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蕨を歩く、世界をしる
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序 社会文化体験演習「フィールドワークを通じた国際理解」
――2013 年度の活動紹介――
植 野 弘 子・長 津 一 史
東洋大学社会学部

はじめに
東洋大学社会学部社会文化システム学科は、
「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」を目標として学部教育を行っている。この目標を実現するために、2012 年度からは、現場
での学びを重視した科目「社会文化体験演習」を新設し、2013 年度から学生たちが履修を始めた。
「社会文化体験演習」科目は三分野にわかれる。本報告書は、そのうちのひとつ、
「フィールドワー
クを通じた国際理解」分野のプロジェクトの 2013 年度の活動報告である。本プロジェクトは、近年
のグローバル化状況において、日本と世界の他地域で展開している様々な社会的、文化的現象が互い
にいかに関連しているのか、つまり現代社会のグローバルな関係性を、身近なモノや人物に関する調
査を通じて具体的に理解し、またその成果を地域に還元することを目指すものである。
「フィールドワークを通じた国際理解」プロジェクトは、これまで本学科が研究教育プロジェクト
「紙の総合学習を通じた地域間連携―文京区を基点とする実践的臨地教育を目指して」
（通称、紙プ
ロジェクト）として行ってきた活動を引き継いだものである。紙プロジェクトは、文京区とその周辺
地域において、
「紙」
・
「地域」
・
「環境」をテーマとして調査活動を行ってきた。他方、このプロジェ
クトでは、本年度は、
「古着」をテーマとして、日常生活にあるモノが、世界各地の人々の生活とい
かにつながっているかを考え、グローバル化状況における地域社会のダイナミクスを国際的な視野か
ら考察することを目指した。
本報告書は、上記プロジェクトの 2013 年度の活動の成果として、2013 年 11 月 27 日に開催した
社会文化体験演習シンポジウム「現場で学ぶ、自分を磨く」における学生による調査研究活動の報告、
外部評価者からのコメント、講演、さらに 2013 年 12 月にラオスで実施した海外フィールドワーク
実習の報告を編集したものである。
「古着」に関する学生の報告は、シンポジウム当日の発表原稿を
修正、加筆したものである。また、昨年度までの紙プロジェクトの調査成果のうち、本プロジェクト
の土台をなした東日暮里の資源回収業者に関する基礎資料もこの報告書に収録している。
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I プロジェクトの概要
「フィールドワークを通じた国際理解」プロジェクトは、社会文化システム学科の学生と教員が、
これまで行ってきた紙プロジェクトを基盤としつつも、グローバルな視野をより重視する立場から、
われわれの日常生活や身の回りのモノと世界のつながりをフィールドワークに基づいて考えようと
するものである。今年度からは、テーマを「古着」として、フィールドワークを行うことにした。
「古
着」に注目したのは、これが紙と同様に国際商品であり、かつそのグローバルな関係性を学生がより
身近に捉えることができるモノであることによる。
「古着」に関わるテーマとしては、すでに紙プロジェクトのメンバーが、2012 年度に東日暮里で、
古布を回収して工業用の布巾や雑巾を製造するウエス製造業についての調査を行っている。その調査
を通じて、古布や古着の再生利用の多様性と、その流通のグローバルな展開に気づかせられたことが、
今回のテーマ設定につながっている。古着は、衣服としての価値をもって再利用され、また布として
加工されて新たな商品としての価値をもって取引される。東日暮里から始めた調査では、その加工工
場の多くが埼玉県に移転していることを知り、さらにその古着が東南アジアに輸出され、あるいはそ
こで選別されて日本に戻ってくるというグローバルな展開に出会うことになった。こうした古着の国
際的展開については、すでに経済学あるいは人類学においても研究がなされている。日常的に出会う
モノ、そして私たちの生活がいかに世界の様々な地域とのかかわりの中で営まれているかを、フィー
ルドワーク教育を通じて知るうえでも、古着は、格好の題材であるといえる。
本プロジェクトでは、以下のような目的とそれを実現するための方法を設定した。
（１）フィールドワークを通じた「古着」の諸課題の考察
学生と教員からなる調査グループが、荒川区東日暮里、埼玉県、さらには海外の関係地域（主に東
南アジア）におけるフィールドワークを通じて、古着に関する諸問題の歴史過程と現状、それらの地
球規模での相互連関性を把握していく。この活動から、まず現場にでかけ、その場からいかに現実を
把握し、考察し、そしてその結果をいかに伝えていくのかを学生は学んでいく。私たちの生活が、い
かにそれをとりまく地域とかかわっているのか、そして、私たちの生活がいかに地球規模の関連性の
なかで成り立っているのかを理解することを目指す。
（２）調査研究の成果の地域への還元
調査の成果を調査地の人びとと分かち合い、古着に関わる諸問題についての総合的理解を共有でき
るような情報チャンネル、つまり調査研究の成果を調査地の人びとと分かち合えるような仕組みの構
築を目指す。
以上の目的に向けた活動をおこなう中で、学生自らが調査の具体的テーマの設定、調査スケジュー
ルの決定、調査成果の公開・還元をおこなうことによって、自主性を涵養していくことが可能であり、
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その経験こそが学科の目指す人材の育成へと結びつくものである。

II 2013 年度の活動
2013 年度は，社会文化システム学科の教員５人が中心になって本プロジェクトを推進した。これ
ら教員の指導のもと，社会文化システム学科をはじめとする社会学部（2 部社会学科を含む）の計 13
人の学生が、
「古着と地域社会」班、
「古着の流通」班に分かれ、それぞれ主体的にフィールドワーク
およびプロジェクトの活動を組織・実施した。
「古着と地域社会」班は、再生資源回収業者の集まる東日暮里で、古着を活用した地域の活動を探
ろうとして、リサイクルショップや便利屋を営む企業組合と出会うこととなった。この企業組合は、
野宿者や生活困窮者が古着を販売することから始まったものであった。そこで、その活動を通じて、
東日暮里の地域性を捉えていくこととした。一企業に対するインタビュー調査が主たる調査活動とな
ったが、これまでの紙プロジェクトの研究の蓄積を生かして調査を進め、再生資源回収を「地場産業」
とする東日暮里の地域的特質を考察している。

写真 1

勉強会の様子

「古着の流通」班は、古着を再生するうえで鍵となる「選別」を行う工場を中心に調査を行った。
こうした工場の多くは、従来は東日暮里地域におかれていたが、現在では埼玉南部・南東部などに移
転している。そのため、今年度「古着の流通」班は主に蕨市においてフィールドワークを行った。蕨
市の古着工場でのフィールドワークでは、100 以上に及ぶ種類への緻密な選別によって古着に新たな
価値が加えられ、世界商品として再生すること、その流通・取引、業者間の関係が、日本からシンガ
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ポール・マレーシア、さらにはインドやアフリカにまで及んでいること、そうしたグローバルな関係
性のなかで、零細工場が独自のネットワークを構築・再構築していることを、現場の声を通じて理解
することとなった。
今年度は、古着をテーマとした第一年目であったため、基本的な知識の蓄積も不足し、またフィー
ルドワーク先も新たに開拓しなければならない状況であった。こうしたなかで、本プロジェクトの調
査研究活動は、十分であったとは言いがたいが、それでも新たな発見があり、また出会いもあった。
なによりも、学生たちのフィールドワークを受け入れ、お教えをいただいた方々には感謝を申し上げ
たい。こうしたご協力なくして、私たちの活動はあり得ない。お忙しいなか、学生のために時間をと
ってお教え下さった皆様に、厚く御礼申し上げたい。
以下は，学生たちが主体的におこなってきたフィールドワーク、勉強会、講演会の概略を記したも
のである。ここに記した活動のほか、学生はほぼ毎週、シンポジウム前後の 11-12 月には一週間に複
数回、自主的な勉強会を開いてきた。シンポジウムにおける成果発表は、フィールワークのみならず、
そうした地道な勉強会とそこでの試行錯誤の積み重ねに基づいている。新たなテーマに取り組むこと
の困難等があり、今年度、一部の学生は最後までプロジェクトに関わり続けることができなかった。
そうした中、報告書の作成までの作業をやり遂げた学生については、その粘り強さと努力を高く評価
するとともに、来年度のさらなる飛躍を期待したい。

写真 2
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全体の活動
2013 年
□4 月 8 日（月）
社会文化体験演習説明会
＊新２年生を対象に、
「フィールドワークを通じた国際理解」分野の活動計画を紹介
□4 月 10 日（水）
第 1 回合同勉強会
場所：東洋大学白山キャンパス 6401 教室 10:40~12:10
＊履修に関するガイダンス、2012 年までの活動メンバーと新メンバーとの顔合わせ、および今年
度の活動の検討
□4 月 17 日（水）
第 2 回合同勉強会
場所：東洋大学白山キャンパス 6401 教室 10:40~12:10
＊植野・長津（教員）による 2012 年度までの活動についての説明、古着に対するイメージ・古着
に関する調査についてのブレーンストーミング
□4 月 24 日（水）
第 3 回合同勉強会
場所：東洋大学白山キャンパス 6401 教室 10:40~12:10
＊松本（教員）による東日暮里の歴史、同地域における在日韓国・朝鮮人の位相についての講義
□4 月 27・28 日（土・日）
新入生への説明会
＊社会文化システム学科フレッシャーズキャンプにおいて、
これまでの
「紙プロジェクト」
の活動、
および「社会文化体験演習」の「フィールドワークを通じた国際理解」分野についての説明
□5 月 8 日（水）
第 4 回合同勉強会
場所：東洋大学白山キャンパス 6401 教室 10:40~12:10
＊JR 三河島駅・東日暮里周辺および佐藤商店でのフィールドワーク（5 月 11 日）についての検討
□5 月 15 日（水）
第 5 回合同勉強会
場所：東洋大学白山キャンパス 6401 教室 10:40~12:10
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＊JR 三河島駅・東日暮里周辺および佐藤商店でのフィールドワーク（5 月 11 日）についての感想、
および発見・疑問等についてのディスカッション。次回フィールドワーク（5 月 18 日）について
の検討
□5 月 22 日（水）
第 6 回合同勉強会
場所：東洋大学白山キャンパス 6401 教室 10:40~12:10
＊中村尚司（著）
『人々のアジア－民際学の視座から』
（1994、岩波新書）読み合せ・第 1 章・第
2 章に関する質疑とディスカッション
□5 月 29 日（水)
第 7 回合同勉強会
場所：東洋大学白山キャンパス 6401 教室 10:40~12:10
＊中村尚司（著）
『人々のアジア－民際学の視座から』
（1994、岩波新書）読み合せ・第 3 章・第
4 章に関する質疑とディスカッション
□6 月 5 日（水）
第 8 回合同勉強会
場所：東洋大学白山キャンパス 6401 教室 10:40~12:10
＊中村尚司（著）
『人々のアジア－民際学の視座から』
（1994、岩波新書）読み合せ・第 5 章・第
6 章に関する質疑とディスカッション
□6 月 12 日（水）
第 9 回合同勉強会
場所：東洋大学白山キャンパス 6401 教室 10:40~12:10
＊古着や古布の流通に着目し、
「グローバル社会の中の古着」をテーマにディスカッション。
「古着と流通」班と「古着と地域社会」班に分かれ、フィールドワークの質問項目作成。
□6 月 19 日（水）
第 10 回合同勉強会
場所：東洋大学白山キャンパス 6401 教室 10:40~12:10
＊箕曲（教員）による 12 月のラオス・フィールドワーク実習についての説明と質疑応答
□6 月 26 日（水）
第 11 回合同勉強会
場所：東洋大学白山キャンパス 6401 教室 10:40~12:10
＊フェアトレード商品の販売店「Asante sana」と、在タイの難民等に古着寄付を通じた支援を行
っている NGO 団体「わかちあいプロジェクト」についての紹介。古着リサイクル業者Ｂ社（埼玉
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県蕨市）
、および企業組合「企業組合 A 社」
（荒川区東日暮里）でのフィールドワーク（6 月 18 日）
の報告

□7 月 3 日（水）
第 12 回合同勉強会
場所：東洋大学白山キャンパス 6401 教室 10:40~12:10
＊フィールドワークの反省と今後の調査に関する検討
□7 月 10 日（水）
第 13 回合同勉強会
場所：東洋大学白山キャンパス 6401 教室 10:40~12:10
＊「企業組合 A 社」フィールドワーク（7 月 6 日）の報告と今後の調査に関する検討
□7 月 17 日（水）
第 14 回合同勉強会
場所：東洋大学白山キャンパス 6401 教室 10:40~12:10
＊これまで実施したフィールドワークについての中間報告、
および夏期休暇中の調査計画について
の話し合い
□8 月 6 日（火）
第 15 回合同勉強会
場所：東洋大学白山キャンパス 8305 教室 13:00 開始
＊「企業組合 A 社」フィールドワーク（8 月 3 日）についての報告、新たな質問項目の作成
□8 月 22 日（木）
第 16 回勉強会(「古着と地域社会」班のみ) 10:30 開始
＊これまでのフィールドワーク結果のまとめと反省、次の「企業組合 A 社」フィールドワーク（8
月 29 日）に向けての新たな質問項目の作成
□9 月 13・14 日（金・土）
第 17 回合同勉強会（合宿形式）
場所：文京区本郷「太栄館」 14:00 開始
参加者：
（教員）長津、山本（学生）内田、貝吹、高野、斉藤、清水、大島、和田、皆川、西野、
高橋、佐藤、山崎、安達、および卒業生
＊各班の中間報告。報告内容をもとに、今後の調査内容の検討
□9 月 25 日
第 18 回合同勉強会（水)
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場所：東洋大学白山キャンパス 8305 教室 13:00 開始
＊文化祭で行う展示、各自の役割分担についての話し合い
□10 月 2 日（水）
第 19 回合同勉強会
場所：東洋大学白山キャンパス 8305 教室 13:00 開始
＊文化祭での役割分担と作業内容の確定
□10 月 9 日(水)
第 20 回合同勉強会
場所：東洋大学白山キャンパス 8305 教室 13:00 開始
＊「古着の流通」班の調査内容についてのブレーンストーミング
□10 月 30 日（水）
第 21 回合同勉強会
場所：東洋大学白山キャンパス 8305 教室 13:00 開始
＊ピエトラ・リボリ（著）
『あなたの T シャツはどこから来たのか？ 誰も書かなかったグローバ
リゼーションの真実』
（2007、東洋経済新報社）の読み合わせとディスカッション（担当：和田）
□11 月 2・3 日（土・日）
白山祭
場所：1511 教室 10:00 開始
＊「フィールドワークを通じた国際理解」プロジェクトのフィールドワークに関する展示、調査内
容の紹介、古着でコースターを作る体験コーナーの運営
□11 月 6 日(水)
第 22 回合同勉強会
場所：東洋大学白山キャンパス 8305 教室 13:00 開始
＊ピエトラ・リボリ（著）
『あなたの T シャツはどこから来たのか？ 誰も書かなかったグローバ
リゼーションの真実』
（2007、東洋経済新報社）の読み合わせとディスカッション（担当：関根）
、
白山祭の反省
□11 月 13 日（水）
第 23 回合同勉強会
場所：東洋大学白山キャンパス 8305 教室 13:00 開始
＊蕨市でのウエス製造業者・古着流通業者を対象としたフィールドワークの報告、聞き取りの文字
起こし担当の確定
□11 月 20 日（水）
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第 24 回合同勉強会
場所：東洋大学白山キャンパス 8305 教室 13:00 開始
＊社会文化体験演習シンポジウム「現場で学ぶ、自分を磨く」
（11 月 27 日）での報告についての
話合い・練習
□11 月 27 日（水）
2013 年度東洋大学社会学部社会文化システム学科・社会文化体験演習シンポジウム
「現場で学ぶ、
自分を磨く」
場所：6101 教室 12:20~15:25
□12 月 4 日（水）
第 25 回合同勉強会
場所：東洋大学白山キャンパス 8305 教室 13:00 開始
＊社会文化体験演習シンポジウムの反省会。最終報告書の内容および割り当てについての検討。
□12 月 11 日（水）
第 26 回合同勉強会
場所：東洋大学白山キャンパス 8305 教室 13:00 開始
＊最終報告書についての話し合い
□12 月 21～28 日
ラオス・フィールドワーク
＊ラオス農村におけるフェアトレード実践、古着の流通とその社会的意味に関する調査
2014 年
□1 月 8 日（水）
第 27 回合同勉強会
場所：東洋大学白山キャンパス 8305 教室 13:00 開始
＊ラオス・フィールドワークの反省会、最終報告書についての話し合い
□1 月 15 日（水）
第 27 回合同勉強会
場所：東洋大学白山キャンパス 8305 教室 13:00 開始
＊最終報告書の作成

