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序 体験型キャリア教育の試み 

――キャリア分野 2019 年度の活動紹介―― 

 

箕 曲 在 弘 

東洋大学社会学部 

はじめに 

本稿は社会学部社会文化システム学科が開講する「社会文化体験演習」の 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、2011 年度から 4 年間、東洋大学の教育・研究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展開してきた「体験型教育プログラムによる地域連携

の推進」プロジェクトが母体となっている。このプロジェクトの実施過程において、2012 年度

より 2 年次以上が受講可能な選択科目「社会文化体験演習」を立ち上げた。当初は国際理解分

野、社会貢献分野、キャリア分野の 3 分野を開講していたが、2016 年度より国際理解分野と

キャリア分野の 2 分野に集約した。 

一方、2016 年度から 4 年間、同支援予算の支援を新たに受け、「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」プロジェクトを実施している。本報告

書は、このプロジェクト成果を記したものである。 

「社会文化体験演習」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を

目指している。なかでも「キャリア分野」では、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いる。 

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
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士、また学生と地域の人々が協同して活動することを通じて、学生のコミュニケーション能

力を涵養し、組織力をもち、かつ自主性をもった実践的人材の育成を果たす。 

   

まず、「受動的な学習」から「能動的な学習」への転換を促し、与えられた知識を吸収して

いくよりもむしろ、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。 

 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てもらっている。箕曲

は以前 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た。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、2014 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。初年度、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 12 名、2 年

生 14 名の合計 26 名の学生が集まった。3 年生はすべて昨年度からの継続履修生であり、彼ら・

彼女たちが主導して、FLAO をまとめている。2 年生は 32 名（社会文化システム学科以外の学

生 7 名を含む）の履修希望者のなかからおもに志望理由書をもとに 14 名を選抜した。2 年生は

今年度初めてラオスに渡航した者が多い。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コーヒー農民協同組合（以

下、JCFC）からツアーの受け入れ許可を得ている。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。 
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本年度のスタディツアーは、2019 年 12 月 20 日（金）から 30 日（日）の 11 日間開催され、

3 年 5 名、2 年生 14 名の合計 19 名が参加した。一方、箕曲に加えて、本年度は元 ATJ ラオス

コーヒー担当の名和尚毅氏も引率者として参加した。一方、本年度も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。ラオス語と英語の通訳として 5 名のラオス人も例年通り参加している。 

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、環境意識向上活動を実施するという目標を決めた。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、ゴミ問題に関する紙芝

居を制作し、現地の布をつかってエコバッグを作ることになった。また例年通り、NPO 法人

「ラオスのこども」から絵本を購入し、現地の小学校に寄贈した。 

12 月の渡航では現 2 年生が SDGs に関連する何らかの社会的課題を発見し、翌年度、自分

たちで解決に寄与するプロジェクトを立ち上げることになっている。こうして 2 年間の活動を

こなすことで、上記の人材育成の目標を達成しようとしている（図 1 参照）。 

 

 

図 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 

 

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。5 月ころに最初の意思確認をして、最終的には 10

月に渡航費の振り込んでもらっている。また、本プログラムは、日本学生支援機構の「平成 29

年海外留学支援制度（協定派遣）」と東洋大学の「海外留学促進奨学金（チャレンジ型）」の支

援を受け、成績や TOEIC などの得点をもとに選抜された履修生に支給型奨学金を与えている。 
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III 今年度の変更点 

１ 来年度までを見据えた大きな方針変更 

この数年のキャリア分野の課題は、班ごとの活動が中心になり、班の活動範囲のなかで新し

いことをしようとしても、たいしたことが思いつかないという点にある（会計班は粛々と会計

の仕事をしなくてはならないし、イベント班はイベントをする以外にない）。また、自分たちの

班のことしか考えなくなり、エフラオが取り組んでいる社会的課題の解決が何なのかが見えに

くくなってしまっている。さらに、販売量を増やすことを目的とする授業は、社会学部の教育

目的から考えて適切ではない。そもそもこの数年販売可能量と売り上げは横ばいなので、エフ

ラオを取り巻く制度的環境のなかでは、この量と売り上げが限界なのではないかと思う。 

そこで、授業の目指すべきものを考え直し、これからは何らかの社会的課題に挑戦する態度

を育成していくことに定めたい。そのため、来年度、エフラオは以下のように大きく組織的な

枠組みを変更する予定である。 

 

【メンバーはプロジェクト班に所属しつつ、年間 4 回の販売会の何かを担当する】 

 

①販売担当 

 販売会は年間 4 回に限定する（キックオフパーティ、白山祭、文京区博覧会、学内販売会）。

メンバーは発注、会計、封入、備品管理、シフトづくり、会場設営責任者、フライヤー制作、

映像制作、流通さん訪問担当、ラオフェス担当などに分かれる。3 年生と 2 年生がペアにな

るようにしつつ、できる限り一人の人に作業が集中しないように配慮する。 

 

販売活動はプロジェクトの実施費用を賄うためだけでなく、SDGs のなかでも重要なフェア

トレードについて内在的に学ぶ経験を得るためであったり、ラオスの受け入れ団体への感謝の

念を表すためであったり、さまざまな意義がある。わたしたちが現地で自由に調査やプロジェ

クトが実施できるのは、受け入れ団体の許可があるからである。販売活動は、その許可に対す

るお礼でもある。 

 

①プロジェクト班 

前年度の渡航のなかで見出した社会的課題の解決に寄与するプロジェクトを新 3年生が 4つ

程度立ち上げる。新 2 年生は、どこかの班に所属し、3 年生とともにプロジェクトを進める。

ラオスで実施するプロジェクト 2 つと、日本国内で実施するもの 2 つを設置する。代表は全

部の班を統括する。3 年生は 2～3 名程度で 1 班構成。2 年生は 3~4 名程度で 1 班構成する。

プロジェクトの実施にあたって、コーヒーの販売収益を使用する。 

 

［プロジェクトの例］ 
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日本の食肉加工が一般の人びとから排除されているという問題、貧困とは何か、支援とは何

か、コーヒー生産者の家計戦略など、さまざまな関心領域のもとで日本の同世代の人たちにラ

オスや日本の社会的課題を理解してもらうワークショップやゲーム、映像作品などを作成する。

あるいは、既存の映画上映会やトークイベントなどを企画実施する。 

一方、これまでの先輩が行ってきた支援活動（オリジナル絵本作り、先生向けの道具作り）

を引き継いでもよい。コーヒー版『指さし会話帳』の制作という案もあったが、まだ実現して

いない。さらに、農家の土づくりは大きな課題である（日本の農家から学べないか）。発酵の仕

方を変えてみる実験を企画してもよい。 

現地での気づきを踏まえて、日本で何かを学び、それを現地に還元する（道具、ワークショ

ップ、マニュアル、製品づくり、インフォグラフィクス）【for Laos】。あるいは、農と食、生

き方、貧しさ、支援のあり方など現地での気づきを踏まえて、日本の課題を発見し、わたした

ちの周囲の人たちに向けて、何かを伝える（ワークショップ、道具、ゲーム、絵本、インフォ

グラフィクス…）【from Laos】。SDGs に関連する社会的課題であることが条件である。 

 

 このような大きな方針変更を踏まえて、2 年次から 3 年次の各セメスターで学ぶテーマを以

下のように設定しなおす。 

 

① 2 年春学期「SDGs とグローバル・シチズンシップ」 

SDGs（持続可能な開発目標）に関連する社会的課題をラオスのスタディツアー時に発見

するための知識とものの見方を習得する。 

② 2 年秋学期「SDGs とプロジェクト・インパクト・リサーチ」 

SDGs に関連する試みのひとつであるフェアトレードを事例に、現地社会への経済的イン

パクトを調査する方法を学ぶ。 

③ 3 年春学期「SDGs とプロジェクト・メイキング」 

ラオス渡航を経て、現地の社会的課題を絞り込み、チームで解決に向けたプロジェクトを

立案する。課題解決型プロジェクトあるいは、インパクト・リサーチの企画のどちらか。

課題解決型プロジェクトは、ラオスあるいは国内で実施する。 

④ 3 年秋学期「SDGs とプロジェクトの展開」 

春学期に立案したプロジェクトにチームで取り組む。 

 

2 年生は、3 年生が立案したプロジェクトに参加し、準備から実施までの過程にともに取り

組む。同時に、フェアトレードコーヒーの販売活動にも従事する。現地の課題解決活動は、基

本的には渡航する 3 年生全員が主体となり、2 年生は 1 日だけ手伝う。この方法を通して市民

性／市民意識は自然と涵養されるはずだ（批判的思考、社会参画、課題発見、他者理解、プロ

ジェクトマネジメント、ジレンマへの対処など）。 
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２ 講義内容の変更 

上記の全体的な方針の変更を踏まえて、今年度の授業内容も大幅に改良した。春学期初回の

イントロダクションや事業計画の立案までは同じであったが、それ以降、次年度に向けた方針

変更を履修生たちに伝えたうえで、第 6 回目からはフェアトレードに関する学習、課題発見の

ための動機づけなどを目的に講義内容を変更した。 

 秋学期は、ラオス渡航に向けた事前の知識提供部分（ラオスの歴史やコーヒー栽培の方法、

ボラべン高原の地理やコーヒー栽培の歴史など）については同じにしたが、フェアトレードの

社会的・経済的インパクトを調査する意義に関する部分は、一層時間を割いて講義した。 

 とりわけ春学期に実施したフェアトレードに関する講義では、①一般的なフェアトレードの

歴史、②ATJ の民衆交易、③フェアトレードの影響研究のまとめ、といった 3 つの連続するテ

ーマを扱い、学生たちからコメントをもらった。以下は 1 回目と 3 回目の講義の後にもらった

コメントに一部である。コメントを読む限りでは、全体的によく理解し、鋭いコメントをして

いるように見受けられた。ここで考えたことをもう少し直接的にラオス渡航における学ぶに結

びつけることはできないかと考えている。 

 

● 1 回目の講義後のコメント 

フェアトレードについて何を理解したか？ どのような疑問が生まれたか？ 

今までフェアトレードの内容ばかり意識してい

たけれど、初めてフェアトレードの歴史について

知りました。また、ただ適正な価格で購入すれば

フェアトレードが成立すると思っていたが、その

商品の生産過程などにも基準があり、認証制度が

あるということを初めて知りました。 

ヨーロッパではフェアトレードの商品が盛んに

取引されているのに、日本ではなぜフェアトレー

ドが盛んではないのかが疑問に思いました。これ

は、私が今までフェアトレードを意識せず身の回

りにあるフェアトレード商品に気がついていない

だけなのかもしれないので、これから意識したい

と思いました。 

● 3 回目の講義後のコメント 

農民の平均所得の上昇や生産量の極大化はせずに維持やリスクを最小限にしようとして

いるという特徴や、パトロン=クライアント関係のお互いが損をしないような仕組みになっ

ているところが常に安定を求めているように感じ、問題に直面してもすぐに回避しようとい

う仕組みが成り立っているんだと思った。 

 また、体験演習の授業と直接関係ないが、毎年 4 月に新 1 年生向けに社会文化システム学科

が主催しているフレッシャーズキャンプでは、今年から参加型ワークショップを取り入れた。

ここではエフラオの活動について紹介した後、活動に関連する問いを出し、新 1 年生に考えて

もらう活動を取り入れた。このときメンバーは新 1 年生のグループに振り分けられ、アイデア

出しのサポートをしてもらった。 
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この試みは、メンバーと新 1 年生の双方にとって有益なものとなった。メンバーにとっては

ワークショップのファシリテーション技術を向上させる機会になり、新 1 年生にとっては学科

の特色ある教育科目の内容を深く理解することにつながった。入学当初からグループワークを

取り入れ、発言を促したことから、その後の 1 年ゼミの運営がこれまで以上に容易になったと

いう反応もあった。メンバーにとっても、自分たちの活動をしっかり理解し、1 年生のアイデ

アから刺激を受けることができたという感想をもらった。次年度も継続する予定である。 

IV 4 つの学習プログラムの成果と課題 

１ コーヒー販売パート 

今年度の収益は 50 万 1600 円、総支出は 48 万 5112 円であった。したがって、純利益は 1

万 6488 円となった（「団体の収支報告」参照）。純利益はそのまま支援品の製作費につかわれ

ることになっているが、今年度の支援品の製作費 9 万 920 円のうち、足りない分は昨年度の繰

越金から補った。一見、単年度の会計では赤字が出ているように見えるが、もともと年度当初

に繰越金をつかい、製品の制作に必要な機材を購入する予定だったため、計画通りの予算執行

となった。このパートにおける今年度の新たな取り組みは以下の 2 点である。詳しくは製品班

の報告のページを確認してもらいたい。 

 

①ドリップパックの製造販売 

 利益にあまり結びつかないため、ドリップパックの製造販売に関して、箕曲は消極的であっ

た。だが、学生たちが自主的に検討した結果、製造することになった。代表の大井くんは「こ

の試みは担当教員へのささやかな抵抗」だという。エフラオは箕曲のやりたいことを実現する

のではなく、団体の理念と照らし合わせて必要なことを自分たちで決める。今回のドリップパ

ックは、結果的にこれまで家庭にドリッパーがなく、家でコーヒーを飲まないような人たちに、

エフラオのコーヒーを届ける手段として機能した。幅広く自分たちの活動を知ってもらうのに

貢献したのである。こういう意味で、この試みは成功だった。 

 昨年度のオンライン販売も、箕曲は売り上げに結びつかないのは目に見えていたために消極

的であった。しかし、自分たちで試してみて、その効果を検証しながら、継続したり、停止し

たりするという試行錯誤を繰り返すことによってわかることも多い。このパートでは、教員の

意見に「ささやかに抵抗」することによって、学生たちのチームワークを醸成することに成功

しているといえる。 

 

②コーヒー石鹸の販売 

 昨年度のスタディツアーにおいて現地で急きょ購入したコーヒー石鹸とコーヒー果肉ジャム

であるが、7 月のキックオフパーティで予定通り販売した。この試みは、現地の同年代の若者

との関係構築という目的があり、現地の若者の取り組みを応援するという意義があった。 
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 すべての製品は完売したものの、製品そのものの課題が見つかった。たとえば、ジャムにつ

いては保存料を入れていないために帰国後すぐに腐ってしまった。石鹸については、スクラブ

のものはコーヒーの粒が排水溝に詰まってしまい不便であるという欠点があった。こうした問

題点を、現地の製造者に伝えるはずであったが、渡航前に準備をしていなかったため、現地訪

問の際、直接口頭で伝えることになってしまった。箕曲としては、口頭で説明するより、事前

に文書を作成し、販売の様子をうつした写真を添えるなどしてプレゼントするべきだった。こ

ういった形に残るものを作ることが、エフラオらしさであり、学生たちの学びになると考える。 

 

２ フェアトレード影響調査パート 

 このパートでは、今年度、事前学習をより一層強化した。これまでも家計調査の意義が十分

に学生たちに伝わっておらず、ここから得た学びがその後に活かされていないように感じてい

た。確かに、家計調査をすることによって、学生たちは農家がコーヒーだけを売っているわけ

ではないことが分かっていたようだが、フェアトレードの家計への影響を理解するための手法

のひとつであることを十分意識できていないようであった。 

そのため、今回は、まずフェアトレードがどれほど農家に影響を与えているのかという問い

は簡単には答えられないことを十分説明し、この問いに答えるための方法として「生計戦略論」

という概念を教えた。自作農は土地などの自然資源や家庭内の労働者といった人的資源などを

駆使して、自分たちの世帯を維持・拡大していく。生計戦略論はこうした仮説を指す。そうで

あるならば、農家が自分のもつ土地において何を育て、その育てた作物を自分たちで食べるの

か、あるいは売却するのかといった判断は、各世帯の置かれた多様な状況によって決まるとい

うことになる。とりわけ換金作物栽培を生業の中心とする農家は、売り先が多数ある場合、自

分たちが育てた換金作物の売却先ごとの売却量を自分たちで決めているはずである。 

この考え方にのっとり、ラオス渡航では家計調査の結果を用いて各家庭の生計戦略を考察し

ていく。このような分析手法を実践してみるという学術的な意義を強調した。上記の生計戦略

論にしたがえば、フェアトレード団体は農家にとって売却先のひとつとなる。家計調査を行い、

世帯ごとの家計の収支全体を明らかにする一方で、フェアトレード団体への売却先と売却量を

決めるロジックの考察を目的とする。大学 2 年生にとっては、相当難しい課題であるに違いな

い。しかし、この手法を用いることで、単に農家に「フェアトレードの効果は何か」と直接訪

ねるだけでは見えてこない部分に焦点をあて、より分析的なものの見方を身につけることを狙

っている。 

結果的に、一部の学生には箕曲の意図が十分に伝わっているように見えた。たとえば、農家

は与えられた構造のなかで受身的に農業をしているという考えが間違っていると気づき、農家

の自主的な判断や試行錯誤の様子について、家計調査のなかから「発見」してくれた学生たち

はいた。また、農家が一見のんびり生活しているように見えたが、家計調査をしてみると意外

とぎりぎりの生活をしていることが分かったという発言もあった。さらには、意図的か無意識

的かはわからないが、数字を追いかけることによって当事者の発言だけでは見えてこない実態
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を知るという、この家計調査の意義を教育局における聞き取りに応用してくれた者もいた（当

局の説明では郡内の教員数は足りないと言っていたが、数字上は足りているというずれに注目

した大井くんのエッセイ（186 ページ参照））。 

 ここでは現地社会に対する「ものの見方」を、実践を通して身につけてもらうという狙いが

ある。学生たちにはその後の人生のどこかの場面で、この「ものの見方」を応用し何らかの新

たな発見や気づきを得てほしいと願う。なお家計調査の結果は 142ページ以降に収録している。 

 

３ 国際協力パート――環境意識啓発活動 

 このテーマに決まった経緯は「活動の経緯（18 ページ）」と「ラオス班報告」（49 ページ）

を参照してほしい。このテーマを実現するにあたり箕曲から提案したのは、5 月に開催された

イベントへの参加であった。このイベントには元青年海外協力隊員でラオスに駐在していた木

村由佳さんが登壇し、現地での環境教育活動を紹介していた。その後、木村さんを本学に招聘

し講演していただいたうえで、グループワークを実施し助言をもらった。 

 今回、木村さんから青年海外協力隊の環境隊員が世界中で実施している環境教育がどのよう

なものかを教えていただき、それを参考にすることができた点はよかった。エフラオの行動指

針（31 ページ参照）のひとつとして、「ホンモノをめざす」を掲げている。これは学生として

の甘えをもつのではなく、あくまでプロの仕事に近づけるようにするということを意味する。

そのためには、社会人の専門家の助言を受けることが重要になる。木村さんは、まさに今回の

テーマにふさわしい専門家であった。学生たちは木村さんの講演を受け、プラスチックやアル

ミの分解年数をあてるクイズを自分たちのワークショップに取り入れた。一方で、学生たちは

猫が登場するオリジナルの物語を作り、ラオスの子どもたちにとって身近なものとして、ゴミ

問題を考えてもらうようにした。 

 また、エフラオでは形に残るものを現地の子どもたちに提供することを重視している。これ

をわたしたちは「支援品」と呼んできた。今回は現地の布をつかってエコバッグを子どもたち

自身で作り、これを「支援品」とした。事前に学生たちが制作する手間は省けたものの、昨年

通訳としてお世話になったムックさんに、現地の布の価格を調べて、購入してもらうなど、現

地側とのやりとりに時間を費やした。同時に、例年通り現地の通訳や学生たちと自分たちで連

絡を取り、ワークショップの台本の翻訳を依頼した。事前に学生たちが手分けして日本語から

英語に訳し、現地に送っている。箕曲は英語訳とラオス語訳の確認をしているが、現地の人た

ちに伝わる英語に直すことはなかなか難しいようで、例年かなりの修正を施している。とはい

え、この過程が学生たちの学びになると考える。 

 現地のワークショップは、毎年学生たちが通訳にムックさんと一緒に小学校を訪問して実施

しているが、初回はかなり苦戦する。今年も初回の反省会では何時間もかけて話し合い、ワー

クショップを主導する 3 年生たちは「●●になった場合は、▲▲する」といった具合に、想定さ

れるさまざまな状況に対する対策を考えていた。しかし、はじめてワークショップを手伝う 2
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年生には荷が重すぎるようで、3 年生の意図が十分に伝わっていないようだった。この様子を

