、何も成長せず、このように最後に達成感も感じることはできないはずだ。 

今回のスタディツアーで考え、気づいたことがもう一つある。以前、ある授業の講演会で、

「道は元からあるものではなく、自分の今までの行動を振り返ったときに、それらの点が繋が

って道になっている」という話を聞いたことがある。この言葉自体も、その講演者が、ある偉

人から習ったお気に入りの言葉だと語っていた。私は言ってしまえば、この学校自体も社会学

部自体も第一志望ではなかったので、1 年の頃は、なぜ入ったのか自分で分からなかった。し

かし、今までの行動の中で、私には一貫して様々な社会問題に関心があり、それらを解決した

いという思いがあったことを再認識した。このことは、ラオスに来て、色々なことを考えるこ

とで気づくことができた。今まで「自分の道」というものはまったく見えていなかったので、

小さな発見である。この発見によって自分の人生がどこか一歩前に進んだように思う。 
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今だから出来ること 

 

粕 谷 香 月 

社会文化システム学科 3 年  

 

  今でも時々夢を見る。あのラオスの真っ青に広がる空と真っ白な雲、そしてどこまでも続く

長い土の道の情景が出てきて、頭から離れないのだ。きっとそれほどこのスタディツアーは私

にとって大きなターニングポイントとなったのだと思う。私は今回のスタディツアーが初めて

の海外となった。今までそこまで海外に行きたいとも思わなかったし、ましてやラオスという

国はこの団体に入らない限り一生関わることはなかっただろう。周りの 2 回目渡航者が楽しそ

うに意気込んでいるのを横目に、私はラオスへ行くことに対して不安しかなかった。 

 そしていざラオスについてみると目の前に広がる風景は日本とはまるでかけ離れていた。ど

こを見ても工事中や開発途中の建物ばかりで、発展途上国であることを改めて感じた。夜は真

っ暗で周りには何もないが、それでもラオスの人たちは何も不自由なくむしろ楽しそうに生活

をしていて、心が豊かなのだろうと思った。 

 私がラオスに行ってまず感じたことは、自分の英語力の無さである。現地で様々な人の話を

聞く際に通訳さんが私たちに向かって一生懸命話してくれるにも関わらず全然聞き取ることが

出来ず、悔しくてとても申し訳ない気持ちになった。もし彼らの言っていることが聞き取れて

いたら、他ではもう二度と聞くことの出来ない貴重な話を聞くことができていただろう。ラオ

ス人学生とも本当はもっとたくさん会話をしたかったが、言いたいことがあっても簡単な単語

すら出てこなくて、もどかしい思いでいっぱいだった。21 年間日本で英語が話せなくても何も

不自由することなく生きてきたし、苦手意識から無意識のうちに英語を避けていた自分がいた。

しかしラオスに来て、言葉の壁が予想以上に大きいことを感じた。この歳になって世界共通言

語も話せない自分を恥じた。これからは自分から英語を勉強する機会を作り、自分で世界を広

げていきたいと思う。 

 とはいえ、言葉が通じなくても相手に何かが伝わることの嬉しさを知った。逆に言えば言葉

が使えなかったからこそ、ラオス人の優しさや心の広さが目に見えたのかもしれない。たとえ

ば市場で、1 人で食べ物を買えたことや、ラオス人学生たちとまったく知らない歌で盛り上が

ることが出来たことなど、今思い返してみれば嬉しかった出来事は沢山ある。特に小学校での

ワークショップは、一番印象に残っている。子供たちは私にずっと何か話し続けていて、それ

は一言もわからなかったけれど、一緒に遊ぶ時間は本当に楽しかった。突然やってきた外国人

の大人に、ここまで懐ける子供に感心した。きっと大人みたいに頭は固くないし、何も気にせ

ず柔軟に行動できるのだろう。私は何をするにも先に考えてしまう方だが、案外無駄に考え過
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ぎないで行動してみた方がいいのかもしれないと思った。そこから私はラオスでとりあえず動

いてみることにした。そしてどんどん行動しているうちに、言葉を使わなくても、身振り手振

りや表情で自由にコミュニケーションをとっていいということに気づくことができた。自分が

出来ないことを悲観的に捉えなくても他にもやり方は沢山あるし、視野を広く持つことで新た

な考え方が生まれ、自分の自信にも繋がるのだと感じた。今後生きていくうえでもこの気持ち

は忘れないようにしていきたい。まさか子供たちから、このようなことを教わるとは思っても

みなかった。 

 日本に帰ってきた今、私は色々なことに挑戦したい欲求が強まっている。その理由はきっと、

ラオスで新しい発見をすることや新しい世界を知ることの楽しさを知ったからである。また沢

山の人たちに出会い、その人たちの生き方はみんな素敵で、考え方は無限であると刺激を受け

たからである。ラオスでの時間が充実しすぎていたからか、日本で普通に生活していることが

もったいないと感じる日々が続いている。自分の狭い価値観のなかでしか生きてこなかった私

だが、ラオスに渡航してのんびり時間が過ぎるなかにいたら心が開放的になっていき、小さい

ことを気にしなくなった。私にとって

それは「ラオスマジック」ではなく、

日本に帰ってきた今でも続いているの

だ。小さいことを気にしなくなった分、

視野も広がった気がする。今までの私

は目の前で起こることをただ受け止め

ているだけで、自らアクションを起こ

そうとは思わなかった。でも、もう待

っているだけの人生はここで終わりに

したい。これからは色々なことに意識

を向けて、今だからできることを精一

杯やっていきたい。 

  

 

 

 

  

写真 68  小学校でのワークショップの様子 



個人の成長の記録 

210 

 

感謝の気持ちを気づきに変える現地で体験することの大切さ 

 

後 藤 友 希 

社会文化システム学科 3 年 

  

  初めての海外旅行と言うこともあり、出発当日まで準備が終わらず徹夜してしまった。こ

うして、私の不安と期待が混ざり合った 10 日間のラオススタディツアーが始まった。まさか、

この時は想像以上に多くの体験ができるとは夢にも思わなかった。 

初めて来たタイでも驚きはあったが、ラオスに着いてからはなおさら普段日本ではありえな

い当たり前が沢山あった。道路には見慣れない車があるばかりでなく、ヘルメットを着けてな

い人や 4 人乗りでバイクに乗っている人たちがいる。何より交通整備がされていないのは驚い

た。道路も整備されておらず道はガタガタで、動物は至る所にいて道を悠々と横断している。

市場では、食べ物にハエがたかっているし、ゴミは至る所に落ちているし、日本では食べない

虫、カエルなど見慣れないのも沢山いるし、生き物の屠殺が市場で普通に行われていることに

も驚いた。食べる時も、時には虫がいる中、皆で大皿をシェアして一緒に食べること、お米を

手で食べる、スープに付けて食べるなど日本とは違った食習慣があることが分かった。施設の

電気が突然消え街灯もないので真っ暗になる、シャワーの水の出が悪い、ティッシュペーパー

が突然詰まって流れない、人の動きがゆっくりしているなど日本では考えられないことの連続

であった。 

 しかし、その一方でラオスのよさ沢山あった。道路はガタガタでも、運転しているドライバ

ーの運転技術は高く、集中力の高さには感嘆した。動物が沢山いるのに当たり前のようにラオ

スの人々が暮らしていたり、市場では砂埃が激しくとも当たり前のように物が売買されていた

り、食べている時、ハエがたかっているのに、蛾が足にとまっているのに平然と食事をしてい

たりする。自然も綺麗だし、動物はかわいいし、街灯がないので夜星空が綺麗で、近所の飲み

屋では夜までカラオケで歌を歌っていたり、子供たちが外で元気良く遊んでいたりする。そし

て何より、ラオスの人たち、学生たちは皆温かくて、勝手が分かっていない日本人たちに色々

なことを教えてくれたし、ホームステイ先のお母さんは優しく接してくれた。それが、まるで

ラオスの人たちにとって当たり前の生活であるかのようだった。こうした彼らにとっての当た

り前を学び取って、10 日間のスタディツアーは終わりを迎えた。 

 初めてのラオスで、ラオス人にとっての当たり前を沢山経験したが、日本に戻ってきてとり

わけ自分の社会への見方が変わったと思った経験が 1 つある。それは、アヒルの屠殺であった。

ラオスではアヒルのスープと、レモングラスで味付けされたアヒルの料理でお客さんをもてな

す風習がある。その際に、生きたアヒルを屠殺しなければならず日々ラオスの人々は屠殺をし
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ているのである。しかし、日本人が屠殺をすることになり、自分が挑戦することにした。普段

日本でも見慣れているアヒルに触れ、首の動脈を切り、血を出している内になぜか泣いてしま

った。今振り返ってみるとその涙は、アヒルが可哀想というよりも、普段裏で当たり前のよう

にやってくれている人たちがいて、支えてくれている人がいるのに、そのことを忘れて食べて

いることへの罪悪感と、自分は生命の有難みを忘れて、能天気に食べていた無責任さからくる

悔しさの涙であった。屠殺後、どうせ自分が殺めた生命だから最後まで責任持って見届けよう

と考え、調理過程まで見ることにした。アヒルの屠殺を通して、普段日本でも当たり前のよう

に農家の人たちや、処理場の人たちは行なっていることであるにも関わらず、その現場に想い

を馳せずに、当たり前のように食べていた自分に悔いは残った。しかし、最後は感謝しながら

多くの肉を食べるようにした。 

ラオスから帰ってきてから月日が経ち、私は日本で、当たり前のように整備されている日常

生活を日々送っている。確かに便利ではあるけれども、アヒルを屠殺したという話が、日常的

に聞かれることはない。ラオスの人たちは当たり前のように整備されていなくとも、時間の使

い方、市場での関わり、食文化、伝統、家族、客を向かいいれる時の温かさ、優しさなど、多

くのことが愛に溢れていた。彼らは生命のことを当たり前のように皆で伝え合い、その有難み

を日常的に知っていた。今回のスタディツアーで多くの驚きがあった。その驚きは、日本での

日常生活が滞りなく進むように支えてくれている人たちの情報が少なく、その支えてくれてい

る人たちに対する有難みを忘れていたからこそ生じたものである。日本では体験できない経験

ができ、お互いが笑いあい、コミュニケーションをとることができた。発見の場を創出してく

れた FLAO の皆、箕曲先生、関係者の皆さんにお礼をすると同時に、ラオスの人たち、通訳さ

ん、学生、タイの人たちに感謝し、得た気付きを社会で活かせるようにしていきたい。 

 

 

写真 69  パクソン市場の日常  
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ステップアップ 

 

鈴 木 美 那 

社会文化システム学科 3 年 

 

 今回ラオスに着いた時、私は少し焦っていた。なぜならラオスに着いた時に新鮮さがなかっ

たからだ。今回は初めてではなかったため、当たり前なのかもしれないが、初めて来た時は全

てが新鮮で新たな発見ばかりで色々な学びがあったのに、これでは色々なことを見逃してしま

うのではないかと思ったのである。しかし、去年の経験があったからこその発見や学び、感動

がたくさんあった。 

 まず初日に早速市場では新たな発見があった。今回、二回目渡航者は各々の関心に沿って個

人研究をすることになっていた。私のテーマはラオス人女性の化粧についてであったため、市

場に行って化粧品屋の店員に話を聞いたり、村を訪問して女性に話を聞いたりする予定であっ

た。昨年度、市場で化粧品屋を見た記憶が全くなかったため、もしも化粧品屋があれば話を聞

きたいという程度の考えでいたのだが、市場に行くと化粧品を売っている店がいくつもあった。

「去年気付かなかったことに気付けた！」とラオス到着時に感じた焦りがここで無くなったの

を覚えている。 

 個人調査では新たな学びがあった。第 1 に、それは相手に話をしてもらうには、まず自分が

話すと良いということだ。昨年の家計調査で、相手の目をきちんと見るようにしてから、良い

雰囲気で調査ができるようになった。このため、同じように相手の目を見ることを忘れずにイ

ンタビュー調査を始めた。しかし、個人調査はそれだけではあまりうまくいかなかった。それ

は相手の話を聞くことで精いっぱいだったからだ。また家計調査と違い、アポ取りをしていな

いことに加え、一人という不安からだいぶ焦りが表情に出ていたと思う。いくら相手の目を見

ていても、ラオス語も喋れない見知らぬ外国人が、いきなり真顔で調査を始めては相手が不審

に思うのも当然である。 

そのことを反省して、2 回目以降は相手の目を見るだけでなく、簡単なラオス語のあいさつ

をしてからインタビューを始めた。「サバイディー！コーイ スー ミナ！ナーック スクサ 

ニーップン（こんにちは。私はミナです。日本の大学生です）」と笑顔で言うと、すぐに相手も

笑顔になった。このあいさつをするようになってから、調査を和やかに始められるようになっ

た。さらに椅子を出してくれたり、「肌がきれいね～」と言ってくれたり……。こういったラオ

ス人の温かさが私は大好きだ。和やかにスタートした調査は楽しく、私は相手に質問するばか

りでなく、自分の化粧についてもたくさん話した。すると相手は興味を示してくれたり、自分

の化粧品を持ってきてくれたりとさらに雰囲気は良くなった。化粧という話題はどこの国の女
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性も好きなようで、とても楽しいガールズトーク（調査）をすることができた。 

 第 2 に、エプロンシアターや絵本を喜んでくれた子どもを見た時には、思わず感動してしま

った。4 月に支援品を何にするか考える時も、支援品が決まってからエプロンシアターを作成

する時も、ラオス渡航に向けて国内活動をする時も、どれもこれまで経験したことがないくら

い大変であった。途中からは、ラオスのこどもの笑顔のためにというよりも、一つ一つの作業

をこなすことに必死であった気がする。しかし、エプロンシアターを、声を出して、体を動か

して楽しむ子どもたちの笑顔を見て、“子どもたちのために何かしたい”という FLAO の活動

の意味を思い出した。今まで頑張ってきてよかったと思った。昨年度、絵本を送ったが、まだ

まだ数が足りないという問題に気付いて、今年も絵本を送った。その絵本のページを楽しそう

にめくる子どもたちを見て、昨年の気付きを元に自分たちで決めた目標が、こうして子どもた

ちに楽しんでもらえたのだと思うと嬉しくて感動した。 

第 3 に、英語を話すという目的が果てせたことも感動した。今年スタディツアーに参加する

にあたり、私は英語を使って会話することを目標にしていた。昨年度、私は本当に英語ができ

ず、ラオス人学生と会話らしい会話をしていない。そのことが悔しくて、3 年になってから英

語の勉強を始めた。その成果もあり、今年はラオス人学生と英語で趣味の話や互いの大学につ

いて話したり、冗談を言い合ったりすることができ、とても楽しかったし、感動した。時には

箕曲先生が今言っていることを訳してほしいと頼まれた。とっさに通訳できるほどの英語力は

まだ身についていなかったのが今年悔しかったことである。英語学習の目標をラオスで喋ると

いうことに設定していたのだが、こうして英語が話せたことで、せっかく少し通じるようにな

った英語をここで辞めたくないと感じたし、通訳できなかったことが悔しいので、もっと英語

を勉強したいと思い、さらに上を目指すことにした。 

第 4 に、ラオス人学生に日本の文化について聞かれたため説明しようと思い、着物や和食、

正月について調べてみると、日本の文化でも今まで知らなかったことがたくさんあった。海外

に行くことが日本について知るきっかけになるとは、面白い発見であった。 

今回のスタディツアーは、昨年の経験を活かす機会が多かった。経験を次に活かしてより良

いものにすることや、新しく何かを始めること、上を目指すことはとても自分のためになると

2 回のスタディツアーを通して実感できた。今後の人生においても、このようなステップアッ

プのために経験を活かすことを忘れないようにしたい。 
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意味のあること 

 

松 本 実 晴 

社会文化システム学科 3 年 

 

今回のスタディツアーで 1 番学んだことは、意味のないことなどは 1 つもないということで

ある。昨年度ラオスに渡航した際、「今の自分がすごく嫌だ」と感じた。2015 年度の報告書に

書いたことと重複するが、2 年生の自分はアルバイトばかりを優先していて、FLAO の活動を

怠り、逃げていた自分がいた。FLAO よりもアルバイトの方が給料も出るし、自分にとっては

よいものだと判断していた。だが、最後の学内販売で FLAO の活動について 2 年生が発表する

機会が設けられ、他の 2 年生は気持ち良く今までの活動の話を自分の成長とともに話している

のに対し、自分は「これを頑張った」といえるものがなかった。そこで初めて後悔をした。お

金よりも、お金では買えないものがあることに気づいた。それは、自分自身の成長である。そ

して、昨年度ラオスに渡航し、現地の方と触れ合い、渡航前までは FLAO を続けるか悩んでい

たが、ここでやめてしまったら、後悔したままで終わってしまうと感じた。この後悔を軸に「こ

の活動を頑張りたい、やり遂げたい」という想いから、FLAO の活動を頑張ろうと決意した。 

そして、今年度、第 3 期 Smile F LAOS の活動が始まった。昨年度のスタディツアーでは、

2 年生であったということもあり、責任感など背負うものもなく、楽しく過ごしたという印象

が強く残っている。しかし、今回 2 回目の渡航で自分はラオス班の代表ということもあり、一

気に責任感が生じた。 

支援品はどのようにするか、ラオスの小学校でのワークショップはどうするか考えなければ

いけない。そこで、昨年度はオリジナル絵本を贈ったことから、今年度は読書普及促進活動を

行うこととなった。この活動を実現するに、外部の人とも関わりを持った。外部の人と関わる

ことに慣れていなかったため私は少し緊張したが、自分が「はじめまして」の挨拶とともに自

分の活動を丁寧に伝えれば相手も受け入れてくれた。この過程で、ラオスで教育支援を行って

いる特定非営利法人「ラオスのこども」や公益社団法人「シャンティ」を訪問した。また、ワ

ークショップでのエプロンシアター「おおきなかぶ」を実演するにあたり、エプロンシアター

のご指導を東京未来大学の先生にしていただいた。このように外部の方と関わることで自分の

知らなかったことを知ることができ、視野を広げられた。こうして私は「はじめまして」の挨

拶が得意になった。自分が何者なのかを先に相手に伝えることからコミュニケーションを始め

ることが人と関係を築くうえで大切なことである。 

そして、ラオス渡航の日が来た。今までの FLAO の支援品は、第 1 期の浄水器から始まり、

第 2 期のオリジナル絵本、そして第 3 期の読書普及促進活動による、絵本・本棚を贈り、教員
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向けの『おおきなかぶ』エプロンシアターの実演となった。この支援品には全て意味があった

ことを最終日のプーマッコ村の小学校訪問により、実感することができた。 

それは、プーマッコ村の小学校を伺った際、JCFC を支援する慈善事業家のタイソンさんが

造った 1 つの部屋に、私たちのこれまでの支援品がすべて置かれていた。浄水器も毎日のよう

に使ってくれていて、オリジナル絵本も汚くなるまで読んでくれていて、今回贈った絵本もす

ごい興味を持って一生懸命読んでくれて、本棚もほしかったと校長先生からお聞きし、すべて

必要とされている、意味のあるものだったと感じた。この部屋は子どもたちの夢がつまってい

て、そして私たちの想いもつまっている部屋であり、今後もこの部屋が子どもたちの夢あふれ

る部屋となってほしいと願う。 

そもそも、タイソンさんがこの部屋をもし造っていなかったら、私たちの浄水器や絵本はど

のように使われていたのだろうか、どこに置かれていたのかとさまざまな疑問があがる。今回、

JCFC のコーヒーの加工現場を見に行った際、コーヒーの加工の手順が水に濡れても大丈夫な

シートに書かれていたりするなど、1 年前には貼られていなかったものがあった。ATJ 以外の

団体の支援により、一つの団体だけでなくそれぞれの団体が協力し合うことで、一つのものと

なっていくことが非常に大切であると感じた。 

ただの本棚や絵本十数冊、エプロンシアターの実演と思う方もいるかもしれない。だが、絵

本を贈ったことにより、絵本の貸し借りノートが作られたり、本を読むことでこれまで知らな

かった知識を得ることができたり、日本の絵本に興味を持ってくれたり、日本という国を知っ

てくれたりするなど、たった一つの本の寄贈という行為がもとになり、さらに何かに影響を与

えていくことで、ラオスの子どもたちにとってさらに意味のあるものとなると私は感じた。 

スタディツアーを終え、一年間、頑張った、やり遂げたと実感している。この活動において

も、自分自身も成長し、活動を

自分にとって意味のあるものす

ることができた。昨年度の後悔

があって今の自分がある。だか

らこそ、意味がないことなど一

つもないのだ。意味のあるもの

をもっと意味のあるものへとつ

なげていくことで、自分自身へ

の成長とつながる。FLAO で気

づいたことをもとに今後も成

長していきたい。 

  

写真 70  プーマッコ村の小学校の一室にて 
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「無知」でいることの怖さ 

 

村 上 千 香 子 

社会文化システム学科 3 年 

 