合同フィールドワーク
□2013 年 5 月 11 日（土）
フィールド：荒川区東日暮里
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参加者：高野、大島、和田、皆川、江蔵、西野、山崎、高橋、斉藤、佐藤（学生）
、長津、植野、
松本、三沢（教員）
＊ＪＲ三河島駅および東日暮里の散策と有限会社佐藤商店への挨拶
□2013 年 5 月 18 日（土）
フィールド：有限会社 S 商店、荒川区リサイクル事業協同組合（荒川区東日暮里）
参加者：高野、清水、大島、皆川、和田、川村、佐藤、山崎、西野、高橋、江蔵、林（OB）
＊ＪＲ三河島駅・東日暮里周辺の景観調査、有限会社佐藤商店での聞き取り

「古着の流通」班のフィールドワーク

□2013 年 2 月 27 日（水）11：00～12：00
フィールド：C 社（埼玉県蕨市）
参加者：貝吹、高野、近野、中島
＊挨拶と会社概要についての聞き取り調査
□2013 年 6 月 18 日（火） 11：00～12：00
フィールド： B 商店（埼玉県蕨市）
参加者：高野、佐藤、高橋
＊挨拶と会社概要についての聞き取り調査
□2013 年 8 月 2 日（金）10：00～14：30
フィールド：C 社、B 商店
参加者：高野、大島、西野（学生）
、植野（教員）
＊社史と経営者の経歴に関する聞き取り調査
□2013 年 8 月 22 日（木）14：00~15：00
フィールド：D 繊維（荒川区東日暮里）
参加者：高野、佐藤、高橋
＊有限会社ＮＡでの聞き取り調査
□2013 年 10 月 23 日（水）11：00～12：00
フィールド：B 商店
参加者：高野、山崎、高橋、関根、佐藤、和田、大島（学生）
、長津（教員）
＊古着の回収システムに関する聞き取り調査
□2013 年 11 月 5 日（火）11：00～12：00
フィールド：C 社
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参加者：高野、大島
＊古着流通のグローバル展開に関する聞き取り調査
□2014 年 1 月 15 日（火）13：00～18：00
フィールド：C 社、B 商店
参加者：大島（学生）
、長津（教員）
＊古着流通の海外ネットワークに関する聞き取り調査

「古着と地域社会」班のフィールドワーク

□2013 年 6 月 18 日（火）10：30～12：00
フィールド：企業組合「企業組合 A 社」
（荒川区東日暮里）
参加者：清水、和田、川村
＊「企業組合 A 社」への挨拶と組合の概要に関する聞き取り調査
□2013 年 8 月 3 日（土）11：00～12：00
フィールド：企業組合「企業組合 A 社」
参加者：和田、皆川、山崎
＊理念と取り組みに関する聞き取り調査
□2013 年 8 月 29 日（木）11：00～
フィールド：企業組合「企業組合 A 社」
参加者：和田、皆川、関根
＊企業組合のシステムとその意味等に関する聞き取り調査
□2013 年 9 月 11 日（水）11：00～12：20
フィールド：企業組合「企業組合 A 社」
参加者：清水
＊従業員の経歴等に関する聞き取り調査

最後に、本報告書に関わる調査にご協力いただいたすべての関係者に、心からお礼を申し上げます。
ありがとうございました。
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リサイクルショップからみる東日暮里の地域性
――企業組合 A 社のフィールドワークから――
清 水 藍・和 田 香 奈 子・皆 川 遥・関 根 美 織・山 崎 寛 未
東洋大学社会学部社会システム学科

I はじめに
昨年度まで、この国際理解分野（通称・紙プロジェクト）では、地域誌班、環境班の 2 班に分かれ、
それぞれ「紙」をテーマに調査を行ってきた。地域誌班は、文京区に多く集まる出版・印刷・製本業
に携わる人々を対象としてフィールドワークをおこなった。昨年度のフィールドワークでは、文京区
小石川地区の製本業に携わる 30~50 代の比較的若い世代のライフヒストリーを聞き、その語りにみ
られるかれらの仕事に対する想いや家族との関係を明らかにすることを目的とした。
環境班は、荒川区東日暮里において古紙を主とする再生資源の回収をおこなっている業者を対象に
調査を行った。昨年度の調査では、東日暮里ではウエス（機械の清掃に用いる布）などの古紙以外の
再生資源の回収も盛んにおこなわれていることがわかった。さらに、再生資源回収業者により、周辺
の地域から集められた古着が選別され、ウエスや海外に輸出される古着など数種類に振り分けられる
ことが判明した。
今年度は古着に着目し、
東日暮里や関係地域におけ
る「古着」の流通と古着が地域で果たしている役割に
注目し、調査を開始した。昨年、紙を通じた地域間の
つながり、
そして世界と日本のつながりを調査してき
たように、
今年度は古着を通じた世界と日本のつなが
りについて調べる予定であったが、
その流通や交易の
現場にじかに調べることはなかなか困難であった。そ
こで私たち「古着と地域社会」班は、リサイクルショ
ップやリサイクル用品の加工工場で働いている人に
仕事への取り組みや東日暮里で働くことに関する話
を聞き、新たな東日暮里の地域性について明らかにす
ることを試みた。
私たちは、インターネットを使い、東日暮里におい
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て古着などを取り扱っているリサイクルショップを検索した。検索の結果、東日暮里でリサイクルシ
ョップと、引越しの手伝いや遺品整理などの依頼に対応する便利屋を営む企業組合 A 社を知った。
私たちは同企業組合を 5 回訪れ、どのような経緯で設立されたのか、どのように東日暮里という地域
と関わっているのかについて、Ａ社の代表および複数の従業員に話を伺った。
ここで、企業組合について説明したい。一般的な会社は、オーナーが出資し経営者が経営し従業員
が与えられた仕事をする、という「雇う側」
「雇われる側」に分かれる形をとっているが、企業組合
はそれとは違う形をとっている。企業組合の組合員は、一人一人がオーナーであり経営者であり労働
者である。一人一人が出資し経営し労働するのである（図１参照）
企業組合の目的は、一般的な企業のようにただ利益を追求するだけではなく、組合員の労働の場を
確保する、また仕事を通じてお互いに助け合うというものである。私たちが今回話を伺った A 社も、
このような経営方法である。

図 1 一般的な企業と企業組合の構造の違い
出典：Ａ社パンフレットをもとに作成

II 調査内容
１ 再生資源回収業について
先に述べたように、東日暮里地域には再生資源回収業者が集まっている。これらの業者が扱う再生
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資源には、古紙・再生ゴム・ウエスなどが含まれる。再生資源回収業者の間には古くから相互扶助の
関係が築かれてきた、と昨年度までの調査から判明した。その傾向は、東日暮里地域の主要産業であ
る古紙業において特に強くみられる。古紙業は「業者同士で上物や下物などの商品を融通しあって」
いる。昨年度の「紙の総合学習を通じた地域間連携」プロジェクト報告書にも「組合を通じた業車間
の付き合いもきわめて親密であった」と書かれている。
私たちは 2013 年 5 月に、東日暮里にある佐藤商店での聞き取り調査を行なった。佐藤商店では、
古紙の他にペットボトル・缶・金属製品・古着など様々なものが回収されている。再生資源回収業者
によって回収されたものは分類され、アルミ缶などは圧縮し梱包されたのち、問屋に送る。そういっ
た仕事を行なっている業者が集まる地域で、企業組合 A 社は営業を行なっている。

２ A 社について
今年度、私達が調査を行なった A 社は、東日暮里地域にある便利屋・リサイクルショップを営ん
でいる。A 社は 2002 年にリサイクルショップを開店した。これが同社の始まりである。このリサイ
クルショップで、A 社の従業員である元野宿者や生活困難者などがその日の食費を稼ぐために、寄付
で集まる古着を売った。その翌年、2003 年からはリサイクルショップと共に便利屋事業を開始した。
便利屋事業とは、ケースワーカーや個人から依頼を受け、引越しの手伝いや遺品整理などを行う仕事
である。2007 年には企業組合という法人格を取得した。収入を得ることが目的のため、
「NPO にす
るのは嫌だった」とＡ社の代表である B さん（30 代男性）は語っていた。A 社が所有する寮が周辺
に何棟かあり、従業員が生活できるようにしている。企業組合という形で働いていて、みな平等に仕
事に携わるため、賃金も平等である。

３ 従業員に関する情報
2013 年 8 月 16 日の調査時点では、A 社の従業員は 22 名であった。そのうち 5 名は元野宿者であ
る。年代別では 60 代と高齢の従業員が多数所属している。他の従業員には 20~30 代と若い世代が多
い。この世代の従業員には、いわゆる「ネットカフェ難民」や「ひきこもり」から立ち直るために働
き始めた人もいる。
従業員の一人である C さんにお話を伺った。C さんは 30 代の女性であり A 社で働く前は一般企業
に勤めていた。毎日 12 時間労働で殺伐とした雰囲気のなか働きながら、山谷や渋谷のフードバンク
という支援団体で野宿者支援を行っていた。フードバンクでの活動中にＡ社の存在を知った。C さん
は「アットホームな温かい雰囲気に触れ、共同労働の良さに気づいた」と述べていた。その後、28、
29 歳のとき働き始めた。C さんは、共同労働ゆえの難しさとして、
「皆が正社員であり、人件費の削
減ができないが、それでも一般企業と戦っていかなくてはならない」と述べている。そして働く上で
16
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必要なこととして、
「会議を開き、皆で会社の運営に
ついて話し合うこと」をあげていて、大人数で話がま
とまらなくなるなど大変な面はあるが、
「みんなで会
社を動かしている」
と実感できる良い面でもあると感
じている。
A 社立ち上げメンバーである D さん（50 代女性）
にも話を聞いた。D さん学生時代、大学で社会福祉
を学んでいた。20 代後半に山谷の存在を知り、支援
活動を行ってきた。40 代になり、A 社を立ち上げよ
うと山谷の知り合いや、隅田川などで野宿者、生活保
護受給者に声をかけていた。そうして集まった人たち
は同じようなバックグラウンドをもち、
分かり合える
人が多かった。2007 年頃になり、引きこもりやネッ
トカフェ難民であった若い人たちが入ってくるよう

写真 2 店内を案内してもらっている様子

になった。
入ってきた若い人たちを自分の娘や息子の
ようにかわいがった。立ち上げた当時のメンバーの雰囲気は家庭の代わりのような温かい雰囲気にで
あった。しかし立ち上げ当時のメンバーが引退し、若い世代が増えていくにつれて、家族のような雰
囲気ではなくなった。D さんは「どちらがいい・悪いではなく、新しい形を探して行きたい。
」と述
べていた。
E さん（20 代女性）は D さんの娘であり、その影響からか高校時代から A 社の仕事を手伝ったり、
山谷での炊き出しの手伝いを行なったりしていた。A 社で仕事を始めた当初は衣類に詳しい人がおら
ず、E さんが古着の仕分けをしていた。活動を続けていくうちに A 社の仕事に共感し、大学卒業後
も活動を続けている。現在は、リサイクルショップで店番をしたり、配達や便利屋の仕事にもでかけ
たりする。便利屋の仕事では、客が若い女性であったり、話し相手や補助が必要な高齢の女性だった
りするときに E さんが対応する。ケースワーカーや役所からの紹介が多いため信頼を得るために対
応には気を使っている。A 社で働くことはやりがいはあるが、従業員それぞれの能力が別々であり、
一般的な企業のように上下関係があるわけではないので、みんなで仕事に取り組んでいく難しさがあ
ると E さんは述べた。E さんも設立当初と現在での雰囲気の違いについて触れていた。最初の頃は、
店番を年配の男性がしていたが、若い女性店員が入ったことで客層が厚くなり、それまで訪れること
がなかった若い女性や子供を持つ女性たちも来るようになった、と E さんは語った。その一方で昔
からの常連であったが、しだいに来なくなった人もいる。そういった客の中には店員との会話を楽し
む人がいたので、昔の方が従業員と客との距離が近かった、と E さんは感じている。
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４ リサイクルショップ、便利屋について
リサイクルショップは 2 階建てに
なっていて、1 階は古着、せともの、
家電、その他雑貨コーナーを展示し
ていて 2 階は机や衣装ボックスなど
家具のコーナーになっていた。家電
のパック販売が行われていて、生活
保護受給額にあわせて価格を設定し
ている。店頭で販売されている家電
は、業者や一般住民から買い取られ
たものも多い。家具は便利屋の仕事
で回収したもの、回収業者から買い

写真 3 A 社が便利屋での業務で使用している車

取ったもの、地域住民から提供され
たものに分けられる。布団やカーテンも販売しているが、それらは新品を卸している。古着について
は、便利屋の仕事で回収してきたものと、教会や支援団体を通じた寄付によるもの、近所の住民から
の提供に分けられる。月に 2 度、着物市が開かれている。着物市では便利屋で引き取ってきた着物を
安く販売している。300 円や 500 円など、とても安く手に入るということで、常連もいる。リサイク
ルショップでは女性従業員が中心となっている。
A 社はもともとリサイクルショップから始まったが、現在は便利屋も行なっている、その始まりは、
ケースワーカーから部屋の片づけを依頼されたからである。今なお依頼の 5 割はケースワーカーから
の依頼である。合計して月に 60 件ほどの依頼があり、仕事の内容は、3 割引っ越し、6 割遺品整理・
家財片付け、1 割が草むしりなどの日常雑務である。便利屋の仕事は力仕事なども多いので、男性社
員が行なうことが多い。

５ 東日暮里について
A 社設立の場所として東日暮里を選んだのは古紙・古布回収、廃品業者が多いので処分する際に困
らないことが挙げられると、あうんの代表である B さんが述べていた。B さんは「周りに業者が多
く集まっているので、仕事への理解が得やすい」
「この地域だからこそ仕事ができる」とも述べてい
た。また、山谷・隅田川から程よく離れていて野宿者の溜まり場になりにくいこと、野宿生活を送る
従業員のため、隅田川から自転車で通える位置にあることがＡ社設立の条件であった。さらに周りに
再生資源回収業者が多いという東日暮里の特徴が、会社設立の条件に合致していたのである。
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６ リサイクルショップと地域のかかわり
E さんは、リサイクルショップにくる客は地域に住んでいる住民や外国人が多く、そういった人の
多くはお金を多く持っていないため、A 社は重宝されていると感じている。客の中には、毎日来る人
もいて、居場所になっていることがうれしいと述べていた。
C さんによると、生活保護を受けていて「ドヤ」からアパートに引越しをする際に家電をパックで
買いに来る人がいるが、そういった人たちは福祉事務所、ケースワーカーなどの紹介で都内全域から
来る。在日外国人の客は全体の 2、3 割を占めていて、彼らの多くがアジア人である。彼らの中には、
雑貨・家電・衣類など何でも買っていき、自分の国に送る人もいる。
周辺の回収業者との付き合いはない。しかし名前はお互い知っている関係である。中古家電を取り
扱う会社が廃品を運ぶついでに、A 社へ家電を持ってくることもあるとのことである。E さんは周辺
に回収業者があることで仕事はしやすい環境であると感じている。もし住宅街だったら営業できない
と、D さんは語っていた。