見ていた箕曲は、「本当にこのやり方でよいか」と 3 年生たちに考えてもらう問いかけをした。 

不安を事前に解消するためにあらゆる状況を想定することには限界があり、その場における

臨機応変な対応ができなくなりがちだ。新たな試みをするなかでは「ミスをゼロにする」とい

う発想が、逆に現場のチームの動きを悪くする恐れがある。メンバーが楽しみながらワークシ

ョップを行えば、その雰囲気は自然と子どもたちに伝わるはずだが、ミスを減らそうと気を遣

っていると、自分たちが楽しめなくなり、全体としては逆効果になることもある。むしろ、「そ

の対策を施すことが、受益者である子どもたちの満足度や学習達成度を上げることにつながる

か」という視点をもって、改善につとめればよい。現場では 100 パーセントうまくいかなかっ

たとしても、大筋の流れが滞りなく進み、目的が達成できればよいのである。 

 ワークショップを取り仕切る学生は、言葉がなかなか通じない異文化環境で、各校 1 回しか

実施できないために強い不安を覚える。しかし、この不安にどのように対処するのかを、実践

のなかから身につけてもらう必要がある。こうした不確実性の高い状況のなかでプロジェクト

を実施する経験は、なかなかできない。これを乗り越えることで、学生たちはストレスへの耐

性がつき、挑戦的な環境のなかで高いパフォーマンスを発揮できるようになると考える（ワー

クショップの成果は「小学校訪問」（176 ページ以降）へ）。 

今回、初の試みとして、6 期ラオス班の制作物（紙芝居の絵とストーリー、環境カルタのク

イズ）を報告書の最後に収録した（236 ページより）。日本語、英語、ラオス語の 3 言語をその

まま記載している。今後、類似の企画を実施したい方々や、エフラオの後輩たちが新たな支援

品やワークショップを考えるうえで参考になるはずである。 

 

４ 体験の言語化～コーヒー生産者の生き方に学ぶ 

 昨年度渡航者向けの体験の言語化ワークショップを実施。今年度は春学期 2 グループ、秋学

期 1 グループの 3 グループに分けて、各 4 回程度のグループワークを行った。昨年度から引き

続き、「異和感」をもとに自分の思考を深めていく方式を取ったが、現地の人たちの行動の背景

にある考え方がうまく推測できない人たちがおり、この辺りは国内で考えるだけでは限界があ

るとわかった。しかし、なかにはよく考えられているものもあり、こちらが驚くような語りを

展開する者もいた。 

 今年度はワークショップを実施するうえで以下のような目的を設定し、趣旨説明文を配布し

た。序章の最後には昨年度から引き続き使用しているルーブリックを掲載した。ただし、この

ルーブリックはあまりよい出来とは言えないと考えている。今後改善していく予定である。 

 

【目的】 

自身のラオスでの体験によって何が変わったのか。自分の心の変化を正確に言語化し、他者

に伝え、聴衆の心を惹きつけ、聴衆の印象に残るプレゼンテーションをする。 
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→スライド（パワーポイント）を使った 5 分間のプレゼンテーションに仕上げる。 

【趣旨説明】 

4 回のワークショップを経て、自分の海外で得た経験を言語化し、5 分間のプレゼンテーシ

ョンにまとめます。TED のように、できる限りスライドは絵や写真を中心に構成し、自身の言

葉で表現してもらう。 

このプログラムでは、海外経験で得た違和感をもとに、その違和感の理由を、自分たちの社

会のあり方と比較しながら掘り下げて、相手の社会や文化の特質について自分なりの考えを持

つ。そのことを通して、自分が抱いていた自文化の固定観念を相対化することを目的とする。 

このプログラムを経験することでプレゼンテーション能力は確実に上がるばかりでなく、当

初は自分でも気づかなかった「ものの見方」を獲得できるはずである。 

 

 当初は全員が人前で発表することを想定していたが、そのような場所を設定する余裕がなく、

結果的に以下の通り 3 回の機会において、4 名が発表するだけとなった。 

 

1) 6 月 ボルネオ PJ 訪問時   …大井 

2) 7 月 開発人類学の授業   …福井、吉野 

3) 1 月 2 年生向け「体験の言語化」WS …三井 

 

 この発表のなかでも、岩井雪乃先生担当の「開発人類学」の授業では、ディスカッションも

取り入れた。プレゼンターの吉野くんは、昨年度の渡航をふまえて、「自分たちが見てきたラオ

スの小学校では先生が自分の小さな子どもを職場の学校に連れてきており、この様子に強い異

和感を覚えた」という経験から、職場に子どもを連れてきてはいけないという暗黙の規範を身

につけていたことに気づいたと語った。彼はこれを「見えない縛り」と表現した。 

だが、彼は「見えない縛り」は社会を生きていくうえで必要だという。箕曲はどうしてそう

考えるのかを吉野くんに問うたのだが、彼の回答は漠然としたものだった。ここに彼のこだわ

りがあるのではないかと気づいた箕曲は、岩井先生に依頼し、「ここでいう『見えない縛り』は

世の中に必要か」という問いを受講生たちに投げかけてもらい、考えてもらった。この回答を

得ることで、吉野くんもさらに自分の考えをふりかえられるのではないかと思ったのだ。 

結果的に、このディスカッションはたいへん盛り上がったようである。「見えない縛り」と

いっても、いろいろなタイプがあるという気づきから、受講生たちにはどういうタイプであれ

ば必要か／必要ではないかを、事例を挙げて説明してもらった。これは、わたしたちのもつ「暗

黙の前提」について、異文化における経験を通じて気づいてもらうという、認識の相対化をも

たらす重要な学びであると考える。 

文化人類学が他者との邂逅を通して、自己の暗黙の前提に気づき、世界観を更新していく学

問であるならば、こうした学びは文化人類学的なものの見方を実践する試みだったといえよう。
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今期の学生たちは、体験の言語化のワークショップを通じて、この文化人類学的な学びを実践

してきた。例えば、家計調査をして、彼らが自分の収入を包み隠さず教えてくれたことに異和

感を覚えた三井さんは、自分はこういう情報を人に伝えることによって人より収入が低いとみ

られるのが恥ずかしいものの、彼らにはそういった優劣がつくことで劣等感を覚えないのでは

ないかと推測した。これを渡航中のさまざまな経験から立証していく。それを踏まえて、自分

は周りの目を気にしすぎなのではないかと思い至ったという。 

ほかにも、市場で売り子の愛想があまりよくないことに異和感をもった佐久間さんは、本来、

ものの売り買いのやりとりはそれだけで十分等価だとされているにも関わらず、売り子が愛想

までふりまくのはむしろ等価性の原則を逸脱する行為なのではないかと考えた（本人はこのよ

うな難しい表現はせず、あくまで平易な表現をしているが…）。そう考えると、自分たちのほう

が過剰なサービスをしているのではないかと気づいたという。学生たちが異和感を覚えるポイ

ントは似通ったものになるが、それをどう展開するかは、ひとそれぞれである。ここには学生

たちのこれまでの人生経験が影響を与える。この思考の過程を知ることで、聞き手は「そう考

えたか！」と驚き、同時に自分の思考が活性化されるのである。 

 とはいえ、なかにはあと一歩の学生も多い。もっとも、この「あと一歩」は、箕曲の基準で

しかない。どう考えるのが「深い」ものなのかを、こちらで言語化していく必要がある。これ

まで 3 年間、体験の言語化ワークショップを行ってきた結果、30 種類くらいのプレゼンテーシ

ョンが完成した。これをもとに、少し学生たちが考えやすいようにファシリテーションの仕方

を再考していく必要がある。 

 もちろん、「異文化を通して自己の暗黙の前提に気づく」という試みは、これまでの人生経験

や観察力、思考力に影響を受けるため、全員が同じレベルまでできるようになるとは思わない。

また、箕曲が学生に考えてもらうように問いかけをするときに、「こう考えてほしい」という意

図が背景にあるのだが、その通りかあるいは想定以上の答えにならないときには、「なかなかう

まくいかない」と考えがちである。だが、これでは箕曲の考えている方向に学生の思考を誘導

することにつながる。一方で箕曲の経験と照らし合わせて、事実誤認であったり、おかしな解

釈をしたりする学生もおり、こういった場合にどこまで介入するかは手探りの状態である。こ

のような事例を踏まえて、インストラクションの仕方を改善していく予定だ。 

V スタディツアーの成果と課題 

 2 年生は家計調査、3 年生はワークショップに向けて活動するという元の形に戻した。ただ

し、2 年でも午前中の小学校の授業参観に参加したい人を募り、次年度の課題発見に寄与する

ように配慮した。 

 

１ 新たな取り組み 

①元オルタ―・トレード・ジャパン（ATJ）のラオスコーヒー担当者の参加 
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 今回、元 ATJ 社員の名和尚毅さんに、ラオスにおけるスタディツアーの引率者ひとりとして

参加してもらった。名和さんはもともと東ティモールに駐在していた経験があり、2014 年から

ラオスコーヒー担当となった。その後、2019 年に退職し、タイに移住したのをきっかけに、

ATJ との契約ベースで東ティモールとラオスを行き来し、両事業を現地側から支えている。 

 こうした現場で活動されている方がこのスタディツアーに参加していただいたおかげで、箕

曲だけでは伝えきれなかった現地生産者の最新情報を学生たちと共有することができた。とり

わけわたしたちが扱っているラオスコーヒーの輸入元の事業担当者であることから、現状のラ

オスコーヒーの品質について、専門家ならではの知見を提供してもらった。 

 学生たちはこの名和さんの仕事に大いに感化され、なかには「弟子入りしたい」という者ま

で現れた。この展開が、今度、どう結実するかまだ分からないが、ラオスの産地に入り込み、

名和さんの仕事を手伝ってくれる者が現れれば幸いである。 

 

②ワークショップにおける 4 年生の助言  

 今回はエフラオ OG で 4 年生の加藤萌音さんに参加してもらった。加藤さんは 4 か月間、首

都ビエンチャンで NPO ラオスのこどもでインターンをしており、インターン終了と同時に今

回の渡航の手伝いに入ってもらった。加藤さんは第 4 期と 5期にラオス班に所属していたため、

今回も小学校でのワークショップについてもらった。 

 名和さんを含め、これまでのスタディツアーでは、教員以外の方々の参加が現役メンバーた

ちによい刺激を与えてきた。今回も現役メンバーが加藤さんの経験から学び、それに続いてく

れればよいと願っている。 

 

③渡航中の「体験の言語化」の実施 

これまでの体験の言語化は帰国してから数か月たってから実施していた。時間を空けること

により、帰国後の考えの変化を取り込むことができるという利点があるからだ。しかし、現地

の人たちの行動の背景にある考え方に迫るには限界があった。彼らはどうしてそういう行動を

するのか、そう考えるのかを日本国内で事後的に推測しても、根拠となる出来事が何も思い至

らないのである。だが、渡航中から気になることについて意識を向けておけば、関連する事象

に目が行きやすいのではないかと考えた。 

 今回は、渡航前に個人の考察テーマをメンバー全体に共有してもらい、渡航直後からそのテ

ーマに関連する情報を集められるようにした。渡航中は毎日、全員がひとり 1 分間スピーチを

おこなった。これまでは時間がなく、箕曲のコメントはできる限り控えていたが、今年は名和

さんと箕曲で 2 グループを作り、一人一人に対してコメントを返すようにした。名和さんが担

当した学生についても、スピーチが終わった後に情報を共有してもらうようにして、全学生が

どのように日々の発言を変化させてきたかを、箕曲のほうで記録していった。 

 そのうえで今年は「生活に寄り添う」という方針を早々に打ち出し、渡航中何度か、箕曲が

この方針について話し、できている学生がいればその学生の見方を全体に共有するようにした。
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フェアトレードがコーヒー生産者の生活全体のなかでどういう意味を持っているのかを家計調

査を通して考えるのと同じように、各自が掲げるテーマについても現地の人たちの目線にでき

るだけ近づくことを求めたのだ。たとえば、ゴミ問題や衛生問題、フェアな価格、望ましい買

取の方法など、それぞれ考えたいテーマごとに、どれだけ現地の人たちの生活に寄り添えるか

という基準で、箕曲は学生の思考を活性化させる問いを投げかけた。 

 渡航前に挙げたテーマのままずっと変わらなかった者もいれば、渡航後に変わった者もいた。

もちろん、どちらであっても構わない。どちらか一方に定めるのではなく、学生たちの現地に

おける気づきに寄り添うようにした。 

 この結果、学生のなかには積極的に現地の農家から話を聞きたいと、箕曲や名和さんを呼び

止めて、彼らにたくさんの質問を投げかけたり、われわれに直接、「これはどういう意味か」と

意見を聞いてきたりする者がいた。これは昨年までは見られなかった現象だ。 

 

③体験の言語化／課題発見のための自由活動日の設定 

 最終日の 1 日前には、自由行動の時間を設けた。これまでの１分間スピーチでだいたいの関

心が定まってきたため、箕曲のほうから「Jing Jhai Coffee」「村落」「市場」の 3 か所に車を

出すことにして、学生たちにはどこに行って何をするかを決めてもらった。Jing Jhai Coffee

では JCFC と袂を分かったマイケル・ウッド氏に会い、彼らの取り組みについて聞き取り調査

をすることにした。ここは箕曲が同行した。村落では再度、鶏の屠殺に挑戦したり、村人に話

を聞いたりした。ここは名和さんが同行した。最後に市場では、ムックさんと加藤さんが同行

し、店の人たちに聞き取り調査をした。 

 村落は町から近いほうがよいと思い、プーマッコ村のチャムパさんに依頼したが多忙とのこ

とで断られてしまった。結局、JCFC の倉庫のあるプーオーイ村を訪れることにした。マイケ

ル氏にもメッセンジャーでアポを取り、急きょ会ってもらえることになった。 

 マイケル氏とは 2 時間に及ぶ聞き取りをおこなったが、録音したものは帰国後に業者に依頼

し、文字起こしをしてもらった。報告書に収まる量ではなかったため、団体内での共有にとど

めることにした。メンバーのエンさんが積極的に質問してくれたため、かなり深く話を聞くこ

とができた。 

一方、村落訪問では 2 回目の屠殺を実施し、屠殺経験を言語化しようとしていた 2 名のメン

バーにとっては、自分の思考を一層深める貴重な経験となった。村落と市場では学生たちは即

興で住民に質問を投げかけたのだが、質問の意図が相手に伝わらないことが多々あり、通訳は

困ったようである。たとえば「ゴミがたくさん落ちていることについてどう思うか」「店の人が

笑顔でないことについてどう思うか」など、多くの学生の質問は漠然と「どう思うか」といっ

たものであり、相手は回答に窮する。こちらの目線で気になることは、相手も気になっている

という前提で質問しているのである。 

これでは相手に迷惑をかけるだけで、有益な結果はほとんど得られない。もっとも時間が十

分にあれば、試行錯誤する余地はある。しかし質問時間が 1、2 時間しかない状況では、あら
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かじめ何を聞くかを準備しておく必要があるかもしれない。そもそも、漠然と「どう思うか」

ではなく、「ゴミが落ちているときに、自分でゴミ箱に捨てたことはあるか」のような事実質問

を積み重ねていくという、基本的な手法を指導する必要がある。 

また、毎朝の市場における自由な時間にもいくつか学生の質問を訳したが、信頼関係がない

と聞きにくいことを、いきなり聞いてしまうので相手が困ったことがあった。たとえば、児童

労働に関心のある学生が「今日は、学校は休みなのか」「平日も市場で売り子をしているのか」

と突然、10 歳くらいの子どもに聞くといったものだ。当然、子どもはいきなり外国人にこう聞

かれても警戒して答えられない。よくやってしまいがちな初心者のミスである。（とりわけ発展

途上国の）異文化環境におけるインタビューの難しさを理解してもらいつつ、何らかの対策を

立てる必要がある。 

 

④帰国後の「体験の言語化ワークショップ」 

 最終日には例年通り 2 分間スピーチをして締めくくった。しかし、今年はこれまでの１分間

スピーチを踏まえて、自分の気づきをきっかけに、現地の生活に寄り添い、彼らから学んだこ

とを言葉にしてみるという「体験の言語化」の枠組みに合わせてスピーチしてもらうことにし

た。このような縛りを設けたために、学生たちはうまくまとまらないままスピーチすることに

なってしまった。この結果、例年のように「やり切った」という感覚はなく、悶々としたまま

帰国することになった。 

 そこで、この 2 分間スピーチを受けて、1 月 24 日（金）の夜に特別授業として「体験の言語

化ワークショップ」を実施した。ここで班ごとに話し合ってもらい、自分のテーマについて再

考する機会を設けた。ここでは、3 年の三井さんのプレゼンテーションをひとつの手本として

聞いてもらい、箕曲からメンバー全員のテーマについて、それぞれどう考えるべきかコメント

したうえで、個人作業に入ってもらった。このワークショップを経た結果が、186 ページから

の「経験を通じた自己変容」にまとめられている。 

ちなみに、昨年までは「個人の成長の記録」というタイトルにしていたが、これだと安易な

成長物語に回収されてしまうという問題があった。つまり、自分はラオス渡航を経て英語で話

すことへの抵抗感がなくなり、もっと英語を学びたくなったといった類のものだ。これは極め

てワンパターンな語りであり、現地社会への理解が深まったり、フェアトレードや教育支援に

関するものの見方が深まったりするわけではない。そこで、「成長」ではなく、自分のものの見

方の変化という「体験の言語化」の趣旨に沿ったタイトルに変更したのである。 

 

⑤プー・テバターホテル経営者の生活史 

 今回、パクソン滞在期間の宿をサバンナゲストハウスから、プー・テバターホテルに変更し

た。このホテルは町の中心地から少し離れているため、空き時間に市場に散歩に行くことがで

きなくなってしまった。しかし、ホテルに併設されている会議室は広く、ミーティングをする

環境はよりよくなった。 
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 このホテルのオーナーは中華系ラオス人であった。今回の渡航メンバーに中国からの留学生

であるエンさんが、中国語を駆使して、この経営者の生活史を聞き取ってくれた。パクソンに

住むようになった経緯やホテルを開場するに至った経緯について教えていただいた。聞き取っ

た内容はエンさんに文字起こししてもらい中国語のまま本報告書に掲載した（226 ページより）。 

 

２ スタディツアーの課題――内容の詰め込みすぎ 

 スタディツアーの内容は毎年少しずつ変更しているが、毎年、約 1 週間の渡航のなかでやる

べきことが多く、内容を盛り込みすぎではないかと懸念している。2 年生は家計調査、3 年生

は課題解決ワークショップという形で目的を明確に分けたものの、毎晩夜 11 時過ぎまでミー

ティングがあり、就寝は夜 1 時くらいになっている。朝は 7 時にはすでに起きている状態であ

る。幸いなことに体調を崩す学生はあまりいなかったものの、後半は疲れ果てている学生が多

く、1 分スピーチでは自分が何を話したのか覚えていないという者までいた。 

 とりわけ、毎回小学校ワークショップ後に校庭で子どもたちと遊ぶことになっているが、こ

の遊びに参加した学生はその晩のミーティングで疲れ切っている。これでは重要な学びの時間

が無駄になってしまう。どのように改善していくかを渡航中も考えていたが、よい案が浮かば

なかった。今後も継続して考えていきたい。 

VI 次年度に向けた提案 

①全員が社会的課題の解決に向けた取り組みを実施 

 これは提案というより決定事項であるが、次年度はメンバー全員が何らかの社会的課題の解

決に向けた取り組みに従事する。SDGs に関連する課題に取り組むことを通してグローバル・

シチズンシップを涵養していくことを目的とするならば、取り組むべきは貧困や不平等、環境

破壊、人権問題といったグローバルイシューの解決である。これを「社会的課題」と呼び、ラ

オスのコーヒー産地において SDGs に関連した何らかの課題を発見し、自分たちにできる取り

組みに挑戦する。 

 