 今まで海外に滞在したり旅行したりする機会はあったが、2 度も同じ国へ行ったのはラオス

が初めてである。世界各国でテロが勃発する危険がある中、またラオスへ行こうと思えたのは、

あのラオス人の穏やかさとゆったりとした時間の流れが私の記憶に残っていたからだろう。ま

た、このような学びのための渡航は私の人生の中で次にいつやって来るか分からない。もしか

したらこのようなチャンスはもう 2 度とないかもしれないという思いから今回スタディツアー

に参加した。 

私が今回の渡航を通して学んだことは、「無知でいるのではなく意欲･関心を持って物事に取

り組むことで自分の力になる」という学びの貪欲さだ。身を持って体感したのはコーヒー収穫

の時である。コーヒー農園に到着し車から降りた際、数十メートル先に子供たちの姿が見えた。

しかし、今まで見てきた子供たちと様子が違う。小麦色の肌と泥まみれなった服を着ていたの

である。近づいてよく見てみると、やはり服は擦り切れ穴も空いていた。後に先生からの話で

その子供たちの収穫は児童労働の疑いがあることを知った。私は、大学でも児童労働に触れた

講義を受講していたため、初めてその実態を目の当たりにしとても衝撃を受けた。私が見た子

供たちは洋服こそ質素に見えたが、ケラケラ笑いながら駆け回り、子供たちの笑顔は他の村で

見てきた子供たちと何ら変わらず楽しそうに見えた。しかし、このまま今自分たちが置かれて

いる環境下しか知らず、世界と比べて自分たちの生活水準が低いなどといったことが分からな

いまま大人になっていくのかと思うと「無知」は怖いという思いが芽生えた。 

フェアトレードが存在する理由も同様で、知識のあるものがコーヒーの市場価格を自分たち

の都合良い方向で決定するから、知識のない生産者側がそれに従う形で苦しんでいる。しかし、

同時に私も児童労働に関して人に説明できるほどの知識を持っていないことから、自分も「無

知」だということに気づかされた。そもそも児童労働の子供たちを見た時、洋服の汚さは疑問

を思ったが、そこから誰かに聞いたりさらに考えたりするという探究心はなかった。というよ

り、そこまで関心がなかったのかもしれない。 

そんな自分の無関心さを顧み、夜のミーティングで先生から「疑問に思ったことはどんどん

自分から聞くと良い」というアドバイスを受け、個人調査では色んなことを聞いてみた。実際

に、農家さんに農園を見せて頂いた際には自分から「What is this?」と聞いてみたりすること

で、農作物の名前だけではなく、さらにタバコの草からどのように私たちが知っているタバコ

になるのかという過程までも聞け、そこから新しい発見を得ることが出来た。最初は自分 1 人
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の力で個人調査することに不安があったが、人に聞くことによって新しい発見や知識を得られ

たことにとても自信が持てた。また、自ら聞いた話しは人から受身的に聞いた話しより印象に

残るので、その知識はとりわけ自分の力になると感じた。もちろん、このような新しい発見を

得る過程において、一人ですべてのことをやり遂げたわけではない。毎回一生懸命英語で伝え

ようとしてくれた、通訳のラオス人大学生の存在がある。 

 また、今回私はスタディツアー1 日目から体調を崩してしまい、熱は下がったのだがお腹の

調子が悪く、ラオスで滞在した 4 日間ぐらいは休息を交えながらのフィールドワークだった。

そんな私を支えてくれたのはメンバーやラオス人たちである。1 日目タイ到着後、私の体調を

気にかけバナナやヨーグルト、水を買ってきてくれた同期メンバーや私の顔を見るなり「千香

子さん体調大丈夫ですか？」と気にかけてくれた後輩がいた。とくに今回のスタツアでも再認

識出来たのは、ラオス人の温かさである。移動した見学先で気持ち悪くなり、みんなと離れ車

の荷台に座って休んでいると、私の体調を見かねた運転手のジョイが身振りで「こっちへおい

で」と言っているのが分かった。車のドアを開けてくれ中で横になって休むよう言ってくれた

のだ。運転手の方は英語が話せないためラオス語で話かけられたが、私たちも片言の単語と自

己紹介したものの、意思疎通が難しかった。ジョイは去年、私たちの班の運転手だったが名前

を聞くことが出来たのは、今年が初めてだった。 

また、その後先生に連れていって頂いた民家で休み、しばらくして起き上がると、家の方が

ラオス語で「大丈夫？気分良くなった？」というような身振りと笑顔で体調を気遣ってくれた。

私はラオス語で「大丈夫」が出てこなかったため、とっさに身振りで親指を立て体調がよくな

ったことを伝えた。民家の方も運転手のジョイもほとんど私たちと共通で理解できる言語はな

いに等しい。しかし、私たちに歓迎の意を常に示してくれる姿勢と家族のように心配してくれ

る温かさは、みんながこのツアーを楽しめた要因の 1 つでもあると思う。また、体調が最初か

ら悪かった私が不思議と 1 度も日本に帰りたいと思わず、むしろせっかく来たのだから沢山の

学びと気づきを得たいと前向きな気持ちになれたのは、支えてくれたメンバーや先生、ラオス

の方々の存在がある。この場を借りてすべての人に感謝したい。 

 今回は児童労働での気づきとラオス人の温かさについて書いたが、他にも日本に帰国してか

ら自分の小さな意識の変化に気づくことがあった。もしかしたら、まだラオスで得た自分の変

化や学びに、自分自身が気づいてないこともあるかしれない。そしてそれは何十年間か後にふ

と、「あ、あの時の体験が今に繋がっているのだ」と初めて気づくこともあるだろう。どちらに

せよ、今回の渡航で得た様々な気づきは、今後の私の人生において大切な役割を担っているの

は間違いない。日本は情報で溢れた社会だが、その中で必要なものを自分で取捨選択し、見て

見ぬ振りをするのではなく、知っていこうとするその姿勢を忘れずにこれからの人生を歩んで

いきたい。 
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日本の外から見えたもの 

 

  安 齋 成 美 

社会文化システム学科 2 年 

 

 「百聞は一見に如かず」ということわざがあるように、今回のスタディツアーにおいて実際

に自分の目で見て初めて分かったことや、体験して気付いたことが多々あった。それを強く感

じた 3 つの体験について記したい。 

まず 1 つ目はラオスという国そのものに対してである。家にお風呂がない、電車は通ってい

ない、道が舗装されていない、庭に当たり前のように家畜がいる……これを聞いただけで「ラ

オスは貧しい国、ラオス人は不自由な暮らしをしている」と渡航前の私は勝手に誤解していた。

しかし、実際に現地に行ってみると、それは確かに事実であり、日本に比べると設備が未発達

であった。しかし、だからと言ってラオス人が不自由な生活をしていて、住民は不幸であるか

といったらまったくそのようなことはなかった。食料は豊富にあるし、生活は成り立っている。

逆に日本に溢れているもの方が、無駄なのではないかと感じた。そして何よりラオス人は親切

で優しく、広い心を持っていた。社会制度が未発達で、設備が不十分と聞いただけで勝手にラ

オスに偏見を持つ私たち日本人の心の方が、よほど貧しいのではないだろうか。また、時間に

追われて走っている人など見かけず、ラオスで流れる時間はゆっくりと穏やかに感じられた。

日本人は急ぎ足で満員電車に乗って通勤、通学をし、時間を気にしてせかせかしている。神経

質で、余裕があまりない。疲れた顔をしている日本人が多いと感じられるのはそのせいではな

いだろうか。ラオスの時間の中で実際に数日間過ごしてみると、便利で満ち足りた日本と、自

由で自然に囲まれた暮らしのラオス、どちらが幸せなのか、本当の幸せとは何なのかがわから

なくなってしまった。 

 このように日本の外から少し距離をおいて日本を見ることができたから、日本の現状に疑問

の目を向けることができた。今の日本の当たり前を疑うことは日本の中で生活していてはなか

なかできない。他を知らず、現状を疑わずに正しいものだと決めつけてしまうことは怖いこと

だと思った。日々の生活の中や身近なことでも慣れてしまって見えなくなってしまうことはた

くさんある。したがって、物事に取り組む前に、一旦第三者の立場から考えるということを忘

れないようにしたい。 

 2 つ目は FLAO の活動の意味である。私は製品班で、ラオスに行く前までに感じていたのは

委託販売の契約が取れたことや製品が売れたことなどの、ビジネス面での達成感だった。その

活動がラオスとのフェアトレードや支援に繋がっていると頭では分かっていたが、実感は湧い

てこなかった。しかしワークショップを行い、実際に子どもたちが喜んで本を読んでいる姿や
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興味津々な表情でエプロンシアターを見て一緒に掛け声を言う姿など、子どもたちの笑顔を見

ていると、今までの活動はすべてこの笑顔に繋がっていたのだと実感し、国内活動では分から

なかった、また違う達成感を味わうことができた。この実感は、国内でどんなに人から聞いて、

支援品を受け取る子どもたちの写真をみても本当の意味では感じることができなかったと思う。

この体験だけでもラオスに来た意味を十分に感じられた。 

3 つ目はコミュニケーションのかたちである。10 日間、英語で会話する機会が非常に多かっ

た。今まで義務教育で小学生の頃から英語を習っていたし、私は小学生のころまで英会話教室

に通っていたので案外会話はできるのではないかと思っていた。しかし私は言葉の壁にぶつか

ることになる。想像以上に自分の英語が通じないし、またそれ以上に聞き取れない。英単語の

意味があっていたとしても、発音が違って伝わらないことも多々あった。ましてやラオス語は

あいさつの一言しか知らなかった。私は伝えたいことがあるのに伝えられないもどかしさ、何

かを伝えようとしてくれているのに理解できない悔しさを感じた。このとき、私は思わず俯い

てしまいそうになったが、先輩から教えていただいた家計調査の極意を思い出し、理解はでき

なくても相手の目をみて、たまに相槌をいれることを心掛けた。するとお話をしてくださった

お母さんはどうにか伝えようとジェスチャーを加えて話してくれるようになり、場の雰囲気も

和んだ気がした。このとき私は伝えようとする気持ち、理解しようとする気持ちがあるからこ

そコミュニケーションは生まれ、発展することを学んだ。私は少し慣れてくると伝わりやすい

ような簡単な表現を探して、身振り手振りを入れながら話すことができるようになり、伝わる

嬉しさと会話の楽しさを感じることができた。もちろん、十分でない言語には限界がある。完

璧な会話には語学が必要だ。でも意思疎通を図ろうとする姿勢はどの国でも共通であり、言葉

のいらないコミュニケーションのかたちを学んだ。                 

今回多くのことを学び、見落としていたことに気づくことができたのは実際に渡航して自ら

様々な体験をしたからこそである。新しいことにチャレンジするのは怖いし、勇気が必要だ。

しかし、チャレンジの数だけ自分の幅を広げるチャンスだと思って、挑戦することを恐れない

でいたい。また、今回の経験を単に思い出の 1 ページにしてしまっては意味がない。これから

の人生でどのように生かしていくのかを考えていくことが、今の私の課題である。せっかく得

た、私の体験という名の財産を、無駄にしないようにしたい。   
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多くの変化を与えてくれたラオス 

 

岡 田 真 夕 

社会文化システム学科 2 年 

 

私がラオスに行ってみたいと思った背景に、なにか刺激を受け、今の自分に成長や変化を起

こしたいという思いがあった。ラオスに渡航した結果、その期待を裏切らないような多くの内

面的変化が起きた。ここではその中でも自分のなかで印象の強かった 3 つの変化についてふれ

ていきたい。 

まず 1 つめは、幸せのかたちについてである。ラオスの人はコンビニやケータイがなくても

幸せで、日本人の幸せがラオス人にとっての幸せと同じとは限らない、という話を思い出した。

これは、流通サービスの服部社長から聞いた言葉である。この話を聞いた当時はまだ、ラオス

に対しての知識が乏しかったこともあり上手くイメージできなかった。しかし、自分自身でラ

オスの環境や人々などを目にし、ようやく言葉の意味を理解することができた。日本では、た

くさんの店があり、交通の便が良く便利で栄えている場所に憧れをもつ人が多いだろう。私も

もっと栄えている場所に住みたいと思っていた。ところが、ラオスを訪れたことにより考え方

に変化が起きたのである。ラオスでは物が豊富にあるわけでもなく、交通の便も決して良いと

は言えないが、のどかなラオスで生活する人々はとても幸せそうだった。ラオスの人たちは温

かい人ばかりで、心にゆとりがあるように感じた。そんな、環境だけでなく人々までもゆった

りしたラオスは、マイペースな私にとって居心地のいい場所であった。それに気付けたことで、

余裕のあるゆったりした生活が私には合っていて、こういう幸せのかたちもあるのか、という

新たな発見をすることができた。 

2 つめに、命をいただくことについてである。私たち日本人は、食事の前には「いただきま

す」を、食事の後には「ごちそうさまでした」を言う習慣がある。そして、物心がついた頃か

らその意味を教育される。私はアヒルの解体を経てからは、以前に比べ鶏肉への食欲が落ちて

しまった。それまで気になっていなかったのだが、食べる時にわずかに感じる鶏肉のにおいが

気になるようになったのである。その変化から、命をいただいているということを頭で理解で

きているつもりではいたが、実際はそのことを意識できておらず、その重さに向き合えていな

かったことに気付かされた。実際に自分の目で、命が普段目にしている食材としての姿になっ

ていく過程を見て、携わったことで「いただきます」や「ごちそうさまでした」の意味をやっ

と理解できたのだ。これからは習慣の一つとしてそれらの言葉をつかうのではなく、しっかり

感謝の気持ちを意識していきたい。ならびに、食べるために奪った命なのだから粗末にしない

よう、今後も好き嫌いのない食生活を送っていこうと思う。 
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3 つめに、外国語に対しての意識の変化である。高校時代に外国人と交流する機会が多くあ

った。その度に周囲に圧倒され、自信をなくしてしまい、英語でのコミュニケーションに消極

的になってしまっていた。渡航してすぐの頃は不安で消極的になってしまっていた。そんな私

が積極性を取り戻した要因が 2 つある。1 つはつたない英語でも理解しようとしてくれるラオ

ス人の優しさである。呆れずに付き合ってくれる姿や、私が言いたいことを推測してフォロー

してくれたことにより、少しずつ不安が薄れていった。もう 1 つが家計調査である。家計調査

では、自分たちが頑張るしかないという、やや追い詰められた状況にあったため手探り状態で

挑戦し始めた。班のメンバーと一緒に伝え方を考えることができたため、安心感のなかで挑む

ことができた。そういった変化の結果、簡単な単語や表情、また身振り手振りなどでコミュニ

ケーションがとれることがわかり、挑戦する前から諦めていただけで、難しく考えすぎていた

だけであったことに気付かされた。だんだんと通訳の方やラオス人大学生と交流を深めていく

なかで、自分の言いたいことが伝わった時の嬉しさや、互いの母国語を教え教わる楽しさを感

じることができた。しかし、言いたいことを全て伝えられたわけではないし、相手の協力があ

ってやっと伝わることも多く、スムーズにいかない悔しさや歯がゆさもあった。とりあえず自

分のできる範囲で伝えようとすると、どうしても簡略化された内容でしか伝えることができず、

無念さが残ってしまった。こうした嬉しさと歯がゆさの感情から、もっと実用的な英語を身に

着け、多くの人とコミュニケーションをとれるようになりたい、という学習に対する意欲が生

まれた。大学に入学してから英語をつかう機会が一気に減ってしまい、学習意欲が低下してい

たため、私にとって良い刺激となった。次回ラオスへ渡航する時には、今回よりもコミュニケ

ーション能力を上げ、悔しい思いを

残さないスタディツアーにしたい。 

これらの変化はどれも、自分のた

めになるものであるだろう。自分自

身で体験してみたからこそ生まれた

変化ばかりであったため、スタディ

ツアーに参加することができたこと

を心の底から良かったと思う。ラオ

スに対する興味関心がさらに高まっ

たため、ぜひ来年もスタディツアー

に参加し、疑問が残ったことや関心

があることを調査したい。 

  

写真 71  班のメンバーと 
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来年への誓い 

 

嘉 村 瑠 介 

社会文化システム学科 2 年 

 

 今回のスタディツアーはとても新鮮であった。見るもの、聞くもの、食べるもの、経験した

ことがすべて新鮮で、自分の世界が広がったように思う。まさかラオスにいって、コオロギや

カイコ、ナマズを食べるとは思ってもいなかったし、まさか滞在していた部屋にカエルが住み

つくとは思わなかった。ラオスでは野犬がいたるところにいて、片時も油断ができなかった。

日本はよく駆除できたなと思った。 

 様々な貴重な経験をしたが、印象に残っているのは、訪問した各村で行った家計調査である。

計 3 回行ったのだが、どれも最後に悔やまれるものとなった。初回の調査では、雰囲気作りが

とても難しかった。全く知らない国からやってきた人たちにいきなり調査されるのだから、警

戒されてもおかしくない。警戒心をとき、自然と笑ってもらえるようになったのは、調査の終

わりころだったように思える。 

 雰囲気の大切さを知った 2 回目の調査では、調査に応じてくれた方の目を見ることやあいづ

ちを打つなどして警戒を解いてもらえるように心がけた。その結果、調査項目はすぐに埋まり、

答えてくれた金額は妥当性があったため、とてもよい調査ができたと自信にあふれていた。し

かし、話を聞いただけで満足してはだめだと、箕曲さんに喝を入れられ、調査対象者の畑に行

くと、話の中ではなかったはずの、作物が存在したり、聞いていたより土地が狭かったりと、

少しごまかされてしまっていたのだ。百聞は一見にしかずとはまさにこのことだと思い知らさ

れた。 

家計調査を始め、課題が残るスタディツアーであった。というのは、段々と土地にも、人に

も慣れてきて、いざ様々な気になったことをラオス人学生や農家の方に聞いてみようと探究心

が出てきたところでスタディツアーが終わってしまったからである。 

まず、訪問した村で、村長にお話を伺い、その後質問をする時間があったのだが、最初に訪

問した村では、的を外した質問をしてしまうかもしれない怖さや恥ずかしさから質問をするこ

とができなかった。しかし、別の村で質問をしてみると、疑問に思ったこと、更に深く知りた

くなったことがたくさん出てきた。前に訪問した村では、この村とはどう違うのかを聞くこと

のできない後悔の気持ちが強くなってしまった。 

今回同行したラオス人学生たちに対しても、同じような後悔をしている。言語の壁を理由に、

気持ちが伝わらないと決めつけ、また話しかけてもらっても対応できないと思い、FLAO メン

バーの近くにいてしまった。もちろん、英語の能力を向上させることも来年度の課題ではある
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のだが、家計調査で調査に応じてくださった方やワークショップで接した子どもたちを通じて、

コミュニケーションの取り方などたくさんあるのだということに気が付いた。調査対象者はラ

オス語を話しており、当然英語以上に聞きとることができないが、それでも目をみて真剣に話

を聞いていると和やかな雰囲気にすることはできたし、子どもたちとは、追いかけっこやサッ

カーを通じて仲良くなれた。こちらが誠意を持って、同じ時間を共有したという認識を相手に

も持ってもらえたのなら、言葉など関係なく仲良くなることができて、より交流の幅を広げら

れただろう。 

来年のスタディツアーは悔しさをバネに、やり残してきたことをやりきるものにしたい。 
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たくさんの人々と出会うことの素晴らしさ 

 

白 石 真 奈 美 

社会文化システム学科 2 年 

 

 私にとって、ラオスに行くことは初めてだったので、楽しみな気持ちもあったが、出発日が

近づくにつれて、とても不安になってきた。しかしラオスに着くと、牛やヤギが道にふつうに

いたり、小さいこどもがヘルメットを被らずに、2 人乗りや 3 人乗りでバイクに乗っていたり、

整備されていないガタガタの道路を走行したり、市場では虫やカエル、アヒルなどが大量に売

られていたりと、日本とは違う光景に、とても驚くことばかりだった。ラオスでの生活は、毎

日が充実していて、楽しくて、ラオスに着く前までの不安はすぐになくなった。 

 ラオスでの生活で、私は初めての経験をたくさんした。まずはアヒルの解体だ。元気に生き

ていたアヒルを解体するのを見るのは、正直とても辛かった。しかしアヒルの解体をしっかり

とこの目で見て、改めて、命をいただいているのだから、きちんと感謝して食べようと思った。

そしてナマズの素揚げを食べたことだ。見た目と違って、想像以上においしくてとても驚いた。

その他にも、民泊をしたり、自分で水をくんで流すトイレを使ったり、何回も停電が起こった

り、その停電のなかでご飯を食べたり、コーヒーを収穫したり、家計調査をしたりするなど、

初めての経験をたくさんすることができた。 

 そして小学校でのワークショップだ。私は国内では、ラオス班の一員として活動をしていた。

ラオス班では、子どもたちに渡す絵本を選んだり、エプロンシアターを作成したり、本棚のデ

ザインを考えて装飾したりした。本棚の装飾は、なかなか決まらずラオスに行くまでに完成さ

せられるのかなどと、不安になったこともあったし、とても大変なこともあった。しかし、絵

本を受け取って、嬉しそうに読んでいる子どもたちや、エプロンシアターを見て、楽しそうに

している子どもたちの姿を見て、ラオス班として、みんなで協力して頑張ってきて良かったと、

今までの活動にとてもやりがいを感じた。子どもたちは、みんな元気いっぱいで、笑顔が本当

に可愛くて、そのような子どもたちの姿を見ることができて幸せだった。 

 ラオスでの生活を通して私は、たくさんの人々と出会うことの素晴らしさを実感した。今ま

での活動を通してもそうだが、ラオスに行くまでにたくさんの人々と出会った。ラオスでの貴

重な体験や、ラオスの魅力などをお話ししてくださった NPO 法人ラオスのこどもの方、初め

てお会いしたのに快く丁寧にエプロンシアターのやり方を教えてくださった東京未来大学の講

師の方ばかりでなく、イベントでもたくさんの人々と出会った。このようにたくさんの人々と

出会えたからこそ、私はラオスに行って、子どもたちに絵本などの支援品を渡すことができた

し、エプロンシアターを実施することもできたのだなと実感した。 
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そしてラオスに行ってからも、たくさんの人々と出会った。私たちの班について、家計調査