III 考察
今年度、私たちは布に着目し、東日暮里と海外との繋がりを探るべく活動してきた。その際、我々
は、東日暮里においてリサイクルショップ兼便利屋業を営む企業組合 A 社に出会い、話を伺ってき
た。A 社の設立当初から働く C さんは「企業組合 A 社は東日暮里という土地だからこそ、私達の仕
事が成り立っている。
」と、我々のインタビューに対しておっしゃった。その言葉を受けて、その後、
調査した結果から、東日暮里は野宿生活者や生活困窮者が多く住む山谷や上野などの地域の近くに位
置するため、彼らを支援しやすい環境にあるということが明らかとなった。
さらに、東日暮里という地域には以前から、産業廃棄物についての知識がある資源回収業者が多く
住むため、便利屋の仕事を行う際に出る大量の産業廃棄物の一時保管場所などについても、近隣住民
の理解が得やすいことが指摘できる。
これまでの調査では、東日暮里の地域性として資源回収業者が多く集まっているということが分か
っていたが、それに加え今年度(2013 年度)の調査では、上記 2 点のような東日暮里の新たな地域性を
発見できたと同時に、それらの地域性が企業組合 A 社の仕事を成り立たせているということを知る
ことが出来た。

IV おわりに
昨年度（2012 年度）私たちは、東日暮里における再生業（古紙・再生ゴム・ウエス）に焦点を当
てて調査を行った。そして今年度(2013 年度)は、東日暮里においてリサイクルショップ・便利屋の経
19
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営によって生活野宿者や生活困窮者支援を行う企業組合 A 社に話を伺った。この調査を通して、我々
は企業組合という働き方や東日暮里の新しい地域性を見出すことが出来た。
調査を行う上で、インタビュー調査を初めて行った学生が大半であったことから、私たちの調査
目的や調査意義などを調査対象者に伝えることが難しかった。その結果、調査対象者から我々が聞き
たい内容を十分に引き出すことが出来なかった。それらのことが半年間調査を行ってきた中で心残り
ではあるが、この経験から、調査対象者との信頼関係を築くことがいかに大変で重要なことか学ぶこ
とが出来た。その反省を踏まえながら、来年度は改めて古着に焦点を置き、東日暮里と海外との繋が
りを発見していきたい。
最後に、本調査にご協力くださった、企業組合 A 社の皆様に心からの感謝を申し上げます。
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古着の世界
――東日暮里と蕨のフィールドワークから――
高 橋 香 奈・大 島 み ど り
東洋大学社会学部社会システム学科

佐 藤 正 也
東洋大学社会学部 2 部社会学部社会学科

I はじめに
1990 年代後半以来、発展途上国での低賃金労働による大量生産を背景として、日本および世界各
地で販売される衣料品は急速に安価になった。同時に衣類の購入―消費―廃棄の時間的サイクルはか
つてないほど短くなった。利用サイクルの短時間化は、古着の供給量を急増させた。こうして大量に
供給されるようになった古着はどこで消費されているのだろうか。2000 年代に入ってから、日本で
は、古着の量販店が現れ、私たちのあいだでの古着購入が一般化するようになった。ただそこでの消
費量は、全体のごく一部でしかない。古着の多数は、海外に輸出・消費されているのである。その古
着輸出の基本的な作業をおこなっているのが、古着リサイクル業の会社である。
古着リサイクル業者は、集荷した古着を選別し、海外に輸出する。また、コスト削減を目的として
選別作業じたいを海外の企業に外注することもある。こうして日本で生まれた古着が海外市場で流通
する。古着をめぐる経済状況は、まさに
グローバル化の典型的な現象といえる
だろう。
今年度の私たち「古着の流通」班の調
査では、古着が国内でいかに回収・再利
用され、どのように世界とつながってい
るのかを、古着リサイクル業界で働く人
に着目して、現場の視点から考えること
を目的とした。
昨年度まで私たちが取り組んでいた
「紙プロジェクト」は、学生有志による

写真 4 8 月 22 日 B 社、工場に集積された古着

プロジェクトとして動いていた。その目
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的は、紙に注目して日本と海外との繋がりを調べることであった。紙は、その製造、使用、廃棄、再
利用の過程において日本と世界と結びつき、また情報を伝えるツールとして世界経済のなかでその意
味を変貌させつつある。私たちは、そうした紙を媒介とする日本と世界との関係を探るため、古紙を
主な取扱品目とする資源回収業者と印刷・製本会社に対象を絞り、前者については東京都荒川区東日
暮里地区で、後者については東京都文京区小石川地区で調査をおこなった。調査では、それぞれの業
界で働く人々のライフヒストリーとそこでの語りを手掛かりとして、地域の特性などを考えてきた。
この調査から、彼らが日本社会の変化、また世界の政治経済状況に大きく左右されながらも、それら
に柔軟に対処して、自らの仕事を展開させてきたことを理解することができた。
昨年度と本年度では、紙と古着と調査の対象品目は異なる。しかし、どちらも私たちの生活に身近
なものである点では共通している。今年度の調査も、日常的なモノとしての古着を手がかりに日本と
海外との繋がりを探ることを目的とした。その調査を通して、私たちはグローバル社会における自分
たち生活の変化と、その世界との具体的なつながりを理解できると考えたのである。
なお、昨年度の調査地である東京都荒川区に位置する東日暮里と、今年度の調査地である埼玉県の
南東部に位置する蕨市は距離にして約 16 キロ離れた位置にある。しかし、その地域的特性には共通
する点があるように思われた。それぞれ地場産業として古くから古紙回収業があり、同業者の間の社
会関係は、今なお受け継がれている。後述するＢ社の例では、業態の転換、拡大において、地域との
繋がりが重要な意味をもってきた。こうした地域的特性もまた、私たちの調査における主要な関心の
ひとつであった。

II 古着の回収と分別のしごと
以下では、本年度の調査の結果として、調査対象業者の概要を記す。

１ 有限会社 A 社
D さん（58 歳）は、現在、妻とともに東日暮里で古着の回収・選別を行う会社、A 社を営業して
いる。D さんの祖父が足袋の鼻緒を回収したのが、有限会社 A 社の始まりである。その後、D さん
の父が社長になり、町会長を務めるなど地域社会にも貢献していった。昭和 50 年頃に社長業を引き
継いだ D さんも、ウエスト協同組合の組合長を務める等、業界への貢献を意識していた。
現在は、夫婦二人で経営・作業をしているが、第 2 次大戦後の朝鮮特需の頃は 10 人ほどの従業員
がいた。その中には、新潟県などから中卒で丁稚奉公として入ってきた人もいた。その人たちは、親
戚を頼りに有限会社 A 社へ働きに来たという。その後、のれん分けという形ではないが、５．６人
が独立をしていった。また、当時はお手伝いさんも 2 人ほどおり、裕福と言える状況であった。また、
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昭和 29 年頃は、従業員は午前３時に起床するのが当たり前で、1 ヶ月に 2 日の休み（1 日と 15 日）
しか与えられないほど、忙しかった。２階建ての工場で、その２階部分は、かつては丁稚奉公してき
た人の住まいであったが、現在は事務所として使われている。
現在、D さんには大学生の息子がいるが、家業を継いでもらおうとは考えていない。なぜなら、1950
年代の朝鮮特需では盛況だったが、D さんが社長に就いた頃から経営が傾き始め、その後のリーマン
ショック・東日本大震災の影響により赤字続きとなっているからである。そのため、息子に家業を継
がせても儲からないのが目に見えているため、継がせないと D さんは述べている。
業務においては、手作業で古着の選別を行っていることが特徴的である。選別された古着を竹製で
できた籠に種類ごとに選別している。回収量は、かつては一日 10 トンだったが、現在は一日 20 ト
ンである。
選別した古着の売り上げのうち、50％は国内へ古着として納入している。納入先は主に高円寺や下
北沢などのリサイクルショップである。残りの 25％はウエス用に埼玉へ、そして残りは海外輸出の
仲介業者へと納入している。しかし、インターネットが普及したことによって、個人で古着を売った
り、オークションで出品するケースが多くなり、古着が集まりにくくなっている。高く売れる古着が
回収することができないため、海外輸出も難しい現状である。

図１ A 社関係者系譜

２ 有限会社 B 社
B 社は、回収された古繊維を選別しそれぞれの用途に分けて再加工、再販売、輸出を行う会社であ
る。
（１）会社の成り立ち
創業者は、E さんの祖父Ｆさんであり、日暮里で寿司屋を営んでいた。F さんは、寿司屋に丁稚奉
公をして、その後、寿司屋を家業としたが、戦後の食糧統制から経営難に陥り、廃品回収業へ転換し
た。これが、今の B 社の始まりである。個人商店として営まれ、同族経営で受け継がれるが、B さ
23
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んの長男が若くして亡くなったため、40 年前に F さんの父にあたる次男が継いだ。
この頃、蕨に移り、日暮里にある古紙問屋から古着とボロを扱うことを助言され、それ以前の産廃
業から古布業へ転換し、会社化もした。現在、40 代の E さんは、当時、高校生であったが、古着の
フリーマーケットを提案するなど、積極的に経営に参画していた。20 年前に父が亡くなったことで
経営者になり、F さんの妹は古着屋として商店に携わっている。
（２）海外とのつながり
28 年前に需要の減少によってウエスの出荷先が減少した頃、埼玉県川口市の繊維を取り扱う会社
に勤めた経験のある商社の社員からの古着の輸出を提案される。直接の取引ではなく、貿易会社を通
じての輸出ルートを、この頃に開拓し、現在も続いている。最近では、海外の選別業者へ古繊維をそ
のまま輸出し、現地で選別を行うケースもあるという。これは、日本向け古繊維の需要の高まりと、
Ｆさん

Ｅさん

図２ B 社関係者系譜

国内で選別する際に負担になる人件費の安さが決め手となっている。事業規模の縮小を招き、海外工
場の拡大に繋がるこの手法は、諸刃の剣ではあるが増加する古繊維に対応するには、やむを得ないと
いう状況にある。しかし、Ｂ社では、できるだけ分別を細かくすることで、再利用に資することを目
標としている。
（３）リサイクルショップ
20 年前、古着チェーンの原宿シカゴから着物の輸出について話を持ち掛けられ、その伝手で原宿
シカゴを見学し、古着屋の経営を検討し始めた。フリーマーケットでの試験的な出店を元に、本格的
に出店し、今では 4 店舗を経営している。店舗は西日暮里に 2 店舗と、三輪、蕨にそれぞれ 1 店舗が
あり、扱う古着は店ごとに異なる。西日暮里では着物を、三輪ではカジュアルな古着を、蕨ではブラ
ンドものなど高価な古着を取り扱っており、店舗管理はＥさんの妹が担当している。商品はすべて資
源回収によって集めたものの中から、自社で選別して販売している。全回収量の約 1%がこれに当て
24
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られる。
今でも、フリーマーケットに参加して
おり、錦糸公園と味の素スタジアムの 2
か所で出店している。古着屋で売れ残っ
たものは、第 2 日曜日に工場前で行われ
るガレージセールで取り扱われ、その残
りは輸出に当てられる。
（４）経営のこだわり
最も大切にしている点は信用であり、
商品の質を一定に保つ人の目による選
別が必要不可欠だという。選別に掛ける

写真 5 10 月 23 日 B 社、運ばれる集積された古着

時間と人に注力している。選別はベルト
コンベアーに乗せられた古繊維を、従業員がわずかな手触りで見極め、フロアに置かれた約 200 種類
に投げ分ける作業を行っている。

３ 株式会社 C 社
今回、埼玉県蕨市での調査では、先述の B 社の他にこの株式会社 C でも調査を行った。
（１）会社の継承
C 社は主に市町村等から回収された古着を、衣服とウエス（工業用拭き取り布）用の布に選別し、
その後、選別済みのものを日本国内で流
通させたり、海外へ輸出する会社である。
現在、C 社の代表取締役を務めているＧ
さんは東京都出身の 70 代男性で、昭和
39 年に株式会社 C の前身となる会社を
継いだ。C 社はもともと、Ｇさんの親戚
が営んでいた会社の取引先の会社で、当
時の C 社の社長の後を継ぐ後継者がい
なかったため、大学を卒業したらどこに
就職をするかと考えていたＧさんに、C
社を継ぐ話が持ち上がり、継いだのであ
った。ＧさんはＣ社を継ぐ前に、日暮里

写真 6 8 月 22 日 B 社、素材別に選別された古着

でウエス関係の仕事に携わっていた親
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戚のところで、1 か月間奉公をした。またこの親戚は C 社の前身会社の土地を買う等の資金援助をし
てくれたという。Ｇさんの父親は、東京・神田岩本町で衣料品卸問屋を営んでいた。
現在 C 社は、本社（埼玉県蕨市）のほかに埼玉県戸田市に１つの倉庫、茨城県に３つの工場があ
り、正社員は 40 人である。
（２）国内での取引
以前は、凸版印刷の小石川工場、日本航空、日産、北海道自衛隊等に、ウエスを納めていた。この
うち日本航空との取引では、機械整備の際にウエスを使う頻度が減ったため、20 数年前から注文が
入らない状態である。
昭和 30 年ごろまでウエスは、需要が多くあったため、高価格で取引できた。ウエス用の布として、
綿 100 パーセントの下着やホテルのシーツ、綿の割合が高い蚊帳が重宝された。昭和 60 年ごろまで
C 社の事業の割合が、ウエス 70～80 パーセント、反毛 10～20 パーセントであった。現在はウエス
の取り扱いは少なく、市町村から集められた古着を中古衣料として販売することが事業の多くを占め
る。
1 年のうちで古着を扱う量が多いのは、衣替えの時期の 5 月で、1 日 100 トンほど扱う。この時期
は戸田の倉庫が古着でいっぱいになる。
（３）古着の選別
C 社は国内の自社でも古着の選別を行っているが、先述の B 商店とおなじように海外でも古着の
選別を行っている。しかし B 商店と異なるのが、海外に送る際、C 社は間に貿易会社を通していな
い点と、C 社の事業の割合の多くが海外での古着の選別作業であるという点である。
C 社では東南アジア・マレーシアにあ
る現地の会社と直接提携して、未選別の
日本の古着を送っている。マレーシアの
工場では、インドネシア人の若い女性が
働いており、ここで選別された古着は、
そのままマレーシアから輸出されるも
のもあり、また再び日本の C 社へ送り
返され、そこから日本国内で流通するも
の、さらに国外へ輸出されるものと分か
れる。
（４）古着の変遷
現在では C 社で扱う古着は洋服が主
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だが、昭和 30～50 年ごろまでは古着と
して回収されたものの中に、軍服や着物
があった。C 社の事業の多くが海外での
選別であるのに、いまだに国内の自社で
小規模ながら選別をしているのは、その
時々の古着に触れることで日本の経済
がわかるからだと I さんは言う。
I さんは古着を選別する基準として、
Ｇさん自身が着られるものか、着たいと
思うかを重視している。なぜなら自分が
着たいと思えないものは、他の人にとっ

写真 8 11 月 5 日 C 社、選別された古着

ても着たい古着ではないからである。C
社では選別は 2 段階でしており、最初に「アラヨリ」をし、つぎに種類別に細かく分けるのである。
（５）海外との取引
C 社が初めて海外との取引をしたのは、1980 年代にイタリア・トリノから「日本のホテルのシー
ツが欲しい」という依頼が来た時である。当時、日本の高級ホテルのシーツは綿 100 パーセントであ
ったため、ウエス用の布として重宝されていた。このトリノの会社は自動車メーカーのフィアットに
ウエスを納入しており、ヨーロッパでウエス用の布の調達が難しかったために、日本の C 社に電話
したようだと G さんは言う。G さんは、このとき C 社に依頼がきた理由を、G さんが空手の有段者
で、ヨーロッパでも空手に人気があったことから、空手を通じて日本の C 社を知り、連絡が来たの
ではないかと述べていた。その後 C 社はオランダの会社とも取引を行い。現在提携しているマレー
シアの会社とは 20 年ほど前から一緒に仕事をしている。
はじめての海外との取引のときは、ウエス用の布がメインだったが、平成に入ってから中古衣料の
取引がメインになった。それというのも、このころに市町村での分別回収が始まったため、ごみの量
が増え、ごみ捨て場が少ない埼玉県は焼却場でごみを燃やすようになった。それでも処理しきれなか
った古着は C 社が回収し、選別したのち、日本国内の中古衣料市場で流通させたが、まだ古着の在
庫が大量にあったため、出口対策として、海外に日本の古着を輸出するようになった。海外では日本
の古着は品質がいいという理由から、他国から来た古着と一線を画した商品となっている。