②レポートの課題の変更 

 今年度十分に達成できなかった課題のひとつにレポート題目の改善がある。これまでは本報

告書に記載することを前提に、学生たちに「家計調査結果」や「経験を通じた自己変容」につ

いて書いてもらっていた。だが、より体験演習の授業の目的に即した形で、レポートの課題を

変えたいと考えている。すなわち、①家計調査（生計戦略論に立脚したフェアトレードの影響

調査）、②国際協力（SDGs に関連した課題解決プロジェクトの立案と実施）、③体験の言語化

という 3 つの学習パートに即してレポートを書いてもらう。①と②に関しては文献などを適宜

引用し、自分の調査結果や経験を通じて文献の記述に批判を加えるという形にしたい。こうす

ることで、自分の経験を通じて批判的思考を養うという目標により近づくはずだ。  
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Smile F LAOS の活動のあゆみ 

 

大 井 翔 太 郎 

社会文化システム学科 3 年 

I 活動の経過 

 当団体の活動の発端は 2013 年に遡る。2013 年の 12 月に箕曲在弘助教（当時）の指導の下

ラオスにスタディツアーとして渡航した東洋大学 2 年生の学生らが、「ラオスの子どもたちに

何かしたい」という思いから、翌 2014 年に団体発足した。団体名の Smile F LAOS（以下、

当団体／エフラオ）は、団体立ち上げ時に当時のメンバー全員で決定したもので、”F”は”For”

と”From”をかけており、ラオスからの幸せな笑顔とその笑顔のために力になりたいというとい

う思いが込められている。6 年目となる第 6 期は、コーヒー販売事業・国際協力事業（支援活

動）・体験の言語化というエフラオの基本モデルを踏襲した。今年度独自の目標や、エフラオを

取り巻く環境は「III 今年度の団体を取り巻く環境と方針転換」に詳細を記述している。 

 当団体の基本モデルは、コーヒー販売事業によって収益をあげ、その一部を使って支援品を

つくり、現地の社会課題の解決を試みるものである。また、2 年目の活動となる 3 年生はスタ

ディツアーでの体験を言語化することで、新しい活動のヒントを得る。今年度は、コーヒー販

売事業の抜本的な見直しを行い、社会的課題の解決に取り組むことを重視した方針転換を行っ

た。詳細は、後述している。 

 当団体は「スタディツアーを通して発見したラオスの社会的課題を伝え、コーヒー販売事業

の収益によって、ラオスの子どもたちがよりよい生活を送れるようなきっかけ作りへ」という

団体理念を掲げている。昨年度の支援活動は、新規活動の「学習意欲向上活動」として「すご

ろくの寄贈・ワークショップ」と、2 期から継続している「読書普及促進活動」として「絵本

の寄贈」を行った。当団体は 3 期から教育支援に力をいれており、支援品は私たちが帰国した

後にも現地の先生方に使っていただけるよう心掛けてきた。毎年、現地の小学校でワークショ

ップを行った後には先生方にインタビュー調査をしていて、そこで得た知見を活かして「渡航

後にも使ってもらえる教育支援品」をつくることを意識していた。また、絵本の寄贈は毎年好

評で、継続することが重要と判断し今年度も継続することとした。 

当団体の活動は、春休みの新 3 年生ミーティング（以下、MTG）から始まる。ここでは新 3

年生が前年のスタディツアーで発見した気づきをヒントに、現地の社会課題を考察し、どのよ

うな支援をするか模索する。今年度の新規活動として新 3 年生が集まって話し合ったところ、

現地で感じた課題として意見が多かったのは、ごみが村中に散乱していることだった。道路際

にプラスチックゴミが散乱し、学校では校舎の裏側でゴミの種類を問わず燃やされている現実

を見た。そこで今年度は、「ごみ」や「環境」といったキーワードに位置づけ、支援品を検討し
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始めた。しかし、この課題は当団体が今まで取り組んできた支援活動の中でも規模の大きなも

ので、話し合いは難航した。そこで支援品作成を担うラオス班は、①「自らの知識を高め、よ

り本格的な内容にするために環境についての専門家の方にお話を伺う。また日本のゴミ問題で

はなく、世界のごみ問題に関しても調べる」ことと、②「昨年度スタディツアーに参加したラ

オス人学生が環境科学部に在籍しているため、彼らとコンタクトを取り、現地のごみ問題につ

いてアドバイスをもらう」ことを念頭に置いた。その中で、ラオスではゴミ処理のインフラが

整っていない現状を踏まえ、子どもたちに「ごみ問題を問題として認識してもらう」ことを目

標にし、長期的な目線での課題解決に取り組むことに決定した。 

 よって今年度は、2 期から継続している「読書普及促進活動」と、新規の「ごみに対する意

識改革」を国際協力・支援事業とした。では、具体的にこれらはどのようなことを行うのか。

「読書普及促進活動」では、当団体が 4 年前から関りを持っている国際協力 NGO 団体「ラオ

スの子ども」に引き続き協力を仰いだ。「ラオスの子ども」で出版しているラオス語の絵本の購

入し、4 校に寄贈するものである。「ごみに対する意識改革」では、紙芝居・環境カードゲーム・

工作（エコバック作り）の 3 部で構成するワークショップを行った。簡単に、一つ一つ紹介し

たい。紙芝居は、環境問題やゴミに関する知識を「インプット」することが目的である。紙芝

居は団体オリジナルのものを制作し、子どもたちの興味をそそるように工夫した。次に環境カ

ードゲームは、紙芝居でインプットした知識を「アウトプット」することが目的である。紙芝

居の内容に関連させたり、チーム対抗で遊べるように工夫したりすることで、子どもたちが楽

しみながらゴミ問題に触れられるようにした。最後の工作は現地の布を使ってエコバックを作

り、「ワークショップを思い出して、自ら環境に良い行動をしてほしい」という願いを込めた。

これらワークショップの中身や支援品は、ラオス班を中心に 1 年かけて制作したもので、その

詳細の過程や経緯はラオス班の活動記録に記載がされている。また、スタディツアーでの成果

は本報告書の海外活動に詳細が記載されている。 

 以上が、今年度の支援活動「読書普及促進活動」「ごみに対する意識改革」の内容である。こ

の支援品を制作するにあたり、コーヒー販売事業で約 9 万円の純利益を得ることを目標にした。

コーヒー販売事業の班は昨年度の設置班を継続した。その結果、継続メンバーの中で、代表は

大井翔太郎、副代表は秦泉寺祐花、渡辺未来が務めることに決定した。尚、通例として代表は

班に所属しないが、今年度は例外で大井は広報班を兼務した。班については、製品班は岡本紀

香、イベント班は佐藤茜、広報班は横尾若菜、ラオス班は原実優、会計班は三井彩貴が各班の

代表に就いた。メンバーは 3 年継続者 12 名、新規 2 年生 14 名の計 26 名となった。 

II 目的・目標・班構成について 

 本活動の目的は、次の 3 点がある。 
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① ラオスコーヒーを大学内と大学に縁のある場所で販売することで、フェアトレードに馴染

みのない東洋大学生や、職員の認知度を高め、東洋大学内での認知度を高める。 

② 製品販売の売り上げ利益の一部を利用し、読書普及促進活動としてラオス語の絵本を寄贈

し、環境問題をテーマとしたワークショップを展開する。 

③ 5 期の渡航で新たな関係を築いた「若者組」などと協力し、スタディツアーで現地の社会

的課題の解決を手助けする。 

 

これらの目的達成のため、各班は班目標を設定した。詳細は各班の活動記録に記載がある。

この目的達成のため、コーヒー販売事業で約 9 万円の利益を出すことを目標にし、そのために

コーヒーの年間販売目標量を 120 ㎏（生豆量）に設定した。そのうえで前述の通り、製品班・

イベント班・広報班・ラオス班・会計班の 5 つを設置した。各班の構成人数は製品班が 5 名［2］、

イベント班が 6 名［3］、広報班が 6 名［3］、ラオス班が 5 名［2］、会計班が 4 名［2］である。

（［ ］は内数で、継続の 3 年生の人数）また、今年度は従来の基本モデルを踏襲しつつも、今

後の団体の活動を鑑みて団体を取り巻く環境を整理し、方針転換をし始めた。詳細は、次に詳

述する。 

III 今年度の団体を取り巻く環境と方針転換 

当団体のような学生主体の団体活動は、年を重ねるごとに活動のノウハウを蓄積し活動範囲

や規模を拡大しようとする。しかしそれと裏腹に、団体設立当初の理念が揺らいでしまったり、

活動に参画するメンバーの意識がマンネリ化してしまったりする危険性もはらんでいる。例え

ば近年、当団体の収益は成熟傾向にあり、これ以上の拡大はコーヒー販売をやみくもにさせて

しまうという懸念があった。また、当団体が社会学部、とりわけ社会文化システム学科のプロ

ジェクトとして、社会学的な学びを取り入れた社会課題解決のきっかけをつくるなどの支援事

業に重きを置く方針に転換する必要性があった。なぜなら当団体にとってラオスコーヒーのフ

ェアトレードによる販売は、目的であるよりも手段である必要があるからだ。そこで今後の団

体のあり方を再考した時、より一層目指すべき姿は、「社会課題の解決を通してグローバルシチ

ズンシップ」を体現するような団体であるという結論に至った。そこで、今年度は社会的関心

が高まっている持続可能な開発目標（SDGs）の達成に向けた活動を積極的に行うこととなっ

た。SDGs とは、「2001 年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として、2015 年

9 月の国連サミットで採択された（略）2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目

標（外務省 HP）」である。これをどのように取り入れたかは、IV の「春学期と秋学期の活動

内容」に記載している。 

また、今後段階的に団体の方針や活動を変革させていくことを目指し、今年度をその変革の

準備期のような位置づけとした。具体的には、コーヒー販売事業について大きく見直した。従
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来、学外イベントへの出店は、

当団体のゆかりがない地で支援

活動やラオスコーヒーの認知度

を高めるために行っていた。し

かし、昨年度出店したイベント

はそれぞれ規模や収益にばらつ

きがあり、在庫を抱えることの

できない当団体にとってイベン

ト回数が多いことは大きな負担

があった。加えて、昨年度開始

したネット販売はそのターゲッ

トを絞り切ることができず実績

が不十分であった。そこで今年

度はコーヒー販売事業の集中化によって、当事業の負荷を減らし支援事業や社会課題解決のた

めの学習に時間を割くこととした。これは不特定多数に当団体の認知度をやみくもに高めるの

ではなく、学内の学生や職員など、関係者の認知度を強固に高めるための戦略である。これに

より、学外イベントの出店は昨年度の 5 つから 1 つへ、ネット販売と委託販売は廃止した。一

方で、コーヒーの販売機会を減らしながら昨年度と同じ販売量を目指すため、継続する販売会

はそのコンテンツを充実させる必要があった。例えば製品班は販売会でニーズの幅を広げるた

めにドリップパックを開発した。これにより 1 回あたりの売上を増幅させ、販売会の負担を減

らしつつ支援品を作るための確実な資金確保を試みた。他にも、イベント班はラオスの教育支

援を強調した装飾の模索を、広報班は英語版のリーフレットを作成するなどした。詳細は、各

班の活動記録に記載している。 

 よって、今年度の 2 年生からはコーヒー販売事業を継続しながらも、支援活動では次ページ

の図のようなモデルに変革させることが模索される。これにより、国外活動のラオススタディ

ツアーにおける教育支援は主に渡航が 2 回目となる 3 年生が中心に行い、2 年生は家計調査や

社会課題発見のための活動に集中する方針とした。また、学内外で SDGs のことを積極的に学

ぶことが推奨された。 

IV 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

学期にはラオス渡航に向けての準備を念頭に置き、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 限は主に班活動と体験の言語化を行った。

図：17 の SDGs アイコン 
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班活動は、昨年まで国内班活動のみを指し

ていたが、今年度はスタディツアーでの班

活動の時間も確保した。これには第 6 期の

3 年生の意向で実現させたことで、詳細は

後述している。体験の言語化については、

前年度ラオスに渡航した 3 年生が、複数の

グループに分かれ実施した。また、昨年度

までは 6限後に実施していた 3年生だけの

ミーティングは廃止した。これについても、

詳細は後述している。 

 ローテーションで授業内容を議事録にす

ることは、継続して行った。これにより、

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。議事録を始め

とする各書類は、オンラインストレージサ

ービス、Dropbox にて保管した。今年度は

早い段階から記録を習慣化することを目的に、2 年生が中心となって議事録を作成した。編集

と印刷は代表と副代表の 3 人で順番に行った。 

 

１ 春学期 

 

 5 時限目 6 時限目 

（3/22〔金〕 春休み新 3 年生 MTG） 

（3/29〔金〕 春休み新 3 年生 MTG） 

第 1 講 

4/12 

オリエンテーション、自己紹介 

エフラオの変遷 

グローバルシチズンシップ 

班紹介 

第 2 講 

4/19 

班決定 

フレキャン発表の練習 

フレキャン事前打ち合わせ 

第 5 期広報動画の紹介 

（4/20〔土〕～21〔日〕 社会文化システム学科フレッシャーズキャンプ） 

第 3 講 

4/26 

春学期のスケジュール 

学習目標の設定 

今年度の支援品について 

班活動 

（ゴールデンウイーク） 

第 4 講 班目標の中間発表 班活動／体験の言語化 

図 支援活動における新たなモデル（仮） 
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5/10 今年度のエフラオの運営について 

（5/11〔土〕 放課後ずかん主催イベント） 

ラオス・バリ環境教育～放課後からはじめるサステイナブルな未来 vo.3～ 

第 5 講 

5/17 

班目標の最終発表 

エフラオの歴史、プロジェクトの背景 

ゲスト訪問①ドリップパックプロジェ

クト 

班活動／体験の言語化 

ラオフェス打ち合わせ 

第 6 講 

5/24 

スタディツアーについて 

講義：フェアトレード 

ラオフェス打ち合わせ 

班活動 

（5/25〔土〕、26〔日〕 ラオスフェスティバルでの販売補助） 

第 7 講 

5/31 

講義：フェアトレード 焙煎業者訪問確認 

会計班ワークショップ 

班活動／体験の言語化 

（6/1〔土〕 焙煎業者訪問） 

第 8 講 

6/7 

焙煎業者訪問振り返り 

キックオフの予約について 

支援品について 

班活動 

第 9 講 

6/14 

講義：フェアトレード 第 6 期広報動画の確認 

班活動／体験の言語化 

第 10講 

6/21 

講義：SDGs 班活動／体験の言語化 

第 11講 

6/28 

ゲスト訪問②ボルネオプロジェクト 

国際理解分野との交流 

班活動 

第 12講 

7/5 

班活動／体験の言語化 ゲスト訪問③元青年海外協力隊  

木村由佳氏 

3 年生 MTG 

第 13講 

7/12 

講義：プレゼンテーション 班活動／体験の言語化 

製品班ワークショップ 

第 14講 

7/19 

ゲスト訪問④ISR ConnaAction ラオス班発表 

班活動／体験の言語化 

（7/22〔月〕 キックオフパーティー） 

第 15講 

7/26 

春学期の総括 

キックオフ振り返り 

休講 

（8/3〔土〕 VOLUNTEER MEETs2019） 
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（8/9〔金〕～11〔日〕 マネジメント研修） 

（9/6〔金〕 夏休みミーティング） 

 

① 春休み新 3 年生 MTG 

 新 3 年生で集まり、今年度の支援品に関する話し合いや各班の 4 月の動きの確認をした。併

せて、代表と副代表を選出した。今年度は出席者による推薦投票で決定した。継続メンバーの

班異動はなかったが、広報班については秋学期から諸般の事情で 3 年生が 1 人になってしまう

ため、動画作成の経験がある代表が広報班を兼任することになった。今年度はいずれの班も継

続メンバーが 2 人以上いたため、安定した準備ができた。 

 

② 社会文化システム学科フレッシャーズキャンプ参加 

社会文化システム学科では毎年新入生を対象に、八王子市にあるセミナーハウスで 2 日間の

フレッシャーズキャンプを実施している。今年度は初めての試みとして、1 日目に課題解決型

のワークショップを行った。このワークショップは東洋大学グローバルリーダーキャンプに指

定されており、当団体の 3 年生 5 名がファシリテーターとして運営補助をさせて頂いた。以下

は、当団体が提示したワークショップの課題である。 

 

③ 班目標の設定 

 第 3 講～第 5 講で、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「各班計

画書、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。

事業計画書では、先述した当団体の方針転換を記載した。 

 

④ ラオス・バリ環境教育～放課後からはじめるサステイナブルな未来 vo.3～ 

→ラオス班の報告参照 

 

⑤ ゲスト訪問１：ドリップパックプロジェクト 

第 5 講の授業では、ラオス産のフェアトレードコーヒーを取り扱うインカレの学生団体、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）をお招きし、団体の紹介や活動

「ラオスの初等教育の課題のひとつは算数です。算数の成績は国際的にみて低く、この課

題を解決していくことが求められています。（当団体の団体紹介で紹介した）予算、対象人

数、渡航学生の人数、渡航期間などを踏まえて、私たちにできることを考えてください。」 



社会文化体験演習活動報告書 第 2 分冊（キャリア分野） 

25 

の展望を聴いた。例年ラオスフェスティバルにおいてドリプロのコーヒー販売を手伝って、2

年生を中心にコーヒー販売を体験させて頂いており、その打ち合わせも行った。 

 

⑥ ラオスフェスティバル 

5 月 25 日・26 日の 2 日間、代々木公園にてラオスフェスティバルが開かれた。当団体はこ

のイベントで、ドリプロの販売補助とサブステージの司会進行を務めている。 

 

⑦ 会計班ワークショップ 

 新規取り組みの 1 つで、会計班がエフラオのコーヒー販売事業の仕組みや前年度の収支報告

をした。理由は、前年度に焙煎業者を訪問した際、新メンバーのほとんどが当団体の基本的な

マネジメントを理解していなかったという反省があったからだ。 

 

⑧ 焙煎業者訪問 

6 月 1 日（土）には、静岡県菊川市に赴き、エフラオが販売しているコーヒーの焙煎を委託

している（株）流通サービスに伺った。今年度は箕曲先生の引率がなく、ドリプロのメンバー

も一緒のバスで向かった。この訪問はドリップパック工場や焙煎の見学をさせて頂くだけでは

なく、今年度の発注計画の打ち合わせも兼ねている。（株）流通サービス代表取締役の服部さん

は、エフラオが初年度から大変お世話になっている方で、コーヒーやフェアトレード・農業の

お話を伺った。新メンバーにとっては、初めてコーヒーの製造過程を目にする機会であり、服

部さんのお話にも、毎年刺激を受けている。 

 

⑨ ゲスト訪問２：ボルネオプロジェクト 

 早稲田大学ボランティア団体のボルネオプロジェクトにお越しいただき、社会文化体験演習

キャリア分野（当団体のこと）と国際理解分野で交流した。それぞれ団体紹介や成果報告をし、

交流を深めた。また、ボルネオプロジェクトのメンバーの一人が主催するボランティア団体同

士で悩みを共有するイベント「VOLUNTEER MEETs2019」が 8 月に開催されることを知り、

代表がそれに参加した。 

 

⑩ ゲスト訪問３：元青年海外協力隊 木村由佳氏 

 5 月の放課後ずかんのイベントで知り合った元青年海外協力隊の木村由佳氏をゲストにお招

きし、ラオスでの活動についてご講演していただいた。また、当団体の支援品について貴重な

アドバイスを頂いた。（ラオス班の報告参照） 

 

 



Smile F LAOS の活動のあゆみ 

26 

⑪ 製品班ワークショップ 

 昨年度から始めた取り組みで、製品班の 2 年生が主体となってコーヒーの知識を 2 年生向け

に共有するものである。今年度は新規取り組みのドリップパックについてその背景や特長を共

有することで、今後の販売会でラオスコーヒーを魅力的に伝えられるようにした。 

 

⑫ ゲスト訪問４：ISR ConnaAction 

 フィリピンのプノン村の支援をする東洋大学の学生団体、ISR ConnaAction さんにお越しい

ただき、活動紹介をしていただいた。現在、地域資源を活かしたコミュニティビジネスの確立

のためココナツ石鹸を販売していて、その売上を伸ばすための施策を当団体と一緒にワークシ

ョップを通して考えた。 

 