や市場での買い出しを一生懸命手伝ってくれたカムサイをはじめ、優しくて頼もしい、ラオス

人の通訳の方々。いつも安全運転をしてくれたドライバーの方々。とてもフレンドリーで、明

るくて、元気いっぱいなラオス人の学生たち。会うと笑顔で挨拶をしてくれる村の方々。笑顔

の可愛い子どもたち。とても貴重なお話しをしてくれたり、ラオス語のできない私達を手助け

してくれたりした、青年海外協力隊の隊員である阿部さんと川口さん。明るくて、頼もしい

FLAO の OG の秋本さん。きっと私１人では何もできなかった。たくさんの人々と出会うこと

ができたからこそ、素晴らしい経験をすることができたのだ。 

 このように私はたくさんの人々と出会って、その人々の優しさを感じた。こうして多くの人々

と出会うことは、本当に素晴らしいことだ。私は将来、人とのつながりを大切にできて、たく

さんの人々と関わることのできる仕事に就きたい。きっとこれからも私は、たくさんの人々と

出会うと思う。その出会い全てを大事にしていきたい。 

 ラオスでの生活で、素晴らしい貴重な経験をたくさんすることができて、たくさんのことを

学ぶこともできた。ラオス人の通訳の方や、ラオス人の学生さんと仲良くなれて、たくさんコ

ミュニケーションをとることができたのは、私にとって大きな自信につながった。ラオス語も、

英語もできないので、コミュニケーションがとれるのか不安であったが、分かる単語をつなげ

たり、表情でコミュニケーションをとったりすることもできるのだと知った。しかし、自分の

言いたいことを上手く伝えられず、言葉の壁を少し感じてしまって、悔しい思いをした。だか

らこそ、次にラオスに行くまでに、少しでも英語が喋れるようになりたいと思った。そしてな

によりも、空が青くて、自然が豊かで、夜になると星空がきれいで、人々はみんな優しくて温

かくて、日本と違ってのんびりとした国で、食べ物もおいしくて、そんなラオスが大好きにな

った。きっとラオスで経験したことは、

これから先もずっと忘れることはない。

また必ず、ラオスに行きたい。私はこ

れからも、ラオスで経験したこと、学

んだことを活かして、いろんなことに

挑戦して、自分の視野をもっともっと

広げていきたい。これを機に、ラオス

だけではなく、たくさんの国に行って

みたいと思った。「あれをやりたい」「こ

れを学びたい」などと思うだけではな

く、きちんと行動していきたい。 

  

写真 72 ラオスの子どもたちと 
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楽しさと悔しさの先に 
 

関   千 代 美 

社会文化システム学科 2 年 

 

 ラオスで過ごした 10 日間という日数は、たった 2 頁で収めるにはあまりに多くのことがあ

った。不思議と渡航に不安はなく、好奇心と逸る思いから、飛行機では隣のメンバーと『指さ

し会話帳』でラオス語を話したりしていた。実際にラオスに着いてからも毎日が充実していて、

日本の喧騒を忘れてラオスでの日々に没頭した。目で見て肌で感じるすべてが新鮮で、普段関

わることのできない農家の方や村長さん、JCFC の幹部の方の話を聞いたり、現地のものを食

べて匂いを感じたり、ラオスの学生や村の人々と交流したり、実際に体験しなければわからな

いことだらけだった。 

 ラオスの学生や通訳さんとの交流はとても楽しく、英語で話すのはもちろん、お互いに自分

の言語を教えあったり写真を撮ったりして過ごした。ラオス料理はおいしくて、景色も綺麗で

ラオスが好きになったと話すと、嬉しそうに笑ってラオスについてもっと教えてくれた。彼ら

は本当にラオスという国が好きなのだ。国や言語が違っても同じ話題で盛り上がったり、新し

い発見ができたりした。特に喋りたい、わかりたいと強く思ったのは、宿に帰る車内でラオス

に一年間留学している 4 年生の先輩と通訳がラオス語で喋っていた時だった。私はその時の会

話が何もわからなかった。先輩が訳してくれたが、「彼の言葉をそのままわかりたい」と思った。

知らない言葉に囲まれるとのけものになったような気になってしまい、もしかしたらラオスの

学生たちにも同じような気持ちにさせてしまっていたのではと反省した。その時から、どんな

変な文になってもなるべく覚えたラオス語を使うよう意識して話した。 

 一方で、子どもたちとの交流では言葉が通じなくても心から楽しめることも知った。最後に

家計調査をした家はお孫さんが 10 人もおり、その子たちと遊びたくて知っている限りのラオ

ス語で挨拶をすると笑顔で迎え入れてくれた。身振り手振りでラオスの手遊びを教えてもらい、

ラオス語で「1，2，3！」と叫びながら跳んで遊んだりして楽しい時間を過ごした。別れ際に

は「ウーアイ（お姉さん）」と呼んで抱きついてくれ、思わず帰りたくないと叫んでしまった。 

しかし、楽しいだけでは終わらないのが、このスタディツアーである。家計調査では、事前

に用意していた英語の質問文は参考程度にしかならず、一回目は通訳に聞きたいことを伝える

ので精一杯で、通訳さんからの返答もろくに聞き取れない散々な結果だった。長時間にわたる

質問攻めに、調査した奥さんも疲れ顔で、申し訳ないと同時に悔しくなった。自分たちのこと

で手一杯で、対象者を込みにした調査ができなかった。だが、その日のミーティングで項目ご

との価格や数値を知ることで、次の家計調査は初日とは比べ物にならないほど確実かつスムー
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ズに調査ができた。この日の調査では質問項目のほかに、カティモールとロブスタの木の数が

同じヘクタール数で違っていた件について詳しく聞きこむことができ、自分の成長をはっきり

と感じられた。班員全員が一回目より確かな手ごたえを感じていた。やって終わりにせず反省

して次に生かすこと、とは再三言われてきた言葉だが、このときほどそれを実感したことはな

かった。今後の自信につなげたい。 

また、ラオスで過ごすうちに何度もラオスの農村部の現状を目の当たりにし、良い面と改善

されるべき面が見えてきた。ラオスの人々のあたたかさやのどかな暮らしの裏に、良いとはい

えない労働環境や不安定な買取価格、児童労働の影が見えた。グラウンドでサッカーをする子

どもたちと、トラックの荷台にぎゅうぎゅうに乗り込む子どもの違いは何だろう。売っても減

らない借金の訳とは。ラオス語が読めない子ども、制服を着ている子と着ていない子の差とは。

意識しなければ見落としてしまうそれらを見つける感覚を捨てたくない。来年の私は今年度の

私より感覚を研ぎ澄ませ、常に考えることを忘れないでいたい。 

 何より、スタディツアーにおいて一番考えさせられたことは「コミュニケーションと言語」

である。「伝わる楽しさ」と「伝わらない悔しさ」というこの感情は、実際に現地に飛び込み、

現地の人々とコミュニケーションをとってみなければ絶対にわからない。普段話すことができ

ない相手・言語で話すことの楽しさと、だからこそ言いたいことを言葉で伝えられない悔しさ

を感じる機会がないまま過ごすのは面白くない。 

 来年はラオス語での説明に挑戦したい。向こうの言葉で話すと相手は喜んで応えてくれる。

道を歩いているだけで村の方々は挨拶をしてくれ、私たちがラオス語で返すと驚いたように笑

って、さらに話しかけてくれた。何を言っているのか厳密にはわからなかったが、「きっとこう

いうことを言っているんだろうな」とわかり、自分たちの気持ちを自分たちの口から伝えたく

なった。伝えたいという気持ちが大事というが、私はそれだけでは満足できなくなった。相手

の言っていることを聞きたいし、同じ言葉で伝えたい。言葉以外で伝える手段を尽くした先に

は、やはり言語しかないと思う。 

 最後に、このスタディツアーに参加して本当に良かったと思う。コーヒー農家の方や市場の

ひと、通訳さん、ラオスの学生、子どもたち、青年海外協力隊のおふたり、そういったたくさ

んの良い出会いに恵まれたこの経験を、ただの思い出にしてしまわないように次のステップを

考えていきたい。こう思えたのも、ラオスで学んだ大事な経験である。だから今の努力を諦め

てはならないのだ。残された機会を無駄にしないためにも。 
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外国人になってみて 

 

千 本 梨 紗 子 

社会が文化システム学科 2 年 

 

 ラオスから帰国する飛行機の中で、思い出したことがあった。小学生の時にベトナムから来

た男の子が転校してきたことである。海外旅行をしたことがなかった私は、海外の人、まして

や東南アジアの人とはほとんど関わったことがないと思っていたが、実は気付かないまま異文

化交流をしていたのだ。彼は元々日本語が話せない状態で、1 人別の教室で授業を受けている

こともあった。差別を受けているということもなく毎日友達と楽しそうにしていたが、肌の色

も異なり訛りのある日本語を話す彼に対して私や何人かのクラスメイトはどこか距離を置いて

しまっていた。その子のことも知らず、自分とは違うと線引きをしたのだった。 

 しかし私が渡航した 10 日間、現地で出会ったラオスの方々は外国人として訪れる私に対し

全くそういった態度をとらなかった。むしろ私たちがわかるような英語を使い、ジェスチャー

を使いながら話をしてくれて、私はその時自分が外国人なのだと実感することはほとんどなか

った。外国人だからこうだと扱われることがなかったからである。そして彼らは何より私たち

のことや学んでいることを理解しようとしてくれていた。それを特に感じた出来事が 2 つある

ので、それについてここに記したい。 

まずは 3 日目の家計調査である。初めの日の家計調査は実際にコーヒー農園を持つ通訳のソ

ムサックと一度他の班で調査を経験したカムサイ、さらに英語の話せるコーヒー農家のラーが

手伝ってくれたこともあり、想像していたよりもスムーズに調査を行うことができた。しかし

2 回目からはコーヒー農家や協同組合について全く知らないスームが通訳を担当してくれるこ

とになり、私の拙い英語のみではなかなか伝わらず他の班と比較しても 2 回目なのに聞けてい

ない点が多くかなり落ち込んでしまった。反省とともに一生懸命伝えてくれようとしていたス

ームや農家さんに申し訳ない気持ちを持ち、次の日には挽回したいと迎えた 3 日目。お昼前の

空いた時間にスームと打ち合わせをしようと話に行くと、スームは他の通訳さんに調査票を持

ちながら質問をし、さらにネットで検索したことや方法をメモしていたのである。その日は私

が会話に詰まると簡単な英語で例を挙げてくれたりもした。仕事としてただ通訳をするのでは

なく、私たちのことや勉強していることを知ろうとしてくれている姿にとても感動し、通訳さ

んや相手の農家の方が私たちを受け入れ理解してくれるからこそ家計調査ができるのだと実感

した出来事であった。 

2 つ目はラオス人学生とのささいな会話である。彼らは文化の違う外国人である私に対して

全く距離をとることなく会話をしてくれた。時々通じないことがあったとしても、自分の身の
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回りについて話したり、お互いの国について話したり。時には日本語とラオス語を教えあうこ

ともあった。彼らは私の英語力がないことに対し言及することは決してなく、同い年の友だち

として話してくれたのだ。また「日本語をもっと勉強したい、そしたら私とももっと話せるの

に」と言ってくれたことも印象的である。受け入れてくれた側であるラオスの学生が、さらに

近づこうとしてくれている姿を見て、「私もラオス語勉強するね」とさらに仲良くしたいという

気持ちを伝えた。私たちの間を隔てる線は存在しなかった。そしてラオスの人々は本当に温か

いんだと感動し、ラオスという国を好きになって帰国したのである。 

日本で体験した外国人の扱われ方と、全く逆の体験をしてきた私が考えたのは、もしラオス

であのベトナム人の男の子と同じような扱いをされていたら、同じような気持ちになっていた

のだろうかということである。自分が相手の言語を話せないことで、見た目が違うことで、外

国人という見えない線を引き距離を開けられたら、きっと同じようにラオスのことが好きには

なっていないだろう。もしかするとあの男の子は、今でもあまり日本を好きになってくれてい

ないかもしれない。そう考えると、日本の魅力を伝えることも、ましてや彼のことを知ろうと

もせずに距離を置いたあの時の自分を叱りたい気持ちになった。また温かく受け入れてくれる

ラオスの方々がもし日本にきた際に過去の私と同じように扱う日本人のそばで過ごしたら、日

本のことを心から好きにはなってくれないのではないか。そう考えると、それならば私がサポ

ートしてラオスのことを好きにさせてくれた彼らに日本のことも好きにさせたいという小さな

野望を抱くようにもなった。 

違う国籍の人と関わりを持つ、会話をする、受け入れる。渡航前の私が難しいだろうと感じ

ていたことに何より必要なのは語学以前に「自分とは違う人」という線を引かないということ

だった。私には外国人というレッテル

貼りをされず、その国に住む人に受け

入れられた経験がある。しかも幸運な

ことに温かく。もし過去の私と同じよ

うに外国人に距離をとる人が日本に多

いとしても、これからの私は温かく受

け入れ相手のことを知ろうとする日本

人でありたい。外国人という立場でそ

の国に触れるのは、いつでもきっと不

安で心細い気持ちが伴うのだから。 

 

 

 

写真 73  ラオスの子どもたちと 
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自分のためでなく相手のための支援 

 

玉 置 桃 子 

社会文化システム学科 2 年 

 

 私が FLAO に入った理由の一つは、ラオスの子どもに自分たちの手で支援品を渡しに行くこ

とができるからである。わたしは、これまで休みの日に子どもたちと遊ぶボランティアのサー

クルに所属していた。そのこともあって子どもと話したり遊んだりするのが好きであった。そ

のため、小学校に行き、支援品である絵本を渡すことは、わたしにとってスタディツアーの目

的であり楽しみでもあった。 

実際、教育局へ伺ったとき、ラオスでは音楽の科目はあるが、楽器がなかったり先生がいな

かったりするという理由で、授業として行うのは難しいとおっしゃっていた。わたしはそのお

話を聞いたとき、「ラオスの子どもたちに簡単な楽器を寄付するのもよいかもしれない」と思っ

た。しかし、そうした考えは、そう簡単に相手に届かないということを知った。確かに、わた

したちはワークショップに行き、子供たちに絵本を渡すと、彼らは笑顔で受け取ってくれた。

わたしは何とも言えない達成感を感じた。しかし、その学校で、ほかの国から寄付された本や

本棚が、まだ未開封のまま置かれていたということを聞いた。そして、青年海外協力隊の阿部

さんから音楽教育は富裕層向けのものだというお話を聞いた。わたしは自分の考えがどれだけ

浅はかであったかを思い知った。 

支援をする際、支援する相手が、今本当に必要だと感じているもので、相手のためになるも

のでなければならない。そうでなければ、支援を送っても、それはただの自己満足で、支援す

る相手にとってはただの邪魔なものになってしまう。たとえ、わたしが子どもたちに楽器を送

ったとしても、音楽教育の普及につながるわけではない。ましてや使ってもらわずに終わって

しまう可能性だってあるのだと知った。一方で、色々な村を訪れて、村長さんの家の近くに住

んでいる子どもと遊ぶ機会があった。その子どもたちと楽しく遊んでいたところ、途中で同年

代の子どもがいっせいに小学校から帰ってきた。よく考えると、一緒に遊んでいた子は学校に

通っていない子どもだったのかと気づいた。わたしは、ラオスの学校に支援品を送ることで、

ラオスにいる子供たちみんなを救ったような気分でいた。しかし、学校に行けていない子ども

たちには支援品は届けられていない。実際、本当に支援品を送るべき相手には、支援の手が届

いていないのではないだろうか。支援は難しいものだと深く感じた。 

しかし、この活動において、関わってくれている人に対する支援は、続けていかなければな

らないものである。箕曲先生が「私たちの活動にとって支援とは、調査の際に、情報を得たこ

とに対するお返しである」とおっしゃっていた。わたしは考えすぎていたのかもしれない。ラ
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オス中の子どもたちを支援することは、今のわたしには不可能なことであった。しかし、たと

え支援が行き届いてないとしても、その支援で誰かが笑顔になってくれて、自分たちなりのお

返しをすることができれば、それは支援として正しいものなのではないかと感じた。わたした

ちの支援から、さらに支援の輪が広まって行くかもしれない。来年に向けて、自分たちが出来

る最大限の支援品を考えたいと思った。 

 ラオス渡航前は楽しみな気持ちもあったが、正直言うと不安や心配で行きたくない気持ちの

ほうが強かった。ぜったい部屋は汚いし、虫はたくさんいるし、料理は日本のほうが美味しい

し、とラオスに対してマイナスのイメージばかり持っていた。しかし、ラオスに着くと、毎日

が新鮮で、驚きと発見にあふれていて楽しい毎日であった。私たちの売っているコーヒーは専

門家の指示をうけて大切に育てられているということ、黄色いスイカは甘くておいしいという

こと、ラオスのお葬式はお酒を飲んだり食べたりして楽しいものであるということ、大変な作

業であるコーヒーの収穫作業は 1 日 1000 円弱の収入しか手に入らないということなど、小さ

な発見から大きな発見まで、自分で見て、聞いて、感じて、日本にいるだけでは自分が知るこ

とのできなかったことをたくさん知ることができた。 

ラオス人の学生の通訳さんとの出会いもわたしには大切なものとなった。初めは英語が伝わ

らないのが怖くて、彼らを避けていた。その中で実際に話をすると、やはり違う国で生まれて、

違った言語を持っているため伝えることは難しかった。しかし、わたしの言葉を拙いながらも

伝えることができ、笑いあうことができ、とても嬉しかった。この経験から、来年はもっと多

くの感情を共有できるようになりたいと思った。 

ラオスでの 10 日間は、辛いことももちろんあった。しかし、それを超える楽しさや嬉しさ

であふれていた。自分自身も大きく成長することができたのではないかと思う。たった 10 日

間という短い期間であったが、わたしはラオスでの生活とラオスの人々が大好きになった。ラ

オスに来て、ラオスのことをもっとも

っと知りたいと思った。そして、ラオ

スのことをもっとたくさんの人に広め

たいと思った。一歩踏み出して FLAO

の活動に参加したことに、わたしは誇

りを持っている。これからは自分のや

りたいと思ったことを見つけたら、す

ぐに自分にはできないと決めつけて諦

めるのではなく、挑戦をしてみようと

思う。このラオスでの経験をしっかり

と次のステップへと繋げていきたい。  写真 74  プーマッコ村にて 
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自分の目で見ることの大切さ 

 

野 手 祐 香 

社会文化システム学科 2 年 

 

今回のスタディツアーを通して、様々なものを見て、学んで、考えることが出来た 10 日間

であった。出国前は、楽しみな気持ちもあったがそれよりも不安な気持ちの方が大きかった。

だが、ラオスに到着すると、日本では到底見ることのできない光景ばかりでとても驚いたし、

海外にいるという実感が徐々に湧いてきていた。道路には普通に牛やヤギがいることや、テレ

ビで観たことがあるような虫料理、市場での光景、本当にこの道を通っていけるのかと思うほ

どのがたがたな道、鶏の頭まで入っているようなラオス料理などすべてに驚かされた。そして、

家計調査やコーヒー豆の収穫、村でのホームステイ、小学校でのワークショップ、アヒルの屠

殺、ラオス人の方や学生と会話をするといったたくさんの体験をすることができて本当に良か

ったと思う。 

これらの様々な体験やラオスでの生活を通して一番に感じたことは、自分の目で実際に見る

ことの大切さだ。 

まずは、コーヒー豆の収穫体験や加工工程である。普段私たちは加工されたコーヒーを飲ん

でいて、実際にコーヒーの木や実などを見ることはまずないと思う。しかし、今回自分の手で

収穫して、果肉除去や加工などの一連の生産工程から日本での販売活動までのすべてを見るこ

とができた。この結果、今後の日本での販売活動においても実際の現場を見たことによって、

ラオスコーヒーについて知識が増え、表面的な説明ではなく具体的な説明ができるようになっ

ていくはずだ。教室の中の学びだけでなく、現地に足を運ぶ学びの重要さを実感した。 

次に、小学校でのワークショップでは、現地の子どもたちがエプロンシアターや絵本や本棚

を見てとても喜んでくれていた。日本においてみんなで協力して作り上げたものが大成功に終

わり、頑張ってきて良かった。もし支援品を日本から送るというだけでは相手の顔を見ること

ができないし、渡したという実感があまりないままなんとなく漠然とした感覚が残ってしまっ

ていただろう。日本に帰国してからそのように感じ、直接手渡しをすることの大切さを改めて

感じた。そして、子どもたちとは身振りや手振りのジェスチャーではあったが、コミュニケー

ションをとることや写真を撮ることなどができて、自分自身も本当に楽しめた。 

そして、アヒルの屠殺は日本では見ることのできない貴重な体験であった。最初は衝撃を受

けたが、今となっては見ることができて良かったと思うし、見ておくことは本当に必要だと感

じている。私はきれいにパック詰めされ、製品化された料理を食べていると、動物としての原

型がまったく分からないため、動物の命をいただいているという感覚があまりなかったのだ。
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しかし、屠殺の過程を見て、現実には生きている動物たちを殺してその命をいただき、私たち