III おわりに――フィールドワークから
今年度私たちは、古着産業に携わる人々を訪ね、古着業界についてだけではなく、古着産業に携わ
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古着の流通班：古着の世界

る人々のライフヒストリーも伺うことができた。それぞれ、同じ古着業界にいる人々であるが、この
仕事をしようと思ったきっかけや生い立ちはそれぞれ異なっていた。このような話を聞けたのは、私
たちが現場に赴くフィールドワークをおこなったからにほかならない。
とはいえ、私たちの調査班のうち学部 1 年生にとっては初めてのフィールドワークであった。その
ため、多くの場合、上手く尋ね、また聞くことができなかった。例えば、私たちは調査対象者に対す
る質問を事前に考えて現場に足を運んだ。だが、実際に調査が始まると、事前に準備してきたこと以
外に質問が思い浮かばなかったり、言葉にならなかったりした。学部 1 年生は、しばしば経験者であ
る上級生や同行教員の調査を見ているだけで、自らが聞き手になることができなかった。フィールド
ワークにおいていかに話し、聞くか、1 年生のみならず、上級生にとっても来年度の課題である。
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第２部
荒川区東日暮里のリサイクル業者
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荒川区東日暮里のリサイクル業社の概要
2012 年度私たちは、荒川区東日暮里の古紙回収業や他のリサイクル産業に着目して、地域社会の
成り立ちに関する調査研究を実施した。調査では、主に東日暮里のリサイクル業者の仕事の内容とそ
こに働く人びとの生き様を探ろうとした。その際に得られた情報は、今年度、古着の調査をおこなう
うえでも大いに役立った。特に「古着の流通」班の蕨市における調査は、東日暮里の古繊維業者での
聞き取りを出発点とするものであった。こうしたことをふまえて、以下では昨年度の調査で明らかに
なった東日暮里のいくつかのリサイクル業者の基本情報をまとめて掲載する。
なお、以下の古紙回収業とは古紙を回収し、種類ごとに選別する業種を、再生ゴム加工業とはタイ
ヤなどを製造する過程で出る余りゴムを回収、選別する業種、ウエス加工業とは、衣服や使用済みの
布、つまり古布を回収し、精密機械の清掃などに使う布等を製造する業種をそ
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A 商店（再生資源回収会社）概要
文責：清 水 藍
東洋大学社会学部社会システム学科

A 商店について
A 商店は、荒川区東日暮里にある再生資源回収業者である。この会社は、O さんの父親が始めた会
社から独立し、昭和 62（1987）年に創業された。A 商店では、古紙の他にペットボトル・缶・金属
製品・古着など様々なものが回収されている。回収されたものは細かく分類され、缶などは圧縮し梱
包されたのち問屋に送られる。
O さんは調査当時（2011 年度）70 歳。6 人の子の母親であり、2 歳下の弟がいる。P さん（調査
当時 36 歳）は O さんの息子で、6 人兄弟の末っ子である。P さんは、平成 20（2008）年に O さん
から A 商店の社長を引き継いでいる。

O さん

長男

次男

三男

四男

五男

P さん（六男）

図 1：A 商店関係者系譜

A 商店の仕事
A 商店で扱っている商店のうち、もっとも多くの割合を占めるのが古紙である。しかし、分量に対
して収入が多いというわけではない。古紙は新聞紙、段ボール、雑誌、模造紙に分類される。そのほ
か、鉄屑（さらに鉄、ステンレス、真鋳、砲金、銅、アルミ）
、缶（アルミ、スチール）
、木屑、陶器
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（食器、ガラス）
、プラスチック、ペットボトルと、細かく仕分けされる。
こういった商品の買い取り価格は、経済状況や季節などの影響を受ける。紙は、単価の変動のスパ
ンは長い。短くて半年に 1，2 円の変動といった具合である。だが、大きな経済活動の影響はうける。
たとえば 2008 年の北京オリンピックの時期と 2009 年のリーマンショックの時期の単価を比較する
と、6 倍の差が出た。缶などは、季節や気温などの変化を受けるため、細かく変動がある。短くて 1
週間ほどで変わる。さらに、飲料容器がペットボトルに変わっていることで缶の扱い量は減っている。
だが、単価が高いということは、希少価値があってのものである。単価が高いからといってそれに
特化しては商売としては成り立たず、紙のように安価でも量が出るものも扱うことでバランスを保っ
ているのである。

父親の会社について
O さんの父親の会社は、O さんが 7 歳のとき、昭和 23（1948）年に創業された。この会社は、拾
集人（道端に捨てられているものを拾い集めるひとのこと）から雑多な再生資源を買い取り、品物ご
とに仕分けて問屋に売る建場業であった。こうした業者は、再生資源回収業者のあいだでは、
「仕切
屋」と呼ばれていた。
昭和 31（1956）年に仕事場と家が火事で焼け、続いて父親も火事で亡くなった。その後、O さん
が本格的に家業に関わるようになった。
「店を潰してはいけない」という決意から、翌年 O さんは高
校を 1 年で退学し、母親と弟の 3 人で会社を続けていくこととなった。
昭和 39（1964）年、東京オリンピックの年、東京都内の路上に置かれたゴミ箱が撤去され、拾集
人が再生資源を回収することが難しくなった。そこで O さんの母親は、拾集人に元手の資金である
「デモ銭」と秤を貸し、家庭から再生資源を集めるように教えた。こうして拾集人は、秤を使って家
庭を訪問し、再生資源を直接買い取る買出人（元手をもって各家庭から不用品を買い集める人）に変
わっていった。
その後、O さんは長年取引のあった東日暮里の古紙問屋で働く男性を婿養子として迎え入れ、6 人
の子どもを授かった。
昭和 62（1987）年、O さんが 56 歳の時、O さんの弟が家業を継いで社長になり、O さんは独立
して A 商店を立ち上げた。この A 商店には、同じ敷地内に買出人が間借りし、暮らしていた。買出
人の妻たちは、A 商店の作業場で仕切作業を行っていた。彼女たちは仕事をしながら、O さんの子ど
もたちの子守りをしてくれた。この時代、拾集人や買出人に対する世間の印象はけっして良いもので
はなかったが、P さんをはじめ O さんの子どもたちは、彼らと家族のように接していた。P さんは、
成長してから家業を手伝ううちに、拾集人が大事な客であり、また同じ業界の仲間であることを、身
をもって知るようになった。
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B 商店（元・古紙問屋）概要
文責：清 水 藍
東洋大学社会学部社会システム学科

C 商店について
C 商店は、荒川区東日暮里にあった古紙問屋で、社長は Z さん（2012 年度調査当時 61 歳）であっ
た。C 商店は、元々Z さんの妻の父親が東日暮里で古紙回収業者を立ち上げたことから始まった。Z
さんは婿として家に入り、仕事を継いだ 2 代目である。平成 20（2008）年に C 商店は廃業した。
C 商店の従業員は、最盛期には 13 人いたが、店を畳む際は 6 人だった。東日暮里にあった作業場
の他、平成初期まで足立区の入谷にも作業場を所有していた。義父が亡くなった際、土地を所得税と
して納めたため、今は所有していない。また東日暮里の作業場も、現在は荒川区リサイクル事業協同
組合に貸している。

C 商店の成り立ち
元々Z さんの妻の祖父が、岐阜県で果物を包む紙として新聞を回収する仕事をしていた。Z さんの
義父（妻の父親）が養子として家に入ったが、祖父は本妻ではない人と子どもを作ってしまった。そ
のために、後継ぎでなくなってしまった義父は、東日暮里に古紙問屋 C 商店を開業した。

本妻

養子
汲田商店を開業
○さん

図 2：B 商店関係者系譜
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Z さんについて
高校卒業まで秋田県で過ごした Z さんは、大学進学をきっかけに上京した。卒業後は、大学時代に
出会った C 商店の先代の娘（現在の妻）と結婚して、C 商店に勤めるようになった。C 商店で働く前
に 1 年間、当時古紙回収業界で一番古いといわれていた業者で修業をおこなった。
Z さんの子どもたちは、それぞれ別の職に就いたため、跡取りはいなかった。また仕事も先が見え
たため、平成 20（2008）年に廃業した。
Z さんは現在、賃不動産業と荒川区リサイクル事業協同組合の作業員を兼業している。

C 商店の仕事
C 商店では、古紙の配合率がより低く色のより白いミックスペーパーなどを専門に扱っていた。こ
れらの古紙は、古紙業界の用語で「上物」と呼ばれている。C 商店で集められた上物は、おもにトイ
レットペーパー向けの製紙原料となった。自社で主に都内の企業から古紙を回収する他、小規模の古
紙回収専門の業者を 1 日に 10 社ほど回って古紙を集めた。専門の業者はトラック 1 台しか所有して
いないことが多く、集められる古紙は 1 日に 3 トンほどである。集めた古紙はプレスして一時的に保
管し、静岡県にある製紙会社などの取引先に送っていた。
C 商店では「上物」のみを扱っていたが、他方で新聞、雑誌、段ボールなどの古紙配合率の高い下
物を専門に扱っている業者もいた。上物を扱う業者は、自社で集めた古紙の中に下物があったときに、
下物を専門に扱う業者に売るなど、お互いに融通し合っていた。

地元住民との関係
C 商店では、地元住民に配慮して、動作音が大きい機械は地下に設置するなど、騒音問題が起きな
いよう工夫をしていた。荒川区入谷の作業場でも同様の配慮をしていたが、地元住民から紙屑のホコ
リが原因で体調を崩したなどの苦情が出てくるようになり、この作業場は平成 5（1993）年に手放し
た。
東日暮里の作業場では、他地域と比べ地元住民からの苦情は少ないようである。Z さんはそのこと
について、
「ここ（東日暮里）の人々は再生業が地場産業であることをわかってくれている。だから
この仕事に対する理解を得やすい」と語った。また Z さんは、
「地元住民と共存していくためには、
常に地元住民と良い関係を築き、その関係を維持していくことが何より大事である」とも述べていた。
Z さん自身、地元の町会や小中学校の PTA などに役員として参加していた。その理由について、
「私
たちが地域の活動をまとめていかなければいけない。この仕事は地域に迷惑をかけているし、その分、
地域に還元していかなければいけないから」と Z さんは語っていた。
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C 商店（再生ゴム加工業）概要
文責：関 根 美 織
東洋大学社会学部社会システム学科

C 商店は、1957（昭和 32）年に Y さんが、それまで働いていた祖父の代から続いていて父が営ん
でいた再生ゴム屋から独立し設立した再生ゴム製造業を営む会社であった。C 商店は、荒川区東日暮
里 2 丁目に位置していた。平成 10 年に同社は営業を停止した。
創業者の Y さんは、1928（昭和 3）年に現在の東日暮里で祖父の代から再生ゴム業を営む家庭に
生まれた。Y さんは、2012（平成 24）年 10 月 84 歳で逝去した。
Y さんの祖父は、明治時代から東日暮里で、足袋職人、非鉄屋を経てゴム再生業を営んでいた。
当時のゴムは中国から輸入される再生ゴムであった。Y さんの祖父はその再生ゴムを買い集め、粉に
して、自転車のタイヤを製造した。これが東日暮里における再生ゴム製造業の始まりといわれている。
Y さんの父は明治 35 年に生まれ、祖父の会社を継いでいた。1940（昭和 15）年頃、Y さんの父は「東
京再生ゴム卸し商業組合」という戦争中に再生ゴム業の統制をしていた組合の企画部長をしていた。
しかし、戦争が激しくなってきたため組合をやめ、韓国へ向かった。そして朝鮮靴の底などからゴム
を集めて日本へ送る仕事を始めた。戦争が終わると韓国での預金は、200 分の 1 の金額になり、また
海外支店も全て没収されてしまい、貧乏な生活を送ることになった。
Y さんは明治大学を卒業後、再生ゴム業に携わるようになった。1947（昭和 22）年頃から、父の

祖父（再生ゴム会社経営）
ウエス屋経営

父（祖父の会社の二代目）
Y さん（Ｃ商店創業者）

息子（店を継がず）

図 3：C 社関係者系譜
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言いつけで、祖父の友人のもと 10 年間、向島で再生ゴム業の仕事を教わった。Y さんの父は大変な
浪費家であった。他方、祖父の友人は、同業者の間でも真面目な人として知られていた。だから父は、
その友人のもとで修行すれば、Y さんも真面目に働くようになるだろうと考えたのである。その祖父
の友人は、Y さんが独立して仕事を始めると、自分の店を閉め、Y さんの仕事を手伝った。

1945～1960（昭和 20～35）年頃は、Ｔ製作所というビニールテープと綿テープを作る工場に、直
足袋と赤チューブを納入していた。また、昭和 20 年代には、チューブルタイヤ、つまり磨り減った
タイヤにゴムなどを上からかけ、また使えるようにした再生タイヤを、マニラなどの東南アジアに輸
出していた。大型車の再生タイヤはアメリカでしか売れなかった。他方、小型車のタイヤはタイヤの
すり減るスピードが速いため、アメリカでは売れず、新品のタイヤが買えない貧しい東南アジアでの
売れ行きが良かったため、ブリジストンやゴールドリッジがこの地域に進出した。しかし、フィリピ
ンや台湾などはチューブルタイヤの輸入を禁止してしまった。また Y さんは、日本が米軍に統治さ
れていた時代、GHQ がいた頃、米軍に、船の先に装着する衝突除け用のタイヤを納めていたことも
あった。この時代には、落としたタイヤが転がり、アイゲルパーカー将軍の乗用車にあたり、その車
が凹んでしまったため、米軍によって手錠をかけられたこともあるそうだ。
1957（昭和 32 年）
、東日暮里 6 丁目でウエス屋をやっている家族の孫娘と結婚した。そのウエス
屋は機械を拭くウエスを横須賀のアメリカ軍基地に納入していた。結婚を機に父から独立し、東日暮
里 2 丁目で C 商店を設立した。仕事を始めたばかりの若い頃は、中古の長靴や地下足袋、タイヤを
作ったときにでるかけらなどを北海道まで雪の中集めに行っていた。その様子はまるでゴミ拾いだっ
たと Y さんの息子は言う。
C 商店で取り扱う商品は、形を作る前の練りゴムの材料である未顆粒のゴムや顆粒のゴムなどゴム
材料全般であった。かつてはゴムの輸出も行っていた。ダンロップ社がテニスコートなどに敷くため
の接着剤の特許を独占して持っていた頃、C 商店はその材料であるゴム粉末を全てダンロップ社に納
めていた。また、ダンロップ社とともにテニス場やゴルフ場を作る、今の国技館の下の台にゴムチッ
プを敷く、などの業務を行ってきた。再生ゴムの組合でマレーシアやフィリピンに行き、ゴムの原料
の工場を同業者とともに見学したこともある。

25 年ほど前、バブルが崩壊した頃から再生ゴムに対する需要が減少した。再生ゴムよりも新品の
ゴムの方が、品質も均一で、計画通りに必要な量が生産出来るためである。こうした再生ゴム製造業
は商売が成り立たなくなった。15 年ほど前から再生ゴム製造業者は減り始めた。Y さんの息子は、
20 歳の時、Y さんに仕事を継ぎたいと申し出た。しかし、Y さんは「2 万種類くらい世の中に仕事が
あるのに、その中から一番悪い商売をとることない。やめておけ」と言って断った。そしてゴム組合
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に籍を置いていたが、1993（平成 5）年にこの商売に見切りをつけ店を閉じることを決意し組合を抜
けた。また 25 年前に Y さんの妻は病気で亡くなった。このことで仕事が嫌になったことも、店を閉
じるきっかけになったという。業者間との調整や従業員に円満に会社を辞めてもらうのに 5 年かかっ
た。最終的には、平成 10 年に店を閉じた。その後、工場などはすべて貸し出し、同時に貸不動産業
を始めた。
Y さんと佐藤ゴムの社長とは、Y さんが 18 歳の頃からの 60 年来の付き合いがある。ゴム業界の組
合の理事長を佐藤さん、副理事長を Y さんが勤めていたこともあり、付き合いは密接であった。さ
らに佐藤ゴムの社長の息子に Y さんは一年間仕事を教え、仕事を辞めた時には、工場で Y さんが使
っていたプレス機などの機械を譲った。
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D ゴム商店（再生ゴム加工業）概要
文責：山 崎 寛 未
東洋大学社会学部社会システム学科