⑬ キックオフパーティー 

 詳しくはイベント班の活動報告に記載があるが、運営の観点から概観を記述する。今年度の

キックオフは、販売会の回数削減のため昨年よりも多くの量を売らなければならなかった。ま

た、新しい商品としてドリップパックとコーヒー石鹸を販売した。振り返りでは Google フォ

ームを新しく活用し、振り返りの質向上を図った。これにより活動時間の効率化、来年度への

引継ぎの充実化ができた。 

 

⑭ マネジメント研修 

 マネジメント研修は毎年、（株）オリジン・コーポレーション代表の横山さんと（株）流通サ

ービス代表取締役の服部さんとが講師となって上記のドリプロと当団体向けに開催して下さっ

ている研修である。この研修は希望者の参加だが、参加したメンバーはマネジメント力・戦略

構築力などを向上させており、今年度も開催を依頼した次第だ。 

 

■ 春学期の団体運営 

 以上が春学期の大まかな流れである。ここに詳述した以外の事柄でもメンバーは学習や班活

動に取り組んでいる。今年度の団体運営に関する大きな変更点として、3 年生 MTG の廃止が

ある。これは今年度の 3 年生で熟考の上決定したことで、必ずしも成果だけがあったわけでは

ない。しかしこれにより、新規で入った 2 年生と継続の 3 年生が自由な発想でアイデアを出し

合い、団体の運営に関して各班の意思決定力を強くすることができた。全員が団体の活動への

参画意識を持つための 1 つの有効な施策といえよう。また、昨年度よりも副代表の役割を増や

し、代表と副代表の連携をより強固なものにした。 
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２ 秋学期 

 

 5 時限目 6 時限目 

第 1 講 

9/20 

イントロダクション 

秋学期の活動について 

班活動 

3 年生 MTG 

第 2 講 

9/27 

講義：フェアトレードの歴史と現在、フ

ェアトレードのプロジェクト・インパク

ト・リサーチ 

班活動 

第 3 講 

10/4 

講義：フェアトレードをめぐる問い／コ

ーヒーの生産から輸出まで 

班活動／体験の言語化 

第 4 講 

10/11 

講義：ラオスの歴史と地理 班活動／体験の言語化 

第 5 講 

10/18 

講義：ボラベン高原の歴史と地理 班活動／体験の言語化 

第 6 講 

10/25 

講義：農家の生計戦略／仲買人と協同組

合・家計調査の意義 

班活動／体験の言語化 

第 7 講 

11/1 

白山祭の準備 白山祭の準備 

（11/3〔日〕、4〔月〕 白山祭 出店・出展） 

第 8 講 

11/8 

白山祭の振り返り 

広報班施策発表 

休講 

第 9 講 

11/15 

講義：家計調査の方法 班活動／体験の言語化 

スタディツアー班決定 

（11/15〔金〕、16〔土〕文京博覧会 出店・出展） 

第 10講 

11/22 

講義：家計調査の方法 スタディツアーについて 

スタディツアー班活動 

体験の言語化 

第 11講 

11/29 

スタディツアーの目標設定 

「体験の言語化」の意義 

「体験の言語化」の意義 

班活動 

（12/6〔金〕 学内販売会） 

第 12講 

12/6 

休講 スタディツアー班活動 

第 13講 

12/13 

渡航前のオリエンテーション 班活動／スタディツアー班活動 
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第 14講 

12/20 

休講（ラオス渡航）  

（12/20〔金〕～30〔月〕 ラオススタディツアー） 

第 15講 

1/10 

家計調査の結果の考察 報告会の準備 

（1/17〔金〕 社会文化体験演習シンポジウム） 

（1/17〔金〕 第 6 期活動の総括、来年度代表・副代表の選出） 

第 16講 

1/24 

体験の言語化ワークショップ 体験の言語化ワークショップ 

 

① 体験の言語化 

 春学期〔4/5/7/9/10/13/14 講〕と、秋学期〔3/4/5/6/9/10 講〕の 6 限の時間には、昨年度のス

タディツアーに参加したメンバーが体験の言語化を行った。これは、昨年度にラオスに渡航し

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、自己省察を試み

るものである。当団体は社会学部、とりわけ社会文化システム学科の体験を重視する学びの場

であり、自分のモノの見方の展開（意味パースペクティブ）は異文化を体験することで得られ

るという考えに基づいている。渡航前の 11/29 の第 11 講で 3 年生を代表して大井が体験の言

語化を発表し、渡航前に 2 年生がスタディツアーの目的意識を高められるようにした。尚、体

験の言語化はこの他にも春学期の開発人類学の講義、社会文化体験演習シンポジウム、体験の

言語化ワークショップ等でも発表の機会があった。 

 

② 白山祭 

 詳しくはイベント班の活動報告に記載があるが、運営の観点から概観を記述する。今年は販

売機会が少ないため、キックオフでの反省を精査し改善を試みた。また、昨年度に会計班が会

計表を改めたことで売上のデータ分析がしやすくなったため、今年度は前年度のデータを参考

にしながら各班がイベントを作り上げた。他にも、複数の新規取り組みがある。イベント当日、

教室内ではゲリラ的に複数種類のプレゼンを実施した。内容は「①支援活動の紹介」「②エフラ

オが扱うコーヒーの紹介」「③団体紹介」である。これにより来場者に飲んでい頂いているコー

ヒーが支援の輪の一部になっていることや、団体のことをより広く知っていただけるようにし

た。今年度は支援活動が環境というテーマがあることから、「箕曲先生が海外から取り寄せて下

さった生分解性ストローでの提供」、「大学指定のリユースカップでの提供」、「竹ドリッパーに

よる試飲提供」などを実施し、来場者に SDGs を絡めたメッセージを発信した。また、広報班
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は団体の記録写真・宣材写真を増やす目的で「広報班ベストフォト賞」を作り、結果として昨

年の 7 倍以上の写真を確保した。 

 

③ 文京博覧会／学内販売会 

詳しくはイベント班の活動報告に記載している。 

 

④ スタディツアーの事前準備 

 今年度の最大の成果の一つに、スタディツアーに向けての事前準備時間を充実させたことが

あるだろう。先述したように今年度は変革期の初めと位置づけ、学際的な要素を豊富に取り入

れた活動を目指した。まずは 5 限の講義について記述する。例年、秋学期の 5 時限目は講義を

中心に活動するが、今年度は例年以上の時間を割いた。講義はフェアトレードについて学ぶ「テ

ーマの基礎知識」、エフラオが渡航する地域特性について学ぶ「地域の基礎知識」、2 年生向け

に家計調査の意義を学ぶ「調査法の基礎知識」などを学んだ。時にディスカッションをしたり

視聴覚資料を使ったりした。6 限の学生主体の準備については⑥の「秋学期の団体運営」に参

照している。 

 

⑤ スタディツアー後の活動 

 今年度はスタディツアー後の活動時間の確保が難しかった。第 15 講は家計調査の振り返り

やシンポジウムの準備をしたが、体験の言語化についてはテスト期間にあたる第 16 講に渡航

者のみでワークショップ形式で振り返りを行うこととなった。 

 

⑥ 社会文化体験演習シンポジウム 

 社会文化体験演習シンポジウムは毎年社会文化システム学科が主催しているもので、主に 1

年生に向けて成果報告をしている。当団体は、代表が団体紹介、ラオス班の 3 年生がワークシ

ョップの成果報告、2 年生の 4 名が体験の言語化（2 名）とスタディツアーの感想発表（2 名）

を行った。今年度も外部からのコメンテーターとして早稲田大学の二文字屋先生にお越しいた

だいた。活動に対しての客観的で鋭い質問は、私たちの学びをさらに深めることにつながった。

パネルディスカッションでは、二文字屋先生や 1 年生からの質問に答える形で行われ、自身の

意見を即座に回答する難しさを痛感した。 

 

■ 秋学期の団体運営 

 以上が秋学期の大まかな流れである。秋学期の団体運営については、「スタディツアー班活動」

が大きな成果であった。これは「スタディツアーにおいて、団体や個人の成果を最大化させる

こと」を目的にしたもので、これにより普段の班活動の枠を取り払い、渡航する 3 年生は支援
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品に、渡航しない 3 年生は 2 年生のサポートに、2 年生は家計調査や目標設定に集中できる環

境を整えることができた。コーヒー販売のための班活動とスタディツアーでの班の活動を並行

させることは容易なことではなかった。しかし各班の 3 年生がこの方針に賛同し、班を運営す

る力が安定的だったことで実現することができた。 

V まとめ 

 今年度の活動は、6 年目を迎える当団体が一つの転換点に立たされた代であった。エフラオ

はその性質上、2 年目となる 3 年生が団体をリードし、2 年生がそれを学ぶ。2 年生は 3 年生

になったら、前年度のモデルを踏襲しつつ自身が感じていた問題点を少しずつ改善していくこ

とが通例であったのだろう。2 年生が 3 年生になってどのような団体にするか、どのような価

値を社会に提供するかを考えようとした時、その基準はどうしても「自分が知っている前年度

と比べて」になってしまう。しかし、「社会課題を解決するきっかけ作り」「グローバルシチズ

ンシップ」という大きな課題に取り組むとき、私たち学生が持つ活動前の常識は限りなく固定

観念的なものだということが、この報告書後半に記載されている「経験を通した自己変容」に

表れているのだと思う。それゆえ、自身の体験を「言語化」すること、それを通してモノの見

方を変容させることが、いかに大切かを実感する。私たちは、私たちの活動について常に問い

続けなければいけない。今年度は細かいことを含めて変更したことが多かった。もちろん、ま

だまだ改善の余地はあるが、今期は全員の参画と尽力で成立した。 

 そして、この団体の活動は学内外の多くの関係者の皆様に支えられて成り立っている。学内

では、社会学部教務課を始めとする関係部署の職員の皆様、学外では（株）流通サービス様、

国際協力 NGO 団体「ラオスの子ども」様には特に初期段階から今年度に至るまで大変なご協

力を頂いている。また、ラオススタディツアーでは JCFC 様を始めとする多くの現地パートナ

ーのご協力を頂いている。この場を借りて、御礼申し上げたい。また、それを総括し当プロジ

ェクトをプロデュースして下さっている箕曲先生に心から感謝申し上げます。ありがとうござ

いました。 
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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 岡本 紀香 

 

１ 目的 

 「おいしい」を多くの消費者に届けるため、団体及びラオス産コーヒーの認知度向上と、

その良さをより多くの消費者に実感してもらう。 

 Smile F LAOS の製品を通してラオスという国を知ってもらう。 

 

２ 目標 

（1）ドリップパックの開発 

（2）コーヒー・コーヒー石鹸の販売  

（3）備品の徹底管理 

（4）衛生管理の強化 

 

３ 活動内容 

今年度の製品班は、ドリップパックの開発、コーヒー・コーヒー石鹸の販売、備品の徹底管

理、衛生管理の強化の 4 つを軸として活動した。当初、4 つ目は製品を通したラオスとの交流

としていたが、あるエフラオメンバーから製品づくりの際の衛生管理についての指摘があった

ことから、コーヒーという食品を扱っている以上、衛生管理は必要不可欠であり、すぐに解決

しなくてはならない課題だと考え、衛生管理の強化に目標を変更し活動した。 

 

①ドリップパックの開発 

昨年度の販売会での経験から、ドリップの器具を持っていないからという理由で購入を諦め

る方や、器具を持っていない大学生にもエフラオのコーヒーを楽しんで貰いたい、ドリップパ

ックならギフトとしても最適なのではないかと考え、ドリップパックの開発に至った。ドリッ

プパックを販売するにあたり、業者に依頼するか、自分たちで一から作製する手詰めのドリッ

プパックを販売するかの二択の案が出たが、コスト面や、長期的販売をするかはやってみない

とわからないということもあり、手詰めのドリップパックを販売することに決定した。キック

オフパーティーに間に合うように春学期の製品班の活動としてドリップパック開発を進めた。 

 ドリップパック試作会を授業外で 3 度にわたって実施した。手詰め用パックの選定から、豆

の挽き具合、パックを閉じる際に必要なシーラーの温度、ラッピング方法、製品づくり時の効
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率の良い分担方法などの課題や決めるべきことを解決すべく検証を重ね、一つ一つ確実に準備

を進めた。 

ドリップパックは、キックオフパーティー、白山祭、学内販売会で販売し、全てのイベント

で完売することができた。キックオフパーティーと学内販売会に関しては、販売会中に追加で

ドリップパック増産するほどの好評ぶりであった。しかし、通常の製品に加えての手詰め用ド

リップパックの作成は、昨年度までに比べて製品づくりの負担が重く、製品づくりの日を 2 日

間にするなどの必要があった。イベントを重ねることで慣れていき、製品づくりの時間を短縮

することもできたが、自分たちが作成できる個数分を考えて販売個数を決める必要性を感じた。 

 まだまだ解決するべき課題点があるが、コーヒーの抽出器具を持っていない方にもエフラオ

のコーヒーを知ってもらうという点については達成できたのではないかと思う。何よりも、手

軽なのに本格的なコーヒーが飲めて良いというお客様の声が聞けたのは、一番の成果であった。 

（文責：岡本紀香） 

 

②コーヒー／コーヒー石鹸の販売 

 昨年度に引き続き、今年度も中煎り・深煎りのコーヒー

の販売を継続して行った。通常の製品づくりに加え、今年

度新たにドリップパックの販売を始めたことから、今まで

通りの自由参加では、人数確保が難しいと考え、イベント

当日と同様に、製品づくりの日もシフト制を導入すること

にした。昨年度は、イベント班が製品づくりを仕切ってい

たが、今年は製品班を中心に製品作りを行った。製品づく

りの準備としては、シフトの募集と作成、教室と研究室の

借用申請、メンバーへのリマインドなどがあげられる。ま

た、製品づくり時だけでなく、イベント時の研究室の申請、

イベント当日の研究室の鍵の管理を製品班ですることに統

一した。こうすることで、申請忘れがなくなり、鍵の所在

がわかることで緊急時でもスムーズに対応することがで

きた。 

今年度から、コーヒー石鹸の販売も開始した。コーヒー石鹸販売の取り組みは、昨年度のス

タディツアー時にコーヒー石鹸を作る「若者組」というラオスのコーヒー組合員の娘さんたち

を中心に結成された団体と出会ったことがきっかけである。私たちはぜひそのコーヒー石鹸を

日本で販売したいと考え、販売会での販売実現のためコーヒー石鹸を買い取った。今年度それ

らを学内販売会にて販売した。販売したコーヒー石鹸は、以下の全 4 種である。価格はアソー

トのみ 450 円、それ以外は 300 円で販売した。 

コーヒー豆の形をした石鹸 
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 ココナッツ成分入り 5 個 

 ヨーグルト成分入り 5 個 

 スクラブ  5 個 

 コーヒー・ココナッツ・ヨーグルトの 3 つのミニ石鹸が入ったアソート 31 個 

 

また、コーヒー石鹸作りを行う若者組の活動をコーヒー石鹸購入者に周知したいという意見

がメンバーから出たため、コーヒー石鹸カードを作成することにした。そのため、若者組とエ

フラオメンバーが写った写真とコーヒー石鹸販売の経緯を記した名刺サイズのカードを作り、

コーヒー石鹸購入者に手渡すことになった。写真選定とメッセージ内容、構成は製品班が担当

し、広報班に編集・入稿をお願いした。 

今年度のスタディツアーにて、コーヒー石鹸製作団体の代表と再び会い、コーヒー石鹸の販

売の様子、売上報告をした。本来ならば、スタディツアー前に報告内容を班内で考え、報告を

する予定だったが、当日考えながら報告、質問する形になってしまった。報告内容は販売会で

のお客様の反応や完売したこと、同時に購入したジャムがふたを開ける前からカビが出てしま

い販売できなかったことなどである。同時に、石鹸の成分や効能について、ジャムの賞味期限

と保存方法について、カビができた原因などを質問、意見を交わした。この団体では新たにコ

ーヒーで作った消臭剤とリップクリームを販売していたため、二年生が交渉し石鹸、消臭剤、

リップクリームを団体から購入した。来年度販売予定である。 

（文責：渡辺未来・岡本紀香） 

 

③備品の徹底管理 

 備品管理の目的は、イベントや学内販売の前後に備品管理を行い、イベント前後の備品紛失

や不足備品の追加発注などを改善することである。今年はイベント班や会計班の備品管理は行

わず、製品班が扱う備品の管理をすることを決めた。イベント班が学祭などで使う備品が知り

たい時は、製品班が備品リストを渡してお互いの情報共有を行うなど、班を超えた繋がりが多

くなった。備品リスト作成をしっかり行ったおかげで備品不足などの問題はほとんど起こらな

かった。 

今年度備品管理で新たに行ったことが「ミル」「シーラー」の購入である。購入に至った経

緯は、今年度新たにドリップパックの開発・作成を始めたこと、学祭でのコーヒー豆の販売を

より効率化することの2つの課題を解決するためである。2つの購入品の概要を次にまとめる。

まず「ミル」である。購入の理由は、ドリップパックの製品作りで今までのミル 1 つだけだと

作業効率が良くないため購入を決定した。使用してみて、気になった点がいくつかある。1 つ

目は、大量に豆をセットして挽くと豆が詰まって上手く動かないことがある。この点の解決策
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としては、1 度豆を取り出し再びセットして豆を挽くことである。使用する際は大量に豆をセ

ットしないで使うようにする。2 つ目は、使用し続けると本体が熱を持つことである。この点

は以前所有していたミルにも当てはまる。2 つのミルを交互に使うか、熱が冷めるまで本体を

休ませるなど丁寧に扱うことが望ましい。 

次に「シーラー」についての説明をする。購入の理由は、ミルと同じくドリップパックの製

品作りの効率化の目的である。こちらも使用して気づいた点がある。以前から所有しているシ

ーラーよりも熱の威力が弱く、製品袋など熱をかける時間を少し長くする必要がある。製品袋

をシーラーした後、再確認して口を閉じられているかの確認を怠らないようにする。 

また、衛生管理をするにあたってペーパータオル、使い切りカウンタークロスミニ、除菌ウ

ェットティッシュ、ファーストレイトニトリル手袋、消毒用エタノール、ダスターなどを購入

し、製品づくりやイベント当日に使用した。 

今年度の目標で挙げていた、「備品管理のためのボックスを購入する」を実行できなかった。

この目標を決めた理由は、普段私たちが備品を置いている箕曲先生の研究室が年毎に備品やそ

の他の道具が増えていき、研究室の場所を大きく締めてしまっているからである。この課題を

解決するためのボックス購入であったが、ドリップパック開発などで時間が取れずに終わって

しまった。 

来年度の引継ぎ事項をまとめると、「備品管理をリスト作成して引き続き管理を徹底する」

「備品整理のためのボックス購入する」である。衛生道具が新たに加わったので、備品不足に

ならないように管理を正確に行うなどの意識作りも求められる。 

（文責：阿部大輔・杉浦裕貴） 

 

④衛生管理の強化 

昨年度メンバーから、製品づくりや販売会での衛生管理を更に高めたいという意見がでた。

今年度のキックオフを機に、衛生管理の強化に力を入れた。 

班活動で衛生管理のためのグッズを購入する上でどんな物が必要か話し合い後、三年会議で

製品班から衛生管理方法の現状とキックオフに向けてどのように改善するのかを共有した。元

製品班であり、現代表である大井が「食品衛生責任者」の資格を取得済みである。この資格は

例年製品班の一人が二年次に取得している。講習を受けるのみの簡単な資格だが、販売会を行

うにあたって信頼性を高めるためにも資格取得者がいた方がよいだろうと考えた。備品のメン

テナンスを行う際には専用のダスターを使用すること、机は水拭きではなくアルコール消毒を

し、豆を扱う際には必ず使い捨ての手袋を使用することなどを新たな衛生管理方法として提示

し、メンバー全員への意識づけをおこなった。 

（文責：山口樹） 
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４ まとめ 

 今年度の製品班は、ドリップパックの開発、コーヒーとコーヒー石鹸の販売、備品管理の徹

底、衛生管理の強化を行った。新しいことに多く挑戦できた点は良かったが、思っていた以上

にドリップパックの開発に時間がかかり、全ての目標を完全には達成できなかったことが反省

点である。今年度は、メンバーに対するコーヒーの知識を伝える機会が少なく、もっとコーヒ

ーについて知りたいという意見があがっていた。製品班のメンバーで主催するのも良いが、来

年度は外部の講師を呼んだり、イベント班と連携して外部のイベントに参加する機会をつくっ

たりしても面白いのではないかと考えた。しかし、今年度の製品班の活動の目玉であるドリッ

プパックは、どのイベントでも売り上げは好調で、多くの方にエフラオのコーヒーや活動につ

いて知ってもらうきっかけづくりには、大きく貢献できたのではないかと感じた。また、班で

集まって活動することや、コーヒー石鹸やドリップパックについて他班と関わる機会が多くあ

り、班同士、班を超えた交流を深められたことは、今年度の良かった点である。来年度も、製

品を通して Smile F LAOS のことや、ラオスのことを知ってもらえるような新しい挑戦をして

いってくれることを期待する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

II イベント班 

社会文化システム学科 3 年 佐藤 茜 

 