が生きていけているということが改めて分かった。今回の体験を絶対に忘れず、食べ物に対し

感謝の気持ちを持ち続け生活してきたい。 

 さらに、ラオスでの生活で感じたことは、実際にラオスに行ってみなければ勝手なイメージ

や思い込みをだけで物事を見てしまっていたことに気が付いたことである。出国前に私が持っ

ていたラオスのイメージは、あまり食べ物や生活用品ないというものだった。そして、特に根

拠はなかったのだが、怖そうなイメージを持っていた。しかし、実際に行ってみたラオスは、

私のイメージや思い込みとは程遠い場所であった。市場に行けば多くの野菜、果物、肉、魚、

衣服類、生活用品などがあり、空や景色もとても綺麗で緑も豊かだった。また、ラオス料理は

思っていたよりも色々な種類があり美味しかった。たとえば、ナマズは食べたことが無かった

ため少しためらいもあったが、実際に食べてみるととても美味しくて驚いた。そして何よりも

ラオスの方たちはみんな私たちに優しく、通訳さんやラオスの学生たちは丁寧に楽しくラオス

語を教えてくれて、挨拶や数字などが分かるようになり嬉しかったし、楽しくコミュニケーシ

ョンが取れて良かった。 

これらの様々な体験を通して、自分の目で確かめずにイメージや思い込みだけで考えること

はとても勿体なく、残念なことであると感じた。自分の主観だけで物事を見ず、実際にその場

に行って見る、そして現地の人たちの話を聞くということがどれだけ大切か、今回のスタディ

ツアーを通して学ぶことが出来た。さ

らに最初に感じていた不安はどこにい

ったのかと思うほど、またラオスに行

きたいという気持ちが生まれたことに

自分でも驚いている。 

今後は、今回学んだことを踏まえて

イメージや思い込み、主観にとらわれ

ず、海外であろうと、国内であろうと

何事にも怖がらず行動に移し、自分の

目で実際に見て学ぶということを出来

るようにしたい。 

 

  

写真 75  ラオスの子どもたち 
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無駄にしない 

 

林  琴 乃 

社会文化システム学科 2 年 

 

 大学に入学して一年が経とうとしたとき、自分自身の一年を振り返えってみたら、毎日繰り

返される日々を只々過ごし、充実感を得ていないことに気づいた。どうせ失敗するからと恐れ

て何かに挑戦することもなかったし、誰かに話せるようなエピソードもなく面白みのない一年

であった。そこで、自分自身に変化が欲しいと感じ、せっかく異文化に興味をもって入った学

科だからなにか実践のできるこの授業を受講してみようと第一歩を踏んだ。そして、ラオスへ

渡航することが私にとって自分の枠を超えた新しい大きな挑戦の一つとなった。ラオスへ渡航

すると決めてから楽しみな気持ちだったが、直前になって不安が膨らみ否定的な考えばかりで

いた。 

 ラオスに到着してからは、目を丸くすることばかりであった。ガタガタの整備されてない道、

市場で売られた食用の生きた大量のカエル、野放しにされた牛や犬、自分で桶から水を梳くっ

て流す式トイレ、目が覚めるような青空に際立つ白い雲、吸い込まれそうな満点の星空、色鮮

やかで繊細な模様が刺繍されたシン、通訳やドライバーも手慣れたアヒルの屠殺、香ばしいナ

マズの素揚げ、みんなが笑顔で挨拶を返してくれる温かいラオス人……これらすべてがいまま

での私の生活にはないものだった。ラオスでの見るもの感じるもの一つ一つが新鮮で面白くて

興味を持った。その刺激が、来て良かった、挑戦して良かった、と思えた瞬間に変わった。ま

た、こうして先進国と途上国との生活の違いを目の当たりにした私は、価値のある体験をして

いるのだと実感した。ラオスでの数日間の暮らしは、計り知れないほどの学びとなった。その

中で、とくに印象を受けたことは、“無駄にしない”ということだ。 

 その一つ目として、アヒルの屠殺・解体だ。屠殺が始まろうとしたとき目を背けたくなる自

分と葛藤した。普段食べている肉は動物が殺されるという段階を経て、私たちの口に運ばれる。

だが、日本では加工された肉をスーパーから買ってきて調理する。殺されて命を頂くという意

識はない。普段その段階を切り離して食べている自分が卑怯に思い、発展した生活の中で暮ら

す人間の残酷なところであると感じたため、目を背けないですべてを受け止めようと思った。

そして、アヒルが屠殺されて解体され調理されるまでのすべての段階を自分の目でしっかり見

た。解体されたアヒルの頭から足先まで出汁に使い、場合によっては血を飲むと聞いた。頂い

た命を全て頂くというラオスの習慣から、今まで当たり前のように言っていた「いただきます」

の本当の意味が分かった。 

   二つ目は、村での昼食で食べたナマズの素揚げもそうだ。日本だと、ナマズを食べる習慣が
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なく食べることに抵抗を持っていた。だが、頭から尻尾まで素揚げされたナマズを見て日本で

は臭い川魚としてしか扱わないが、ここでは食べるということに興味を持った。ラオス人はや

りくりが上手で生きる知恵が豊富だと思った。 

 そして、三つ目はコーヒー豆である。コーヒー豆にも無駄がない。果肉除去され分別された

コーヒー豆の皮を捨てるのではなく肥料にする。無駄にしないだけではなく有機肥料が作られ

る。 

 この 3 つの経験から、すべて無駄ではないということを身に染みて感じ、私たちの生活で見

落としていた点がラオスに来て再認識できた。そして、今まで発展途上国は貧しい生活で可哀

想だと思っていた。だが、温かくぬくもりのあるラオスの生活が豊かに感じた。ものにありふ

れた私たちの豊かな生活だけが幸せとは限らない。生きる知恵に乏しく、偏見で物事を語るほ

うがよほど可哀想だということを痛感した。 

 これらの体験は、自分で足を運んで五感を使った経験でこそ見えたものである。この経験を

通して、喜怒哀楽の感情にプラス α して人に伝えたくなる、わくわくとした新しい感情が生ま

れる。この、わくわくした感情が生まれたことで、興味を持つことが増えた。興味が増えると

自分は意外とラオスの生活に順応できて何でも出来ることに気がつき、自分自身の可能性が広

がった。それが、自分を楽しくさせると感じた。視野が広がると欲も出て、もっとラオスを知

りたい!、色々な国に行きたい!、日本の文化をさらに知って発信させたい!、と強く思うように

なった。その欲が、次のステップへのバネとなって新しいことに挑戦したい意欲に駆り立てて

いる。何か新しいことに挑むには勇気がいる。だが、その先にあるのは、経験してこそ得られ

る発見である。そして、経験は自分の

財産となる。 

 経験を生かす――これが私の今後の

課題である。自分の枠を超えて、新し

い経験をして、眠っていた五感が呼び

起こされた。この経験を“無駄にしな

い”でどのように生かしていくかが最

重要だ。まずは、FLAO でフェアトレ

ードやコーヒーについてさらに勉強し、

今後の国内活動に全身全霊を傾けたい。 

 

 

  

写真 76  ラオスの学生と通訳さん 



個人の成長の記録 

236 

 

初めての経験から得たもの 

 

松 山 京 華 

社会文化システム学科 2 年 

 

 私がラオスで過ごした 10日間は、毎日が濃くて今までの人生の中で一番と言っていいほど、

充実していた。私は自分でこのスタディツアーに参加することを希望したにもかかわらず、い

ざ行く直前になると楽しみよりも不安の方が大きくなりマイナスな気持ちになってしまい、「絶

対良い経験になるから行ってきなさい」と親から背中を押され当日を迎えた。そのような気持

ちで参加したスタディツアーだったが、実際にラオスで過ごした日々は親に言われた通り、私

にとってとても良い経験となり毎日が楽しくて、帰国日が近づくと帰りたくないと思うほどで

あった。毎日起こる初めての経験に、驚いたり戸惑ったりすることもあったが、それと同時に

得たものはとても多かった。 

 まず、自分たちで話し合い、考えることの楽しさを知った。アヒルの屠殺を見た後、羽や毛

をすべて抜く作業をしている際に、何人かでアヒルの毛をむしり取りながら、「日本では誰がこ

の作業をしているのだろう？」「こんなに大変な作業なのに、日本で売られているチキンは値段

が安すぎるのでは？」などと話をした。また、村を移動している車内でも、「来年の支援品はど

うしようか」「ラオスの子どもたちは何に困っているのだろうか」などとみんなで話をした。こ

のように、誰かに言われたからではなく自分たちで経験しながら、思ったことを自らその場で

話し合い考えるという場面が、今回のスタディツアーでは多かった。みんなで同じ経験をした

ことで、日本の外に出なければ気付かないようなことに気付き、思ったことや考えたことを言

い合い、意見を共有したり、そこから新たな疑問が生まれたりする時間が私にとって刺激的で

あり、その楽しさについて身をもって知った。 

 また、ラオス人学生や通訳さんたちと交流したことで、自分に自信がついた。私はまったく

日本語が喋れない人と交流をするのが初めてであった。そのため、話せる自信がなく、初めは

自分から話しかけることができなかった。だが、私はもともと人と話すことが好きなため、先

輩たちが楽しそうに話しているのを見て、自分も話したいと思うようになった。そこで簡単な

会話でもいいから話しかけてみようと思い、話しかけてみると完璧な文章が喋れなくてもジェ

スチャーなどを交えることで、会話をすることができた。私はそのことに驚き、嬉しくなった。

ラオス人学生とは、お互いの好きな食べ物や趣味などいろいろな話をして、とても楽しかった。

車の中でできる日本のゲームを教えて一緒にやってみたところ、非常に盛り上がった。通訳さ

んにはラオスのことを教えてもらったり、家計調査のときにはたくさんお世話になったりした。

たった 10 日間であったが仲良くなれたため、別れるのが泣くほど悲しかった。自分にはでき
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ないと思っていた英語での交流をすることができて、やればできるという自信がついた。初め

からできないと決めつけるのではなく、何事もまずは挑戦してみるということの大事さを実感

した。 

 さらに、小学校のワークショップでは、達成感を得ることができた。今まで私は何に対して

もあまり達成感を感じずに過ごしてきた。私はラオス班であるが、ラオス班の国内活動はワー

クショップに向けての準備などが多かったため、手探り状態でやっていることが多かった。今

回ワークショップで披露したエプロンシアターのエプロンから台本まで自分たちで作ったが、

完成しても子どもたちの反応を見るまでは、それが成功なのか失敗なのか結果が分からなかっ

た。そのため、実際にワークショップをして、子どもたちの反応を見て、そこでやっと自分が

一年間ラオス班として活動してきた意味を見いだすことができた。子どもたちがエプロンシア

ターを興味津々な様子で見てくれたり、あげた絵本を嬉しそうに音読していたりするのを見て、

今まで頑張ってきて良かったと、大きな達成感を感じることができた。それと同時に、これが

達成感というものなのかと知ることができた。 

 このように、私は今回のスタディツアーで、たくさんの初めての経験から様々なものを得る

ことができた。初めての土地、初めての環境、目に入ってくるものすべてが新鮮で、こんな気

持ちになるのはいつぶりだろうというくらい毎日がワクワクとドキドキであふれていた。朝の

市場での買い出し、村で食べる昼食、民泊、家計調査、小学校でのワークショップ、コーヒー

の収穫体験など、このスタディツアーで経験したことすべてが私にとって初めてのことで、そ

こから考えたことなどがたくさんあり、とても良い刺激となった。また、ラオス人学生や通訳

さんと仲良くなれたことで、国が違う人とコミュニケーションをとることの楽しさを知ったし、

もっと話せるように成長したいという気持ちにさせてくれた。最初は日本との文化の違いに戸

惑ったりもしたが、そんな戸惑いはすぐに無くなり、ラオスという国を、文化を、人を大好き

になった。たった 10 日間で人は変われないだろうと思っていたが、そんなことはなく、毎日

の新しい経験から考えたこと思ったことなどが、確実に変わっていくのを自分で実感したとと

もに、新しい自分を見つけたような気がした。様々なことに挑戦したおかげで、自分の可能性

が広がったように感じる。スタディツアーで得たことを常に忘れないように、スタディツアー

中に毎日書いていた日記を、たまに見返そうと思う。そして、このスタディツアーで学んだ経

験をこれからの自分の成長にどう活かしていくのか考えながら、これから自分のやりたいこと

にどんどん挑戦していきたい。 
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日本を出て初めて気づくこと 

 

三 浦 結 奈 

社会文化システム学科 2 年 

 

 私は 20 年間ずっと日本で育ってきた。この 20 年は細かく見れば色々あったけど、大きく見

ればその暮らしは安定していて、いつの間にか自分のなかに当たり前ができていた。日本での

いつもの暮らしが自分にとっての当たり前で、これ以外の生活が存在するということをまった

く意識していなかった。しかし、20 歳になって私は初めて日本を出た。日本を出て初めて気づ

くことがたくさんあった。 

 私は今回のラオス渡航以前、同年の夏に大学の別なプログラムを利用してインドネシアのバ

リ島に訪れていた。したがって、このラオス渡航は私にとって 2 回目の海外渡航ということに

なる。最初のインドネシアの渡航では見るものすべてが新鮮という感じであったが、次のラオ

ス渡航ではまた違うものが見えてきた。それは、自分が慣れ親しんでいる日本と日本とは異国

のラオスとの比較、また同じ東南アジアとしてのインドネシアとラオスとの比較という 2 つの

観点から見ることができたことだ。 

 ここで、私がラオスのスタディツアーの 10 日間の中で特に強く感じたときのことについて

振り返ってみたいと思う。 

 まず、1 日目は異国に着いたという実感を強く感じた。朝、日本を出国しラオスへの経由地

であるバンコクへ向かった。日本で羽田空港にいたときは、正直これから異国へ行くという実

感がなく、連れられるがままに飛行機へと乗った。しかし、バンコクへ着くと、空港内には読

めない文字が書かれた紙を持ったタクシー運転手がたくさんいて、それによって妙な圧迫感や

外国人への恐怖を感じた。これはインドネシアのときと同じだ。夕食は宿泊地のそばにある外

の屋台で食べたが、このときはどうしても自分が日本人であるという意識が強く、目の前の料

理や周りの風景に変な違和感をもちつつ、夕食を食べた。 

 そして、2 日目にはラオスへと到着した。ラオスについては事前学習で学んでいたため、実

際にはどんなところなのだろうかというわくわくした気持ちでいた。国境を越えた後はすぐに

車に乗ったため、車から見た景色がラオスの第一印象ということになるが、人の手があまり加

えられてないとても自然豊かな場所だという印象を受けた。青空に雲、地面に木といった風景

はどこにでもあるように思えるが、日本で見る風景はどこか人の手が加えられて綺麗に整って

いるし、インドネシアで見た風景も観光客向けに綺麗に整えられた自然だという印象を受けた。

それらに比べると、このラオスでの風景は非常にありのままのラオスの自然を表しているよう

に感じられた。 
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 3 日目以降はいよいよラオスでの活動が始まった。そこでまず強い印象を受けたのが、ラオ

ス人の人柄についてだ。日本人はシャイであるとよく言われる。それに対して欧米人などはは

っきりとものを言う性格だというイメージがある。では、ラオスの人々はどうなのかというこ

とに興味があった。インドネシアを訪れた際もインドネシアの学生と交流する機会があったが、

そのときの印象としてはどちらかというと欧米人よりのはっきりとしていて明るい性格の人が

多いように思えた。だからラオスの人もそうであるのかと思っていたが、それは違っていた。

ラオスの人々は比較的穏やかな性格で、真面目だったりそうでなかったり色々な人がいるけれ

ど、みんな共通して言えるのはとても優しいということだった。それはたまたま交流した人が

そうであったというだけの可能性もあり、その国の人が一概にそうであるとは言えないだろう。

しかし自分が感じた印象としては、ラオスの人はとても親しみやすい雰囲気を持っているとい

うことだ。 

 また、このスタディツアーではラオスの人々の生活に触れる機会が多くあった。特に印象的

だったのが、市場での風景である。このスタディツアーで私は 2 つの市場を訪れた。ダオファ

ン市場とパクソン市場である。私が普段日本で買い物をするときに向かうのは、ショッピング

モールやスーパーマーケットである。したがって、私にとってほぼ屋外の市場はとても新鮮だ

った。市場を訪れて一番驚いたことは、衣料品が多いということである。市場といってイメー

ジするものは食材であり、食料品が多いのかと思っていたが、特にダオファン市場においては

歩くたびに同じような品揃えの衣料品の店が多く立ち並んでいることに驚いた。しかし、考え

てみれば生活の基本は衣食住であり、衣料品は生活する上で必要なものである。また、日本で

過ごしているとあれが欲しいこれが欲しいと思ってしまうが、衣食住や必要最低限のものさえ

あれば生きていけるし、日本での生活は不必要なもので溢れているのかもしれないと思った。 

 全体を通して、この 10 日間で本当に色々なものを見たり触れたりすることができた。日が

経つにつれて自分が日本人であるという感覚が抜けて、ラオスに順応していくのがわかった。

それほどラオスという国は居心地が良かった。この 10 日間は、日本で普段過ごす時間とは比

べものにならないほど密度の濃いものであったと思う。 

 外国に行くと日本にいては気づけなかったことに気づけたり、時には日本で形成されてきた

当たり前が覆されたりすることもある。今回ラオスに行って少なくとも、日本でない国で暮ら

している人がいて、そこでの生活があるということを知ることができた。異国の文化に触れ、

その比較のなかで何が正しいかを判断するのは難しい。しかし、少しでも多くの文化に触れ、

その模索のなかで自分が本当に良いと思った生き方や考え方を見つけていきたいと強く思った。 
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私の知らない自分 

 

若 林 芽 以 

社会文化システム学科 2 年 

 

 このスタディツアーは、私にとって初めての海外であった。日本でトイレに行く時に少し汚

いだけでも我慢ならないし、家の中に虫が入ってきただけで大騒ぎする私なのに、ラオスで生

活していけるのか、向こうの料理は食べられるのか、家計調査はしっかりできるのかと、正直

に言うと不安ばかりであった。しかし、実際にラオスについてみると、毎日が新鮮で驚きの連

続の中で、日本にいたら気づくことが出来なかったことを多く学ぶことができた。 

 まず、私がこの活動を通してラオスの人にできることを考えた。 

家計調査に行った時、その家庭の子どもが恥ずかしがって近寄ってくれないことがあった。

私たちが日本から持ってきたお菓子を渡して仲良くなろうと思った時、私はラオス語で「日本

のお菓子だよ」ということすら言葉に出来なかった。目の前にいるのに、言葉にして伝えられ

ないもどかしさを感じた。それは家計調査中や民泊の時も同じであった。言語の壁を感じるた

びにラオス語をもう少し学んでおけばよかったと思うのと同時に、この人たちに私は何ができ

るのだろうと考えた。そしてそれは、ラオスの農家さんが一生懸命つくった美味しいコーヒー

を私たちが日本で売り、味だけではなくラオスコーヒーについて多くの人に知ってもらうこと

が、私ができることではないかと考えた。 

ラオスのコーヒーを売ってその利益でラオスの子どもに支援する目的で一年間活動してき

た。確かにそれも大事なことであるが、ラオスにきて私が学んだラオスコーヒーの知識やコー

ヒーの農家さんたちの現状を日本の人に知ってもらい、ラオスコーヒーの需要を増やすことも

この活動の大事なところだと思った。それは私なりにこの活動でのボランティアの本当の意味

を理解したような気がした。そのうえで、実際に小学校へ行き、本を読んでくれている子を目

にしたり、エプロンシアターで一緒に掛け声をしてくれる子たちを見たりして、子供たちへの

支援を形にすることで今までの活動の達成感も感じることができた。 

次に、自分の知らない自分に多く出会えたことである。 

ラオスに着いて何でも経験してみようと思った私は、すぐ市場でコオロギと蚕を食べた。虫

はラオス人にとって罰ゲームでも何でもなく、重要なたんぱく源となる食料だと知った。日本

では、サプリメントや飲み物などに頼ってしまうのに対し、現地の人のように素材そのままを

生かすのも大事だと考えた。また、ラオス人学生と積極的に話そうと努力した。まったく日本

語が話せない人との交流は初めてであった。日本にいる時は、自分は英語が苦手だからと決め

つけて、外国人とコミュニケーションを取ることを知らず知らずのうちに避けている自分がい
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た。ラオスまで来てそれではいけないと思い、簡単な英語で何とか話すことを心掛けた。会話

の中で、ラオスについて教えてもらう一方で、日本について聞かれた時は自分の知っているこ

とを答えた。その際、今まで当たり前すぎて「これって日本の文化だったのか」と気づくこと

があった。国が違えば常識が違うという当たり前のことに改めて気づき、異文化の面白さを知

った。 

そしてそのもっと知りたいという興味が、日本に帰ってきてからも英語をもっと学びたいと

いう意欲につながった。今までの私は、色々なことに挑戦する勇気がなく、何かをしたいと思

うだけになっていた。そんな私が自ら意識的に動き、ラオスにいて感じる様々な疑問に自分な

りの考えを持つようになっていた。それはとても大きな成長であり、日本に帰ってきてからも

変わらない。日本のスーパーに行った時に野菜でも何でも袋詰めにされている光景を見て、日

本には無駄なものが多いと感じた。さらに日本の公園でごみ箱を見た時には、これも誰かによ

って管理され、落ち葉さえも掃除してくれる人がいる環境であったことに気づいた。それはラ

オスでポイ捨てされた多くのゴミが道に散乱しているのを見たのがきっかけである。また、ア

ヒルの屠殺をしたからこそ、日本で食べる鶏もこのように誰かの手によって屠殺されていて、

その人はどのような暮らしをしているのか疑問に思った。もし彼らが低賃金で仕事に従事して

いるなら、私がその人たちに直接できることはなくても、せめて感謝して食べようという思い

に至った。ラオスに行ったことで、今までとは違った視点から物事を考えるようになった自分

がいた。 

このスタディツアーを通して学ん

だことは数え切れない。たった 10 日

間であったが、自分の中で大きな財産

となった。そして何より自分の自信に

つながった。今回学んだことは常に忘

れないように、滞在中に書いた日記を

たまに読み返し、この経験を活かして

来年度の FLAO の国内活動でも今ま

でとは違った視点から物事を考えたい。

そしてこの活動を通して出会う多くの

人に自分は何ができるかを考えていき

たい。 

 