D ゴム商店の設立
D ゴム商店は、X さんが昭和 32（1957）年に、母方の兄にあたるオジが専務取締役をしていた会
社から独立という形で設立した再生ゴム業を営む会社である。主たる取引先はブリヂストンである。
支社は札幌・仙台・青森におかれている。いずれもブリヂストンの工場付近にある。現在の社長は、
X さんの息子である。
創業者である X さんは昭和 4 年生まれの仙台出身で、2012 年現在、83 歳である。旧制中学を卒業
後、18 歳で上京し再生ゴム業に携わるようになった。X さんは、最初、母方のオジが専務取締役を
している会社に入った。このオジは東日暮里にある C 商店の社長の祖父の会社で下積みをしていた
ことがあるという。

別の再生ゴム加工
会社の専務取締役
X さん

現社長（2 代目）
図 4：D ゴム商店関係者系譜

ゴム産業の展開
第二次世界大戦中、ゴムは重要物資と位置付けられ、再生ゴム業の統制組合が作られて、再生ゴム
業者が集約された。X さんのオジは、そのときの統制組合の大元の会社の経営者であった。その縁で、
X さんと C 商店の社長は 18 歳のときから 60 年来の付き合いである。X さんは C 商店の社長に自分
の息子に仕事を教えてもらうように頼んだり、再生ゴムの組合を作り X さんが理事長、C 商店の社長
が専務を務め 20 年ほど活動したりしていた。組合では、毎年旅行をして業者間の交流を深めた。
第二次世界大戦前、再生ゴム業会社は個々に仕事をしていたが、戦時中にできた国家統制により、
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企業合同で仕事をするようになった。戦後になって、ようやく自由な商売ができるようになった。再
生ゴムに対する需要が高まるきっかけは朝鮮戦争だった。車をどんどん作れるようになったが、需要
があってもものがなかった。そのため、貴重な外貨を使って、イギリスかアメリカからゴムのスクラ
ップを輸入していた。
会社を設立した初期に扱っていたのは、合成ゴムではなく、天然ゴムであった。当時、天然ゴムは、
マレーシアやインドネシアなどから輸入していた。マレーシアのゴム工場の見学に行ったこともあっ
た。送られてきた天然ゴムを、商社が買い、それを工場に売却する。そして工場で、ゴムロールとい
う機械を用いて、練って加工し、製品長靴などのゴム製品をたくさん作っていた。D ゴム商店は、そ
ういった工場から発生する品物や不良品を回収する。その回収品の中にはタイヤや自動車などがある。
そして、再生材料として使えそうなものは他の工場に供給する、いわゆる、問屋の役割を務めていた。
当時は、自動車やフォークリフトがない時代だったので、人が背負って運んでいた。もしくは、車に
ものを積んで、馬力を利用して引っ張っていた。

仕事に求められるもの
X さんはこの仕事をやる上で、取引先の信用を得ることが大切だと考えている。
「お金が無くても
良い。約束事を忠実に守る、これが一番だ」と話していた。
信頼の上で成り立つ仕事だからだろうか。再生ゴム業は、取引先が一つあれば営業できるといわれ
る。D ゴム商店はブリヂストンという大きな取引先を持っている。D ゴム商店は、付近にブリヂスト
ンの工場があるという理由で札幌や仙台、青森に支店を作ってきた。このことから再生ゴム業者は大
企業と固定的な関係を持っているといえる。しかし、注文がない業者と仕事を分け合うなどの譲り合
いはあったという。
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E 商店（ウエス加工業者）概要
文責：和 田 香 奈 子
東洋大学社会学部社会システム学科

E 商店の系譜
E 商店は、東京都荒川区東日暮里に作業場をおくウエス加工業者である。Ｅ商店はＡさんによっ
て設立された。Ａさんは埼玉県の本庄出身である。Ａさんは、Ｂ商店で見習いをした後、1916（大
正 5）年に東日暮里でＥ商店を創業した。もともとはウエス加工業だけではなく、質屋や布団製造業
を営んでいた。かつては布団製造業が主力であった。Ａさんは、いろいろなところに土地を持ってお
り、それらの土地で布団製造業を営んでいた。Ａさんには娘が 3 人、息子が 1 人いた。息子のＢさん
がＥ商店の 2 代目を継いだ。Ｂさんには娘が 3 人いる。その長女が 3 代目で現社長のＫさんの妻であ
る。

Ｋさんの家族
3 代目で現社長のＫさんは 1943（昭和 18 年）年生まれで、現在（2013 年）
、70 歳である。Ｋさ
んの出身は群馬県前橋市で、育ちは埼玉県川口市である。高校は、埼玉県立川口工業高校機械科を卒
業した。K さんは「川口と日暮里という場所柄が似ているのですぐに馴染めた」という。川口には鋳
物工場が多く存在した。Ｋさんも鋳物工場で働いていた。30 歳のときに結婚をし、東日暮里に移住
した。上記のように、妻になったのは、Ｅ商店の社長Ｂさんの長女であった。結婚から 2 年後、1973
（昭和 48）年に、Ｅ商店を継いだ。それ以前はいすゞに勤めていた。Ｋさんには息子が 3 人いる。
長男は中学校教諭である。柔道 5 段を持っており、柔道部の面倒を見ている。三男はソフトウェア会
社を起業し、その経営者になっている。Ｋさんは、息子に E 商店を継いでほしいとは考えていない。

Ｅ商店に関わる人びと
2012 年、E 商店には 3 名の従業員がいた。3 名ともが男性である。かれらのうち 2 人は、Ｋさん
より年配である。若い方は 30 代の運転手で、年配の方は栃木の方出身で草加在住である。彼は草加
から東日暮里まで通っている。ウエスを製作する過程のミシン作業であれば女性も手伝えるが、ミシ
ン作業はすべて福島県勿来（なこそ）で扱っているため 3 名とも男性である。外注先は埼玉県の草加
や熊谷、福島県の勿来にある会社である。大手取引先への納入の仕事が忙しくなったら草加や熊谷、
勿来に外注している。以前は 4 ヶ所の外注先があったが、従業員の高齢化のため 3 ヶ所に減った。先
代の頃は人手が足りなかった。景気が良かった時代には、外国人も働いていた。ペルーやアフガニス
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タン、パキスタンの人が働いていた。1980 年代末のバブル期は、多くの業種が人手を欲しがった時
代である。しかし、ウエスに対する需要が減っていっていたので、この時代にウエス業で外国人を雇
うことは少なかった。Ｅ商店では、外国人を雇うことがあっても、その期間は長くても 2 年ほどであ
った。作業場の広さは 20 坪~30 坪程度。1 階と 2 階があるが、どちらの作業内容も同じである。

E 商店の仕事
Ｅ商店で作っているウエスは大手の発電所にも送っている。そこに送っているウエスを「ミツユ
ビ」という。
「ミツユビ」は今ではＥ商店でしか作っていない。ミツユビを作るには時間と手間がか
かるからである。Ｅ商店でしか作っていないからといって、値段を高く設定できるわけではない。1
つあたりの単価は 10 円ほどである。昔からの付き合いがあるため送っている。取引先の多くは、初
代社長のＡさんが売り込み、開拓した取引先である。
Ｋさんは「結局、自分の代が良いっていうのは、たまたま大手取引先との取引が始まったから。だか
ら仕事がまだ続けられる。70 になったらやめようかって思ってる」と述べる。彼は、東日暮里 3 丁
目の町会長を引き受けている。Ｋさんは、街の高齢化が進み、引き受ける人がいなくなってしまった
からだという。ただ、Ｋさんに限らず、東日暮里で再生資源のリサイクル業を営む人は、こうした町
内会の付き合いを大事にすることが多い。再生資源リサイクル業においては、騒音やほこりが出るこ
とを避けることはできない。同業に携わるひとたちにとって、こうした業種上の特性を近隣住民に理
解してもらうことは必須であり、そのためにも普段からの付き合いが重要になっていると思われる。
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Ｆ商店（ウエス加工業者）概要
文責：皆 川 遥
東洋大学社会学部社会システム学科

商店の始まり
Ｆ商店は 2012 年までウエス加工業を営んでいた。最後に社長を勤めたのはＯさんである。Ｏさん
は、1946（昭和 21）年に O さんは父方の家族の出身地である栃木県真岡市で生まれた。当時、周り
には親戚しか住んでいなかった。O さんの父方と母方は親戚関係にあった。O さんの祖父は、O さん
が生まれた際に、自分の９番目の息子として戸籍を入れてしまった。そのために、O さんは戸籍上、
父親と兄弟になっている。O さんの父親は、昔のしきたりに縛られた生活から逃れるために東京へ上
京し、1931（昭和 16）年にウエイスト加工業を始めた。当時は、第三日暮里小学校の前で商売を営
んでいた。現在の F 商店（2012 夏に廃業）は、戦後の 1948（昭和 23 年）に O さんの父親によって
東日暮里に設立された。O さんの父親は 60 歳で仕事を辞めた。その後、2008 年に 96 歳で亡くなっ
た。

O さんについて
O さんは、都立台東商業高校に通っていた。家業の手伝いとして簿記をしていたことから、高校の
一年時に一回の試験で簿記１級を取得した。そのため、周囲からは税理士になることを勧められたが、
O さんはウエス業の道に進んだ。現在の東日暮里にある F 商店の建物は、O さんと弟さんが二人で
建てたものである。全部を建て終わるのに 10 年かかった。F 商店を建ててからおよそ 40 年が経過す
る。F 商店の建物は三棟ある。そのうちの一棟は工場であり、他の二棟は物置と倉庫である。1949
（昭和 24）年当時は、現在の物置となっている棟で作業をしていた。

図 5：F 商店関係者系譜
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支店と取引先
O さんの父親は、羊毛を糸に戻した毛反毛を扱っていた。O さん自身は、機械用ウエスを扱ってい
た。F 商店創業初期の納入先は、造船、鉄工所、製鉄所といった重産業であったが、東京オリンピッ
ク(1940 年）と大阪万博（1970 年）ころから、ディヴァイス・半導体などのハイテク関係に変化し
ていった。仕事の増加に伴い、さらなる場所が必要となった F 商店は、1964（昭和 39）年以降、3
年おきに郊外に支店を設けるようになった。始めは、草加、次は、八潮、杉戸、川口の順番で支店を
開いた。全ての支店の工場に工場長がいる。彼らは、O さんと親族関係にはない。工場では、朝は８
時から仕事が始まり、17 時頃に終わった。５つの工場（東日暮里、草加、八潮、杉戸、川口）合わ
せて 30 人ほどが働いていた。工場で作られたものは一度東日暮里に集められ、まとめて O さんが取
引先へと届けていた。F 商店の取引先は、450 社ほどあった。それらの取引先への納品物は、東日暮
里、八潮、草加、川口、杉戸の工場で作られていた。川口では NTT 用、橋尾ではテレビ局用、草加
では半導体用、東日暮里では原子力発電所用、杉戸ではその他用のウエスといったように各支店で取
引先に特化したウエスを作っていた。
取引先との付き合い
O さんは、ウエス業について、
「仕入れのエネルギーが９割なのに対して、売るのは１割程度」と
述べた。その言葉は、ウエス業では、加工した商品を売ることは、さほど難しくないが、古着や使用
済みのシーツといった原料を集めることはかなり難しいということを意味している。ウエスの原料と
なる質の良い日本の古着は、近年、海外に輸出されることが多くなっている。O さんは良質な原料を
確保するためには、仕入れ先の企業との密接な関係が重要であると考え、買い手側と長年にわたって
関係を築き、取引を行ってきた。取引先との付き合いは何十年という単位で続く。F 商店は長年取引
を行ってきた企業とその子会社とのみ取引を行ってきた。インターネットで検索して、F 商店を訪ね
てくる企業もあるが、名前だけでは相手がどのような会社であり、信用できるかどうか分からないた
め断っている。

日本国内での布不足について
「近年、日本国内では布が不足している」と O さんはいう。繊維関係のリサイクルは、海外、特
に東南アジアの方が盛んである。古着をはじめとする様々な日本の布製品のうち７割が海外に流れて
いる。日本の製品は質が良いために、海外からの需要が非常に多い。他方、多くの日本製品が海外に
流れてしまうために、日本国内ではウエスに使う布が足りなくなっている。F 商店の下請け会社も、
月に 50 トンもの布を F 商店に納入していた。しかし、近年は 20 トンほどしか納入できないように
なっていた。その背景としては、2008（平成 20）年頃から東南アジアの古着業者が、原料不足から、
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日本の古着を多数、買い始めたことがあげられる。さらに日本では、人件費が高く、集めた布のおよ
そ半分がゴミになってしまうため、ウエス用の布は高く売れない。しかしその一方で、そのまま服と
して使用したり、バラバラにするなどして、布を全て再生して利用するインドネシア、バングラデシ
ュ、パキスタン、インドなどの東南アジア諸国では、日本の古着は、そのまま服として使用されたり、
あるいは裁断して再生利用される。さらに、東南アジア諸国では 100%日本の布製品が売れるため、
業者は感覚的に高く売れる海外に品物を売った。
こうして日本国内では、布不足が深刻化した。さらに、これまでは日本国内で布を流通させる際に
は、いくつかの会社を媒介させて古着の取引を行っていたが、日本国内の布不足によって古着の販売
を行う小売店や消費者が直接繋がるようになった。そのために、仕事が減り、雇用が少なくなった。
０さんは、現在の状況に対して、
「今の再生業者は、間違いなく減る。お金をもらって、物を回収し、
売れそうなものを売る人たちは残る。ただ、それは昔から行われていることなので新規参入は難しい。
リサイクルで物を回収している F 商店は将来的に、採算が合わなくなるだろう」と述べていた。2012
年、65 歳になった O さんは、体調不良を理由に F 商店を閉じた。
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The Introduction of Study Tour in Lao PDR
―The activities of market research group―
Arihiro Minoo
Organizer of Study tour in Lao PDR
Department of Sociocultural Studies

Five members of International Research Course participated in the study tour which was held in
Lao PDR (hereafter Laos) from 21st to 29th December 2013. These members had learnt the basic
knowledge concerning Lao history, culture, agriculture and ethnicity in the pre-field class for the
participants before they left for Laos.
During their stay in Laos, they conducted a research about the trade in the local
market and village because their main activity at the university course is focused on the local
trade of secondhand clothes under globalization. On the first day of the research, they conducted
the interview with the local traders in Paksong market. On the second day, they went down to
Pakse market in order to compare it with the Paksong market. On the third day when they visit
Puu Dom Kuwang village, approximately 20km away from Paksong town, they met a family of
secondhand clothes trader by chance and asked questions such as the way of trading, the
counterparts of trading and so on. After interviewing trader’s family, they stayed over the night
with the family of Mr. Seebun Heeng, the representative of coffee producer’s group in this village.

Figure1 A Cloth Shop in Paksong
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After going back to Paksong town, each member considered their own research questions about
the local trading compared with that in Japan. According to this question, they continued to
interview on the trading of clothes at the local market more deeply.
Following this preface of the study tour report, each member reports about their
findings based on the one week research in Laos. While Shimizu focused on the functions of
secondhand clothes in Laos, Sekine was interested in the criteria of choosing clothes among the
consumers in the research area. On the other hand, Sato, who is only one male member, studied
the best way to save money for the trader. Because every participant has each topic, you can see
various aspects of the trading of clothes in southern Laos.
For some members, their trip has become the first time to go abroad. Nonetheless, all
the members could come back home safely. I am sure that every member has grown in the
experience of speaking English and interviewing with the foreign people. Especially the great
surprising of all members is that Sato had the conversation with local people by using Lao. In the
situation that almost all members had the trouble with English, only Sato was asking questions
of the local people by speaking Lao. Finally Sato acquired the information about the local way to
lower the price of unsold goods by small scale traders.

This is a good example which

demonstrates that study tour contributes to enhance their own ability and skill to research into
different cultures.