１ 活動の目的 

① 我々の団体の存在を認識してもらい、活動に少しでも興味を持ってもらうために、 定期的

に各地でイベントを行う。  

写真：何度も試作を繰り返して作り上げたドリップパック 
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② フェアトレードやラオス、活動の意義や目的についてお客様の多方面からの興味を 引き出

し、エフラオのコーヒーを購入してもらう。  

③ 地域の方や大学職員の方をはじめとし、コーヒーとの関わりが薄いと予測される学生も含

め、コーヒーの美味しさを知ってもらう。  

④ イベントごとに目標と販売戦略をたてて、その環境づくりをする。  

⑤ イベントで得た利益を活動資金や支援品の購入に充て、その運営を担う。  

 

２ 活動目標 

【積極的にドリンク販売をおこなうイベントに参加し、“ラオス”や“フェアトレード”を強調し

た装飾や接客と共に自らイベントを開催する】  

→周知させる対象として、まず学内から学生中心に学科のプロジェクトであることを知っても

らう。そこから徐々に認知度を広めていき、顧客を増やし続けていく。  

イベントを企画から運営まで行い、情報収集や準備を確実にしてイベントに臨む。  

 

今年度イベント班では以下 3 つを軸に活動してきた。  

① イベントの企画・運営  

どんなイベントで、何をどのように販売するかを１つのイベントごとに明確にする。  

② 装飾とレイアウト  

“ラオス”“教育支援”“東洋大学”を強調した装飾をする。  

レイアウトやデザインを考え直す。  

③ 接客 

3 年生だけでなく、2 年生も接客がスムーズにできるように工夫する。  

 

３ 目標達成のための方法  

① 今年度はドリンク販売のできるイベントへの参加に挑戦して、各イベントでの販売戦略や

目標を事前に決定してのぞむ。 

② “ラオス”の魅力や“教育支援活動”の仕組みが目に付くような装飾を作成する。  

③ 各イベントで事前に販売戦略を考え目標を明確にする。  

 

４ 仕事内容  

販売会の場所、時間、レイアウトを決定し、販売会当日の運営マニュアル作成、全体に向け

て仕事の依頼、当日運営の指南役・サポートをする。  
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表 1 年間の販売会 

（文責：山崎良太 編：佐藤茜） 

 

① キックオフパーティー 

エフラオ第 6 期で初めてのイベント。去年同様場所は 6 号館 1 階第 3 会議室で行った。 

去年度との販売変更点としては 3 年生が 2年次渡航の際に購入したコーヒー石鹸の販売と新た

にドリップパックコーヒーの作成を行い販売に導入した点。去年度のレイアウトを当日変更し

たため今年度は、事前に下見をして配置を考えた。スクリーンは会議室の右側に設置。入口は

左側で出口を右側に設定。入口を左側に設置したため、試飲を入口付近に設置して入りやすい

形にした。当日の変更点としては、販売場所の後ろに置く予定だったが製品場所が足りず 2 か

所にした点。販売分を販売場所の後ろに置き、予約分を室内に設置。事前に予約者名をホワイ

トボード書き出して、出ていったものから消していく形に当日に変更。 

 販売での反省点としては、指示役の不足。マニュアル把握や全体把握を 1 人でやっていたた

め抜けると作業が停止や進まないなどの問題が複数個所で発生した。来年度としては担当場所

ごとに指示役を複数名設置して進める方針を検討。もう 1 つは、シフト引継ぎと 2 年生の役割

が曖昧だった点。初めてのイベントでドリップもまだやっていないためシフトに入っても何を

すればよいのかが曖昧なまま販売場所に入ってしまった。そしてシフト入れ替わりの際に引継

ぎがうまくいっておらず入ってから現状確認になってしまい現状把握までに時間がかかり伝達

がうまくいっていなかった。 

（文責：中山大地 編：佐藤茜） 

 

② 白山祭 

 2019 年度東洋大学白山祭が 11 月 3 日（日）、11 月 4 日（月）に行われた。本イベントは今

年度初のドリンク販売であり、コーヒーの販売を通して東洋大学内と外部の方への FLAO の認

知度を上げることを目標とした。白山祭開催までには、参加企画書や参加申請書の白山祭実行

委員へ提出、定期的に行われる白山祭参加者説明会への出席し、準備を進めていった。当日に

ついては、今年度は活動紹介の動画を流すだけではなく、何名かがプレゼンテーションで伝え

るという新たな試みを行った。また昨年度の反省を兼ねて前日のシミュレーションを行えたこ

とで、ドリップやシフトの対応などがスムーズにできた。反省点としては去年までと違い使用

 日程 イベント名 場所 

① 7 月 22 日 キックオフパーティ 白山キャンパス 6 号館 1 階第 3 会議室 

② 11 月 3–4 日 白山祭 白山キャンパス 1 号館 5 階 1505 教室 

③ 11 月 15–16 日 文京区博覧会 文京シビックセンター 

④ 12 月 6 日 学内販売会 白山キャンパス 6 号館 1 階学生部前 



社会文化体験演習活動報告書 第 2 分冊（キャリア分野） 

39 

する教室が狭く、事前に下見を行っていたがレ

イアウトを考え直す時間が必要になってしまい

かなりのロスタイムとなった。また、ホットコ

ーヒーのためのお湯を沸かす時間の待ち時間が

長くなってしまった。来年度必ず改善しなくて

はいけない点はブレーカーが落ちてしまったこ

とである。ミル、シーラー、電気ポットを使用

しており電力消費が大きくなってしまった。こ

の点については出店停止とならないよう改善し

なければいけない。これらの反省点を踏まえ、来年度の販売会に生かしていきたい。 

（文責：西野七恵 編：佐藤茜） 

 

③ 文京区博覧会 

 本イベントは東洋大学が位置する文京区内の中小企業、産業団体等が一堂に会して展示、実

演、物販などを行う博覧会である。エフラオは文京区内の方々とコミュニケーションを取りつ

つ、活動を広めるために 2016 年から東洋大学代表として出展している。文京区内の方々が多

く東洋大学に馴染みが深い方もおり、また他大学を代表した学生団体とも交流ができる。７月

に東洋大学産官学部の方々から今年も出展をお願いしていただきエフラオからはコーヒー製品

の販売とパネル展示を行うこととなった。本イベントでは会場内での調理禁止・事前に容器包

装されたものでしか販売できない為、昨年同様試飲提供はできなかった。また、今年新しく販

売したドリップパック白山祭で売り切り製品のみで販売した。味の違いが分かる資料やラオス

のスタディツアーでの写真をまとめたアルバム、匂いのサンプルを置くことでお客様にコーヒ

ーのこともラオスのことも知っていただけるような取り組みを行った。今年度唯一の学外イベ

ントとなり接客が不安であったが、前期に念入りにフェアトレードやコーヒーについて講義を

受けたことや白山祭の後ということもあって２年生もお客様と接客、会話を楽しむことができ

た。パネル展示は昨年、写真メインであったが今年は文字も増やすことで活動内容を知っても

らうようにした。毎年購入していただいているお客様も数人いらっしゃって 12 月の学内販売

会の宣伝もすることもでき、来年以降の活動にもつなげることができた。今後はさらに多くの

方にエフラオを知ってもらい、継続的に購入していただけるお客様を増やす取り組みを考えて

いきたい。 

④ 学内販売会 

 12 月 6 日（金）に今年度最後の販売会である学内販売会が、6 号館１階の学生部前で行われ

た。毎年 12 月に行っている販売会であり、東洋大学内でのエフラオの認知度の向上を目的と

した。そのため、ドリンクの販売にのみ注力せず、チラシやフライヤーの配布も積極的に行っ
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た。受け取ってくれる人も多かったが、歩いている人にチラシを配る行為を学生部の方に注意

されたため、今後はチラシを配る以外で歩いている人にも興味を持ってもらうための工夫が必

要である。 

 本イベントでは、最終的に中煎りが余ってしまった。そのため、試飲を中煎りで行いお客さ

んに中煎りの良さを知ってもらい、自分たちも中煎りをより豊かに表現できるようにしたい。

また、最後の販売会ということで、二年生もお客さんにきちんと説明や会話ができるようにな

っており、これからもラオスやフェアトレードを伝えられるような販売会にしていきたい。 

（文責：福田眞子 編：佐藤茜） 

 

５ 今年度の取り組み 

①  横断幕の導入 

昨年度のイベントの反省点として、販売時に

“東洋大学の社会学部のゼミ”の団体であること

が分かりにくかったことがあげられた。昨年度

の文京区博覧会で東洋大学ののぼりを横におい

てもらったことで団体のことが見て分かりやす

くなったことを参考に今年度は東洋大学、社会

文化システム学科、体験演習ゼミの宣伝も兼ね

て横断幕を作ることにした。発注先の企業がエ

フラオの活動を調べてくださり、ご厚意でお値段を下げていただいた。広報の効果を実感し、

今後もエフラオの活動を広めていこうとさらに強く感じた。横断幕は今年度初めての販売会で

あったキックオフパーティーに間に合わせることができた。キックオフパーティーだけでなく

今年度行ったイベントすべてで使用したが横断幕を見て興味をもって声をかけて下さるお客様

が多く効果が高かったと感じる。                                         

 

② ラオス、活動についての装飾・展示の導入 

 昨年度のイベントを通してラオス自体の認知度が低いこと、エフラオの活動、コーヒーにつ

いても分かりづらかったことを反省し今年度は昨年度のスタディツアーの写真を使って装飾・

展示を行った。まず、装飾ではエフラオを象徴とする“笑顔”をテーマにスタディツアー中に撮

ったエフラオメンバーやラオスの子どもたちの笑顔の写真をスマイルマークに並べて壁に貼っ

た。これは昨年度の白山祭で数枚のラオスの写真で装飾したのを参考にした。白山祭以外のイ

ベントではパネルに写真を貼って販売所の横に置いた。また、展示ではスタディツアーの 10

日間の写真を集めそれを説明するコメントも一緒にフォトアルバムを作ることで、活動とコー

ヒーを紹介するとともにラオスの美しいのどかな光景も伝えられるように工夫した。製品やド
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リンクの待ち時間に見て下さる方やそこからお客様とのコミュニケーションができたのでこれ

らの写真の効果は大きかったと感じる。 

 しかし、アルバムは１つのみで壁に貼った写真にコメントは添えていなかった。さらに多く

の方が目を引くような写真アートであったり、スタディツアー全体のアルバム以外にも普段の

活動写真や見ただけでラオスが分かる展示をしたりなど他に工夫の仕方があったと思う。今後

も写真を使って目を引く展示や装飾を考えていきたい。 

 

③ 販売戦略と接客方法の熟考 

 今年度は昨年度の反省点を踏まえてイベント毎に販売戦略を考えていくことにした。昨年度

販売する中で、特に学生は家でコーヒーを飲む際に必要となる道具や機械がないことが多いと

いうことが分かった。その為今年度はドリップパックを導入することでそのようなお客様にも

エフラオのコーヒーを楽しんでもらえるようにした。ドリップパックはお客様のメインが学生

であるキックオフパーティー、白山祭、学内販売会で販売した。コーヒーが飲めない方もプレ

ゼント用として購入していただいた。学外のイベントであった文京区博覧会では大人のお客様

が多いためドリップパックを販売せず製品のみを販売した。また、白山祭では昨年度のデータ

やアンケートを活用して売り上げが見込まれる時間帯にシフトを増やしストックを作っておい

たり、ぬるくないホットコーヒーの提供を心がけコーヒーのお供にチョコレートを添えたり工

夫をすることができた。また、白山祭ではコーヒー石鹸の販売も行いコーヒーを飲めない方に

は積極的に石鹸を勧めることができた。他にはキックオフパーティーや学内販売会で配る試飲

を昨年度のデータに基づきあらかじめ考えた時間に配り始められるようドリップのタイミング

にも気を使うことができた。そして次回の販売会を宣伝するミニチラシも配ることができた。

今後もデータを活用しながら、宣伝の仕方や販売内容を工夫していきたい。 

 また接客に関しては昨年度 2 年生にラオス、コーヒー、フェアトレードについて聞かれたら

どう答えるかを書いてもらう紙を配布した。今年度はそれをネットの提出機能を使い先生に見

てもらってさらに講義を加えていただくことで、知識を深め自分なりに接客できるようにする

ことができた。また講義ではフェアトレードのデメリットについても学んだことで一方的では

ない説明の仕方もできるようになったのではないかと考える。今後もまずは知識を深めること

を優先にして全員に接客機会を増やすことでよりよい販売会が行えると思う。 

 

６ イベント運営をめぐるふりかえりとこれからのイベント班 

 今年度の目標として、ドリンク販売できるイベントに積極的に参加すること、エフラオ主催

のイベントを開催することを掲げた。昨年度の白山祭でのドリンク販売の提供が好評だったた

め家でコーヒーを飲まない方にも手軽に購入できるという面もあり、前者の目標を掲げたが文

京区博覧会のようにその場で調理できるイベントへの参加は難しかった。また、昨年度までコ
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ーヒーをたくさん販売することで支援品に使える利益を出すことを目標にしており、“支援”す

ることよりも“販売”することに重点を置きすぎてしまっていたことがエフラオ全体の反省でも

あった。だから今年度は支援品が昨年度よりも費用がかからないという予測を考慮してエフラ

オ全体で相談してイベント数を絞った。結果的に白山祭でしかドリンク販売は行えなか 

ったが、少ないイベントのなかで昨年度より多くのコーヒーを販売することが達成できた。ま

た後者のエフラオ主催のイベントを開催する目標は、今年度からグローバルシチズンシップと

して活動を広めていこうと意図で決めたものだったが主催までの期間、時期を考慮するとイベ

ントが集中する 10,11 月になり断念してしまった。 

 これからのイベント班では今まで通りのコーヒー販売のイベント運営でだけでなく、新しい

イベントに挑戦する可能性があるのでエフラオ全体で相談しながら企画・運営していってほし

いと思う。 

 

７ イベント班代表として 

 今年は昨年度の反省点やデータを今年度のイベントに活かすことができた。昨年度のイベン

ト班の反省でもあった“支援”よりも“販売”することに重点を置きがちになってしまっていたこ

とを踏まえて今年度はイベントを絞り少ない販売会で支援品の費用を確保しながら、一つのイ

ベントに念入りに準備をすることができたように思う。また販売内容と販売戦略を考慮したこ

とで昨年度より多くコーヒーを販売することができた。今年度は一人 1 つのイベントを担当と

いう方法は変えずに仕事を進めていったが昨年度担当したイベントを 3年生が 2年生に教えた

り、大きなイベントである白山祭の準備を分担したりなどメンバーで協力したりすることがで

きた。しかしその中で、分担が曖昧でだれが何を担当しているか、これからやるべきことは何

なのかをイベント班全体で共有し把握することができない部分があった。私自身イベントで話

し合わなければいけなかった時期に班会議に参加できないことが多かった為、全体を把握でき

ておらず的確にアドバイスを出せなかったと反省している。しかし、それ以上にイベント班 6

人全員、そしてほかの班と連携しながら上手くイベントを運営することができたと思っている。

今後のイベント班の仕事内容はまた変更していく可能性があるが、今年度のように協力し合っ

て対応しイベントを盛り上げていってほしい。 

III 広報班 

社会文化システム学科 3 年 横尾 若菜 

 

１ 目的 

ラオスの現状やフェアトレード、ラオス産コーヒーに関する情報をインターネットや紙媒体

で発信することで、より多くの人に「フェアトレード」を知ってもらい、身近に感じてもらう。
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また、当団体の広報活動を通して、団体活動の様子を伝えるとともに、製品やラオスの魅力、

ラオスの教育の現状などを知ってもらうことを目的とする。 

 

２ 目標 

 今年度は、「東洋大学全体でのエフラオの認知度を広げる」ことと、「広報活動を通して、自

他共にラオスやフェアトレードへの理解が深まるように工夫をして活動する」ことを目標に掲

げた。具体的には、広報物や動画の制作、学内に向けた広報活動や SNS を通しての学外に向

けた情報発信などを行った。また、ラオスやフェアトレードへの理解を深めるためにインフォ

グラフィックスを発展させたビデオグラフィックスの制作を目標にして活動した。 

 

３ 活動内容 

基本業務である紙媒体の広報物の制作（リーフレット、フライヤー、ポスター、石鹸カード、

名刺、ドリップパックチラシ）や動画の制作、Web 媒体の HP や各種 SNS の運営・管理を行

った。 

今年度は、海外の方にも団体の活動を知ってもらえるように、英語版の活動紹介リーフレッ

トを制作した。また、ドリップパックを新たに開発したので、そのドリップパックを用いた広

報活動を試みた。さらに、メンバー内での写真撮影意識を上げるため「広報班ベストフォト賞」

というものを設定し、写真撮影の意欲を上げ結果的に写真の枚数を去年と比べて増加させるこ

とができた。これらの詳細は、3-4 に記載している。 

 また、昨年度から考えていたインフォグラフィックスを発展させたビデオグラフィックスの

制作に関しては、実現することができなかった。他の業務との折り合いがつかず、話を進めら

れなかったことが原因である。 

 

① 紙媒体の広報物 （ ）＝担当者名 

・リーフレット、イベント告知フライヤー（3 年 横尾、2 年 齊藤・閻） 

例年同様、リーフレットやイベント告知フライヤーはイラストソフトの Illustrater cs2 を使

用し、団体紹介やイベントの宣伝のために制作した。今年度は 2 年生 2 名がどちらも未経験者

のため、2 年生の担当を割り振り、3 年生が指導する形にした。 

リーフレットは従来のものからデザインを大幅には変えず、教育支援事業を今年度版に刷新し

た。フライヤーは従来のものを参考にレイアウトを決めつつ、制作者によって写真や文章を変

更した。12 月の学内販売会用のフライヤーに関しては、印刷はせず Web 掲載用として制作し

た。 

今年度は、昨年度の引き継ぎ書や先生への確認により、大量に余らせるということはなかった

ので、今後も引き継ぎ書を参考にしてほしい。反省点としては、広報活動の内部への告知が遅
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く、人数が集まりづらかったことと、先生へのゼミ訪問依頼が遅かったことである。どちらも

早めに対応するのが望ましい。 

また、今年度の途中で印刷物を入稿していた印刷会社の東京支店がなくなったため、全てイン

ターネットでの入稿に変更になった。データに不備があると再入稿しなければならず、その際、

納期が遅れる場合があるので、余裕を持って入稿してほしい。 

 

・活動紹介フライヤー（3 年 横尾、2 年 齊藤） 

最終学内販売会に向けて、授業で広報活動を行う際のフライヤーを作成するつもりでいたが、

告知が販売会当日ということで、急遽一年間の販売会の振り返りと教育支援についてをまとめ

た一年間の「活動紹介フライヤー」を制作した。 

 制作が急であったため、来年度は国内活動の総括フライヤーの制作を見据えて計画を立てる

べきである。 

 

・ポスター（2 年 高橋、齊藤） 

例年に引き続き、文京区博覧会ではポスターを制作した。内容は、昨年度より団体紹介をメイ

ンにしたポスターと写真をメインにしたポスターの 2 種類である。過去に制作したものと合わ

せて今後も活用できるだろう。 

 