 

写真 77  市場で虫を食べた時の様子 
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ラオスの農村地域における初等教育の現状 

―ラオス政府による教育政策の変化を踏まえて― 

 

松 永 理 沙 

社会文化システム学科 3 年 

I はじめに 

 2015 年 12 月にラオス南部のチャンパサック県パクソン郡にある教育局と 4つの村の小学校

へ訪れた。その際に、教師不足や学校の設備の不十分さ――教科書の少なさや建物の簡素さ―

―を目の当たりにした。続けて 2016 年 9 月にはラオスの首都ビエンチャンにある私立学校を

訪問した。南部の学校との差は一目瞭然で、国の中でも地域によって教育環境に差があること

がわかった。これらの経験から、ラオスの教育について多くの課題があるのではないかと感じ

たため、歴史的背景を踏まえたうえで初等教育の変化と現状について調査をおこなう。 

II 先行研究 

本調査は、オンパンダラ・パンパキット氏による「ラオス現代教育制度の変遷―量的拡大の

実態を中心に―」を参考にした。この文献で述べられているように、1975 年以降の教育制度の

整備状況は大きく分けて 3 つに区分される。まず 1975 年～1985 年、第 1 期として、政府は成

人向けの識字運動と初等教育の拡大に注力した。その後、第 1 期で成果を残すことができなか

ったのにも関わらず、翌年 1986 年～1995 年の第 2 期では、高度な「科学・技術」のための中

等・専門レベル以上の教育整備が行われた。さらに、1996 年から現在までを指す第 3 期では、

援助の拡大や私立・高等教育機関の拡大により全体的に教育環境の整備が加速し、関心が量的

拡大から質的改善に移されつつある。私は、このような 3 期の流れは主に首都ビエンチャンだ

けで行われていることで、実際にパクソン郡のような、首都から離れた地域への影響は乏しく、

質的改善はおろか量的拡大も進んでいないのではないかと考える。以上のことから、ラオスに

おける教育制度の実態と変容を明らかにすべく調査を行う。 

III 調査方法 

あらかじめ用意した質問項目に則り、ラオス語と英語の通訳を介して聞き取り調査を行った。

調査項目は【基礎情報 ①創立年 ②生徒・教室・教員の数】【授業内容について】【進級状況に

ついて】【学費】【就学前教育（幼稚園）について】【その他】の 6 項目である。対象者は、パ
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クソン郡の教育局副局長と訪問した 4 村（カプ村、プーオーイ村、ノンヤートゥン村、プーマ

ッコ村）の小学校の校長先生である。 

IV 調査結果 

１ 教育局 

【調査日】2016 年 12 月 23 日（金） 

【調査場所】パクソン郡教育局 

【調査対象者】ポーサイ・チャンタセイさん（男性） 

 

【基礎情報】 

パクソン郡には小学校が 87 校あり、そのうち 67 校が 5 年生までの学校であり、20 校が 3

年生までしかない不完全学校4だ。また、中学校は 23 校、高校は 30 校あるが、基本的には中・

高が一緒になっている。この学校数に対して教員は 774 人いる。単に教員といってもさまざま

な学歴であり、表 1 をみてもわかるように、教員としての能力も人によって異なるのだろう。 

 

表 1 パクソン郡にいる教員の学歴 （2015 年度） 

  教員数（人） 

単科大学卒業 332 

大学卒業 95 

修士課程卒業 1 

教育師範学校を卒業 34 

ボランティア 166 

全体数 774 

（聞き取りデータをもとに筆者作成） 

 

現在パクソン郡で生活をしている子どもの中で、小学校に通っている割合は 98.84%だ。全

員とは言わないがほとんどの子どもが初等教育を受けていることがわかる。また、近年は就学

前教育として幼稚園が設置され始めていて、幼稚園に通う子どもは 28.29%となっている。 

 

 

                                                         
4 「不完全小学校」ラオスでは、小学校は 5 年制と規定されているが、設備や人員の不足など

を理由に 3 年制となっている小学校を指す。 
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【授業内容について】 

授業は基本的にラオス語、算数、一般教養の 3 科目で、小学校 3～5 年生からは英語の授業

も行っている。音楽などの授業は、道具や教員がいないためできないという。しかし学校によ

っては、ランニング、フットボール、ペタングなどを行う体育の授業を行っているところもあ

る。 

 

【進級状況について】 

表 2 パクソン郡全体における進級率 (2015 年度) 

  1～2 年生 2～3 年生 3～4 年生 4～5 年生 卒業 

進学率 94.60% 94.88% 96.80% 97.27% 99% 

（聞き取りデータをもとに筆者作成） 

 

パクソン郡にある小学校全体の進級率は表 2 のようになっている。進級テストの内容として

は、ラオス語、算数、一般教養の 3 科目としている。 

 

表 3 調査結果のまとめ（2016 年度） 

 創立年

（年） 

教室数 生徒数

（人） 

教員数※       

（人） 

学費／

年（kip） 

就学前教育

（幼稚園）

の有無 

幼稚園にいる

生徒の年齢

（歳） 

カプ 1931 8 169 6 [2] 75000 有り 3～5 

プーオーイ 1987 5 88 4[0] 25000 有り 5～6 

ノンヤートゥン 1978 5 77 6[2] 60000 有り 3～5 

プーマッコ 1981 3 45 2[2] 50000 有り 5 

※カッコ内はボランティア教員数 

（聞き取りデータをもとに筆者作成） 

２ カプ村 

【調査日】2016 年 12 月 24 日（土） 

【調査場所】カプ小学校 

【調査対象者】スックサワート・ケオタイさん（男性）  

 

【基礎情報】 

カプ小学校は 1931 年に建てられ、2011 年に改築された。8 つの教室に 1 つの職員室がある
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比較的大きな小学校だ。1 年生から 5 年生まであり、生徒が 168 人いるのに対して教員は 6 人

のみである。そのうちの 2 人はボランティア教員として勤務している。 

 

【授業内容について】  

 午前授業は 8:00~11:30、午後授業は 14:00~16:00 という区切りで行われている。 

 授業内容はクラスごとに異なり、内容は各教室内に貼られているらしいが、調査日が休日だ

ったことから教室のカギが閉まっていたため、詳しく聞くことができなかった。ただ、3~5 年

生は英語の授業を行っているという。 

 

【進級状況について】 

表 4 カプ小学校における進級率 

  1～2 年生 2～3 年生 3～4 年生 4～5 年生 卒業 

進級率（2015） 73% 80% 100% 96% 100% 

（聞き取りデータをもとに筆者作成） 

 

 表 4 からもわかるように、1 年生から 2 年生への進級率が他の学年と比べて低いことがわか

る。一般的に 1 年生から 2 年生に上がるときのテストが難しいという理由から、進級率が低く

なると言われている。しかしこの場合はそれだけではない。他の年であれば、1 年生から 2 年

生への進級率は 85%ほどであるが、昨年は今までよりも病気やケガをしてテストが受けられな

かったり、それまでの勉強がしっかりできていなかったりするという理由があるという。また、

これらの進級テストの内容は、ラオス語・算数・一般教養である。一般教養として主にスポー

ツテストや絵を描くテストなども行っている英語を授業で教えているが、進級テストの内容に

はまだ含まれていない。 

 

【学費】 

学費といっても主に制服代としての 75000 キープだという。それ以外に教育費用がかからな

い理由は 2 つある。1 つは、休日に学校の校庭を音楽フェスティバルや販売会の場として貸し

出し、そこで得られた利益の一部を土地代として学校がもらっているため、その収益で教育費

用が賄えるということだ。2 つ目は、教員の中にボランティアがいることで、その分の教育費

用がかからないということがある。 

 

【幼稚園の有無】 

  カプ村には昨年から運営が始まった幼稚園がある。そこには 3～5 才の子どもたちがいて、
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主にラオス語の勉強をしているという。 

 

３ プーオーイ村 

【調査日】2016 年 12 月 26 日（月） 

【調査場所】プーオーイ小学校 

【調査対象者】スバンさん（男性） 

 

【基礎情報】 

 1987 年に創立したプーオーイ小学校には 5 つの教室があり、4 人の教員に対して 88 人の生

徒が在籍している。1 年生～5 年生までの学年がある。この学校にボランティアの教員は 1 人

もおらず、4 人とも教師として働いている。 

 

【授業内容について】 

1 年生から 5 年生までがラオス語・算数・一般教養を学んでいる。2 年生からは一般教養と

して体育や美術といった時間もある。また、4～5 年前から英語の授業が導入され、3 年生～5

年生までの生徒は英語の授業も受けている。この学校には 2 人の英語教師がいる。 

 

【進級状況について】 

表 5 プーオーイ小学校における進級率 

  1～2 年生 2～3 年生 3～4 年生 4～5 年生 卒業 

進級者（進学率）2015 13 人(81%) 9 人(82%) 10 人 13 人 17 人 

（聞き取りデータをもとに筆者作成） 

 

プーオーイ小学校では、昨年度の一部進学率と進学者数を把握することができた。カプ村と

比べるとだいたい同じくらいの割合で進級している。主な進級テストの内容は、ラオス語・算

数・一般教養だ。ラオス語のテストでは、黒板や教科書を読むテストと書くテストがあるとい

う。 

 

【学費】 

学費は 1 年間に 2 万 5000 キープかかる。このお金は制服代などではなく、学校の備品であ

る机やいすなどが壊れたときの修理代として使うようだ。 
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【幼稚園の有無】 

この村にも幼稚園がある。ここには 5～6 才の子どもが通っているという。 

 

【その他】 

プーオーイ小学校では、一般教養

としてスポーツや美術を行うだけで

なく、私たちが寄贈した絵本などを

誰でも自由に読めるようにしている。

普段から本を読んでいるため、本が

好きな子が多いと校長先生が話して

いた。実際にワークショップの時間

に絵本を渡すと、他の村の小学校の

生徒よりも食いついて絵本を読んで

いたように思える。このように読書

が好きなプーオーイ小学校だが昨年、

今まで学校にあった 200冊もの絵本

がすべて何者かによって盗まれてしまったという。したがって、本の管理にも注意を払わなけ

ればならない。 

 

３ ノンヤートゥン村 

【調査日】2016 年 12 月 27 日（火） 

【調査場所】ノンヤートゥン小学校 

【調査対象者】カンプーイさん（男性） 

 

【基礎情報】 

1978 年に創立したプーオーイ小学校には 5 つの教室があり、1 年生～5 年生までの学年があ

る。4 人の教員に対して 77 人の生徒が在籍している。この学校には 2 人のボランティア教員が

いる。教科書は人数分ない状態で、2 人で 1 冊を使用している。 

 

【授業内容について】 

1 年生から 5 年生まですべて同じ内容で、ラオス語・算数・一般教養を学んでいる。 

 

 

写真 78 本に夢中になる子どもたち 
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【進級状況について】 

2015 年度の進級率は、すべての学年で 100%であった。そしてこの進級テストの内容は、普

段の授業内容と同じ、ラオス語・算数・一般教養の 3 科目である。 

 

【学費】 

学費は 1 年間に 6 万キープかかる。内訳は、5 万キープが教育費用で、1 万キープが制服代

だという。この制服代というのは、T シャツ・スカート・鞄・靴が含まれているという。 

 

【幼稚園の有無】 

この村にも幼稚園がある。ここには 3～5 才の子どもが 20 人ほど通っているという。この幼

稚園では主に一般教養を教えているそうだが、それに伴う教員の数が足りていないため、十分

な教育はできていないようだ。 

 

４ プーマッコ村 

【調査日】2016 年 12 月 28 日（水） 

【調査場所】プーマッコ小学校 

【調査対象者】シーサム・モーンさん（女性） 

 

【基礎情報】 

この小学校は、プーマッコ村が国営農場となった 1981 年に建てられた。初期の建物が古く

なったことから 2015 年に場所を変え、2 か月かけて改築したという。この小学校は創立当時

から今までずっと 3 学年しか存在しない不完全小学校だ。そのため、学校には 3 つの教室があ

り、45 人の生徒を 2 人の教員が担っている。この 2 人はどちらもボランティア教師だという。

前まで人数分あった教科書も、使いまわしているため、破損してしまい、今では 3 人で 1 冊を

使用しているという状況だ。 

 

【授業内容について】 

1 年生から 5 年生までがラオス語・算数・一般教養を学んでいる。一般教養の時間で音楽に

力を入れているのか、生徒みんなで合唱をしている場面を見ることができた。 
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【進級状況について】 

表 6 プーマッコ小学校における進級率 

  1～2 年生 2～3 年生 卒業 

進級率 63% 61% 91% 

（聞き取りデータをもとに筆者作成） 

プーマッコ小学校は、パクソン郡全体はもちろんのこと他の小学校と比べても、1、２年生

の進級率がかなり低い。このことは、他の小学校との違いである、教科書などの備品が十分で

ないことや学校にボランティア教員しかいないということが関係しているのだろうか。主な進

級テストの内容は、ラオス語・算数・一般教養だ。この学校では 3 年生までしかないため、4

年生に進級する際は隣の村にある、プーオーイ小学校まで通うそうだ。このように隣村の小学

校に子どもたちを通わせるために、普段農家をしている親がドライバーの仕事を担い、スクー

ルバスを運営している。このスクールバスは朝、学校の開始時刻の約 1 時間前に子どもたちの

家を周って乗せていき、夕方になるとまた学校から家までの送迎をするのだという。このスク

ールバスは、月 4000 キープを払えば利用できる。このような仕組みがあるため、やはりお金

の事情で進級できない生徒も少なからずいるのだと思う。 

 

【学費】 

学費は 1 年間に 50000 キープかかる。しかし、生徒の中で家が貧しいという人は、30000 キ

ープでもよいそうだ。また、それも払えないほどであれば、教員たち話し合いのうえ、学費を

払わなくてもよいということになる。 

 

【幼稚園の有無】 

この村にも幼稚園がある。ここには 5 才の子どもが 5 人通っているという。主に、ラオス語・

算数・一般教養を教えていて、小学校に入るときにテストを行うそうだ。 

 

【その他】 

プーマッコ小学校は不完全小学校で 3 学年しかない。これは教員の数が足りないため、拡大

することができないのだという。しかし、校長先生によれば、今現在、3 学年に対して 2 人の

教員を割り当てるというのは、足りなくて困っているわけではなく、一般的な状況だという。

というのも、1 人の教師は 35 人まで教えられるという規定がラオスではあるため、その規定内

であることから特に問題視はしていないようだった。また、教員が小さな子どもを抱えながら

仕事をしているのが目立った。話を聞くと、自分の娘が出稼ぎに行っているため、孫の世話を

しながら教員の仕事をしているのだという。 
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 比較的貧しい人々が多いように感じられたが、その一方で村の人々が協力し合って子どもた

ちを育てているのだということもよくわかった。 

V 考察 

本調査では、先行研究をもとにラオスの首都から離れた農村地域の小学校の実態を明らかに

することを目的とした。 

まず今回の調査と先行研究を照らし合わせてみる。先行研究では、1975 年～1985 年に初等

教育の量的拡大が行われ、これが教育制度整備の第 1 期であると書かれている。今回の調査で

は 4 村中 2 村の小学校がこの期間に創立されている。しかし、当てはまっている 1981 年創立

のプーマッコ小学校は、村が 1981 年に国営農場となったことで建てられたため、先行研究で

言われているような整備の対象であったとは言えないだろう。したがって、第 1 期に教育整備

政策として行われた初等教育の量的拡大は、今回の調査対象地では必ずしも十分に実現できて

いるわけではなかったといえる。次に、先行研究で述べられていた 1996 年から現代にいたる

第 3 期について比較してみる。この第 3 期とは、教育の関心が量的拡大から質的改善に移され

つつある期間のことだ。今回の調査の中で、3 学年までしか存在しない不完全小学校があった

ことや、教科書の数が生徒数に合っていないことなどを踏まえると、質的改善はもちろんのこ

と、量的拡大すらままならない状況があるとわかった。 

 今回の調査から見えた学校の違いは、村の経済状況の違いが影響を与えているようにみえる。

そのことが具体的にわかるのが、プーマッコ村の小学校であった。他の村に比べて比較的貧し

い人々が多いのではないかと、小学校の調査を通じて感じた。学費を払うことができない人の

ための対策がなされていることや、教科書が人数分ないこと、ボランティアで教員をしている

校長先生が、出稼ぎに行く娘に代わって孫の面倒を見ながら働いているということなどは他の

村と異なる点であった。このようなことを踏まると、教育環境を改善するためには教育制度を

変えるだけでなく、その村に住む人々の生活状況や経済面での変化がなければ改善されること

は難しいのではないかと思う。しかしながら、質的改善をするためには財力や制度ではなくて

も、人々の協力があれば少しずつでも変化が生まれていくのだと思う。 

 以上のことから、今回調査を行った小学校は、教育整備の影響をあまり受けていないのだと

いうことがわかった。そして、教育だけの制度を変えるだけでは現地の実態は変わらず、その

教育に携わる村の人々の生活改善を考えていかなければならないのだということがわかった。 
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ラオスにおける医療健康行動について 

―近代医療と伝統医療の共存― 

 

丸 木   灯 

社会文化システム学科 3 年 

I はじめに 

病気にかかったら病院に行く、毎年健康診断を受けて自分の身体と向き合う。私たちにとっ

ての当たり前が当たり前ではないことを、去年のスタディツアーで行った家計調査で知ること

ができた。国が整備している医療保障制度はあるものの浸透しておらず、いまだ伝統治療に頼

っている地域もある。そうした現状を踏まえたうえで、パクソン郡に暮らす人々はどのように

医療と関わり、病気と向き合っているのかを知りたいと思い、調査するに至った。 

II 先行研究 

本調査は、Smile F LAOS 第 1 期生である大畠真優さんの卒業論文「日本におけるラオス難

民の伝統的な健康行動の変化」を参考にした。それによると、医療サービスの不足により伝統

医療を使用したり、近代医療がない地域では伝統医療や外部の機関が提供した近代的な薬を住

民がそれぞれの判断で使用したりしている傾向がある。伝統的な治療者が各村 1 人は存在して

おり、その治療者に薬草を作ってもらっていた。薬局や売店で薬を購入するよりも、薬草を使

用することが多い。その薬草は常備薬として家庭に置かれており、その知識は日常生活の中で

祖父母や両親から実践を通して伝えられることが多いという。 

この先行研究から、地方に住むラオス人は伝統医療を利用する傾向にあり、薬局や売店で薬

を購入するよりも薬草を利用する傾向にあり、交通の便が悪いため医療施設を利用できない住

民がいることがわかった。そのため本調査では、医療施設と伝統医療の利用頻度と代表的な病

気への対処法を聞くことで、どのように医療と関わり、病気と向き合っているのかを調査する。 

III 調査方法 

あらかじめ用意した質問項目に則り、ラオス語と英語の通訳を介して聞き取り調査を行った。

調査項目は【病院の利用について】【伝統医療の利用について】【諸症状への対処法 ①発熱 ②

せき ③下痢 ④切り傷 ⑤骨折】【家庭での医療行為】【出産について】【その他】の 6 項目

である。対象者は訪問した 4 村のうち 3 村（プーオーイ村、ノンヤートゥン村、プーマッコ村）
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の女性住民である。出産についての項目があるため対象者は女性に限定した。 

IV 調査結果 

１ プーオーイ村 

【調査日】2016 年 12 月 25 日（日） 

【調査対象者】ノイさん（30 歳）  

彼女は祖母・両親・兄・妹 3 人の 8 人家族だ。結婚はしておらず子どももいないため、出産

に関する項目は彼女が生まれたときの話、つまり母親の体験談と彼女の考えを話してくれた。 

 

【病院の利用】 

彼女の家庭はパクソン病院を利用していた。兄と妹がデング熱にかかったときも彼女がバイ

クで病院に連れて行ったそうだ。所要時間は約 1 時間。病院が行った治療は、水（経口補水液）

を飲ませた後に解熱剤の注射を打ったという。デング熱にかかったのは何故だか知っているか

と聞いたところ、「蚊にさされたから」とすぐに返答があった。したがって、デング熱に関する

知識はあった。 

 

【伝統医療の利用】 

プーオーイ村には伝統治療を行うなど特殊な能力をもつ人はいないそうだ。パクソン病院ま

で行ける距離のため、病院にいく住民がほとんどだという。 

 

【諸症状への対処法】 

 ①TIFFY を服用5 ②TIFFY を服用 ③すぐに病院へ ④イソジンで消毒をする ⑤すぐに

病院へ（骨折した経験はない） 

 

【家庭での医療行為】 

 発熱や腹痛、吐き気に有効な薬を常備薬として持っている。それらの薬はすべて錠剤で粉末

の薬はのまないそうだ。入手先は病院や近所の薬局である。軽い症状であれば薬局で薬を購入

して済ませるが、それでも改善が見られなければ病院に連れて行く。病院は費用がかかるので

1 次対応は近所の薬局で購入した薬を服用する家庭がほとんどである。薬草は使用したことが

                                                         
5 ラオスで最もポピュラーな風邪薬。熱や鼻水、くしゃみに効果を発揮する。解熱剤として効

果のあるアセトアミノフェンが 500mg 入っている。（一般的な日本の風邪薬 1 回分の約 1.7 倍

の量）http://trader75.com/products/detail.php?product_id=1584 2017.02.07 最終閲覧 
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ないため、常備していない。 

 