Figure2 A Student Asking Local People
Figure1 Clothes in Paksong Market
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The Destinations and Activities of Study Tour in Laos
Date

Destinations

Activities

12/23

Paksong Market

Interviewing（What kind of people open a shop?）

（Mon）

Map making（What is sold where?）

12/24

Dao Heuang Market at

Interviewing（What kind of people open a shop?）

（Tue）

Pakse

（Price and origin of the product）
Comparison with the Paksong market of the day before

12/25

Puu Dom Kuwang village

Interviewing with the wife of the village mayor

Paksong Market

Interviewing

（Wed）
12/26
（Thu）
12/27
（Fri）

（Detailed information of a person opening a shop）
Paksong Market

Interviewing
（Detailed information of a person opening a shop）

(This time table was written by Ai Shimizu)
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On Some Functions of Secondhand Clothes in Laos
Ai Shimizu
Student in the 3rd year
Department of Sociocultural Studies

1

Foreword

Because it was my first visit to Laos, everything seemed to be new experiences to me. However, I
want to write about something that has interested me in particular. It is about secondhand
clothes.
I have been studying about secondhand clothes with other students in Japan. So, I
tried to find out secondhand clothes also at markets in Laos with other students. I focused my
attention on the research of "the old clothes for Laotian people" and started to investigate it.

2

Secondhand Clothes in the Market

We visited two markets, one in a small town, Paksong, the other bigger one in the city of Pakse.
We found that in Laos, secondhand clothes are not popular. Usually, new clothes are sold in the
market, most of which have been imported from Thailand. Only a few shops sell secondhand
clothes.
Quite unexpectedly, many secondhand jackets were sold in the store of the village
mayor, when we visited the coffee cultivating village for a homestay. The wife of the village mayor
purchases old clothes from Thailand. The older sister of her son-in-law arranges the trade. The
older sister of the son-in-law has a connection with the Thai supplier. Villagers and the migrant
workers who come to help with their crops come to buy those secondhand jackets. The village
where we stayed is located in the place of high altitudes, and it is considerably cold after the
sunset. So we have to wear a jacket to spend a day comfortably. Secondhand jackets were made
in Japan, China and Korea, and there were some American ones, too. They are uniformly cheap,
compared with new ones. New jackets are expensive even if they are sold in the markets.

3

The Analysis of the Secondhand Clothes in Laos

The secondhand clothes industry has not yet quite penetrated into Laos. It is the industry of their
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neighbor countries, Thailand and Cambodia. We can suppose that the mayor’s wife has started to
deal with secondhand clothes because the industry would become popular also in Laos. But I
think that she has been rather interested in making a better relationship with village people by
providing them with cheap jackets, which are not easy to get. Because, generally in a Laotian
village, neighborly relations are the most important, it is necessary for the family of the village
mayor to get respect and trust from villagers. In other words I thought that the wife of the village
mayor assumes that secondhand clothes are "a tool for good relations with the villagers". When I
think so, I can see the secondhand clothes as having more meaning than something merely to
wear.
I’m very glad that I was able to think of a new function of secondhand clothes. I thank
the people who had cooperated for our investigation.

Figure 3 The market of secondhand clothes in a village
(Shimizu 2013)
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Criteria of Choosing Clothes
Miori Sekine
Student in the 1st year
Department of Sociocultural Studies

While I was doing research in Laos, I had some questions about what kind of clothes sell well.
Therefore I researched on what kind of criteria two clerks of clothes stores select clothes on.
The first store was run by a woman in Paksong Market. This store sells clothes for
women and children. I asked what kind of clothes a woman would like. Many women of Laos do
not like clothes of bright colors and very dark colors. For example, bright colors are pink, red,
yellow, white and so on. Very dark colors are black, dark brown and so on. They wear clothes of
color which is not too bright or not too dark, which is, for example, young grass, beige or gray. It is
because they are careful about their dark skin. For example, when she wears a pink cloth, her
skin becomes very prominent. But children do not care about colorful clothes. For example
children wear clothes of fluorescent colors and shocking pink. And women do not wear clothes of
orange color, because orange is the same color as a Buddhist priest’s cloth. But when they go to a
festival, they wear bright color clothes. What’s more, they like simple patterns, that is, they do
not like a loud pattern or a frill. For example, a simple pattern is stripe or check pattern. A loud
pattern is floral patterns, polka dots or characters. Thus they do not like a pattern using two or
more colors. When the clerk of this store purchases clothes to sell, she is careful about color and
pattern.
Next store was run by Mr. Gone. The store is out of Paksong Market. The store sells
old clothes for men. I asked him what kind of clothes a man would like. Men in Laos do not care
about brightness or darkness of the cloth color compared to women in Laos. Men wear red and
white colors. Their favorite clothes type is the shirt of a check pattern and camouflage fatigues.
When they go to their office, they wear the shirts of stripe and check patterns, because the shirt
is popular. But if a check pattern is too large, they cannot wear it in their office. Their favorite
color is beige, or black. The types of pants a man usually wears are slacks and jeans. These pants’
color is mainly beige or pale blue. There are no pants of loud colors. Some clothes of bright color
have been left unsold.
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Finally I asked Mr. Gone what other points except color he is careful about. He said
that he cares about quality, size, and color when he stocks his store with clothes. Customers buy
only clothes which would satisfy these three points. Too big or too small size is bad. He often buys
Japanese and Chinese clothes because the figure of Laotian people is similar to Japanese and
Chinese ones. Good quality is that their cloth is solid. The cloth is not made in Vietnam or
Thailand. When we wear bad quality clothes, we feel cold. Good quality clothes are warm and
durable. If the color of a cloth is good and size is correct but quality is bad, customers do not buy
the cloth. Or, for example, if quality of a cloth is good and size is correct and color is too bright,
customers do not buy the cloth. Bad quality or bad color clothes are cheap. But women and men
in Laos do not buy such clothes because they are careful about size and quality and color of
clothes.

Figure 4 Clothes left unsold because of their bright colors

(Sekine 2013)
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The Best Method for Saving Money in Laos
Masaya Sato
Student in the 1st year
Department of Sociocultural Studies

I went to Laos on a study tour at the end of last year for one week. For the purpose of research on
a market I visited markets almost every day. I visited a huge market of Dao Heuang Market and
Paksong Market. Food, clothes, groceries and other basic necessities are sold at the markets.
Among them, clothes stores are so full of clothes. I'm sure you don't understand what I'm writing
about, but clothes stores were overcrowded with various clothes hanging from eaves edge down
into the store. In some shops clothes were grouped together to pile up like a mountain. I went to
some clothes stores, because before visiting Laos, in Japan I had researched on clothes.
Surprisingly, the prices do not change everywhere. As often happens overseas, the tourists pay
exorbitant prices, but this may be just one example, too. How can people buy clothes cheap?
There are rules that are common knowledge in markets in Laos. Reading this document, you can
understand the Laos market rule.
The first rule is that you are to buy a lot of clothes at one time. People are shopping at
a market, with their family in most cases. In their case going to a market is to purchase goods to
lay in for a stock. Why do they buy a lot of clothes at one time? The goods are cheaper when they
buy them in quantity. I saw people buying a lot of clothes at one time. A person accompanying a
child often buy infants' tops and bottoms at once. However, as traditional clothes are particularly
expensive, they don't buy a lot of them at one time. By the way, traditional clothes are for women
only. The ceremony requires men to wear business style clothes, a shirt with the collar, etc.
The second rule is you are to buy old products. In the overcrowded clothes store, its
features are as following. These are not the same in each store. You should learn them in each
store. You should learn by asking them how each shop display goods. Some shops display them,
for example, just in front of the house, and otherwise hanging in the lower places on the wall.
These are 3,000 to 4,000 kip cheaper, compared to new products. 3,000 to 4,000 kip is a small
amount of money, but the first rule and that rule are used for the better of both customers and
shop owners. What is common among Laos shops is benefit of minimum. The price almost
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reflects the cost price of goods. So shops seldom reduce prices, but it is possible to use this method
to reduce prices.
That Laos doesn't have reduced prices in the market has historical background of
their commercial custom. In 1986 the government of Laos began decentralizing control and
encouraging private enterprise. Laos started to have the policy of the New Economic Mechanism,
a change to a socialist market economy in 1986. This attributed to Perestroika of Laos.
Perestroika is a reform policy of the Soviet Union. The Perestroika resulted in a market economy
in Laos. Thus, the market economy in Laos has its short history. So, the structure of deciding the
sale price is rare.

Figure 5 The Market in Pakse
(Sato 2013)
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ບົດລາຍງານທັດສະນະສຶກສາ (2013)
ທ່ານອາລິຮິໂລມິໂນ, ຈານສອນມະຫາວິທະຍາໄລໂຕໂຢຢ່ຍປ
່ ນ
່ , ໄດ້ດາ
ໍ ເນນງານທັດສະນະສຶກສາ ໃນ
ຄັງນແ
້ ຕ່ວັນທ່22ຫາວັນທ່28 ໃນເມຶອງປາກຊ່ອງແຂວງຈຳປາສັກ. ນັກສຶກສາ11ຄົນແລະອາຈານສອນ
2ຄົນທມ
່ າຈາກປະເທດຍ່ປນ
່
ແລະ ນ້າຍພາສາ4ຄົນ ໄດ້ລງ
ົ ໄປ3ບ້ານ, ຄືບາ
້ ນໜອນຫຼວນ, ບ້ານ
ກະເຟ ແລະ ບ້ານພດົມຄວນ ສໍາລັບເກັບຄໍາຂໍມນເສດຖະກິດຄອບຄວຂອງສາວສວນກາເຟ
ຫຼັງຈາກກັບຄືນໄປຍ່ປນ
່ ແລ້ວ, ນັກສຶກສາບອກວ່າ ຂໍຂອບໃຈທມ
່ າຊ່ວຍທັດສະນະສຶກສາ ພວກເຮົາໄດ້
ສາມາດຮຽນອາໃສຂອງສາວສວນກາເຟ
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現場とかかわり、学びを広げる
――ICU サービス・ラーニングの経験から――
黒 沼 敦 子・上 栗 愛 花
国際基督教大学

本稿は 2013 年 11 月 27 日に開催された社会文化体験演習公開シンポジウムにおける講演を収録し
たものである。本シンポジウムでは、国際基督教大学サービス・ラーニング・センターの黒沼敦子さ
んと、同大学 3 年の上栗愛花さんをお呼びし、
「現場とかかわり、学びを広げる」と題して、サービ
ス・ラーニングの実践について説明していただいた。同大学は日本では先駆的にサービス・ラーニン
グに取り組んでおり、専門部署を有するまでになっている。本講演では、お二人に同大学の試みと国
内、海外それぞれの事例をお話しいただき、参加学生に体験学習の魅力と意義について伝えていただ
いた。

Ⅰ サービス・ラーニングとは何か
黒沼 皆さん、こんにちは。今日は社会
文化システム学科のこのような素晴ら
しいシンポジウムにお招きいただき、あ
りがとうございます。私は国際基督教大
学 （ ICU ： International Christian
University）からまいりましたサービ
ス・ラーニング・センターの黒沼と申し
ます。
皆さん、ICU をご存じでしょうか。
ご存じの方は手を挙げていただけます
か。
［挙手多数］ああ、よかったです。

写真 1 黒沼敦子さん
（高橋典史撮影）

ICU という大学は東京の三鷹市にあります。ここからはちょっと離れていてかなり田舎なので、私
が東洋大学さんに来たのは 4 回目ぐらいですが、来ると毎回、東洋大学さんはすごく都会で、素敵な
お店もあって、とてもうらやましいと思います。
私たちの大学は東京ドーム 13 個分の広大なキャンパスを持っています。そこで勉強しているのは
2700 人の学部生です。とても少ないわけです。皆さん教養学部という一学部に所属しています。東
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洋大学さんはいろいろな学部があると思いますが、我々は一学部だけです。その中で 32 個のメジャ
ーという専門に分かれて、理系、人文系、社会学系と学生はいろいろな勉強をしています。
サービス・ラーニングというのは、
ICU の中で 10 年以上前からずっと続けてきたプログラムです。
今日は我々がどんなことをやっているか、そして学生が何をそこで学んでいるのか、ICU としてど
んなふうにやってきたかを皆さんにご紹介したいと思います。時間は 40 分ぐらいですね。あとで上
栗さんの発表も入りますが、おつき合いいただきたいと思います。

１ サービス・ラーニングで得るもの
皆さん、サービス・ラーニングを聞いたことがない方も多いと思いますが、サービスとは、簡単に
言うとボランティア活動、無償の奉仕活動です。ICU では、非営利団体、公的機関等で 30 日以上の
ボランティア活動をすることをサービス活動と呼びましょうと定義しています。では、サービスをし
てラーニングというのは何だというと、そのサービス活動（ボランティア活動）をしてそこから学ぶ
ということなのです。
では、ラーニングというのは何を学ぶのか。皆さん大学生ですから、大学生に相応しい学びをして
いただきたいということで、我々はこの 10 年間ずっと取り組んできました。10 年間もずっとやって
きたからにはその理由があるわけです。
最初に、我々が考えるサービス・ラーニングの効果を皆さんにお伝えしたいと思います。まず、や
はり現場に出ますから、現実に基づいた問題意識を学生が持つようになります。
次に、学生ですからそこで学問的な探究心が向上するわけですね。いろいろな知的な好奇心などが
広がります。
それから、皆さんは今大学生ですから、自宅から大学へ通ったり、一人暮らしで大学へ通ったりし
ている方も多いと思いますが、皆さんの世界でいつも会う人をちょっと思い浮かべてほしいのです。
ご自宅の方は、お父さん、お母さんだったり、近所の方、友達、先生等、皆さんの世界はわりとその
中にあると思いますが、実は現場に出ると異質な他者がたくさんいるんですよね。そこでコミュニケ
ーションをして、いろいろな方と交わることによって、いろいろなネットワークが拡張する。小さか
った自分の世界が広がるということが一つあります。私たちのセンターでは「異質ネットワークの拡
張」と言っています。
もう一つは、現場に出るといろいろな問題がたくさんあります。皆さんも日常生活で、テストが一
つあっても結構ストレスを受けたりすると思いますが、現場に出るといろいろな問題がある。それを
少しずつ解決していかなくてはいけないときに、ちょっとでも何かできることがあると、できたとい
う成功体験を得られるわけです。それによって皆さんの中に自信が生まれるということがあります。
こういうことをサービス・ラーニングから学生が学べるので、我々はずっと続けてきたわけです。
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２ 活動の概要
これから ICU の学生がどれぐらいこれをやっているかという概要を説明したいと思います。では、
どれぐらいの ICU 生がこれに参加しているのでしょうか。毎年国内の活動には 20 名、海外の活動に
は 40 名が参加しています。うちの大学は 1 学年 600 人しかおりませんので、約 1 割の学生がこれを
やっていることになります。
いつやるのか。多くは 2 年生の夏休みに 1 カ月これをやります。ICU は夏休みが 3 カ月あります
ので、そのうちの 1 カ月をこれに使うことになっております。
では、どこでやるのでしょうか。海外と国内に分かれていまして、海外はパートナーの大学を通し
て現地の非営利団体でやります。国内はパートナーの機関もありますが、いろいろな興味や関心を持
った学生がおりますので、それぞれに団体を探してきて、ここでやりたいという非営利団体もしくは
公的機関でやっております。
海外のパートナー機関は主にアジアです。インドネシア、インド、タイ、韓国、フィリピン、中国
等のさまざまな大学と提携しています。最初に紹介したように、我々の大学はキリスト教のミッショ
ンに基づいて大学を運営しておりますので、これらの大学もキリスト教の大学がほとんどです。日本
とアジアの国の中で、このような Service learning Asia Network というものを作って、SLAN と呼
んでおります。
学生は、海外のサービス・ラーニング活動で、地域の支援として、例えば衛生環境の改善として、
お手洗いを作ったり、歯磨きの指導をしたりします。あとは建築のお手伝いとして、幼稚園の修復を
手伝ったり、福祉施設で支援をしたりします。インドに行く学生は、マザーテレサホームに行ったり、
孤児院に行ったりしています。あとは、教育支援として、日本語を教えたり、日本文化を教えたりし
ています。これは韓国やタイといった日本に非常に関心のあるところでよくやっています。
この活動には、基本的には我々の教職員は同行しません。学生だけで行かせています。学生は現地
に着いたら、現地の先生、現地の学生さんたちと一緒に活動することになっています。
国内のパートナーは 3 つあります。まず、都内に興望館という児童福祉施設があります。そして、
那須塩原にあるアジア学院というアジアとアフリカの農村指導者を育てているところと、石垣島にあ
る WWF のサンゴ礁保護研究センターです。
ただ、先ほど言ったように、国内の多くは皆さんがそれぞれ探してきますので、東日本大震災の復
興支援、それから国際協力の NGO、女性や人権支援、子どもや青少年にかかわるような活動をして
いる学生もいます。皆さんの中にも被災地に行かれた方がいるかもしれません。被災地には遠野まご
ころネット、JEN、カタリバ等いろいろな非営利団体が入っています。ICU の学生もそこにサービ
ス・ラーニングとして行って活動をしているということです。
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以上が概要ですが、これだけでは多分皆さんはどんなことをしているかわからないと思いますので、
今日はサービス・ラーニング参加学生の実例を二つ紹介したいと思います。海外は、今年［2013 年］
の夏にインドネシアで活動した通称 A さんの事例をご紹介します。実は、ICU はこの間テストが終
わったばかりで、今は 2 週間の秋休み中なんです。3 学期制でほかの大学と動きが違うので、皆さん
遊びに行ってしまったりしています。残念ながら彼女は来られませんでしたので、彼女が発表したス
ライドを使って私が紹介したいと思います。それから、国内は、沖縄の石垣島のことを忙しい合間を
縫って来てくれた上栗愛花さんに紹介していただきたいと思います。