・石鹸カード（3 年 横尾） 

今年度は製品班に依頼され、ラオスのコーヒー農家の娘さんたちが作っているコーヒー石鹸を

国内で販売するために、彼女たちの写真や紹介を記載した名刺サイズのカードを製作した。来

年度もコーヒー石鹸を販売することは決定しているが、石鹸カードに関しては、製品班と相談

して来年度も制作するか決めて欲しい。 

 

・名刺（3 年 横尾） 

 例年に引き続き、2 年生と一部の 3 年生の名刺を制作した。今年は昨年度のテンプレートを

用いて制作した。昨年度、LINE が運営する「my Bridge」という名刺管理アプリ（交換した

名刺をスマートフォンで撮影し、その情報が読み込まれることでアプリを所有するメンバー全

員で確認できるというもの）を導入したが、このことを全体で共有できておらず、活用できな

かった。次年度こそ、これを継続または廃止するか決めたほうが良いだろう。 

 

② 動画の制作（3 年 大井、2 年 高橋） 

 今年度制作した動画は、団体紹介用の「国内活動版」とスタディツアー中の「国外活動版」

の計 2 本（計 6 分）である。その他に、この 2 つの動画を編集して「文化祭用動画」を制作し



社会文化体験演習活動報告書 第 2 分冊（キャリア分野） 

45 

た。これらの動画はキックオフパーティーや文化祭で上映し、団体が所有する Youtube や

Twitter、HP に公開している。 

 

・「国内活動版」 

 昨年度の活動写真やリーフレットの団体紹介文などを基に、動画での団体紹介ができるよう

になることを目的に制作した。これを制作するにあたって意識した事は、簡潔であるか、音声

による解説なしに動画のみで伝わるわかりやすいものであるかといった事である。フリー音楽

の中でも明るい曲を選択し、その音に合わせて画面を切り替えるようにする事で、テンポよく

見られるようにした。また、図を使って説明する事で団体の仕組みを体系的に捉えられるよう

にした。 

 

・「国外活動版」 

今年度は 4分程度の動画となった。写真が主であった昨年度に比べ、今年度は映像を基本とし、

1 秒～3 秒にカットした動画を約 60 個使用した。また、テロップをつけることで「現地で私た

ちがどのような活動をしたか」がわかりやすい動画づくりを意識した。 

 

・「文化祭用動画」 

 昨年度のラオススタディツアーの映像を流し、来てくださった方がラオスや団体に興味を持

つきっかけになる事を目的に制作した。編集は、必要最低限の字幕のみで個々の動画をジャン

ルごとにつなげていった。しかし、動画の容量が大きく、編集したものを出力するのに長時間

かかった。次年度は、もう少し余裕をもって制作し、動画の保存先をあらかじめ決めておく。 

 

③ Web 媒体の運営 （ ）＝担当者名 

昨年度に引き続き、Twitter・Facebook・HP・Instagram の 4 つを使用し、活動報告や販売

告知を行った。 

 

・Twitter（2 年 齊藤） 

Twitter はエフラオが抱える各種 Web 媒体の中で一番フォロワーが多く、一番利用・更新の

頻度が高かった。掲載内容としては毎週の活動報告や参加イベントの事前告知、事後報告、そ

してスタディツアーの経過報告であった。掲載内容には昨年と同様に写真を使用し、閲覧者に

視覚的に活動の風景を見てもらえるように心がけた。それに加え今年は動画を掲載し、よりリ

アルな活動の様子を伝えるようにしたことや参加イベントや関わりのある方のアカウントのリ

ンクの掲載、アカウントの名前を「東洋大学社会学部 Smile F LAOS」に変更するなど学内外

問わず、団体の活動が拡散・認知されるような試みをした。その一方で可能な限りの速報性と
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詳細性を意識した半面、投稿を閲覧者が少ない時間帯に行ったり、事務的な作業と化し、Twitter

特有の「手軽さ」を活かせなかったりことが多々あった。来年度は掲載回数を増やしてより多

くの人の目に留まるようにするなど各種 SNS との性質の違いを理解し、掲載内容の差別化も

図っていきたい。 

 

・Facebook（2 年 閻） 

 2019 年度に、Facebook に 5 件を投稿した内容は主にラオスフェスと学内販売の告知と報

告である。以下詳細である。 

表 1 Facebook に投稿した内容と投稿で得られた結果 

 

今までの投稿と比較して、今年度の 5 件とも、「リーチした人数」、「エンゲージメント人数」、

「シェア」、「いいね」最高の数字となっていた。私は常に投稿する際に、「誰か見て欲しいのか」、

「その人が見たら、どんな行動を起こして欲しいのか」、「その行動によって、どんな効果を得

るのか」を考えて、工夫した。しかし、Facebook に投稿することによって、エフラオへの貢

献が可視化されにくいではないのかと思った。多くのラオスの方々が Facebook を使うことを

知り、今後、Facebook は発信ツールだけではなく、情報収集の手段でも活用できればと期待

している。 

 

・HP（3 年 横尾、2 年 齊藤） 

今年度は、必要のないコンテンツを若干整理し、一部のメンバー紹介や動画のアップロードな

どを行った。昨年度の反省にもあった担当決めが今年度もできず、余裕のある班員が投稿する

形となってしまった。来年度こそは、担当を決めていって欲しい。また、使用する wordpress

投稿日 投稿内容 工夫した点 リーチ  

した人数 

エンゲージ

メント人数 

シェア いいね 写真

（枚） 

5/14 ラオスフェス

ティバル告知 

公式ポスターとサイ

トを入れた 

252 41 3 15 1 

6/7 ラオスフェス

ティバル報告 

大量のスタンプを入

れた 

294 90 2 19 12 

7/5 キックオフパ

ーティ予告 

特別ポスターを入れ

た 

302 43 3 10 1 

7/22 キックオフパ

ーティ報告 

英語で記入した 236 93 2 18 12 

10/25 白山祭告知 個人感想を入れた 809 75 3 16 1 
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は管理方法がややこしいため、使用するホームページ制作ツールを使って作り変えることも視

野に入れて欲しい。 

 

・Instagram（2 年 高橋） 

 昨年度の反省を受け、広報班内で担当を決めて運営した。投稿内容は、主にコーヒー販売会

のお知らせであった。販売場所や日時などは、正式に決定した正確な情報が得られてから載せ

た。また、投稿をナンバリングする事で見返しやすくした。 

 更新がイベント前後に偏ってしまい、投稿頻度がまちまちであった。また、担当者の中で投

稿の目的が明確ではなかったため、投稿内容について悩む事が多かった。次年度では、

Instagramでの投稿の目的を明確に設定しイベント以外の情報も定期的に投稿しやすくなるよ

うに努めたい。 

 

④ 新規事業 （ ）＝担当者名 

・英語版リーフレット（3 年 横尾、2 年 齊藤） 

昨年度渡航した際、ラオスの農家さんや通訳の方にリーフレットを渡したのだが、日本語版

であったため、現地の方にも分かるようにと、今年度は英語版を制作した。日本語版を英訳し

たものを先生に添削して頂いた。渡航した際、実際にラオスの農家さんや通訳の方、ラオス人

学生にお渡しした。リーフレットを用いて説明をする中で、コミュニケーションを取ることが

できていたように思う。 

来年度は、さらに発展させてラオス版を作ってみても面白いと思ったが、現実的に、先生や

多くの方に力を借りる形となり、実現は難しいとも考えられる。 

 

・ドリップパックを用いた広報活動（全員） 

 今年度は新たにドリップパックを開発したので、7 月のキックオフパーティーに向けた学内

での予約票配布の際に、無料でドリップパックを配布することを考えた。ドリップパックその

ものを広報物として考える、「味のある広報物」として広報活動に取り組もうしていた。 

しかし、会計班・製品班との連携が取れなかったことと豆の焙煎の関係から、予約票配布の

時点でドリップパックが完成しておらず配布できなかった。結果的に、キックオフパーティー

当日に配布をした。 

 今回は当日配布する形になったが、予約票配布の時点で配布できていればより多くの購買に

つながったかもしれない。来年度は、この結果をもとに継続するか廃止するか考えてほしい。 
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・広報班ベストフォト賞（全員） 

 広報班の 2 年生の「コンテストのような形にしたら、皆の写真を撮る意識が高まるのではな

いか」という一声から「広報班ベストフォト賞」というものを設定し、メンバーが撮った写真

を広報班の独断と偏見で選ぶという企画を行った。この企画には、賞を受賞しようと、メンバ

ーが良い写真を撮るために意識して工夫したり、写真自体の枚数を増えたりするのではないか

という狙いがある。この取り組みは、白山祭とスタディツアー中の 2 回開催した。どちらも、

昨年度と比べ写真の枚数を増やすことができ、スタディツアー中の写真に関しては、LINE の

アルバムに挙がった数が、7269 枚で昨年比の 149％と大幅に増やすことができた。 

 また、賞の部門を以下のように分け、写真のレパートリーが増えるような工夫をした。この

ように、メリットが多いので、来年度も活用できるだろう。 

スタディツアーのベストフォト賞の部門と LINE に挙がった写真の枚数 

 

４ まとめ 

今年度は班員６名（3 年３名、2 年３名）で活

動を開始し、秋学期以降は 1 名（3 年）が留学の

ため、最終的には５名で運営した。昨年度よりも

話し合いが活発で、班活動の際にアイデアが多く

挙がっていたように思う。 

 反省点として一年間を通して、余裕が持てず時

間に追われてしまったことが挙げられる。広報物

の制作について、制作の締め切りをギリギリに設

定してしまったり、HP の担当も後で決めよう、

と言って流れしまったりと、余裕がなかった。これは、班長として私自身とても反省している。

来年度は、引き継ぎ書を見ながら計画的に予定を立ててほしいと思う。 

また、今年度使用したイラストソフトの Illustrater CS2 がダウンロードできないという問題

が発生している。現在は、ダウンロードされているパソコンが 2 台あり、大丈夫であるが今後

写真：制作したリーフレット 
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のためにも Illustrater cs2 を使うか、それとも他のソフトに変えるかを相談しながら決めてい

く必要がある。 

新規事業に関しては、当初の目標から大幅に変わってしまった。今回できなかったビデオグ

ラフィックスについても新規事業の一案として考えてみてほしい。広報物や動画の制作は一人

での作業が多く、時期によってどうしても班内での仕事量にばらつきが生まれてしまうことが

懸念されるが、メンバー同士で補い合いながら運営をしていってほしい。 

IV ラオス班 

社会文化システム学科 3 年 原 実優 

 

１ 目的 

コーヒー販売から得た利益によって、昨年に引き続き「読書普及促進活動」による絵本の購

入と今年新たな目標である「ごみに対する意識改革」のための支援品の作成を行う。そして、

それらをラオスのコーヒー生産地域の 4 つの小学校に贈呈し、その小学校において、読書の普

及とごみ問題に意識を向けるための環境教育の提案をすることが目的である。 

国内の活動では、販売会やイベントを通して、ラオスの教育状況や当団体が行う教育支援に

ついての活動を、消費者や学生をはじめとした多くの人に知ってもらう。 

 

２ 目標 

 ラオス班としての大きな目標は 3 点である。①「読書普及促進活動」として、ラオスの小学

校に読書を広める、②「ごみに対する意識改革」として、ラオスの子どもたちにごみ問題を問

題として意識を向けてもらう、③ラオスの教育状況や当団体が行う教育支援について、多くの

人に知ってもらう、この 3 つである。①を達成するためには、訪れる小学校の先生と生徒にア

プローチする必要がある。先生には、贈呈する絵本の内容の説明と日本発祥である紙芝居の使

い方の説明をし、贈呈しただけでなく、今後、使ってもらえるようにする。生徒には、私たち

が行うワークショップの中で、絵本贈呈の時間を設け、子どもたちの印象に残るように、絵本

と紙芝居を子どもたちに直接渡す。②を達成するためには、私たち自身がごみ問題や環境に関

する知識をつけ、ラオスで受け入れられる環境教育を考える。③を達成するためには、キック

オフや白山祭での販売会において、教育や当団体の教育支援に関する展示や発表を行う。また、

販売会での接客の中でも、当団体が行う教育支援について伝える。 

 以上がラオス班の目標である。ラオス班はこれらの目標を、団体全体で達成するために、団

体の中で中心となり、活動していく。 
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３ 活動内容（年間） 

春学期 4 月 各班報告書作成 

5 月 ラオスフェスティバルで出題する問題の作成 

放課後ずかんのイベントに参加 

特定非営利法人「ラオスのこども」訪問 

支援品・ワークショップ内容を検討 

6 月 ボルネオプロジェクトとの交流会での発表準備と発表 

開発人類学での発表準備 

キックオフ発表準備 

支援品・ワークショップ内容を検討 

7 月 支援品・ワークショップ内容を検討 

青年海外協力隊の木村さんを招いて、支援について考える 

開発人類学での発表 

キックオフ発表準備と発表 

キックオフでの展示品であるポスター作成 

夏季休暇 8 月 班活動引継ぎ報告書作成 

支援品・ワークショップ内容を検討 

秋学期 9 月 支援品・ワークショップ内容を検討 

10 月 特定非営利法人「ラオスのこども」訪問、絵本選定 

支援品・ワークショップ内容を検討 

支援品作成（この時点で英語訳） 

11 月 白山祭での発表 

ワークショップ内容を検討 

支援品作成（この時点でラオス語訳） 

ワークショップ台本作成 

12 月 特定非営利法人「ラオスのこども」訪問、絵本購入 

国外活動へ意識向けワークショップ（対象は渡航者） 

全体でワークショップ練習 

ワークショップ内容を検討 

支援品作成（この時点でラオス語訳） 

ワークショップ台本作成（英語訳と修正） 

1 月 シンポジウムでの成果報告 

 

４ 活動内容とその振り返り 
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① 関連イベント参加や協力団体訪問 

 今年度は、これまで読書普及促進活動でお世話になってきた特定非営利法人「ラオスのこど

も」への訪問に加え、環境教育への知識の習得や理解を深めるため、「放課後ずかん」のイベン

トに参加した。また、そこで出会った元青年海外協力隊員の木村由佳さんに授業で講義とワー

クショップをしていただいた。 

 

（１）「放課後ずかん」イベント参加と元青年海外協力隊員、木村由佳さんの講義 

 環境教育への知識の習得や理解を深めるために「放課後ずかん」が主催するイベント「ラオ

スとバリの環境教育～放課後からはじめるサステイナブルな未来 vo.3～」に 5 月参加した。こ

のイベントは、ラオスとインドネシアをそれぞれフィールドとし、環境教育に関わる 2 人をプ

レゼンターとしてラオスとインドネシアのバリ島での環境教育について知れるものである。ラ

オスでの生ごみコンポスト、ごみについての理解を深める子どもたちとのワーク事例の共有や

バリ島のグリーンスクール案内と事例の共有が行われた。また、活動内容の紹介を SDGs の観

点から考察し、参加者と対話を行った。 

 ここで、ラオスのプレゼンターとして講義をしていた元青年海外協力隊員（派遣先ラオス）

の木村由佳さんと知り合い、7 月の授業時間にお越しいただき、講義とワークショップをして

いただいた。「放課後ずかん」のイベントの時の内容に加えて、ラオスでできる環境教育のワー

クショップの内容を考えるというワークショップを行った。 

 

【イベントと木村由佳さんの講義に対する振り返り】 

 木村さんのこどもたちに向けたワークの事例の中で、分解年数を当てるゲームが紹介されて

いた。これは、様々なごみの分解年数をラオスの子どもたちに当ててもらうというもので、と

ても盛り上がると共に、プラスチックなどごみが分解されるまでの期間が長いものは驚きを与

えられたと教えてくださった。このことを知り、分解年数を私たちのワークショップに取り入

れることで、子どもたちに驚きを与えられ、ごみに意識を向けてもらうきっかけとなるのでは

ないかと考えた。 

 

（２） 特定非営利法人「ラオスのこども」への訪問 （奥成葉 編：原） 

 昨年度に引き続き特定非営利活動法人「ラオスの子ども」から絵本を購入した。絵本を 28

冊、紙芝居を 4 冊、辞書を 4 冊、合計 36 冊購入しラオスの小学校 1 校につき 9 冊寄贈するこ

とが出来た。そのうち 16 冊は無償提供していただいた。 

 本を選定する際に、今までに寄贈してきた本とは違う内容の本を選ぶこと、子どもたちが読

みやすく興味を持って楽しんでもらえるような内容や絵柄の本を選ぶことを意識した。他にも
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絵本だけでなく様々な読み物に触れてほしいと思い、紙芝居と辞書を購入した。物語の内容の

種類は衛生教育に関する紙芝居や、民話、ラオス語学習用の本、図鑑、料理本などである。 

【絵本の選定に対する振り返り】 

 絵本を選定するときに当時の教育支援品の予算の見直しが必要だったため、予算を重視しな

がらの選定を行った。そのため、絵本の値段は一冊につき 700 円の本を選定した。このことか

ら、教育支援品との兼ね合いを含めて、来年度も引き続き予算について具体的に考えていく必

要がある。 

 絵本のほかに紙芝居と辞書を選定できたことは良かった点であると思う。読み物のバリエー

ションを増やすことでさまざまな読書の楽しみ方を知ってもらうきっかけになったと思うので、

今後も本を購入する際には子どもたちに少しでも本に興味を持ってもらえるような本の選定を

続けて行っていきたい。 

 

写真 寄贈した本（左）と紙芝居 

 

② ラオスフェスティバルで出題する問題の作成 （長島佑佳 編：原） 

 本イベントは 5 月 25，26 日に代々木公園イベント広場で行われたものである。ラオス班で

はイベント会場の一角、サテライトステージのエフラオコーナーで出題するためのクイズの作

成を行った。クイズは全部で６問、3 択形式で出題した。宗教、ピーマイ、通貨、国旗、世界

遺産、挨拶に関連した内容で、当日観客に見せるための模造紙にその内容を記入した。イベン

トの一週間前にはクイズの内容を決定、模造紙を完成させた。 

 

 

【ラオスフェスティバルでの振り返り】 

当日はラオス班以外の 3 年生もステージでクイズを出題したが、問題を出す役割は作成したラ

オス班が行った方が解説をスムーズに行うことができたのでは、という反省があった。来年度
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は出題者をラオス班が担当するか、他班の人が出題することになってもわかるような詳しい解

説を用意しておく必要がある。 

 

③ キックオフパーティーでの発表 （府川奈菜 編：原） 

 ラオス班は 7 月のキックオフパーティー（最初の学内販売会）で今年度の支援品について発

表を行った。主な内容は①今年度の活動目標、②読書普及促進活動（ラオスの読書普及率、現

地の状況など）、③読書の効果、④ごみ問題に対する意識改革、⑤支援品案についてである。内

容ごとに担当を決めてパワーポイントを作成し発表を行った。またより分かりやすいように展

示物としてポスターも作成した。 

【キックオフパーティーでの振り返り】 

 ラオス班内だけで練習を重ねるのではなく、授業内でも事前に発表練習を行い、話し方やパ

ワーポイントのレイアウト、内容についての指摘を受け、発表内容の改善を重ねた。客観的な

意見を聞く機会があったことによって自分本位な発表から、自分たちの伝えたいことがより聞

く側に伝わるような発表内容へ改善することができた。 

 しかし、当日のキックオフパーティーでの発表では機材の設置場所の関係でパワーポイント

のスライドをスムーズに動かすことができなかった。来年度の発表では発表で使用する他の班

との連携を確実にとることが必要だと考える。 

 

④ 支援に関する活動 （福井彩椰花 編：原） 

（１）支援品内容の検討 

 今年度の支援品は、3 年生を中心に昨年度のスタディツアーで見つけた環境に関する課題を

もとに、紙芝居、環境カードゲーム、工作（エコバッグ作り）の 3 点に決定した。昨年度の渡

航で、私たちは多くのごみがポイ捨てされているところや、プラスチックを燃やしているとこ

ろを目の当たりにした。これらの光景を見て、私たちはごみに意識が向けられていないことが

課題であると考えた。そして、課題を解決するにあたり、国内でラオスのごみに関する情報を

集め、私たちが行く農村部にはごみ収集車が来ないことや、ラオスには焼却場がないというこ

とがわかった。そのため、私たちが、ラオスの農村の小学校に行き、ごみの分別やごみをごみ

箱に捨てるということを教えても、それらが課題解決に直接繋がらないと考え、まずは「意識

してもらう」ことから始めることにした。そしてこれを、「ごみに対する意識改革」として今年

度実施した。 

 ごみに意識を向けてもらうワークショップの流れを考えた。そして、決定したのが、紙芝居

で知識のインプットをし、環境カードゲームで知識のアウトプットをする。そして、最後に現

地のものを使い、環境に良いものを工作する。このような流れだ。 
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また、青年海外協力隊の木村さんの分解年数当てゲームをヒントに、紙芝居と環境カードゲ