【出産について】 

夜中に陣痛が始まったため病院には行けず、自宅出産で生まれている。出産には村にいる助

産師のような人（50 歳くらいの出産経験がある女の人）に手伝ってもらったそうだ。出生後は

病院で観てもらっている。出産は病院でしたほうがいいという認識があり、安全かつ安心なの

で自分が出産することになったら病院に行きたいと言っていた。 

 

【その他】 

3 か月に 1 回病院で検査をしてもらうことで健康に気を使っているという。この健康診断は

自主的に行っているのか行政からの指導があって行っているかは不明だ。検査内容としては採

血をしたりするなど日本の健康診断となんら変わりのない内容だった。病院に求めることとし

て、パクソン病院における夜間診察の開設と、パクソン病院と村の間の簡易診療所の設置が挙

げられた。 

 

２ ノンヤートゥン村 

【調査日】2016 年 12 月 27 日（火） 

【調査対象者】ワンさん（50 歳） 

 彼女は 29 歳になる娘がおり、4 歳になる孫がいる。 

 

【病院の利用】 

ほとんど病院の利用はなかった。移動手段の車やバイクを所有していないため、行きようが

ないという。しかし、移動手段があったとしても病院を利用しようとは思っていない。一番近

いパクソン病院に行っても、設備や医者の診断が信用ならないからだ。一度娘が病気をしたと

きにパクソンの病院に行ったが、注射を何度もしたのにすぐに効果が現われなかったのが原因

だと言っていた。 

 

【伝統医療の利用】 

伝統医療の利用もなかった。この村にはそのような治療をする人は存在していないという。 

 

【諸症状への対処】 

①TIFFY を服用 ②TIFFY を服用 ③水を飲んで安静にする ④きれいな水で洗う ⑤なで

る 
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【家庭での医療行為】 

家に常備している薬は、近所の人からもらった TIFFY のみである。イソジンなどの消毒液

も所有していないという。薬草も所有していない。村では使い方や効能をわかる人が少ないか

らだという。何かしらの症状がでた場合、まずは水を飲ませて安静にさせる。そして暖かくし

たタオルで体を拭く。それでも治らなければ、薬局で薬を購入している。 

 

【出産について】 

自然の摂理に任せて自宅で出産している。出産は簡単なことで経験者がいれば何とかなるた

め、病院で出産しようとは思っていなかった。経験者は母親や祖母、近所にいる出産経験者の

ことを指している。対象者のすぐ近くにいた娘も自宅で出産しており、母親と祖母に手伝って

もらったそうだ。 

 

【その他】 

朝ごはんの前に毎朝 30 分ランニングをすることで健康に気を使っていた。病院に求めるこ

とは、保険制度の確立だと強く訴えていた。生活困窮者に対する公的基金は存在するが、その

対象者ではないため、自分に対応する（加入できる）医療保険制度がないという。病院に行く

のはお金がかかるため、医療保険制度がしっかりしていれば病院に行こうと思うそうだ。また、

娘が病気をしたときになかなか診察されなかったのは病床数が少なかったのが原因だと思って

いるようで、病床数を増やし優秀な医者を地方にも派遣してほしいと言っていた。 

 

３ プーマッコ村 

【調査日】2016 年 12 月 28 日（水） 

【調査対象者】ニッターウァンさん（36 歳） 

彼女は B 班が家計調査を行っていた家の娘さんで、離婚しているため現在も両親と 8 歳にな

る娘と一緒に暮らしている。お父さんはコーヒー農家であるとともに、伝統治療を行う人物で

あった。 

 

【病院の利用】 

パクソン病院を利用していた。めまいと腹痛を感じたため病院へ行ったそうだ。1 日寝ても

治らなかったらすぐに病院に行くが、子どもの調子が悪いときはすぐに病院へ連れて行ってい

る。彼女が病院に行ったときは痛み止めの注射をしてもらい、薬を処方されていた。 

 

 



丸木：ラオスにおける医療健康行動について 

258 

 

【伝統医療の利用】 

父親が伝統医療を行う特別な力をもっている人なので、伝統医療の利用経験はあった。花な

どの植物を薬にしたりするが、女性はできない決まりがある。調子が悪くなると最初は必ず父

親がつくった薬を服用するか、お祈りを受けている。この村の住民は、症状が悪くなったらほ

とんどが最初に父親のところにやってくるそうだ。そのため、寺に行ってお祈りをうけること

はない。 

 

【諸症状への対処】 

①父親が作った解熱剤を服用し体をふく（解熱作用がある行為）。経口補水液の役割を果た

す錠剤を水に溶かせ飲ませる。ぬるめのお湯をたくさん飲ませる。②父親が作った薬を服用 ③

体力を消耗するのですぐに病院へ行く ④清潔な水を使って洗いイソジンで消毒 ⑤血がでた

ら病院へいくが、そうでなければお湯で温めたタオルで患部を温め、父親にお祈りをしてもら

う。 

 

【家庭での医療行為】 

父親の伝統医療行為でほとんど済ませる。薬は父親が作ってくれるので、薬草は常に常備し

てある。病院で処方された薬は服用するが、自ら薬局で購入することはほとんどない。 

 

【出産について】 

パクソン病院で帝王切開により出産している。病院では妊娠中も薬を処方されていたそうだ。

帝王切開で出産した経験があるため病院で出産した方が良いという認識がある。 

 

【その他】 

村で作っている野菜を積極的に食べることで健康に気を使っていた。仕事をしっかりして早

寝早起きをすることが大切だと言っていた。そのため、毎朝 5 時には起床している。 

V 考察 

本調査では、パクソン郡に暮らす人々はどのように医療と関わり、病気と向き合っているの

かを明らかにすることを目的とした。 

まず 3 村を比較してみると、医療との関わり方が村ごとに異なっていることが明らかになっ

た。プーオーイ村の方は現代医療に関して理解があり、積極的に利用していることが明らかで

ある。発熱や咳が続けばタイの薬を服用し、常備薬の種類も豊富である。近所にある薬局にも
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頻繁に行くようで、体に変化があれば薬を飲むか病院にいくかの選択しかない。一方、ノンヤ

ートゥン村の方は、現代医療に関してあまり信用していないように見受けられた。高い治療費

と交通費を払ってまで病院に行ったが、すぐに効果は得られなかった体験が原因だと考えられ

る。さらに切り傷は水で洗うだけ、骨折はなでれば治るという証言から、破傷風や変形治癒な

どの二次感染に関する知識は持っていなかった。しかし、発熱や咳が続けば積極的に TIFFY

を服用していた。プーマッコ村は、他 2 村よりも特殊な環境であるといえる。伝統医療を行う

人が存在しながらも、病院を並行して利用していた。伝統医療が第一選択として挙げられてい

たが、下痢と出産に関しては病院を利用しており、近代医療と伝統医療の良いとする部分、悪

いとする部分を取捨選択しながら病気と向き合っていた。 

 

表 1 聞き取り調査結果 

（聞き取りデータをもとに筆者作成） 

 

 さらに、ラオスの病院は、即効性を重視し注射をすぐに打つ傾向にあることがわかった。3

人の調査対象者が病院に行った際、すべて処置は注射である。さらに、プーマッコ村での調査

からは、妊婦にも薬を積極的に処方していた。一般的に日本における妊娠中の薬の服用は、生

まれてくる赤ちゃんに先天異常が起きる可能性が考えられるため、極力避けるように指導され

ている。しかしラオスでは妊婦にも薬を処方しており、そのことを疑問に思う妊婦も少ない。

妊娠していても薬を処方されたら飲むのが当たり前に行われている。ラオス以外の貧困地域で

もこのようなことは行われており、医師の都合による過剰投与や、妊婦胎児への影響がないと

思いそのまま薬を服用し続けていることや、骨折をした時は病院に行かなくても治ると思って

  プーオーイ村 ノンヤートゥン村 プーマッコ村 

病院の利用 〇 × × 

伝統医療 × × 〇 

熱 TIFFY TIFFY 自家製の薬（薬草） 

咳 TIFFY TIFFY 自家製の薬（薬草） 

下痢 病院 休息 病院 

切り傷 イソジンで消毒 水で洗うだけ イソジンで消毒 

骨折 病院 なでる お祈り（伝統医療） 

常備薬 〇 × 薬草 

出産 自宅 自宅 病院 

病院への評価 〇 × 〇 
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いるなど、患者自身の誤った知識が原因であると考えられる。発展途上国の人が医者に行くよ

うな病気のほとんどは放っておけば勝手に治る自己限定的なもので、抗生物質の注射を打てば

かなりの確率で気分は改善してしまう。これが誤った因果関係を助長することになり、抗生剤

が慢性疾患を治すのになんの役割も果たしてなくても、症状改善は注射のおかげだと考えてし

まう。これが過剰投与の風潮を生みだしてしまうとバナジー（2012）は言う。さらに、過剰投

与や患者の服用方法のいい加減さ、誤った知識による服用は、結果として耐性菌が出現する可

能性もあると指摘している。誤った知識を持ったまま治療を受け続けるのは潜在的な危険が伴

ってくる。現にアフリカでは耐性を持ったマラリア原虫が現れている。自分の健康についての

正しい決断を責任をもって下せる知識が不足しているといえるのではないだろうか。 

 プーオーイ村ではデング熱に罹ったのは蚊に刺されたからだと理解しており、傷が出来たら

消毒をするというような病気や衛生についての知識はあった。しかし、ノンヤートゥン村とプ

ーマッコ村では病気に至る原因や破傷風ついて尋ねてみたが「わからない」「しらない」と回答

している。最終学歴を聞いてみると 2 人とも子どもの頃は非常に貧しく学校に行けなかったた

め、文字などの教育は学校に行っている近所の同級生から教わっていた。正しい知識を持って

いれば予防して感染しないようにすることもできるので、学校教育においての正しい衛生教育

を行うだけでなく、学校に行けていない子どもたちへ正しい衛生教育をどう受けさせるかが課

題であることがわかった。 
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ラオス南部におけるゴミへの意識と現状 
 

阿 部 邑 人 

社会文化システム学科 3 年 

I はじめに 

昨年のスタディツアーでパクソン市場を訪れた際に、道沿いや市場の中にたくさん落ちてい

るゴミが目に留まった。そして、ゴミを分別している人の姿やしっかりとしたゴミ箱も見つけ

られなかった。日本では、当たり前のようにゴミ箱にゴミを捨て、自治体によって様々ではあ

るがゴミを分別している。燃えるごみ、燃えないゴミ、缶や瓶といったものはそこで分別され

ているのか。そしてそこで生活している人のゴミへの意識はどのようになっているのかを調査

目的とした。今回市場に加えて、カプ村、プーオーイ村、ノンヤートゥン村、プーマッコ村の

4 村においてゴミに対して組織的な取り組みをしているのか、家庭でのゴミの状況、教育面で

のゴミへの意識付けなども調査を行った。 

II 先行研究 

ごみ問題について現地調査を行う前に、ラオスには生活環境の維持に関する政策があるのか

調べてみた。そこで見つけたのがラオス人民民主共和国の廃棄物関連政策である。この政策で

は、ラオスの環境についての法令が示してある。1991 年にはラオス憲法 17 条で「すべての国

民は環境及び天然資源を保護しなければならない」と書かれてあり、環境保護法では「あらゆ

る種類のごみの廃棄は禁止されている。ごみ廃棄場は割り当てられなければならず、ごみは廃

棄前に分別されなければならない……以下省略」とも書かれている。 

またラオスの首都ビエンチャンでは、JICA からの委託による「草の根技術協力事業」とし

て市の職員に対して、京都市がこれまで行ってきた市民協働による分別収集の仕組みづくりや、

分別された廃棄物の再資源化等の有効利用について技術協力を行っている。その背景には、ラ

オスの首都ではあるが適正に収集、処分されるゴミの量は約 30％にとどまり、残りの大部分は

不適正な処理、すなわち不法投棄や野焼きにより処分されている現状があるからである。 

ラオスの首都ではゴミに対しての取り組みがなされている。では、私が行った南部のパクソ

ン市場や各々の村ではどのようなシステムになっているのか調査した。 
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III 調査概要 

 今回の調査では、パクソン市場のゴミ処理について、カプ村、ノンヤートゥン村、プーオー

イ村、プーマッコ村でのゴミ処理について、教育面からのゴミ問題について聞き取り調査を行

った。パクソン市場ではお店の人にゴミの処理について聞き、この市場のゴミがどのようにし

て廃棄されるのかを聞いた。各村では、JCFC の組合長や副組合長、家計調査で訪れた家庭の

方に対して、村や家庭のゴミ処理の状況を調査した。教育面では、教育局で聞いたゴミについ

ての現状や実際に小学校で働く先生にゴミに関する教育について調査した。 

IV 調査内容 

１ パクソン市場におけるリサイクルの実態 

 パクソン市場では、まず青果店で聞き取り調査をした。この店でのゴミは、燃えるゴミとプ

ラスチックのゴミが多いことが分かった。そして、それらのゴミは分別せずに捨てていた。こ

れらのゴミは、市場を廻るゴミ回収車が朝それぞれの店の近くまで行き、集めている。 

 リサイクルやリユースはこの市場でも行われていた。主に、プラスチックやアルミニウムで

ある。市場の中央にある雑貨屋の女性によると、ゴミを集めている車は 2 種類あるという。一

つはリサイクル会社の車で、彼らはパクソン市場でゴミを集めてそのゴミを会社に持って帰っ

ている。二つ目は、仲買人の存在である。ここでリサイクル業者と仲買人の大きな違いは、お

金を支払うか支払わないである。リサイクル業者は、ゴミを受け取るとそのまま持って帰る。

しかし仲買人は受け取ったゴミをリサイクル業者に売るので、ゴミを受け取るとそのゴミの種

類、量によってゴミを持ってきた人にお金を払っている。 

リサイクル業者が仲買人にはお金を払い、市場の人にはお金を払わないのには市場とリサイ

クル業者の提携が考えられる。リサイクル業者は市場の中心組織と事前に話し合い、今のよう

な回収のみといった形になったのではないか。仲買人たちは、その市場とは関係がなくただ副

業などでお金を稼いでいるように感じた。この二つの仕組みは、市場と仲買人の干渉はなく、

市場の人々に判断を任せているのではないだろうか。 

 

表 1 ゴミ別支払金額表（仲買人のみ） 

ゴミの種類 1 ㎏当たりの料金（kip/kg） 

プラスチック 2,000 

ペーパー 400 

アルミニウム 1,000 
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（調査データより筆者作成） 

 

２ 市場の人びとにおけるゴミの分類に対する考え方 

①燃えないゴミに対する理解 

 ゴミの処理について質問した際に、市場の青果店、商店の方は燃えないゴミというものがな

にかわかっていなかった。ペットボトルなどのリサイクル用のゴミは理解していたが、燃えな

いゴミについて聞いても、ゴミはすべて一つにまとめられていると答えていた。パクソン市場

の周辺のゴミ箱を見ても、日本のようにいくつかに分かれているわけではなく、一つしか設置

されていない。燃えるゴミと燃えないゴミの区別は認識されていないようだ。 

 

②粗大ゴミに対する理解 

粗大ごみについては私が調査をする際に、通訳の方が理解していなかった。逆に粗大ごみはど

ういうものなのかと質問をされ、家庭にある使わなくなったテーブルや食器棚のことだと説明

し、写真も見せると納得したような表情をした。家庭での調査では家具は分解して他のゴミと

同じように捨てていた。パクソン市場の方も同じような答えであった。通訳のラオス人の方も

理解していなかったようにラオスでは粗大ゴミという概念がないのではないかと感じた。 

 

 

３ 各村におけるゴミ処理の実態――カプ村 

 2016 年 12 月 24 日にカプ村を訪れた際に、カンプーさんの家で調査をした。この村には、

ゴミを回収する組織はなく、村でのゴミについての政策もなかった。組織がないため、ゴミは

自分たちで処分をする。主なゴミはペットボトルや、燃えるゴミ、生ごみであった。これらの

写真 79  市場の隣の広場 写真 80  パクソン市場 
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ゴミの処分の方法は、すべて同じように燃やして捨てていた。また食べ残しは肥料にしていた。 

 

４ 各村におけるゴミ処理の実態――プーオーイ村 

 2016 年 12 月 25 日にプーオーイ村に伺った際、第二村長さんのシーソマンさんにこの村の

ゴミ処理について伺った。この村では、村の組織はなく、村で決められている政策もない。そ

してゴミについて政府からの指導もないとおっしゃっていた。だが、この村には特定の環境を

守ろうとする組織が存在し、第二村長であるシーソマンさんがそのリーダーであった。村のゴ

ミは村から離れたところに捨てにいく。捨てに行く場所が具体的にどこなのかはわからなかっ

た。ゴミの処理は各自に任されているため、自分の農園まで行って、プラスチックと一緒にす

べてのゴミを燃やす人や、村の離れたところに持っていく人など、村全体で統一はされていな

かった。このことから、環境を守る組織が存在しているがその影響について、どのような変化

があったのか知ることができなかった。 

プラスチックのゴミはパクソンに自ら持っていく人もいるという。パクソンでは市場と同じ

ように仲買人に渡して、そのゴミはリサイクルセンターへもっていくという。 

 

５ 各村におけるゴミ処理の実態――ノンヤートゥン村 

 2016 年 12 月 27 日にノンヤートゥン村で調査を行った。村にはゴミに関する組織はなく、

家族ごとにごみを処理している。またゴミについての政策もない。村の中では、リサイクルや

ゴミの分別についての話は出てくるが、実際にはまだ実行されていない。プーオーイ村とは違

い、政府からゴミについての指導を受けるが、村の人々は話をまともに聞いていないというこ

とだった。金曜日には、たまにでは

あるが小学生たちがゴミ拾いをして

いる。 

 この村では、10 世帯が煙草の木を

育てている。実際に売っているのは

4 世帯でそれ以外の家庭は自分たち

が吸うために作っている。喫煙率が

他の村よりも多いため、煙草のポイ

捨てもしてしまう確率が高い。 

 ノンヤートゥン村では、4 人で住

むポンパシーさんの家庭での調査も

行った。家で出たゴミは、農園まで

持っていき、すべて燃やしている。 写真 81 大量のペットボトルのゴミ 
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リサイクルという言葉は知っているが、それをやろうとは思っていなかった。よく出るゴミは、

プラスチックや食べ残しであった。 

 

６ 各村におけるゴミ処理の実態――プーマッコ村 

 2016 年 12 月 28 日に組合長のチャンパさんに聞き取り調査を行った。この村にゴミに関す

る組織はなく、村での政策もなかった。ゴミは、家庭ごとで処理をし、多くは自分たちの農園

でまとめて燃やしているということだった。リサイクルについては認知をしていて、ゴミを売

ることができる場所も知ってはいるがやらないということだった。 

 

７ 教育面でのゴミへの意識 

 教育面でのゴミ問題の調査は、2016 年 12 月 23 日にパクソンにある教育局を訪れた際、伺

うことができた。小学校や中学校での環境についての授業は行われていることが分かった。し

かし、実践している人が少ないというのが事実である。多くのゴミが散乱していることに対し

て、その原因の一つとして挙げられた例がある。田舎では、昔、物をバナナの葉に包んで持参

する習慣があった。バナナの葉はそのまま家の外に投げ捨てていたが、土に還るので問題はな

かった。しかし、近年、物を包む際、バナナの葉からビニールに変わった。村人はバナナの葉

と同じようにビニールも外に投げ捨てるのが習慣づいてしまっている。ビニールは捨てても土

に還らないため、村中にビニールの袋のゴミが散乱するようになった。特に大人はごみ処理へ

の意識が低く、小学校や中学校で学んでいる子供のほうがゴミ処理への意識は高いという。 

 小学校の先生への調査では、プーオーイ村でワークショップの合間に行った。この小学校で

は、ゴミ問題や環境についての授業が行われていた。具体的な授業内容を聞いてみたが、環境

問題について、またゴミはしっかりゴミ箱に捨てるといったことを教えているということだっ

た。またこの学校にはゴミ箱が 3 つ設置してあり、そのゴミ箱にゴミを入れている生徒の姿も

見ることができた。 

V 考察 

全体的にみると、日本のように燃えるゴミ、燃えないゴミ、ペットボトルなどとゴミを分け

ている場所はなかった。すべての場所で色々な種類のゴミを一つのまとまりとしてとらえてい

た。そのため、燃えないゴミや粗大ごみという単語を出しても説明をしないと理解をしてもら

えなかった。しかし、パクソン市場で見ることができたようにプラスチックやアルミをリサイ

クルしている仕組みはある。市場の中のどれくらいのお店がゴミをリサイクルに出しているの

かはわからなかったが、ラオスの教育でもあったようにゴミをしっかり捨てる意識がある人は
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少ないため、多くの人がリサイクルを実践しているというのは考えにくい。 