Ⅱ 海外での活動事例
１ A さんのサービス・ラーニング体験と学び
まず、A さんのサービス・ラーニング体験と学びです。彼女はインドネシアに行きました。インド
ネシアに行ったことのある人はいますか。先生方はちょこちょこいらっしゃいますが、学生さんはい
ないですね。インドネシアはジャカルタとかスラバヤといった大きな都市と本当の農村地域に分かれ
ていますが、学生たちは今写真に写っているような舗装していない道路で、ちょっと小高い山があっ
て、トウモロコシとか田んぼとかがある、そういう本当の農村地域に行きました。1 人で行ったわけ
ではありません。A さんは、ジャワ島のスラバヤ市にあるペトラ・クリスチャン大学が主催している
コミュニティ・アウトリーチ・プログラムに参加して、インドネシア、中国、香港、韓国、オランダ、
日本の 6 カ国、総勢 150 人の学生さんと一緒に行きました。
A さんが行ったのは、ケディリという
スラバヤ郊外の村です。ペトゥングロ
ト・ビレッジの大きな村です。サブビレ
ッジという一個一個の集落が六つに分
かれていて、そこのウィノン・サブビレ
ッジというところに 26 人の学生と行き
ました。この 26 人の構成は、インドネ
シア人 6 人、韓国人 4 人、中国人 2 人、
香港人 3 人、オランダ人 4 人、そして日
本の ICU 生が 3 人という混合チームで
す。

写真 2 参加者と子どもたち
（資料提供 ICU）
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この学生たちは、誰にサービスしたの
か、ボランティア活動をしたのかと言い
ますと、村にいる人々ですよね。皆さん、
写真 3 を見ておわかりですか。みんな何
か白いものを被っていますよね。村の人
たちは 3000 人いますが、ほとんどがイ
スラム教徒で、農家の方々です。この
方々と共に生活をして活動しました。こ
の村の皆さんは小学校のレベルの教育
を受けていますが、それ以降の教育はあ
まり受けていない方も多いのです。イン

写真 3 村の人々

フラは未整備で、電気はありますがガス

（資料提供 ICU）

はありません。お料理は薪で焚き、お水
は山の上から引いてきたものという生活です。外国人は初めてというビレッジでした。
彼女のホストファミリーはこういう方々です。この方々もイスラムです。行ったときは、ちょうど
断食月（ラマダン）という時期でしたので、日中は何もものを食べなかったけれども、彼女たちには
ご飯を出してくれたということです。村の人たちはイスラム教と共に生きている人たちなのです。
学生たちは、ここでいろいろなプロジェクトを行ないました。メインのプロジェクトは中学校の補
修です。中学校は建物があるだけで壁もボロボロでした。左側がビフォー、右側がアフターというか
補修途中の写真です。グラウンドも整備されていないし、建物もボロボロですので、学生たちはペン
キを塗って、グラウンドを整備して、道を造ってという体力的なお仕事をたくさんやります。インド
ネシアの学生さんたちは建築学科が多いので、その人たちがリーダーになってこういうことをやりま
した。
小さいプロジェクト（マイナープロジェクト）もいろいろあります。これは学生たちがそれぞれ自
分で考えてきて、村の人、子どもたちにやりました。英語のクラブをしたり、カルチャーデイで日本
の学生はソーラン節を教えたりしたそうです。それから、サインボード作りということで、交通標識
を子どもたちと一緒に作ったり、バザーをやったりしました。今日はこのあと古着のお話になるよう
ですが、ここでも古着を売りました。学生たちは、行く前に Facebook で各国の学生たちと連絡をと
って、現地は古着が非常に必要らしい、安く売ったらみんなとても喜ぶ、という情報をみんなでシェ
アしました。実は、ICU でもリサイクルサークルの協力を得て古着を集めて、スーツケースに詰め
てインドネシアに持っていきました。オランダの学生や香港の学生も持ってきたので、いろいろな国
の服が集まりました。安く売ったら村人たちが非常に喜んだということです。これは学生プロジェク
62

社会文化体験演習活動報告書

第 1 分冊（国際理解分野）

トですよね。
右のほうにホープツリーと書いてあるのは、韓国の学生たちが考えたプロジェクトです。これは、
子どもたちの夢を書いて壁に貼ってみんなで共有しようという、学生たちのアイデアです。あるいは、
各国の学生がいますから、皆さんの料理を作りましょうということになって、いろいろな国の料理を
作りました。左に白いものがいっぱい見えますが、これが何かわかりますか。これは白玉団子です。
きな粉とか抹茶とか黒蜜とか付けてみんなで食べました。
最後は、みんながダンスを勉強したので、子どもたちと一緒にそれぞれの国のダンスを踊るパレー
ドをしました。皆さんとこういう交流をしました。

２ 学生が見た現実
でも楽しい活動ばかりじゃないんで
す。ここで学生は現実を見るんです。こ
こからは学生が見た現実をお話しした
いと思います。
まず、ごみ問題です。村の中ではみん
なごみを全部家の外に捨ててしまうの
です。プラスチックのごみも捨ててしま
います。回収システムが全然ないのです。
学生たちは何とかこの仕組みを作れな
いかと思って四苦八苦したのですが、結
局できたのは、自分たちが出すごみ入れ

写真 4 村の女の子たち

の、プラスチック・ペットボトルはここ、

（資料提供 ICU）

燃えるごみはここ［という設置場所だけです］
。さてこれを作りました。けれども、回収してくれる
人もいないし、ここにあるだけということで全然何もできなかった。しかも、自分たちもごみを出し
てしまったわけですよね。これに関しては、学生はすごく未練を感じています。
「全然何もできなか
った。しなかったことへの後悔がすごくあります」と学生は言っています。楽しい活動もありますが、
こういう挫折もいっぱい味わうわけです。
もう一つは教育格差です。写真 4 は村の女の子たちと一緒に撮っていますが、彼女たちは中学校を
卒業したら、働いたり結婚したりします。20 歳までにはほとんど結婚しているそうです。一方、下
のほうの写真を見ていただきたいのですが、きれいなおうちが写っていますよね。ピアノもあります。
これは都市に住んでいるペトラ・クリスチャン大学の学生さんのおうちです。ここにホームステイし
たのですが、15 人全員が一つの家に泊まれたそうです。そのぐらい大きな家です。経済格差がすご
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くある。教育格差もすごくある。学生はこういうことを実際に目の当たりにしたわけですね。

３ 異文化コミュニケーション
それから先ほど先生たちのお話にもありましたが、現地に出たらいろいろな人に会います。いろい
ろな人から学ぶこともたくさんあるのです。A さんは異文化コミュニケーションを学びました。6 カ
国の学生がいますから英語で話すしかありません。ほかは通じませんから、毎晩のミーティングは英
語です。そうなると、英語で意見が言えないと自分はまったく無視されてしまう。そのときに、いか
に自分が英語で意見が言えるかということの大切さをすごく感じた。それから意見が食い違ったとき
冷静に議論ができるか。それから、コミュニケーションをあきらめないか。そういうことの大切さを
実際の現場で体験したわけです。
例えば、インドネシア人は結構時間に遅れてきたりします。オランダ人は、すごく合理的だけれど
もアジア人には理解できない意見をズバズバ言うので、アジア人たちはちょっと辟易してしまったり
するわけです。でも、そのときもコミュニケーションをあきらめてはいけない。それを英語でやらな
くてはいけないということを実際の現場で感じたわけです。
それから、学生たちだけではなくて、村人との出会いの中にも学びがあります。彼女は自分の中の
まなざしへの気づきがあったと言っています。今までは「インドネシアって途上国だよね」と思って
いた。行ってみたら、
「自分は先進国に住む大学生、相手は途上国の貧しい村の人。そういう考え方
だけでいいのだろうか。そうじゃないんじゃないか」というのを今写真に写っている女の子との出会
いから感じたと言うのです。彼女は女の子に「あなたは将来、村と大きい都市とどっちに住みたい？」
という質問をしたそうです。そしたら彼女はすぐに「この村がいい」と言った。それは美しい自然が
あってとてもいいところだから。町にはここから時々行けば私はそれで十分。それを聞いたとき彼女
は、幸せってそういうことなのかな。自分が思っていた幸せは発展することだと思っていたけれども、
彼女たちにとっては違うんだなということをすごく感じたと言っています。

４ サービス・ラーニングがもたらした A さんの変化
最後に、彼女は今後の影響についてこういうことを述べています。もともと経済学に関心があった
彼女ですが、経済学という学問だけではなく、いわゆるソーシャルビジネスに対する関心が生まれた
ということです。今自分は社会学や教育学、開発学等にも関心を持っていますということで、学問的
な関心の幅を広げたということです。それから交換留学にも挑戦してみたいという気持ちになって、
自分がもっとマイノリティの経験をするために、1 年間日本を離れたいという気持ちになったという
ことです。
これが彼女の現場での体験と学びです。ここに写っているのが、ともに１カ月暮らした仲間の学生
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さんたちです。この中からいろいろなことを学んで帰ってきたわけです。
私は彼女の成長をまとめて皆さんにお話ししたいと思います。この体験の中で彼女はどんな成長を
したか。
まず、現実に基づいた問題意識を持った。これは環境、ごみ問題、教育、それから格差について、
幸福について。これは全部卒論のテーマになるようなものばかりですね。彼女は大きなテーマを見つ
けてきたと思います。
それから学問的探究心の向上。経済学、ソーシャルビジネスに対する関心が高まった。
それから英語の重要性を身をもって体験した。
そしてもう１年留学に挑戦したいという気持ちにもなった。彼女に、挑戦したいところはどこです
かと聞いたら、
「オランダに行きたい」と言っていました。それはこのプログラムでオランダ人とた
くさん話して、オランダは大麻も合法、同性婚も合法、売春も合法、こんな社会システムを持ってい
る国にすごく興味がわいたらしいのです。しかも、小学校のときからリーダーシップ教育をやってい
る。日本の教育と全然違う。
「オランダっていったいどんな国なんだろう。オランダで育ったこの子
たちを見たら自分もそこに行きたくなった」と言うのです。彼女は今、多分留学に挑戦しているのだ
と思います。
それから、
「異質ネットワークの拡張」ということで言えば、多国籍チームの共同作業ということ
で、皆さんでやり合いますので、いろいろな違いもあるけれども、私たちって人間として一緒だね。
ご飯を食べたらおいしい。きれいなものを見たら美しい。そういう感覚を共有できるのは素晴らしい
ね、ということで人間性も共有できた。
それからコミュニケーション能力も向上した。
それからイスラム教と出会って、他宗教への理解も深まった。発展途上国ととらえていたアジア。
しかし、そうじゃない。アジアというものがすごく多様なのだということに理解と興味がわいたとい
うことです。
それから、さっきごみ問題がいろいろありましたが、いろいろな問題解決をしなければいけない。
そんな中で微力であったけれども自分なりの貢献ができたこともある。それから、現地の人へ、外国
人として日本の文化を紹介したりしたことは、やはりすごくインパクトがあったと思うということで、
非常に成長した。
彼女の成長はこういうことだったと思いますが、この写真に写っている学生さんたちがみんなそれ
ぞれ成長があるというのが、この「体験して学ぶ」ことのいいところですね。今もこうやって皆さん
に聞いてもらっていますが、授業はちょっと受け身ですよね。そうではなくて、自分で探して自分で
成長できるというそれぞれの成長がこの体験活動にはあると私たちは考えています。
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Ⅲ 国内での活動事例
黒沼 海外で体験した子はこういった
成長をしました。次は、国内でやった人
はどうだったのか、ということです。私
がずっと話しますと、午後ですし、皆さ
んもちょっと眠くなってしまうかもし
れないので、ここで上栗愛花さんに替わ
りたいと思います。上栗さんは去年、2
年生のときに石垣島の WWF ジャパン
サンゴ礁保護研究センターのしらほサ
ンゴ村でサービス・ラーニング活動を行
ないました。では、上栗さん、お願いし
ます。

写真 5 上栗愛花さん
（高橋典史撮影）

上栗 皆さん、こんにちは。国際基督教大学 3 年の上栗愛花です。私は今、社会学メジャー、教育学
マイナーで勉強しています。今回は、私が昨年の夏休みに活動させていただきました沖縄県石垣島に
ある WWF ジャパン サンゴ礁保護研究センター、通称しらほサンゴ村での活動報告をさせていただ
きます。

１ しらほサンゴ村
石垣島に行ったことのある方はいますか。石垣島は矢印の付いているところです。沖縄県に位置し
ていますが、本島からはかなり離れていて飛行機で 1 時間ぐらいかかります。位置としては沖縄本島
よりも台湾に近いので、南国という感じです。夏休みに行くとパイナップルとかマンゴーとか、おい
しいものがたくさん食べられます。下の航空写真が石垣島の全体像です。ここが私が活動したしらほ
サンゴ村です。しらほサンゴ村は「私たちが世界に誇れる、恵み豊かな海の自然を未来の世代に引き
継いでいく活動」を理念として掲げています。
このサンゴ村は 2000 年にできました。その背景としては 1979 年に石垣島の新空港建設問題がも
ちあがりました。もともと空港はありましたが、滑走路が短くて大きな飛行機が飛べなかったり、離
陸のときに勢いをつけて飛ばなければいけなかったりして、物流や観光客が来にくかった。それで、
もっと発展するために、白保の海を埋め立てて空港建設しようということで計画が掲げられたのです
が、石垣島の人や世界各国の環境保護団体から猛反対が起きました。そして、地域も賛成派・反対派
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に二分化して、公民館が二つできてしま
ったくらい大きな争いになったそうで
す。結局、海の埋め立てはなくなりまし
たが、今年 3 月に新空港ができました。
白保地域の北に、カラ岳という山があり
ますが、その山の一部を切り崩して完成
しています。
サンゴ村で行なっているのはまず調
査研究です。名前にサンゴという文字が
入っているように、サンゴ礁保護の活動
をしています。主に海水温測定、モニタ