ームに分解年数の要素を取り入れた。では、一つずつの紹介は以下である。 

紙芝居は、ストーリーを自分たちで考えた。主人公の子ねこが抱えている悩みは環境問題に

関することであり、ストーリーが進むにつれて悩みを解決しつつ、環境に関する知識をインプ

ットすることが目的である。 

 環境カードゲームは、紙芝居でインプットした環境に関する知識を、楽しみながらゲーム形

式でアウトプットすることが目的である。紙芝居の内容や環境に関する問題を子どもたちに出

し、正解したチームにはペットボトルキャップを 1 ポイントとして渡し、チーム戦で競い合っ

た。 

 工作は、現地の伝統的なサロンと言う布を使って、日本の風呂敷の使い方をもとにエコバッグ

作りを行った。私たちがワークショップをできるのは、1 日だけだが、子どもたちが一緒に作

ったエコバッグを使うとき、ワークショップを思い出して、自ら環境に良い行動をしてほしい

という願いを込めて行った。 

＊236 ページより紙芝居の絵と台本を収録しているので参照のこと。 

 

【支援品内容の検討に対する振り返り】 

 環境に関することについての支援品、ワークショップ内容を考えるのは難しいことであった。

それは、日本でのごみに対する意識や考え方とラオスの農村部における意識や考え方が違うか

らである。私たちの考えをそのまま支援品にするのでは、押し付けになってしまう。そのため、

ラオスのごみに関する情報を集めたり、青年海外協力隊で活躍されていた木村さんのお話を参

考にさせていただいたりした。 

 

（２）支援品作成 

 まず「ごみに対する意識改革」として、環境に関する知識をインプットするためのものをワ

ークショップの冒頭に入れようということで、劇、人形劇、紙芝居の案が出された。その中で

も紙芝居は、小学校の先生が今後も 1 人で使えるものとして決定した。子どもたちが理解しや

すく、わかりやすい内容になるように身近な出来事を内容に盛り込み、ストーリーをオリジナ

ルで制作した。イラストの裏には、ラオス語のセリフを記載した。このラオス語訳は、昨年度

スタディツアーに参加してくれたラオス人学生に協力してもらった。イラストは、ラオス班が

考えたストーリーをもとにイメージを伝え、製品班の絵が得意な渡辺さんに描いてもらった。

また、保管の際に汚れたり、シワになったりしないようにクリアハードケースに 1 枚ずつ入れ

て寄贈した。 

 環境カードゲームは、紙芝居の内容と環境に関する問題を考え、その答えに見合ったイラス

トをカードとして作成した。当初は、かるたのように机に並べたものを子どもたちに選んでと
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ってもらおうとしたが、メンバーで実践してみたところ、問題点がいくつか挙げられた。そし

て、以前の環境カルタより全員がアウトプットできるように改善をした結果、私たちが前でカ

ードを掲げ、子どもたちに正解だと思うカードの前に集まってもらうようにした。今回のワー

クショップでは、このように私たちがカードを前で掲げて行ったが、先生方が 1 人で使うとき

はかるたのように使える、ということも説明した。 

 工作のエコバッグ作りでは、現地のものを使って工作をしたいと考え、伝統的なサロンを使

い、日本の風呂敷の用途を用い、エコバッグを作ることに決定した。サロンは、毎年通訳とし

てスタディツアーに同行してくださるムックさんと連絡を取り合い、現地で調達してもらった。

風呂敷でカバンを作る作り方は幅広くあり、ラオス班でいくつか方法を調べて、実際に自分た

ちで作って検討した。特に、子どもたちでも作れるような、難易度の簡単な方法を選んだ。 

 

写真 紙芝居と環境カード（左）、サロンを使ってエコバック作り（右） 

 

【支援品作成に対する振り返り】 

 支援品を作成するにあたって、自分たちの想像の中ではうまくできても、実際にやってみる

と問題点が浮き彫りになることが何回かあった。特に環境カードゲームでは、支援品作成の部

分でも述べたが、作成過程でアイデアを出し合い、完成目前で実践してみたところ、これでは

子どもたちにカードが見えない、かるたのスタイルでやるならばお手つきのルールはどう伝え

るべきか、など多くの問題点が上がった。問題点が上がることは、決して悪いことではない。

完璧な完成形というのはきっと存在しないからだ。しかし、その中でもいかにその問題点を良

い方にできるか、どう工夫すれば改善できるのかを考えることが重要である。 

 

（３） ワークショップ内容の検討とワークショップ後のフォロー 

今年度のワークショップは、支援品である、紙芝居、環境カードゲーム、工作（エコバッグ

作り）を基盤にして検討した。3 つの中でも特に、環境カードゲームでは、机の移動や子ども
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たちの誘導などの動きが多かったため、細かく確認をしながらワークショップの台本制作を行

った。 

 ワークショップ全体の内容としては、メンバーの自己紹介の後に紙芝居、環境カードゲーム、

工作（エコバッグ作り）を行い、最後に読書普及促進活動として絵本の寄贈を行った。絵本の

寄贈は、環境カードゲームで 1 位となった子どもたちに代表として出てきてもらい、印象に残

る形で寄贈した。 

 また、ワークショップ後には、私たちが寄贈した紙芝居や環境カードの使い方の説明、寄贈

した絵本の説明をし、今後も使用してもらえるようにフォローをした。 

 

【ワークショップ内容の検討に対する振り返り】 

 小学校 1 校につき 1 度しかできないワークショップだからこそ、子どもたちにとって印象に

残るものになって欲しいという想いを込めて準備した。 

 ワークショップの台本を早めに作成したが、台本の内容と自分たちの実際の動きと噛み合わ

ないことが多くあり、渡航ギリギリまで台本作成を行った。また、3 年生中心のワークショッ

プということもあり、2 年生に対してのアプローチも少し戸惑うことがあった。しかし、渡航

前の全体での支援品について再確認の話し合いや、ワークショップの流れを確認することによ

って、メンバーのワークショップに対する熱意が強まり、本番のイメージも少しでも湧いたの

ではないかと思う。たしかにワークショップはやってみないとわからないことばかりであるが、

その中でも、自分たちが準備できることはする、そして自分の中で本番をイメージすることが

大切だと考える。子どもたちの視線で、子どもたちの気持ちになって、取り組むことが大切で

ある。台本はあくまでも流れを確認するものの 1 つであって、必ずしも台本通りにやらなけれ

ばいけないわけではない。台本ばかり頼りにするのではなく、自らがワークショップに対して

積極的に取り組んでほしい。 

 

５ 来年度の支援に向けて 

 今年度も、ラオスの小学校で授業見学や先生にインタビューをすることができ、様々なこと

を知ることができた。現地で得られた情報ほど貴重なものはない。この情報を知ると知らない

では全く私たちの支援が変わるのではないかと思う。例えとして、1 つ考えてみよう。訪れた

小学校では 2 学年を 1 クラスにまとめているところが多くあった。もし私たちがこの事実を知

らない場合、1 学年が 1 クラスであることを想定して、支援を考えるだろう。そうすると、ど

うだろうか。現地にあまり受け入れられない可能性がある。この事実を知っていれば、現状に

合った支援を考えているはずだ。このように、私たちが知っている情報が多いほど、現地で受

け入れられる支援が考えられるのだ。それら知ったことや気づいたことをもとに現地で受け入

れられる支援について考えてもらいたい。 
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 来年度の支援テーマが決まった後、この報告書に載っている小学校の情報を活かして、アプ

ローチ方法について考えてもらうことと同時に、大事なことがもう 1 つある。それは「本質を

見る」ということだ。支援について考えていると、壁にぶつかることがある。そのときは、問

題となって上がっていることに対して、一度、冷静になり、本質について考えてほしい。そう

すると、答えが見えてくるはずだ。 

 来年度の支援に向けて言えることは、情報の活用と本質を見るということだ。今年度の 2 年

生の気づきを大切に、テーマを決め、来年度の課題解決に向けてこの 2つを大切にしてほしい。 

 

６ 班活動を通して 

 2 年生から 3 年生の立場に変わった今年度。最終決定やその決定方法を決める立場になり、

それが難しく、悩んだ。そのような悩みから、脱出した方法は「本質を見る」ということだ。

「来年度の支援に向けて」のところで書いたが、情報の活用と本質を見ることを大切に来年度

以降の活動に注力してほしい。（原実優） 

 

行き詰まったときは誰かを頼りにしても良い、そう感じた 1 年だった。背負いすぎても潰れ

てしまう。だからその荷物を分け合って、誰かが無理をしていたら荷物を持ってあげる、自分

が辛いときは少し荷物を持ってもらう。そうやって力を合わせていくことが道を切り開いてい

く 1 つの手段だと、学んだ。（福井彩椰花） 

 

 支援の内容を考えるときに、現地の状況をきちんと理解すること、子供たちの目線に立って

考えること、そのために現地で自分の目で見て確かめることが大切なのだと実感した。先輩方

の姿をみて支援品を届けることは、ただモノを届けるのではない、大事なのは自分たちの“想い”

を伝えることなのだと学んだ。今年度また新たに支援の内容を考えることになるが、常にこれ

らのことを心に留めて考えていきたい。（長島佑佳） 

 

 支援品についての話し合いを続けていくなかで、自分たちが一から意見を出し合い、作り上

げていく過程はけっして順調なものではなかったと思う。良いと感じた案も次の週には問題点

に気付き、アイデアに行き詰まり悩むこともあった。しかしラオス班の先輩方、同期と支援品

について真剣に向き合う時間は楽しいものでもあった。これからもラオス班の先輩方のように

教育支援についてより知識を深め、来年度の活動につなげたい。（府川奈菜） 

 

一年間活動を通して、教育支援を自分たちで考え作り出すことは決して簡単なことではない

ということを痛感したのと同時に、「私たちが彼らのために限られた中できることは何か｣を模

索しながら目標に向かって班の一員として一つのものを作り上げることができたことは良い経
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験になった。この経験から私は何事にも諦めずに取り組めば道は開けるということを学べたの

で、来年度の活動にも活かしていきたい。（奥 成葉） 

V 会計班 

社会文化システム学科 3 年 三井 彩貴 

  

会計班は、エフラオにおいて特に財務管理を行う重要な役割を担っており、金銭的な取引に

は必ず関わって組織をサポートしている。また販売するコーヒー豆の発注・焙煎依頼も担当し、

仕事内容は多岐に渡る上確実な仕事が求められる。今年度からドリップパック、コーヒー石鹸

の販売が始まり、それに向けた準備を行った。これから各業務について詳しく記していく。 

 

１ 発注準備 

各イベント前に、前年の販売量記録を基にそのイベントでの目標販売量を決め、他の班に相

談する。発注量が決まったら、納品希望日から逆算して発注をかける。 

 

２ 発注 

（１） オルター・トレード・ジャパン（ATJ） 

 バナナやコーヒーなどの食品の交易を行っている会社で、エフラオで販売するコーヒー豆（生

豆）はここで注文している。購入した生豆は後述の流通サービスに納品・保管され、イベント

前に流通サービスへ焙煎依頼をする。生豆は常に残量を把握し、イベントに必要な量が確保で

きるように様子を見ながら発注をかける。発注方法は、Gmail で豆の種類、量、送付先（流通

サービス）を明記した発注依頼のメールを送り、その後電話をかけて担当者に再度メールの内

容を伝える。電話をかけることで先方のメール受信及び納品日を確認し、発注ミスを防いでい

る。発注から 4、5 営業日で生豆が到着する。 

 

（２） 流通サービス 

 緑茶や紅茶、コーヒーを取り扱っている会社で、エフラオで販売するコーヒーの焙煎を依頼

している。ATJ で発注した生豆を保管していただいており、イベント前には都度連絡して焙煎

の依頼をかける。ATJ の場合と同じように Gmail で豆の焙煎度、量、納品希望日、送付先（東

洋大学）を明記した焙煎依頼のメールを送り、その後電話をかけて担当者に再度メールの内容

を伝える。発注は納品希望日の 2 週間前にかける。納品希望日にはちゃんと届いているか実物

を見て確認する。 
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３ イベントにおける役割 

今年度はエフラオとして年間で４つのイベントに出店し、各イベントで会計班は下記の活

動を行った。昨年は 10 のイベントに出店したが、今年は外部のイベントを減らし学内の

みで販売を行った。理由は年々学内での知名度が上がり、職員の方などリピーターが増え

ていることから外部に比べ内部の売上が高いことである。また外部のイベントでは出店料

がかかるが、そのような諸費用を削減し売り上げの効率化を図った。実際に仕入れの量は

去年と同じだが、４つの学内イベントのみですべて売り切ることができた。 

 

 

（１） イベント前準備 

まずコーヒー生豆の発注を ATJ にかけた後、必要な量のコーヒー豆の焙煎を流通サービスに

依頼する。平行してイベントで販売するドリンク用カップや、製品に貼るパッケージシール用

のシール台紙等備品を ASKUL（通販サイト）で調達する。また、コーヒー豆販売用の袋、ド

リップパック資材の調達は NICONOS のオンラインストアを利用。 

 次に、パッケージシール表面用と裏面用をシール台紙に印刷し、コーヒー豆販売用の袋にパ

ッケージシールを貼った製品袋を販売数分作成する。パッケージシールは中煎りと深煎りでデ

ザインが異なるため、数を間違えないよう注意する。パッケージ裏面シールには商品説明や賞

味期限記入欄、焙煎日記入欄を設ける。また、商品 100g 購入毎に 1 スタンプのスタンプカー

ドを前年度に引き続き配付しているため、押印枠八マスと注意書きを書き、裏にエフラオロゴ

シールを貼ってカードを作成する。 

 今年度はキックオフでのみイベント前に教職員に予約表を配った。予約表には名前、連絡先、

購入したい商品の記入項目を印刷し、宣伝の意味も込めてイベントの約２か月前に教務課や学

生部へ行って教職員に予約表とリーフレットを配り、イベントの約１か月前に回収しに行く。 

 最後に、イベント前日までに 2 万円分の釣銭と当日使用する売上表を用意し、イベントでの

会計作業で必要となる釣銭、売上表、電卓等の備品を会計箱に詰めて前準備の完了となる。な

お、会計箱はイベントでその日最初の会計担当者が前日に持ち帰り、イベント当日の朝に持参

する。 

  

（２） イベント時の役割 

 会計班はイベント中、主に金銭取引に関係する作業を担当する。製品やドリンクの会計とポ

イントカードの配布、必要な場合はリーフレットの配布、売上表の記入を行う。売上表には商

品が売れた時刻、商品の種類、購入者の性別、金額など１会計毎に記入する。 

 イベント終了後は売上表に記入した売上金と金額と最終レジ金が正しいか確認し、締め作業

を行う。 
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（３） イベント後の役割 

 イベント後は売上報告書の作成と ATJ 及び流通サービスへの振り込みを行う。イベント当日

に書いた売上表を基に売上報告書は作成し、イベント後のエフラオの活動日に全体へ売上報告

を行う。また、イベントからしばらくした後に請求書が送られてくるため、コーヒー生豆を注

文した場合は ATJ に、焙煎を依頼した場合は流通サービスにそれぞれ代金の振り込みをする。 

 

４ 今年度の販売物 

 2019 年度エフラオで販売した商品は以下の通りである。 

・コーヒー豆（豆/粉）中煎り 100g 500 円 

・コーヒー豆（豆/粉）深煎り 100g 500 円 

・コーヒー豆（豆/粉）中煎り 200g 800 円 

・コーヒー豆（豆/粉）深煎り 200g  800 円 

・ドリップパック 1 セット 5 袋 500 円（キックオフでは 450 円） 

・コーヒー石鹸（ココナッツ/ヨーグルト/スクラブ） 300 円 

・コーヒー石鹸（アソート） 350 円 

・ドリンク（HOT/ICE） 300 円 

※イベントや時間帯によって品目、料金を変更 

 

５．今年度新しく始めた取り組み 

（１）ドリップパックの開発・販売 

 今年度団体オリジナルのドリップパックを作成した。開発の背景は抽出器具を持っていない

方でもコーヒーが飲めるようにという思いからである。会計班は製品班と協力しドリップパッ

ク資材の発注や値段設定のための原価計算を行った。 

 原価は 1 つ当たり約 52 円。5 つで一袋にして販売したため約 260 円の原価となる。当初は

450 円で販売したが、予想よりも人気があったことと製品に比べ利益率が低いことを考慮し第

2 回目の販売会以降は 500 円で販売した。 

 

（２）コーヒー石鹸の販売 

 コーヒー石鹸はラオスに渡航した際に購入したものである。製作者はラオスの 10～20 代の

若者で協同組合を作り自家製の石鹸を販売している。原料にはコーヒーが使われているが、そ

れは欠陥豆であり豆としては販売できないものである。しかしそれを再利用して製品を開発し

た。本来なら廃棄されてしまうという問題点を解決している。また使用感も良く保湿効果によ

って肌が乾燥しないという利点がある。以上のお話を聞いた際にこれを日本で売るのはどうか

というメンバーの案によって販売が決定した。 

外袋 8.64 

中袋 11.68 

ラッピング 1.62 

シール 5.60 

生豆 10g 12.85 

焙煎 10g 6.59 

送料 4.64 

袋詰め代 0.74 

合計 52.36 

表 1 原価率（円） 
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（３）白山祭ドリンクの値段の変更 

 昨年の白山祭ではドリンクのホットを 200 円で販売したが、今年は 300 円に値上げした。理

由はドリンクのアイスが 300円で販売しているためにどうしてホットとアイスで値段が違うの

かお客様から疑問の声が上がったからである。実際にはアイスには氷代がかかるからという理

由だったが、2019 年は消費税が増税されたため思い切って値段の統一を決定した。 

 しかし今年のお客様からの声では価格に対する満足度が下がっていたため、来年度価格設定

の見直しを検討する可能性もある。 
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団体の収支報告 

 

三井 彩貴 

社会文化システム学科 3 年 

I 2019 年度収支報告 

【収入の部】 ＊イベントごとに集計 

月 イベント名 販売量（kg） 売り上げ（円） 

7 キックオフ 30.4 150,800 

11 白山祭 24.1 209,400 

11 文京区博覧会 16.3 70,900 

12 学内販売会 11.7 70,500 

 合計 82.5 501,600 

 

【支出の部】 

焙煎加工費 72,756 

製品袋代 72,757 

手数料 880 

生豆代 154,224 

備品 25,330 

資格講習代 10,962 

広報活動費 21,916 

ドリップパック開発費 8,771 

イベント装飾費 20,764 

その他 96,752 

総支出 485,112 

 

今年度収入の合計は 50 万 1600 円、支出の合計は 48 万 5112 円であった。したがって、今

年度の純利益は 1 万 6488 円となった。今年度の支援品には 9 万 920 円を使用したため、結果

的に支援品代は純利益と昨年度の繰越金から補った。そのため、昨年度からの余剰金である 17

万 3357 円が来年度への繰越金となる。 

今年度の支援品は、紙芝居のイラストを外部に発注依頼、さらに印刷をするという段取りか

ら、当初の予定では 15 万円以上の額がかかるであろうという見込みであった。そのため、支
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援品作成のための資金をできる限り集めようと、製品やドリンクの料金を一部上げるなどの取