4 つの村での調査では、どの村もゴミを回収する組織はなく、ゴミの分別や処分についての

政策もなかった。ただプーオーイ村では、村の組織ではないものの環境を守ろうとする組織は

あり、ゴミの処理についてしっかり考えている村もある。政府が指示を出している村もあった

が、全体的に見てやはり、村の人々がゴミの分別やリサイクルをすることが面倒だと感じてい

るのではないだろうか。カプ村の家庭での調査でも、村の近くにゴミを管理する組織がいない

ため、わざわざ 3km 離れたパクソンの町までゴミを持っていくことはないと言っていた。 

 教育を見ると、子供たちの中ではゴミ処理について考えている子が多い印象を受けたが、大

人たちは教育を受けていない人が多く子供たちに比べゴミに対する意識が低い。  

今回はラオス南部パクソンの周辺地域の調査であったが、他の地域に住んでいるラオス人学

生にゴミの分別を聞いても、ゴミはゴミ箱に捨てているが、すべてまとめて捨てていると聞い

た。 

日本では、ほとんどの場所で燃えるゴミ、燃えないゴミ、瓶、アルミ、ペットボトルといっ

た分別がされ、周辺にあるゴミ箱でも分別をしっかりできるような仕組みができている。わた

しが今回訪れたこのパクソンでは、教育面やリサイクル業者など分別に対しての試みはあった

が、しっかりとした体系にはなっていないと感じた。日本では家庭やお店などで分別されたゴ

ミを行政の回収車が来て集め、それ

をゴミ処理施設まで持っていく。そ

れが、私たち日本人には当たり前の

ことになっている。この当たりまえ

は行政がしっかりとした政策を決め、

人々がその政策に向かっていくよう

にサービスを提供しているからであ

る。今回調査した地域では、政府が

介入しているところがほぼなかった。

パクソン周辺に住む人々がしっかり

と分別をしやすい環境、指導、支援

を政府がやっていかなければ、廃棄

物関連政策にあるように、いくら環

境問題に向き合ってもラオス全体で

の解決にはいたらないのではないだ

ろうか。  

 

写真 82 ラオスのゴミ箱 
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ラオスの農村における女性の化粧文化  

――チャンパサック県パクソン郡における調査を通して―― 

 

鈴 木 美 那 

社会文化システム学科 3 年 

I はじめに 

日本において女性たちは、何気なく化粧をしている。昨年度ラオスを訪れた際にラオス人学

生や村の女性たちが化粧をしていた印象がない。しかし、ラオスの伝統衣装であるシンを着て

いる女性の写真をみると、化粧や髪型などがとてもきれいであったり、ラオス人学生が

Facebook に投稿している写真でも、たまに化粧をしていたりと、ラオスの女性たちも化粧を

しているのだと思った。 

 また韓国を訪れた際に、韓国の女性の間では肌を白く塗り、チークはあまり使わない化粧が

流行っていると化粧品屋の店員に聞いた。一方で日本人女性はチークを使っている場合が多い

など、国によって化粧の仕方が違うことに気付いた。 

 そこで、ラオスにはラオスの化粧文化があるのではないかと考え、調査することにした。ま

ず 2016 年 9 月に筆者はラオスの首都ビエンチャンを訪れ、ビエンチャンの市場を観察した。

次に 12 月のスタディツアーにおいて、インタビュー調査を行った。 

 本稿では、ポーラ文化研究所の調査を参考にし、日本人とラオスの農村の女性の化粧行動を

比較することによって、国ごとに化粧文化に違いがあること明らかにし、ラオスの農村の女性

の化粧文化の特徴について述べていく。 

II 調査方法 

本調査は調査票を用いながら、ラオス語と英語の通訳を介してインタビューする形式をとっ

た。調査日時は 2016 年 12 月 22 日から 28 日である。対象者は、スタディツアーに同行した

ラオス人学生、パクソン市場の化粧品屋の店員、市場で働く女性、買い物客、訪問先の村の奥

さん、小学校の先生である。 

調査票はポーラ文化研究所の調査項目を参考にして作成した。使用している口紅の色を聞く

際には、ポーラ文化研究所の調査で使用されていたカラーチャートを用いた。 
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III 調査結果 

 初めに、ポーラ文化研究所の調査結果と、本調査の調査結果を比較する上で、母数が異なる

点はご了承頂きたい。またレートの計算は、報告書執筆時の 2017 年 1 月 28 日時点のものとす

る。（1JPY=71.4112LAK）6 

今回、22 人のラオス人女性に話を聞くことができた。年齢層は以下の通りである。 

 

10 代 4 人 

20 代 13 人 

30 代 2 人 

40 代 1 人 

50 代 2 人 

 

１ ビエンチャンとパクソン郡の化粧品事情の比較 

ここでは筆者が 2016 年 9 月に訪れたラオスの首都ビエンチャンでの化粧品店での観察結果

と、スタディツアーで訪れたパクソン郡のパクソン市場での聞き取り結果を比較する。 

 

（１） ビエンチャン 

ビエンチャンは、首都ということもあり、デパートやナイトマーケットで多くの化粧品を見

ることができた。また、筆者が宿泊したホテルの近くや、デパートでは日本でも高価である化

粧品メーカーの資生堂が店を構えていた。資生堂のルージュは 228,000kip（3,192 円）, ファ

ンデーションは 348,000kip（4,873 円）であった。デパートでは、資生堂の他に、花王のビオ

                                                         
6 EXCHANGE-RATES.ORG を参照した。 

写真 83 資生堂にて （筆者撮影） 写真 84 デパートにて （筆者撮影） 
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レ（Biore）シリーズやカネボウ（kanebo）の豆乳イソフラボンシリーズが置いてあった。ビ

オレの毛穴スッキリパックは、日本では税込み 410 円だが、ラオスでも 36,000kip（504 円）

で、日本の約 1.2 倍の値段とあまり差がない。また韓国の化粧品で、日本でも有名な ETUDE 

HOUSE や MISSHA があった。ETUDE HOUSE の BB コンパクトが 259,000kip（3,627 円）、

日本では 1,880 円で売られており、日本での価格の約 2 倍である。MISSHA の water full tint

は 90,000kip（1,260 円）で、これは日本では 1,045 円と大差がなかった。また、アメリカの

REVLON もあり、ビエンチャンのデパートでは海外の化粧品ブランドが充実している。 

さらにコンビニでは、ニベア（NIVEA）や MAYBELINE のリップクリームも売られていた。

ニベアのリップは 20,000kip（280 円）で、MAYBELINE のリップは 25,000kip（350 円）で

あった。 

ナイトマーケットでも、日本の豆乳イソフラボンシリーズや、韓国の ETUDE HOUSE 製

品をいくつか見ることができたが、ノンブランドの日本のものや、タイなどから入ってきたと

見られる安価な化粧品が多い。また、ナイトマーケットでは、6,000kip（約 84 円）均一の日

本でいう 100 円ショップのような店もあり、にぎわっていた。ナイトマーケットで売っていた

チークは 25,000kip（350 円）、つけまつげ 20,000kip（280 円）であった。 

 

（２） パクソン郡パクソン市場 

パクソン郡の市場では資生堂のような高価な日本メーカーの化粧品を見ることはできなか

ったものの、ニベアのホワイトニングクリームは売られていた。パクソン市場ではタイの化粧

品が多く売られていた。 

 商品に値札はついておらず、店員へ直接価格を聞いた。結果は次の通りである。 チークが

15,000kip（210 円）、ホワイトニングクリームが 20,000kip（280 円）、アイブロウが 5,000kip

（70 円）、マスカラが 30,000kip（420 円）であった。  

写真 85 6000kip ショップ（筆者撮影） 写真 86 ナイトマーケットにて（筆者撮影） 
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 日本や韓国の有名なメーカーの商品はほと

んどなく、値段も安価なものばかりであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 化粧の頻度 

次にラオスの農村の女性の化粧の頻度について見ていく。 

 

                        （調査結果より筆者作成） 

 

ポーラ文化研究所の結果を参考にすると、日本で最も割合が高いのは、ほぼ毎日化粧をする

(33.4%)で、次に時々 (25.3%)、毎日 (21.6%)、特別な時のみ(10.4%)、化粧をしたことがない

(5.2%)、現在は全くしない(4.1%)という順であった。一方、ラオスの農村の女性の化粧の頻度

を見ると、最も多いのが毎日化粧をする（45％）、次に特別な時のみ（36％）、残りは同数であ

った。22 人の対象者の内、毎日化粧をする人が 10 人、特別な時のみが 8 人とあまり差がない

毎日10 

(45％) 
特別な時のみ 

8 (36%) 

時々 1 (5%) 

現在はまった

く 1 

(5%) 

化粧をしたこ

とがない 1 

(5%) 

ほぼ毎日 1 

(4%) 

図１ 化粧の頻度 

写真 87 パクソン市場にて （筆者撮影） 
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ことが分かる。毎日化粧をすると答えた人のうち、3 人は、1 日に 2 回化粧をすると話してい

た。 

日本人と比較した場合のラオスの農村の女性の特徴として、特別な時のみ化粧をする人が多

いことが挙げられる。日本の場合、特別な時のみ化粧をする人の割合は 10.4％程度の少数であ

る。具体的に特別な時がいつかを尋ねてみると、結婚式と祭りの日という回答がほとんどであ

った。 

日本人が化粧をする頻度が高い理由の一つとして、日本では化粧をすることがマナーである

と考えられていることが挙げられる。ポーラ文化研究所の 2012 年の調査では、OL、自宅で働

いている人、専業主婦、学生の四つの職業別に化粧をする理由をみた場合、専業主婦以外の三

つの職業で、身だしなみとしてメークをするのが普通だから、という回答が 50％を超えて一番

多かった。専業主婦も、きちんとした印象に見せるため、という理由が 53％で最も多かった。

このことから、日本人は化粧をすることがマナーであると考えているため、化粧の頻度が高い

のだと考えることができる。 

 

３ 使用する化粧品 

 ラオスの農村の女性が使用している化粧品で、使用している人数が多い順に並べたのが以下

のグラフである。毎日化粧をしない人にも、化粧をする時は何を使用するかを答えてもらった。

22 人の調査対象者のうち、化粧をするのは 20 人である。補足だが、ラオス人学生や通訳さん

の話によると、ラオスではタイと韓国の化粧品がよく使われているという。 

 

 

図 2 使用アイテム （調査結果より筆者作成） 
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まず、日本での平均反応個数(7 は 8.34 個

であったのに対し、ラオスでの平均反応個数

は 3.6 個であった。日本で最も使用されてい

るのはファンデーションだが、ラオスでは 22

人中 4 人と少数にとどまっている。口紅はラ

オスで最も多く使われており、日本でもファ

ンデーションの次に多く使われていることか

ら、両国の女性にとって、口紅は化粧をする

上で重要なアイテムと考えられていることが

うかがえる。またラオスでは口紅についでフ

ェイスパウダーが多く使用されているのに対し、日本ではあまり使用されていない。 

この比較で、ラオス人の農村の女性は、目元の化粧はあまり行っていないことが分かった。

日本では、アイシャドーは約 7 割、アイライナーは約 6 割、マスカラも約 6 割とアイメイクの

アイテムの使用率は半数を超えていた。一方で、グラフを見ると分かる通り、ラオスではアイ

シャドーやアイライナー、マスカラの使用率が低く、目元の化粧をあまり行っていないことが

分かる。 

また、ラオスでアイテムを 5 つ以上使っているのは 7 人だけで、日焼け止めや BB クリーム

などの下地と口紅だけという人も少なくない。 

しかし、ラオス人学生との会話で分かったのだが、ラオスの結婚式では、下地やアイブロウ、

アイライン、アイシャドー、ハイライトなど多くの化粧品が使われる。 

 

４ 化粧に費やす時間 

 次に化粧に費やす時間について見ていく。日本で最も多かったのは、6~10 分の 34.8%で、

次に多かったのが 16~20 分の 24.2％である。 

 使用アイテムの調査で明らかになったとおり、ラオスの農村の女性で、5 つ以上のアイテム

を使う人は少なかったため、多くの人が 1～5 分と化粧に費やす時間も短いことが分かった。

21 分以上と回答した 5 人は、全員毎日化粧をすると回答した人である。化粧時間が 1～5 分の

人の平均使用アイテムは 2.3 個で、21 分以上の人の平均使用アイテムは 5.4 個であった。 

 

 

 

                                                         
7 平均反応個数とは、使用しているアイテム数の平均の個数を指す。 

写真 88  対象者の使用する日焼け止め 
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図 3 化粧に費やす時間 （調査結果より筆者作成） 

 

５ 何色の口紅を使用しているか 

 女性たちは、何色の口紅を使用しているのか、日本人の場合とラオスの農村の女性の場合の

データを用いて 1 位から順に並べた。調査の際は、ポーラ文化研究所の調査で使用されていた

カラーチャートを用い、最も近い色を選んでもらった。 

 今回提示した色は、①淡いベージュ系、②暗いベージュ系、③明るいオレンジ系、④暗いオ

レンジ系、⑤明るいレッド系、⑥暗いレッド系、⑦明るいローズ系、⑧暗いローズ系、⑨明る

いピンク系、⑩暗いピンク系の全 10 色である。 

 

表 1 日本とラオスで人気の色の順位 

日本 ラオス 

1 位 明るいローズ系 1 位 暗いオレンジ系 9 人 

1 位 明るいピンク系 2 位 明るいピンク系 3 人 

3 位 明るいオレンジ系 3 位 明るいローズ系 2 人 

4 位 暗いピンク系 3 位 暗いレッド系 2 人 

5 位 淡いベージュ系 5 位 明るいレッド系 1 人 

6 位 明るいレッド系 5 位 明るいオレンジ系 1 人 

7 位 暗いレッド系 5 位 暗いピンク系 1 人 

8 位 暗いローズ系 6 位 淡いベージュ系 0 人 

9 位 暗いオレンジ系 6 位 暗いベージュ系 0 人 

10 位 暗いベージュ系 6 位 暗いローズ系 0 人 

   （日本はポーラ文化研究所の調査結果をもとに、ラオスは筆者の調査結果をもとに作成） 
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 ここで大きな違いは、日本では 9 位である暗いオレンジ系の口紅が、ラオスでは 9 人と、ほ

ぼ半分の人が使用している点である。 

 これは肌の色が関係している可能性が高い。MEIKO 化粧品のホームページによると8、口紅

を選ぶ時には、肌色との相性を見るべきで、似合う色とは、つけても派手にならず、肌の色が

明るく見えるものである。そして、色白の肌の場合は明るいローズ系やパウダーピンクを使用

すると、唇の存在感が増し、肌にきれいに映えるという。小麦色の肌の場合は、オレンジ系や

ベージュ系の色を使用すると肌に馴染み、きれいな発色を期待できるという。 

 ラオスの人々の肌の色は、どちらかというと小麦色と言える。小麦色の肌とオレンジ系の口

紅の相性が良いという上記の情報と照らし合わせると、順位にも納得がいく。今回ラオスの農

村女性が、なぜその色を使っているかまでは聞くことができなかったが、肌に馴染む色を選ぶ

ことによって、日本とラオスで人気色に違いが生じることが考えられる。 

 ラオス人学生の話によると、結婚式など特別な日は、その日に着ているラオスの伝統衣装で

あるシンの色に合わせて化粧品の色を選択するという。 

 

６ 化粧は好きか 

まず日本における調査を見ていく。ポーラ文化研究所の調査で、化粧を行うことへの好感度

として、選択肢は①非常に好き、②やや好き、③あまり好きではない、④非常に好きではない、

の 4 つであった。結果として①と②をまとめて化粧が好き、③と④をまとめて化粧が好きでは

ないとした場合、化粧が好きな人が 58.4％で、好きではない人が 41.6%と、好きな人が多い結

果である。このうち、20 代以下で、化粧が好きな人の割合は 7 割近くにのぼる。 

 

 

図 4 化粧が好きか （調査結果より筆者作成） 

                                                         
8 MEIKO 化粧品のホームページを参照した。

http://www.meikocosmetics.co.jp/SHOP/178011/206189/list.html 2017 年 1 月 28 日閲覧 
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結果は好き（17 人）、普通（4 人）、嫌い（1 人）であった。ラオスの農村の女性の多くが化

粧好きであると言える。好きと回答した人は皆、迷うことなく「好きだ」と答えた。好きと答

えた人にその理由を聞くと、全員が「女性だからきれいになりたい」「きれいになるため」など、

美しくなりたいから、と回答した。その際の表情は笑顔であった。また、化粧が好きと答えた

ものの、特別な時にしか化粧をしない人に、なぜ好きなのに毎日しないのかと尋ねたところ、

忙しいからと言っていた。38 歳の女性は、現在は化粧をしないが、化粧は好きだと回答した。

この女性は、「自分は歳をとったから化粧はもう必要ない。でも若いときはしていたよ」と優し

い表情で言っていた。 

嫌いな理由として忙しいからという点が挙げられる。市場で聞き取りをする際、一人の女性

に化粧に関するインタビューに協力してほしいことを伝えたのだが、「忙しくて化粧をしないか

ら、化粧は嫌い」と言っていた。 

 

右の写真の方は、市場で出会った 28

歳の女性である。化粧がとても好きなよ

うで、毎日 30 分ほど時間をかけて化粧

をしている。7 つのアイテムを使用して

いるという。今回調査した中で唯一マス

カラを使用していたのがこの女性で、ア

イシャドーも用いており、アイメイクに

もこだわりがあるように感じた。様々な

化粧品を嬉しそうに見せてくれる姿が印

象的であった。 

IV 考察 

 この調査から、女性の化粧にも国ごとに違いがあることが明らかとなった。 

まず、ラオスの農村でよく使用されている化粧品は、タイのメーカーのものが多いというこ

とである。日本においてタイの化粧品はあまり見かけない。タイのものがよく使われるという

点は、タイの隣国であるラオスならではの特徴であると言える。 

また、化粧の頻度に関しては、ラオスの農村でも日本でも毎日や、ほぼ毎日化粧をする人が

多いが、ラオスの農村では、特別な時のみ化粧をする人も多いことが分かった。これは、化粧

が好きかという質問の答えと合わせて考えると、ラオスの農村の女性は、忙しい中で化粧に時

間をさかない人が多いと言える。日本では、化粧をすることはマナーだと考えられている為、

写真 89 市場で出会った女性 
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忙しくでも化粧をする人が多いが、今回の調査で化粧をすることがマナーであると考えている

ラオス人女性は一人もいなかった。このような考え方の違いから、化粧の頻度にも国ごとに違

いが生じることが分かる。 

そして、使用アイテムの調査から、ラオスの農村の女性がどのような化粧をするのかが分か

った。22 人にインタビューをし、使用アイテムが平均で 3.6 個と非常に少ない結果であった。

化粧をすると回答をした人でも、日焼け止めや口紅だけであったり、アイシャドーやマスカラ

を使っている人が少なかったり、日本と比べると、だいぶ化粧が薄い傾向にある。 

日本とラオスにおける共通点としては、化粧が好きな女性が多いということである。ラオス

の農村の女性たちが、皆きれいになりたいから化粧をすると言っているのが印象的だ。国が異

なっていても、女性たちの美に対する思いに違いはないということが分かった。 
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ラオス国立大学に通う学生の日常生活 

 

松 本 実 晴 

社会文化システム学科 3 年 

I はじめに 

 昨年度、FLAO の先輩である関根美織さん（以下関根さん）が「在日ラオス人の異文化適応」

をテーマとして個人調査を実施した。この際、在日ラオス人留学生と比較するため、ラオス人

大学生の普段の生活についてインタビュー調査を行った。 

そこで、今回私は関根さんが指摘した「ラオス人学生は日本人学生に比べるとアルバイトを

している人も少なく、勉強の姿勢が高い」（関根 2015）という主張をより深めて理解するた

め、ラオス人学生へのインタビュー調査を実施した。本研究では、対象とするラオス人大学生

に対する聞き取り調査をもとに、一般的な日本の大学生の状況と比較しながら、なぜ勉強に対

する意欲が一般の日本人学生より高いのかという問いについて探求した。 

II 調査方法 

あらかじめ用意した質問票を使用し、ラオス語と英語の通訳を介してラオス国立大学環境科

学部の大学生 4 名に聞き取り調査を行った。 

質問項目は、名前（ニックネーム）、性別、生年月日、年齢、出身、家族構成、小中高時代

（昔の話）、大学時代（今の話）、メディア利用、1 日の生活スタイル（平日・休日）、趣味、夢、

食事、収入、宗教、勉学、その他についてである。 

III 調査結果 

① Dethkeo Sysoutham（ニックネーム：トム） 男性 21 歳 ビエンチャン出身 

 ノンヤートゥン村の小学校のワークショップ後にインタビュー調査を行った。 

 

【家族構成】 

家族は本人を含め 5 人であり、関係は右のようになっている。

父親（45 歳）は公務員、母親（43 歳）は専業主婦である。兄

（28 歳）、姉（25 歳）は二人とも公務員である。トムは末っ子

である。 
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表 1 大学 5 年次 1 学期 トムくんの時間割 

 月 火 水 木 金 

8:00-9:30 授業 授業 授業 授業 授業 

9:45-11:30 授業 授業 授業 授業 フリー 

13:00-14:30 授業 授業 フリー フリー 授業 

14:45-16:30 フリー フリー フリー 授業 フリー 

＊大学の授業後は、ビジネス英語を習っている。 

 

【生活スタイル】 

 起床してから、朝食を食べる前にランニングをして、朝食を食べ、登校するというのが、学

校がある日の生活スタイルである。月曜から金曜まで大学の授業があり、毎朝 8 時から授業が

始まる。授業が終わる時間は曜日によって異なるが、金曜を除いて午前に２コマ、水曜以外は

午後に１コマの授業を受けている。一週間の授業数は 13 コマである。そして、毎日大学に通

っており、午後まで学校で授業を受け、授業後は、ビジネス英語のプライベートレッスンを受

けている。ビジネス英語のレッスンを受けている理由としては、英語の授業は大学でもあるけ

れども、受講時間が少ないためだという。 

 休日は、ランニングはもちろんのこと、サッカーチームにも所属しており、スポーツに励ん

でいる。また、趣味で映画を観に行くこともある。 

 

【食事】 

 大学がある日は、フードコートで食事をしたり、家に帰って食事をすることもある。 

 

【収入】 

 トムは、アルバイトをしていない。そのため、親から毎週 200,000kip（日本円で約 2,741 円

9）のおこづかいを受け取っている。 

 

【宗教】 

 上座部仏教 

 