写真 6 しらほサンゴ村

リング調査、赤土調査が行なわれていま

（上栗愛花撮影）

す。サンゴ礁は、空港建設の問題以前か
ら海水温の上昇や赤土の流出によってかなり減少してきています。白保の海のアオサンゴ群落は、世
界でも有数の有名なサンゴ礁地域ですので、ここのサンゴを守っていこうということで、サンゴ村が
中心となって世界中から人が来て活動をしています。
次に、ウミガメ調査です。白保の浜にはウミガメが毎年産卵に来ています。夕方ぐらいに砂浜を歩
くと、ウミガメが浜に上がってきたハの字の跡がついているそうです。ひたすら歩いてその跡を探し
てカメが卵を産んでいるかチェックしていました。残念ながら、私がいた 1 カ月間は 1 匹も産みに来
ていなかったので、ただの暑い中の浜歩きになってしまいましたが、こういう活動もさせていただき
ました。

２ 地域の人と一緒に自然を守る
先ほどご紹介したしらほサンゴ村の活動理念に「未来の世代へ」という言葉がありました。
「未来
の世代」というのは、私たちのような若い人や白保に住んでいる子どもたちを指します。しらほサン
ゴ村では、子どもたちへ自然保護の大切さを伝える取り組みに力を入れています。
これは「しらほこどもクラブ」の活動です。シュノーケルをしてサンゴ礁を実際に見たり、石垣島
を学ぶ勉強会を開くといった活動をしています。これ以外にも、白保小学校の子どもたちは 6 年生に
なると全員シュノーケル体験をします。うらやましいですよね。海にただで潜れる、すごくきれいな
海を見ることができる活動です。皆さんが観光で石垣島に行くときはシュノーケルだったり、ダイビ
ングに行く人が多いと思いますが、実際に住んでいる人は海に潜ったことがほとんどありません。そ
れでいくらサンゴのきれいさを言っても全然伝わらないので、この活動を始めたと聞きました。
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下の写真はビーチクリーンの様子です。これも島の方と一緒に行ないました。上の写真はサンゴ水
槽と呼ばれているところです。サンゴが減っているので、今サンゴの養殖も開始しています。サンゴ
村では、このサンゴ養殖を専門機関だけで行なうのではなく、地域の人と一緒にやりましょうという
ことで、このモニタリングは白保中学校の子たちがやっています。また、この写真に写っている子は
サンゴ村の隣に住んでいる子ですが、毎週掃除に来てくれているようです。
これは、私はかかわらせていただいていませんが、海垣（インカチ）の復元をしました。海垣とい
うのは、海の潮の満ち引きを利用して、潮が満ちたときには石の囲いの中に海の水が入って、引いた
ときに魚だけが残るという漁具です。必要な分だけ捕って自然に感謝して食べましょうと、昔の人の
知恵でつくられたものです。石垣島だけではなく、フランス等でもやっている漁の仕方で、2 年ほど
前に海垣の世界サミットがあったそうです。今では体験学習の一環でここが使われています。

３ 私たちにこそできる自然保護活動
私が一番かかわらせていただいたのは白保日曜市です。白保では昔から人々が自然から恵みをいた
だいて生活をしてきています。この日曜市では白保で採れる食べ物や海の幸を、ここに写っているお
ばあやおじいたちが加工した食品として提供したり、工芸品にして売ったりしています。商品として
はハーブティーや日曜市弁当、ハイビスカスのコーディアルというものとサーターアンダギー、あと
は真ん中に写っている瓶はサーミンというルームデオドラントです。
先ほどサンゴ礁が減少している一つの原因として、赤土被害を挙げさせていただきましたが、畑か
ら海に赤土が流れてしまうことが問題になっているので、グリーンベルトといって畑の周りに植物を
植えて、海への赤土の流出を防ごうというプロジェクトをやっています。しかし、畑の面積を少し奪
ってしまうことになるので、利益が
減少するために畑の持ち主の方がな
かなか賛同してくれませんでした。
それで、その植える植物も商品化し
ましょうということで、植えている
月桃（ゲットウ）という葉から液を
抽出して、このルームデオドラント
をつくっています。
あと、これはサンゴ村の活動では
ないのですが、私が行っていた 7 月
末に豊年祭というお祭りがありまし

写真 7 地域の人々との関わり

た。このお祭りは 1 年の収穫を感謝

（上栗愛花撮影）
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して行なうもので、町の人々が全員参加します。田植えとか収穫とか全部踊りで表現するのですが、
これは 3 歳ぐらいの子から 60、70 歳ぐらいのおばあちゃんまで、みんな参加してダンスを行ないま
す。私は千葉県に住んでいるので都会でもないのですが、やはり都会に住んでいる人は、こちらに住
んでいる人たちより地域のコミュニティ［活動］が活発ではないと思います。この白保に住んでいる
方々は本当にみんな顔見知りで、私みたいな異質な人が行くと「どこの人？」とバレてしまうぐらい
全員知り合いなので、すごく仲の良いコミュニティに入れていただいて本当にうれしかったです。

４ サービス・ラーニングが終わったあとで
私は国内で活動をさせていただいたので、サービス・ラーニングが終わったあとも継続してサンゴ
村の方とかかわらせていただいています。
石垣島が好きになってしまって、春休みに［石垣島に］帰りました。3 月の後半に行ったので新空
港ができあがっていました。空港の写真がちょっとだけありますが、それはそれはきれいな空港がで
きていて、私が 7 月に行ったときはすごくちっちゃい空港でしたが、
［3 月に行ったときには］スタ
ーバックスの 1 号店もできていましたし、本当に開発されていました。
ですが、一歩外に出たときに、あれっと思いました。7 月に来たときには、ここに木があったよね、
畑があったよね、というところがすべて切り拓かれて、これから開発していく土地にされていました。
便利になるのかもしれないし、観光客が増えるのかもしれませんが、それは果たしていいことなのか、
と楽しい旅行の最中にそんなことも考えました。
あとは、ICU の学祭が今年 11 月頭にあったのですが、そこでサービス・ラーニングで各地に行っ
た学生がお土産を持ち寄って、それぞれの体験を皆さんに伝える場として、
「おもひで屋」というも
のを出店しました。こういうふうに発表の機会はありますが、全員の学生のものを聞くことはなかっ
たので、私にとってもいろいろなところで活動していることを聞くことができて、とてもよかったで
す。
また、サービス・ラーニング後の活動として、私は今被災地のボランティアに継続してかかわらせ
ていただいています。秋休みを利用して先週末も行ってきました。やはりサービス・ラーニングはそ
れだけで終わるのではなく、その後の自分の学びにもつながるのではないかと思います。
私が学んだこととして四つ挙げたいと思います。
一つ目は「サービスとは」ということです。ボランティアというと、与える人・与えられる人とい
う二項対立が考えられると思いますが、それだけではサービス活動は成り立たないと感じました。向
こうのおじいから「今のセンター長さんが来る前には、しらほサンゴ村には 1 回も行ったことがない
んだよ」という言葉を聞きました。なんでですかと聞くと、
「偉そうな態度だったからだ」と言って
いました。どんなに理念がしっかりしていても、活動内容がしっかりしていても、ボランティアでそ
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の地域の人々を動かすことができるのは「人」だと感じました。やはり、同じ目線に立って、同じ立
場になって、一緒に活動していきましょうというスタイルをとることが大切だと学びました。
二つ目は「開発」です。私はもともと開発学をメジャーにしようと思って ICU に入学しました。
今まで開発はいいことだ、開発したらみんな幸せになると考えていましたが、この石垣島に行って、
「開発で本当に幸せになりますか」
「開発はいいことですか」と考えるようになりました。そこには、
その人たちの暮らしがあって、そこにいる人たちはもしかしたらそれで幸せかもしれない。そこに外
部の人がずかずかと入って、
「こうしたほうがいいですよ」
「こうしたほうがもっと利益が出ますよ」
「経済的にも豊かになりますよ」とやることが、本当に幸せを作り出すことなのか、と考えるように
なりました。もちろん、開発が必要でないことはないと思いますが、開発をするときに必ず相手を考
えることが大切だと気づきました。
三つ目が「出会い」です。サービス・ラーニングは人との出会いの場です。先ほど黒沼さんからも
お話がありましたが、サービス・ラーニングは人との出会いもありますし、新しい物事との出会いも
あります。問題点との出会いもありますし、新しい自分との出会いもあります。
「私、これ苦手だと
思っていたけど、案外いけるじゃん」と思ったり、自分の可能性を広げる意味でもできることがたく
さんあると思います。
四つ目、最後に「社会学」です。私は今、社会学をメジャーとしています。授業の中で「社会は人
が 2 人いればできます」と言われました。人と人との問題を考えるのが社会学だと考えています。大
学の中だけでも知ることはたくさんあると思いますが、やはり現地に出て行って、社会にはどんなニ
ーズがあるのか、どんな問題があるのかを肌で感じることは自分の学びの幅も広げることになります
し、本当の意味で社会学を志して勉強していけるのではないかと思います。
これで私のプレゼンを終わります。ご清聴ありがとうございました。
（拍手）

Ⅳ 大学でサービス・ラーニングする意義
黒沼 やはり体験者の話はぐっときますね。最後に私からまとめをしたいのですが、もうまとめが必
要ないほど、学びをまとめてくださいました。先ほど先生方のお話にもあったように、今、課外活動
ではなくて大学でこれをやっています。大学でやっていることに関して、先生方も疑問があるとおっ
しゃっていましたが、私たちはやはり大学でサービス・ラーニングに参加する意義があると思ってい
ます。
4 点あります。まず 1 点目に、学生は効果的で安全なサービス・ラーニングの機会を得られるので
す。やはり学校が持っている素晴らしい場所に行けますし、安全であるということです。
2 点目として、単なるボランティアで終わらないこと。大学生に相応しい学びを得られるように、
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そのあとに授業があるということです。ICU ですと事前と事後でずっとやっていますが、夏休みの
活動の前にサービス・ラーニングの入門、実習の準備をきっちりやって、それから夏休みに活動して、
そのあと皆さんでディスカッションをしたりシェアリングしたりする授業も持っています。学生さん
たちがプレゼンテーションやレポートをまとめるといった授業も用意しています。自分でボランティ
アへ行ったら、ただやったということで終わってしまうかもしれませんが、大学でこういう素晴らし
い授業を展開していれば、学生さんにとってもそこで自分に返ってくるものが多いと思います。私は
カリキュラムを見ましたが、東洋大学さんでもいろいろな授業を用意されていますね。しかもすごく
継続的です。2 年間というのは画期的な授業だと感動しました。
最後に、3 点目、4 点目ですが、大学で参加する意義は、学生同士で学び合えるということです。
皆さん、今横にお友達がいると思いますが、お互いに学び合えるんですよね。それからうれしかった
こと、悲しかったことを共感できる仲間がいるということはすごく大きい。しかも、この大学という
コミュニティの中にいることで、それを日常的に話し合えますよね。これはすごく大きいことです。
それから、大学生という今の立場であれば、皆さんは１年生の方が多いと聞いていますが、今後の大
学での学びに必ずつながってきます。大学でやっておけば、将来の生き方、卒業したあとの職業の選
択にもつながってくるわけですね。
最後に、ICU 生たちがサービス・ラーニングのその後にどんなことをやっているか、簡単に写真
で見ていただきたいと思います。
まず皆さんでシェアリングのための振り返りのワークショップをやる。プレゼンテーションをやる。
授業でもやりますが、中には学生で有志の団体をつくって自主勉強をしたりする学生もいます。そう
すると、さっきの上栗さんの話もあったように、大学祭に出ようよという話になって、ポスターセッ
ションをやったり、今年は「おもひで屋」という、お土産を集めて売るという活動をしました。あと
は受験生に対してプレゼンテーションするときもあります。オープンキャンパスに出ていって、こん
な体験学習をしていますよという大学のプログラムを紹介したりしました。
あとはメデュサン・デュ・モンド・ジャポンというところで活動した人などは、自分の活動先を知
ってほしいということで、講演会を開催しました。あとはパネルディスカッションをやってみたり、
またプチ・サービス・ラーニングと言って、新潟まで出掛けていって、地域興しや農業体験をもう一
回するというような人もいます。上栗さんももう一回石垣島に行きましたが、こうやって学生時代に
継続的に活動できるということですね。それから、私たちのところでは同窓会等を開いて卒業生にも
来てもらったりして、今度は卒業生との結び付きを持ったりしています。大学でこれから 2 年生、3
年生の学びがどんどん広がっていくということが、体験学習のとても素晴らしいところです。それを
大学でやるということが素晴らしいと思います。
今日たくさん出てきた言葉の一つに、
「出会い」というものがあったと思います。人に出会う、物
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事に出会う、自分に出会う。では、この出会いとは何かと言ったら、
「出て」
「会う」ということです。
だから、皆さんもぜひ大学を飛び出して、いろいろなものに出会っていただきたいと思います。日本
全国の大学生は今そういうことをやっています。ICU だけではなくて早稲田でもやっています。各
地の大学生がやっていますから、皆さんもぜひ現場で学んで自分を磨いていただきたい。それから現
場とかかわって学びを広げていただきたいと思います。
では少し長くなりましたが、これで今日の私たち ICU の講演を終わらせていただきます。ありが
とうございます。
（拍手）

司会 黒沼先生、上栗さん、どうもありがとうございました。せっかくの機会ですので、時間は限ら
れていますが、質問とか何かありましたらお受けしたいと思います。どなたかいらっしゃいますか。
先生方でも構いません。もしあればお受けします。

発言者 1 お二方とも貴重なお話を本当にありがとうございます。社会学部社会学科 3 年ハヤサキア
ヤコと申します。本日お伺いした中でとても気になったのが、現地の方が自ら継続してよりよいシス
テムを維持できるようにすることが課題だということです。とても難しい問題だなと思いました。私
は、現地の方に「こういったことをすればいいんだよ」という正しい知識を、よりよく理解していた
だくことが解決につながるのではないかと考えました。今情報社会でそういったことを現地の方にお
伝えする手段はいろいろあると思います。どういう聞き方をすればいいのかわからないのですが、こ
ういったことを伝えるためにはどういう伝え方をしたらベストか、何かお考えはありますか。

黒沼 それは皆さんが現場で直面する
問題ですよね。やはり教育の大切さは、
どの学生も言ってきます。どうやって伝
えたらいいか。上栗さんの話にもありま
したが、やはり未来のためにこれからの
子どもたちに伝えていくことはとても
大事だと思います。大学生って子どもた
ちと距離が近いですよね。少し上のお姉
さん、お兄さんだったりする。教えられ
るのではなく、その方とともに何か一緒
に活動したりすると、例えばサンゴだっ
たら一緒にシュノーケルすることによ
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ってサンゴの大切さがわかったりする。あと、ごみ捨てでも、
「ごみを捨ててはだめ」と言うのでは
なく、
「こういう活動があるよ」とか、例えば何かゲームをして楽しみを与えるといった、ちょっと
違うコミュニケーションで子どもたちに働き掛ける。そういうことは、問題を解決するために、教育
面で大学生が貢献できることだと思います。
そういう子どもたちを通して大人が気づくこともありますし、さっきもありましたが、ボランティ
アは上から目線では絶対にできません。お互いにやっていく、双方向でやっていくという姿勢ですよ
ね。そういう理解者であるために、やはり継続が大切だと思います。東洋大学の場合、とても長い期
間でやりますので、大学生はすごく継続的にできると思います。だから、小さいことの積み重ねだと
思います。きっと教育というのは、すぐには［結果が］出ないけれども、小さいことがやがては花開
いていくということですので、ぜひそういう小さいことを試していただきたいと思います。上栗さん、
いかがですか。

上栗 私のお友達で、サービス・ラーニングでフィリピンに行った子がいます。フィリピンでもごみ
問題はすごく多かったと聞きましたが、その子たちは、大人たちではなくまず子どもたちに働き掛け
をして、ごみを 1 袋集めたら 1 ポイントのような感じでカードを作って、賞品と交換する活動をした
と言っていました。村の方々には、ごみがないことがいいという発想がないので、
「ごみを捨てては
いけません」と言うだけではなく、地道に楽しみながら一緒になってごみをなくす努力をすることが
大切なのではないかと思います。その後はわかりませんが、そのときにそういう考え方を教えてあげ
る。一緒に考えることが大切なのではないかと思います。ありがとうございます。

発言者 1 ありがとうございます。

黒沼 ぜひそちらのフィールドでも応用して試してみてください。

司会 わかりました。長い時間どうもありがとうございました。
（拍手）
〈以上〉
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