【メディア利用について】 

 Facebook、Instagram、LINE を使用している。 

                                                         
9 換金レートは、以下のサイトを参照した。http://ja.exchange-rates.org/Rate/JPY/LAK 
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【将来の夢】 

 環境学者 

 

② Poupina Sayasithsena（ニックネーム：ナー） 女性 20 歳 ビエンチャン出身 

 民泊の日の空いている時間にインタビュー調査を行った。 

 

【家族構成】 

 家族は本人を含め 5 人であり、関係は右のようになっている。

父親（59 歳）医者、母親（54 歳）は会社員である。兄（27 歳）

と姉（24 歳）は二人とも会社員である。ナーは末っ子である。 

 

 

表 2 大学 4 年次 1 学期 ナーさんの時間割 

 月 火 水 木 金 

8:00-9:30 授業 授業 授業 授業 授業 

9:45-11:30 授業 授業 授業 授業 授業 

13:00-14:30 授業 フリー フリー 授業 フリー 

14:45-16:30 授業 フリー フリー フリー フリー 

 

【生活スタイル】 

 月曜から金曜まで大学の授業があり、毎朝 8 時から授業が始まる。授業が終わる時間は曜日

によって異なるが、午前に２コマ、火曜、水曜、金曜は午前授業だけである。一週間の授業数

は 13 コマである。帰宅後は友達と遊んだり、ヨガをおこなったりする。また、夜寝る前には、

Youtube で音楽を聴いたり、自分の趣味を楽しんだりしている。 

 休日は、友達と遊んだり、映画を観に行ったりしている。また家では Netflix で映画を観た

りしている。しっかりと休日には自分の休む時間をとっている。 

 

【食事】 

 大学がある日は、友達とフードコートへ行くことが多い。 

 

【収入】 

 アルバイトはしていない。そのため親から毎月 1,200,000kip（日本円で約 16,445 円）のお

こづかいを受け取っている。 
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【宗教】 

 上座部仏教 

 

【メディアの利用】 

 Facebook、Instagram、LINE、WhatApp を使用している。 

 

【将来の夢】 

 国際協力に携わる仕事 

 

③ Aiy Duangsavanh（ニックネーム：コン） 男性 21 歳 モン族出身 

民泊の日の空いている時間にインタビュー調査を行った。 

 

【家族構成】 

 家族は本人を含め 6 人であり、関係は右のようになってい

る父親（45 歳）は会社員、母親（42 歳）は専業主婦である。

姉（24 歳）は会社員である。次男（20 歳）と三男（13 歳）

は学校に通っているである。コンは、長男である。 

 

表 3 大学 5 年次 1 学期 コンくんの時間割 

 月 火 水 木 金 

8:00-9:30 授業 授業 授業 授業 授業 

9:45-11:30 フリー 授業 授業 フリー フリー 

13:00-14:30 授業 授業 フリー 授業 授業 

14:45-16:30 授業 授業 フリー フリー フリー 

＊大学の授業後は、ビジネス英語を習っている。 

 

【生活スタイル】 

 月曜から金曜まで大学の授業があり、毎朝 8 時から授業が始まる。授業が終わる時間は曜日

によって異なるが、水曜は午前授業だけである。一週間の授業数は 13 コマである。授業後は

ビジネス英語を習っている。時間割のフリー時は宿題や自習をしている。 

 休日は朝から夕方まで基本アルバイトをしている。 
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【食事】 

 大学がある日は、お昼は家に帰って食事をすることが多い。 

 

【収入】 

 飲食店のアルバイトをしている。だいたい毎月 700,000kip（日本円で約 9,593 円）稼いでい

る。 

 

【宗教】 

 上座部仏教である。 

 

【メディアの利用】 

 Facebook、WeChat、LINE を使用している。 

 

【将来の夢】 

 環境学者 

 

④ Somphavanh Keochanla（ニックネーム：ノイ） 女性 20 歳 ルアンパバーン出身 

民泊の日の空いている時間にインタビュー調査を行った。 

 

【家族構成】 

 家族は本人を含め 3 人であり、内訳は以下のようになっている。母（46

歳）は看護師、兄（25 歳）は会社員である。ノイは末っ子である。 

 

表 4 大学 4 年次 1 学期 ノイさんの時間割 

 月 火 水 木 金 

8:00-9:30 授業 授業 授業 授業 授業 

9:45-11:30 フリー 授業 授業 授業 フリー 

13:00-14:30 授業 授業 フリー 授業 授業 

14:45-16:30 授業 フリー フリー フリー フリー 

＊大学の授業後は、ビジネス英語を習っている。 

 

【生活スタイル】 

月曜から金曜まで大学の授業があり、毎朝 8 時から授業が始まる。授業が終わる時間は曜日
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によって異なるが、水曜は午前授業だけである。一週間の授業数は 13 コマである。授業後は

ビジネス英語に通っている。 

休日は、テレビを観たり、友達や家族と出かけたりもする。 

 

【食事】 

 大学がある日は、お昼は家に帰って食事をすることが多い。 

 

【収入】 

 アルバイトはしていない。そのため親から毎月 500,000kip（日本円で約 6,852 円）のおこづ

かいを受け取っている。 

 

【メディアの利用】 

 Facebook、WeChat、WhatApp、Instagram、LINE を使用している。 

 

【宗教】 

 上座部仏教 

 

【将来の夢】 

 旅行関係の仕事 

IV 考察 

 ラオス人大学生は、一般的な日本の大学生に比べて、なぜ勉強に対する意欲が強いのか。イ

ンタビュー調査を行い、一般的な日本人の学生と比較し明らかになったのは、ラオス人大学生

は、はっきりとした自分の夢を持ち、そのために勉学に励んでいることが分かった。良い職に

就くという、その夢のためには勉学が 1 番であるということを理解しており、それが学ぶこと

に対する意欲が高い理由である。また、親が公務員や医者のように、親の姿勢を見て、勉学に

より成功につながることを小さい時から理解しているという点からもそのように言えるのでは

ないかと推測する。 

 関根さんの先行研究でも述べられているように、今回のラオス人大学生もアルバイトをして

いる学生は 4 人中 1 人だけであり、少数派であった。そこからも勉学に対する意識の高さがう

かがえる。 

 4 名の大学生に対し、今回のスタディツアーへの参加理由も聞いた。彼らは「興味があった
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から」と述べており、このツアーに応募する学生は多数いたとも言っていた。 

 今回の調査の反省点は、ラオス人大学生とのコミュニケーションがあまり上手くいかなかっ

たことがあげられる。個人の話を聞くのに対し、私は英語もままならないまま、ラオス人大学

生の「どうしてこのような質問をされるの」などの疑問に、上手く答えられなかった。そのこ

ともあり、深く話を聞くことができなかった。このような反省を改善すべきことを考えるきっ

かけとなった。 
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ラオスの気候や天候に順応した人々の生活スタイル 

 

村 上 千 香 子 

社会学部社会文化システム学科 3 年 

I はじめに 

 私が本研究で気候に順応した人々の生活に焦点を当て、調査する動機となったのは、2015

年の 12 月に行われたスタディツアーへの参加である。昨年度渡航する前に先輩たちから見せ

てもらったラオスの写真には、乾燥とした大地の上で、キャップで日光を遮り、暑そうな顔を

しながら先生の話を聞いている先輩たちの姿が写っていた。その様子から私はラオスが東南ア

ジアに属していることもあり、何となく日本とは違い暑い国なのだろうと思っていた。さらに

渡航する際、日本は 12 月だったため現地の気候に適応出来るか心配であった。しかし、その

ような心配はラオスの国境線を超えた瞬間、吹き飛んだ。はじめに目に飛び込んできたのは、

視界の開けた真っ青な空だった。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は、

日本の夏と違い心地良かった。このギャップが私の中で一番印象に残り、また「ボラゲン高原

の気候は日本の軽井沢」と言われていることからさらに興味が増した。しかし、現地の気候は、

1 年を通して乾季と雨季に別れ天候が大きく変わる。昨年の民泊の体験から決して物質的に豊

かではないラオスで、人々はどのように気候に順応し生活しているのか疑問に思い、今回研究

テーマにするに至った。また、昨年の家計調査を踏まえ、コーヒー以外の作物でどのように生

計を立てているのか、今年はさらに一歩踏み込み収穫後どうしているのかなども聞き取り調査

で質問し、人々の生活スタイルにせまっていきたい。 

II 調査目的 

 パクソン地域の農家を訪れ、気候に考慮した住宅の建て方や農園に関する質問をすることで、

人々がどのように天候に順応し生活しているのか。その暮らしの工夫を明らかにしていくこと

を目的とする。 

III 調査内容 

 本研究における人々の「生活」とは、おもに衣食住のうち「住まい」に焦点をあてる。現地

の人々と同じ環境下で過ごすため、今年も民泊を行い、参与観察を実施する予定だったが、体

調が悪かったため思うような調査が出来なかった。そこで、疑問に思っていることは、聞き取
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り調査にて明らかにしていくよう努めた。また、人々の生活以外にも気候に適応した農業につ

いても触れていきたいため、現地の人々に協力して頂き実際に農園をみせてもらい、農耕暦を

作成した。 

IV 調査方法 

 カプ村、プーオーイ村、プーマッコ村、それぞれ 1 世帯に協力して頂き、合計 3 世帯に聞き

取り調査を実施した。調査の際には、ラオス人学生にも協力してもらい英語からラオス語に翻

訳してもらった。質問項目は以下の通りである。 

 

１ 住居についての質問 

  1 レンガの家もあるがなぜ高床式なのか、レンガ造りの家にしないのか 

  2 高床式の良い点・悪い点は何か 

  3 木材はどこから収集しているのか 

  4 誰が家を設計し、建てるのか 

  5 設計をする際に天候・気候に配慮するための工夫はあるのか 

  6 建築費用と建築期間はどれぐらいか 

  7 キッチンにある道具はどこから集めたのか 

  8 この家に住んでもっと改善したいこと・苦労していること（おもに気候・天候面で） 

  9 雨季の際、湿気で困ることはあるか（洗濯物など）、またその対処法はあるのか 

  10 昼間の暑さに対して、どのような工夫があるのか(風通しの良さなど) 

  11 夜は冷え込むが、家の暖かさを保つための工夫はあるのか 

  

２ 農業についての質問 

1 乾季・雨季それぞれ何を育てているのか（3 軒ぐらい調査して比較→傾向を明らかにす

る） 

  2 収穫した作物は売却するのか、自家消費だけか 

   →1 年間、どういったスケジュールで作物を育て、収穫しているのかを聞き、農耕暦を

作成。 

V 調査結果 

１ カプ村 

調査日……2016 年 12 月 24 日（土） 昼食後 
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調査対象者……ドゥワンさん(世帯主の妻)とその娘 

村ごとによって様々な特徴が見られるが、この家庭は花がたくさん育てられていたのが特徴

的であった。この調査対象者の家も 2 階のベランダからカラフルな花々が私たちを出向いてく

れた。調査時、世帯主であるカンプーさんが離れた農園に出掛けており、母のドゥワンさんも

2 年生の家計調査に協力していたため、最初のインタビューは娘が応じてくれた。その後、金

銭的な質問は再度ドゥワンさんにインタビューした。 

 はじめにレンガ造りの家ではなく、高床式を選んだ理由について、高床式の暮らしは快適で

且つ費用があまりかからないため、他の面にお金を費やす事が出来る。また、高床式の良い点

についてドゥワンさんの娘は、「お母さんの農園や庭があり、たくさん木がある点」と言ってい

た。逆に悪い点は、時々農園の手伝いとして作業員を 3 人ぐらい雇いお金を渡すことである。

この家の木材は全て自分の農園から収集し、カンプーさんとドゥワンさん、そしてドゥワンさ

んのいとこが設計した。設計の際に、天候や気候に配慮した家造りはしたのか、という質問に

対して、ドゥワンさんは手を大きく顔の前で振り「全く考えたことがない。デザインは好きで

やっている」と答えた。家を建てたのはドゥワンさんのいとこの作業員の方である。ドゥワン

さんの娘さんに建築期間を聞いたところ「2015 年の 11 月から 2016 年の 3 月まで」と言って

いたが、私たちが去年のスタツアで訪れた際、既にこの家は完成していた、ということを伝え

ると、「はっきりとした年月は覚えていない」とのことだった。建築費用はドゥワンさんに尋ね

てみると 3000 万 kip でこれは日本円に換算すると約 40 万である。さらに、キッチンにある道

具について尋ねてみると、まな板やお箸はパクソンの市場へ買いに行っていた。また、今の高

床式での暮らしについて困っていること、改善したいことはないのか、という質問に対して娘

さんは「雨、風を通してしまうため、コンクリートの家にしたい」さらに「電気が足りないこ

と」を上げてくれた。確かに、インタビュー中も 2 階の部屋で窓を開けていたため風通しが良

く、その日は暑かったから良かったが、夜の冷え込みには苦労するのではないだろうかと思っ

た。実際、昼間の暑さに対しては窓を開けているという。しかし、夜の冷え込みに対して家を

暖かく保つ工夫はないため、コートを着込んだり布団を使用したり、または焚き火で温まって

いると話していた。また雨季の際の洗濯物については部屋の中でロープをはり、そこに洗濯物

を吊るして乾かしていた。 

 

２ プーオーイ村 

調査日時……2016 年 12 月 25 日(土) 昼食後 

調査対象者……世帯主である男性 

はじめにレンガ造りの家もあるがなぜ高床式を選んだのか、という理由についてレンガ造り

の家を建てるのに十分なお金はなかったが、高床式を建てる分だけの費用ならあったためであ
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る。高床式の良い点は、材料が木だけ

で出来る点と、住んでいて心地良く涼

しい点である。悪い点は、虫が木を食

べてしい、家をすぐ悪くしてしまう点

である。木材は全てこの村で買い、1

枚の板は約 4 万 kip である。木の種類

を聞いたところ、ゲッサナー、チャン

パパー、マコーを使用している。設計

はお父さんと職人さんで考え、雨、風、

日光、洪水から守るようにした。具体

的に窓枠を 2 重にすることで風や雨から守るようにした。建てる際にはお父さんと設計の方と

この村の人々が協力してくれた。かなり大勢の方が携わってくれたため、建築期間は 1 ヶ月と

早かったという。建築費用は 1300 万 kip で、日本円で約 18 万円である。さらに日用品につい

てキッチンにあるまな板やお箸はトクトクに乗ってパクソン市場まで買いに行っている。 

高床式で改善したいことは新しい木を買ってより丈夫な家にすることである。雨季の際は風

や雨が入ってきてしまい少し床が濡れてしまうため、その都度布で拭いている。洗濯物は高床

式ならではで、家の下で乾かしているという。この発想は日本では勿論見られない光景なので

ラオスならではの高床式を上手く利用した利点でもあると考える。また、暑さや寒さを考慮し

た家の工夫について尋ねてみると特になく、夏の暑

さに対しては扇風機を使用し、夜の寒さに対しては

焚き火や布団で温まっているという。 

農園の作物について乾季は、コーヒーの実を摘む

だけで作物の収穫はないという。そのため、乾季は

時々家族で市場まで野菜を買いに行くこともあると

いう。雨季は米、なす、唐辛子、レタス、きゅうり、

ウリの収穫があり、自分の農園で採れた野菜で自給

自足生活を送っている。以下は調査対象者の話から

農耕暦を作成した。 

 実際に農園を見せて頂いたが、調査対象者のロブ

スタは樹齢 40 年と立派な木だった。また、インタ

ビュー調査からは聞くことの出来なかった作物を見

ることが出来た。例えばレモングラスや、ハーブの

１種でパパイヤサラダによく使用されるガディンと

写真 90 トクトクと呼ばれる耕運機 

写真 91 タバコの葉 
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いう作物、そら豆のような形をしてい

るマックトゥアー、さらにタバコの葉

も育てられており、売ると 1kg あたり

約 8 万 kip になるという。お米は実際

には見ていないため陸稲かどうか不明

である。 

 

 

 

 

 

表 1 調査対象者一家の農耕歴 

月 1 2 3 4 5 6 

季節 乾季                雨季 

コーヒー 除草   除草 

コーヒー 

以外 

  なす、唐辛子、レタス、 

きゅうり、ウリ、【播種】 

  

 

月 7 8 9 10 11 12 

季節 雨季 乾季 

コーヒー 農園の手入れをしながら除草 コーヒーチェリー収穫期 

 

コーヒー

以外 

 きゅうり、ウ

リ、なす、唐辛

子、レタス 

【収穫】 

米 

【田植え】 

  米 

【収穫】 

（調査結果より筆者作成） 

 

３ プーマッコ村 

調査日時･･･2016 年 12 月 28 日(水) 昼食後 

調査対象者･･･世帯主のチャンパさん、56 歳男性 

 はじめにレンガ造りではなく、高床式を選んだ理由についてチャンパさんは「レンガの家は

建築費用が高く、沢山のお金が必要になる。もしお金があったらコンクリートにしたいが、今

写真 92 調者対象者が作業している農園の小屋 
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はそれが出来ないため安価な高床式に

している」と話している。高床式の建

築費用が低いコストで抑えられる点は

利点としても上げているが、逆に悪い

点は丈夫でないために、長く家が保た

ないことである。設計はチャンパさん

が行い、約 1 週間で完成した。今まで

調査した他の 2 世帯と比較しあまりの

早さに疑問に思い尋ねたところ、チャ

ンパさんの 10 名程度の友達が協力し

てくれたそうだ。建築費用は 5000 万

kip で日本円に換算すると約 70 万円である。ここでも、他 2 世帯と比較し高くないかと尋ねて

みると、この家はトイレがコンクリートでできていたため、建築費用が高くなってしまったの

である。 

さらにこの世帯も高床式の材料は自分の農園から収集したためコスト削減に繋がったとい

う。木材の種類はミー、ポーン、マックテックを使用。また、設計した際に天候や気候を配慮

した家造りは考えなかったという。そこで改善したいことや困っていることはないのか、と尋

ねてみると以下のように答えてくれた。「キッチンの状態があまり良くなく、雨の日は雨漏れし

てしまうからもっと頑丈なものにしたい。屋根も良くなく雨漏れしてしまう。」そして毎回モッ

プを使用し床を綺麗にしているという。雨季の際の洗濯物は 2 回目に調査した世帯と同様、高

床式の下で乾かしていた。また、暑さや寒さを防ぐための家造りの工夫はないが、夏の暑さに

対しては窓を開け、扇風機を使用し、日陰のあるコーヒー農園や家の下で休むなど普段の生活

が垣間見れた。寒さに対しても他 2 世帯と同様、焚き火やジャケット･ブランケットを使うな

どの傾向がみられた。さらに日用品についても他 2 世帯と同様、パクソンまで買いに行ってい

る。最後に住宅について質問を終えた際、チャンパさんが「将来はコンクリートの家に住みた

い」と夢を語ってくれた。 

次に気候に適した作物栽培についてである。乾季の際は、白菜、レタス、ミント、玉ねぎ、

唐辛子、なすを、雨季の際は、きゅうり、カボチャ、唐辛子、パパイヤを播種している。また、

収穫した作物は売却するのではなく、自給自足用としている。 

 

 

 

 

写真 93 コンクリートで建設されたトイレ 



村上ラオスの気候や天候に順応した人々の生活スタイル 

 

294 

 

表 2 チャンパさん一家の農耕暦 

月 1 2 3 4 5 6 

季節 乾季 雨季 

 

栽培 

作物種 

 

コーヒーチェリーの 

【収穫】 

 

コーヒーの木の【植樹】 

 

きゅうり 

カボチャ 

唐辛子 

パパイヤ 

【撒種】 

  

月 7 8 9 10 11 12 

季節 雨季 乾季 

 

栽培 

作物種 

コーヒー農園の手入れ【除草】 コーヒーチェリーの【収穫】 

  きゅうり 

【収穫】 

 白菜、レタス、 

ミント、玉ねぎ、

唐辛子、なす 

【播種】 

カボチャ 

【収穫】 

 

（調査データより筆者作成） 

VI おわりに 

 この調査から私が一番知りたかったことは、ラオス人が高床式の家に住む理由である。調査

結果から、どの世帯主も口を揃えて言ったのは、「お金がもっとあればレンガの家に住みたい」

ということだった。木材の家だと雨や風といった天候から住人を守るにはやはり弱い。より安

定した暮らしを求めるのであればコンクリート式の方が確かに良いが、高床式に住んでいるこ

とに対して人々は私が思っていた以上に苦労を感じていなかった。むしろ「快適だ」と笑顔で

答えてくれる人が多かった。カプ村でインタビューに応じてくれた女性は、自分が住む高床式

の家は「お母さんの農園や庭、木が沢山あるから気に入っている」と話してくれた。また、高

床式の利点について「建築費用が安い分、お金を他の方面に費やすことが出来る」という回答

があり、高床式を選ぶことは、家計を成立させるための戦略のひとつだと考えられる。 

 今回の個人調査は準備不足も含め納得のいったものではなかったが、日本語は一切使用せず、

異文化の中で調査出来たということが私の中で一番貴重な体験となった。自ら疑問に思い聞い

たことは他人から聞くよりも自分の力になると感じたため、今回の経験をまた実生活でも実施

ししていきたいと思う。 
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ຂອງສາວສວນກາເຟ 

ຫຼັງຈາກກັບຄືນໄປຍ ່ປ ່ນແລ້ວ, ນັກສຶກສາບອກວ່າ ຂໍຂອບໃຈທ ່ມາຊ່ວຍທັດສະນະສຶກສາ ພວກ

ເຮົາໄດ້ສາມາດຮຽນອາໃສຂອງສາວສວນກາເຟ 
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「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 

コーヒーを通して世界とつながる 

――フェアトレードに関する体験学習の現場から 
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