り組みを行った。しかし、紙芝居に使用するイラストをメンバーの渡辺が担当し、さらにラオ

ス班の機転や尽力もあり、当初よりも資金がかからない運びとなったため、来年度への繰越金

が潤沢にある状況となった。また、今年度は昨年度の繰越金を使用して新たに製品器具を購入

したり、ドリップパックの製品化を行ったりしたため、総支出額が昨年度に比べ大幅に増加し

ている。 

II イベントごとの収入について 

収入は、昨年度と比べ 3 万円程度増加している。新たに導入したドリップパックの利益率が

低かったこともあり、白山祭にて販売したホットのドリンク料金を昨年度価格の 200 円から

300 円に変更したこと、新たにコーヒーせっけんの販売を行ったことが原因であると考えられ

る。しかしながら、増税の影響もあり収入が増加したものの支出も増加しているため、一概に

売り上げが上がったと言えるわけではなく、販売量も昨年度とほぼ同じである。今年度は作業

の円滑化のため委託販売およびアプリによる通信販売を停止し、出展するイベントも昨年度に

比べ大幅に削減した。しかし、あまり販売量が見込めない外部のイベントにかけていた出展料

や、通信販売にかかるコスト、手間をかけることがなくなり、うまく作業の円滑化と節約がで

きたのではないかと考える。 

III 製品原価と一袋あたりの原価 

表 3  製品原価と一袋あたりの原価（2019 年度） 

 中煎り

100g 

中煎り

200g 

深煎り

100g 

深煎り

200g 

ドリップパック 

10g 

豆代（¥1190/1kg） 119 238 119 238 11.9 

焙煎加工（¥500/1kg） 61 122 64 128 6.1 

袋詰代（100 袋販売時） 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 

シール表 4.6 4.6 4.6 4.6 5.6 

シール裏 3.06 3.06 3.06 3.06 0 

製品袋（送料込み） 52.6 52.6 52.6 52.6 26.74 

合計（税抜） 242.7 422.7 245.7 428.7 52.74 

合計（税込） 266.97 464.97 270.27 471.57 58.014 

定価 500 800 500 800 100 

一袋あたりの利益 233.03 335.03 229.73 328.43 41.986 

 ※これに加えて、送料と振込手数料がかかる。また、焙煎加工費は焙煎具合により変動する。 
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表 3 は、製品原価と一袋あたりの利益である。それぞれの製品のコストと利益が分かるよう

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計算した値であり、ドリップパック

については 5 袋１セットで販売したため、実際の利益は１セットあたり 209.93 円である。 

今年度は新たにドリップパックの開発に取り組み、156 セットを販売した。学生からの人気

が高く売れ行きも好調であったが、上記の表の通り利益率は一番低く、当初 450 円で販売して

いたところから途中で 500 円に変更した。開発までに時間と手間はかかったが、メンバー間で

よく話し合い、製品班の尽力もあって、良い製品になったと思う。 

生豆は、株式会社オルター・トレード・ジャパンから 1kg あたり 1190 円で生豆を購入した。 

IV 総評 

今年度は、来年度からのエフラオの方針が固まっていない関係もあり、昨年度からの繰越金

を存分に使用してより良い製品や資料、支援品を作ろうという目標で活動した。メンバー間で

の話し合いの時間も昨年度より多く設け、必要な経費かそうでないかを会計班内外で話し合っ

たため、初期投資含め必要なところにうまく資金を投入することができたと思う。どうしても

最初の段階で製品袋と生豆に多くの資金を費やすため焦りがちになるが、その後の販売で必ず

巻き返すことはできることを念頭に置いて来年度も会計を引き継いでいってほしい。 

今年度の会計班代表としての活動は、昨年度に比べ３年生が２人だったこと、代表がうまく

話し合いに参加して、アドバイスをくれたことなど含め、かなり円滑に進めることができたの

ではないかと思う。ややこしい計算などはもちろんあったが、うまくメールや電話をする発注

担当と、お金の管理や準備、支払いをする会計担当を手分けしたため、気を張りすぎるという

こともなかった。来年度も会計担当は２人で回していく予定であるため、うまく協力していっ

てもらえればと思う。たくさんの仕事を手分けしてサポートしてくれた、会計班 3 年かつ副代

表である秦泉寺にも感謝したい。 
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

―タイトル、未定― 

  

大 井 翔 太 郎 

社会文化システム学科 3 年 

 

FLAO で活動した 2 年間を思い返すと、5 期・6 期のメンバーを始めとするお世話になった

方々への感謝はしきれない。が、それは別の機会にしているのでここでは愚直に、このテーマ

を問いたい。 

過去の報告書を見ると、例年代表は、どうやら代表という役割を絡めて書いているようなの

で、一応私も、代表をやってみて自分なりの「リーダー論」を考えてみた。私の結論はこうだ

––––代表は、FLAO の中で最も素人である。6 期が始まって班活動の様子を見ていると、本当

に班はプロフェッショナルな仕事をしている。各班には 5 年間で蓄積してきたノウハウがあっ

て、一人一人がその方法だけでなく、班独自の志向のようなものさえ持っている。2 年生の時、

箕曲先生が「代表は孤独だ」とよくおっしゃっていたことを記憶していたのだが、もしかした

らこれはこのような感覚にあるのかもしれない。班は、楽しそうだ。おそらくこの経験を通し

た自己変容の写真、私以外のほとんどが、班の集合写真を挙げるのではないだろうか。 

 代表に関して、こういう意見もある。代表はメンバーにとって全体を見ている人だから、代

表の意見が班に強い影響を与えてしまう、と。前代表は、何となくこれを嫌っていたように見

えた。これも分かる。しかし、班活動を回っていて気づいたことがあった。それは、強い影響

力があるというより、各班の話についていけないので役に立たないということだ。班が大変そ

うだからといって介入すると、逆に足手まといになるのである。 

 この経験から、変わったことがある。何も、代表という役割に特別なことはない。自分は自

分なりに、自分の答えを持っていればいいのだ。今年は 3 年生会議をなくした分、各班が活動

を通して得た「自分たちだけの気づき」を即座に活かすことができた。だから今期の FLAO に、

代表は「必須」な存在ではなかったかもしれない。だとすれば代表は、そんなに考えることは

ないわけで、小さな決意みたいなものを、内に秘めていればいいのだと思った。例えば、私が

代表として決意していたことは次のようなことだ。まず、メンバー全員の名前を漢字で書ける

ようにすること––––たぶん代表は、何回かそれが必要な時が来るから。次に、問題が起きた時

に、それを“面白い”と思うこと––––そうすれば解決することが面白くなるから。最後に、感情

で判断はしないけれど、メンバーの感情は大切にすること––––メンバーの思いを大切にしたい

から。ほかにも些細なことを挙げればきりがない。 

 しかし、上に書いたことはただの自分の中のリーダー論の変化であって、これが自己変容な

のかというと、怪しい。ここ数日、私はこの報告書を書いているときに常に違和感に苛まれて

いた。今もそうだ。この感覚は何だろうか必死に考えたが、結局わからなかった。故に、私の

経験を通じた自己変容は「タイトル未定」である。今わかっていることを書くとすれば、「私は
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FLAO で 2 年間活動して、こう変わりました」といえるべきものが何のかわからないし、変わ

った自信がない。もしかしたらこれは、一種の逃げなのかもしれない。自分と向き合うという

ことからの、逃げなのかもしれない。私はこの場所を離れたことを恐れているのかもしれない。

だとすれば FLAO はやはり、私にとってかけがえのない存在であったことは少なくとも間違い

ではないだろう。 

 この「タイトル未定」は決してネガティブなことではない。何となく、「これからも変わり続

けたい」という意思だ。FLAO で 2 年間の活動を通して、2 つの確信がある。それは「（何が変

わったかははっきりわからないとはいえ）成長したことが一つもないはずがない。」ことと、「（だ

からといって）自分が完成したはずがない。」という、一見すると矛盾するような 2 つの確信

である。だから私は、問い続けたい。自分がこの 2 年間でどのように変化したのかは、これか

らの自分が、自分の生き方で、それを証明していかなければいけないのだと思った。今私は、

大きな白紙の前に立たされているような気持ちでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラオスに渡航した上級生と、先生 
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挑戦と役割 

 

渡 辺 未 来 

社会文化システム学科 3 年 

 

今年度は、団体自体でも班の中でも新しいことを取り入れたり、今まで行っていたことをや

めたり、非常に変化が著しかった。今思えば、挑戦だらけの一年だったと思う。成果が出た取

り組みもあれば、やりきれなかったこと、反省点が多く出た取り組みもある。そのなかで私は、

副代表として製品班の一員としてリーダーや二年生のサポートという役割にいた。そんな国内

活動を通しての自分の変化は、挑戦することに対するハードルが下がったこと、そして自分の

FLAO での役割を何度も考えたことである。 

 製品班では新たにドリップパックの開発を一から始め、キックオフまでに商品化できるよう

に作製を進めた。班決めが終わってすぐくらいに初めての試作を行い、コストと使いやすさを

考えながら資材を選んだ。また、パッケージをどうするか話し合い、コストの面からスタンプ

で量産させることにして、デザインをパソコンで作りスタンプ作成会社に依頼した。ドリップ

パック自体は自分たちで製品づくりの一環として作ることになった。ほかにも細かい問題を見

つけては解決して、無事 7 月のキックオフで販売することができた。客観的に見ればたった三

ヶ月で、一つの新商品を作り、マニュアルまで作ったのである。その上、集まって話し合う時

間はほとんど週一の授業時間。冷静に考えてこうして書きだしてみると、なかなかすごいこと

に私たちは挑戦したのではないかと思う。しかし、このドリップパック事業も製品班の班目標

の一つにすぎないのである。これだけ大きな変化をいくつもやろうとしたこと自体、この第 6

期ならではの特徴だと感じる。 

 二年生の時、或いはもっと前から、私はなにかを改善しよう、変えようという話が出たとき、

すぐにはできないような大きな変化を求める意見を考えてしまいがちだった。しかし、そのよ

うな意見を出すと、「それはすぐにはできない」という理由で却下されがちで、いつのまにか自

分自身も、現実的で小さな意見しか言えなくなっていた。二年生での F ラオの活動でも、あた

りさわりのない意見しか言えず、結局言われた仕事しかやらない人間になっていた。三年生に

なって、第 6 期の三年生メンバーは本当にいろんなアイデアをだして、現実にしていく力があ

ると強く感じた。全くと言っていいほど変化を恐れないのだ。そんなメンバーの中にいるうち

に、私も「いやそれはさすがに厳しくない？」から、「いいんじゃない？やってみようよ」とい

う反応ができるようになった。私たちが出した変化は、大変だったり新しい壁にぶつかったり

結局実現できなかったこともあるが、このメンバーなら大丈夫、できる範囲のことだと思わせ

る団体だった。挑戦すること、変化することは、振り返ってみれば案外恐れるものではないと

思えるようになった。 
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 もうひとつは、FLAO で私は何ができるのか、自分の役割は何なのかについて何度も考えた

ことである。2 年生のころは、自分個人の関心ごとについてばかり考え、二年のスタツアでの

最後のスピーチでも団体の話は一切出さず、ひたすら自分の関心ごとに対する話しかしなかっ

た。正直、団体のことより自分個人の関心ごとを追及していたかった。三年生になり、自分が

副代表を頼まれたときは、こんなに団体に対して考えてない人間でいいのかと思った。そこか

ら改めて「F ラオのなかの自分」は何をすべきか、できるのかを考え始めた。正直、私は必要

でないのではと考えるくらい、自分が何もできなくて悩んだこともある。そのなかで、私の考

え方を打ち破ったのがラオスの支援品として贈る紙芝居の絵を頼まれたことだった。 

当初プロのイラストレーターに頼む予定だったその仕事を、絵を描くのが好きなだけの私が

引き受けた。私はそれを描くにあたって、先生の「本物を目指せ」という言葉を思い出してい

た。描くからには素人感のない絵を描こうと、スマホの絵が描けるアプリで丁寧に描き上げた。

ラオスの風景や子どもの写真を参考にして細部までこだわりながら、紙芝居ならではの親しみ

のある画風にこだわった。FLAO の活動のなかで自分がめったに感じなかった楽しいという感

情が芽生えた。そこで自分は「自分の役割」ではなく、「副代表の役割」、「製品班の役割」にこ

だわっていたことに気づいた。サポートしようとして自分の積極性をなくしていたり、他のメ

ンバーと比べて自分は何もできてないと落ち込んだり、結局自分にしかない長所を生かせずに

苦しんでいた。私は私ならではのやり方で団体を支え、メンバーのためにできることを考えて

やろうと思えるようになり、気持ちが軽くなった。 

 第 6 期 F ラオでの活動は私にとって、私が目を背けてきた自分の嫌な部分と向き合える環境

でもあり、自分を成長させてくれた場所だった。団体を離れても、常に自分の考え方に疑問を

持って、自分の視野を少しずつ広げていける人間でありたいものである。 

 

キックオフでの製品班  
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“副”という立場で見えたこと 

 

秦 泉 寺 祐 花 

社会文化システム学科 3 年 

 

 ２年間という長い時間をエフラオで過ごした。活動自体は１週間に１回だったが、頭の中に

は常にエフラオがいた。それほど私の中で大きな比重を占めているものであった。副代表とし

て組織にいることや、会計班として発注に深くかかわっているという自覚が頭の中のエフラオ

を大きくしていた。 

 この書き出しの時点で背負い過ぎだなと感じる。第 6 期が始まるときは各々目標を立ててい

たが、私は改革よりも今ある仕事を失敗しないことに重きを置いていた。この目標が３年前期

の私を苦しめることとなった。今回の報告書では前期から後期の変化と、運営側で学んだ経験

を書きたい。 

 2 年生の 3 月、代表決めが行われた。その時自分にも票が入っていたことが信じられなかっ

た。私は人をまとめたり、指示を出したりすることが苦手なためとても代表をできる器ではな

いと思っていた。最終的に大井君が代表になったが、この時から大変な役割を引き受けてもら

ったとどこか後ろめたかった。それからできるサポートは何でもしようと決めていた。 

 実際にエフラオの活動が始まってから、キックオフまで一瞬で時間が過ぎていった。この時

の私は心の面でオーバーワークだった。例えば去年の売上業績を皆に配ったり、まだ確定版で

はないドリップパックの予算概算を作成したりした。しかしこれは班で分担したわけではなく

自分で必要だと思ってやったことだった。他のメンバーからしたら毎週何かしらの紙が配られ

るなあと思ったことだろう。今思えば本当に必要な情報を班で一緒に作成しながら、まとめて

発表することが 1 番良かった。 

こんな具合の空回りをしながらある日班の同期に「今日は全然笑わないね」と言わせてしま

ったことがある。そんな心配をさせてしまったことに反省した。そんな中前期 1 番の事件であ

る生豆発注ミスが起きる。もはや笑えるくらい心にダメージを負った。数字でのミスというよ

りは、流通さんとの連携がうまく取れていなかったことが原因だった。生豆が予定より多く届

いてしまったためキックオフでは去年よりかなり多く売らなくてはいけない計算になる。ネガ

ティブな感情しか出ない私とは裏腹に、「逆境こそ成長する」という箕曲先生の言葉や「絶対に

売れるから大丈夫」だと言ってくれた大井君。その言葉通りキックオフは製品が完売し、かな

りの売上を出すことができた。 

 私の中で波乱万丈の前期であった。ここで学んだことは「今ある仕事に失敗しない」という

目標を立てると、成長にもつながらないし、いかに失敗しないようにするかと知らずに自分を

追い込むことになってしまう。そうして頭の中でやらなければいけないタスクを勝手に増やし、

自分で決めたことなんだからと人に頼れなくなってしまう。エフラオではいつも誰かが助けて
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くれたし、支えてくれた。それは第５期でも学んでいたがやはり温かい人の集まりだと実感し

た。個人的にかなり大きなミスをしたことでもはやこれ以上怖いことはないと思うことができ

た前期であった。 

 後期はイベントが３つあったこともあって忙しかったと思う。しかし本当に充実していたし

楽しかった。それには班で仲良くなれたこと、班以外の２年生と交流を持てるようになったこ

と。前期の失敗を生かし方の力を抜いて活動できたことがあげられる。そもそも私は実は人見

知りの面があるために後期のほうが伸び伸びと人と会話できたと感じる。そうするといろんな

人に頼れるようになってきた。前期は会計の２年生を話し合いに入れてあげられなかったけれ

ど、後期は会計全員での話し合いがたくさんできた。頼ったり協力することで交流が生まれて

いるのを実感していた。 

 しかし班の活動はそれでいいとして副代表としての立場に迷うことが多かった。もともと組

織の中で何かしらで役に立ちたいと思う性格のため副代表を受けたことは後悔していなかった。

しかし仕事内容がしっかり定められているわけではなかった。後期はかなり忙しかったため代

表と会話していても、前期の私のようなオーバーワークの状態が伝わってきた。どうしたらサ

ポートができるか考えても話を聞くということがメインになってしまった。ただ代表は頼って

くれることが多かった。「Ｊなら任せられる」と言われてとても嬉しかったことも覚えている。

この時に気づいたことがある。私が副代表としてサポートを頑張りたいと思っていた理由は誰

かに頼ることには勇気がいると分かっていたからだ。自分が誰かを頼る勇気がなかったから、

その勇気を出した人には全力で応えたいという意志が心の気が付かないところにあった。代表

は私を頼りにしてくれたが、誰かに任せたり、自分が悩んでいることを話すのには勇気がいる

と思う。ただその勇気を出すと絶対に助けてくれる人はいる。副代表という立場で見えたこと

は、誰かの SOS に気づきお互いに助け合えた時の信頼関係はかなり強固になるということだ。

実際にエフラオ代表・引く代表三人の絆は固かったと感じる。そしてもし私が何かリーダーの

なるときは頼ることに抵抗しないように心がけたいと思えるように変われた。 

 やはり２年間をここにまとめるのは難しかった。

他にも心が動かされたエピソードはたくさんある。

それくらい濃いゼミの時間であった。大好きな会

計班、代表陣、穏やかで優しい３年生、元気で明

るい２年生と出会えた。最後の打ち上げが終わっ

たときにはもう終わってしまうのだとしんみりし

た。この活動に携わることができて本当に有意義

な大学生活を送ることができた。関わってくれた

方々、本当にありがとうございました。 

  ３年女子 
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みんなちがってみんないい 

 

岡 本 紀 香 

社会文化システム学科 3 年 

 

 リーダーにはなれない。いや、リーダーなんてできればやりたくないと思っていた。だが、

気付けば第 6 期の製品班班長になっていた。というのも、昨年度製品班だった私以外のメンバ

ーが、代表と副代表に選出されたため、必然的に私が班長になったのである。今まで、小・中・

高校生活でもリーダーになることは殆どなかった。リーダーとは、誰かを引っ張っていくよう

な存在である。そのような役割は自分には向いていないと思っていたし、人と違った目立った

ことをすることが苦手であった。どこかで誰かがやってくれるだろうと思い、人任せにしてい

た部分があった。今思い返すとそれは、去年のエフラオの活動にもでていた。やることがわか

らないということを言い訳に、先輩から言われたことはこなすが、自分から行動をすることは

ほとんどなく、常に受け身の姿勢であり、どこか人任せであった。そのことについて去年の今

頃、報告書を書きながら後悔している自分がいた。 

 そんな私が班長になって、まず考えたのは、今年は後悔なく、自分が納得のいく活動をした

いということと、どうせ自分が班長になって活動してくのであれば、楽しく活動したいという

ことである。そこでまず、力を入れたのは、班の雰囲気づくりである。決して去年の班の雰囲

気が悪かった訳ではない。去年の製品班は上手くやれていた。しかし、どこかで 2、3 年生と

の間で壁を感じていた。それは、先輩と後輩という上下関係があるから仕方のないことなのか

もしれない。それでも、今年の製品班は、なるべく 2、3 年の壁をつくらず、全員が遠慮せず

に、意見や考えを言い合えるような環境づくりをしたいと考えたのである。 

 そこでまず、どこの班よりも早く新歓をし、2 年生と打ち解けようとした。些細なことでは

あるが、コミュニケーションを積極的にとるようにしたり、3 年内で持ち上がった意見だとし

ても、班員全員のグループ LINE で意見を求めるようにした。また、「今日の製品班」という

活動の最後に必ず班員全員で写真をとる文化をつくった。最初はただ単に記念として写真に残

しておきたいという思いから始めたことであったが、次第に他の班から「製品って本当に仲が

良いね」と言われるようになり、その言葉は、班の雰囲気作りを大切にしていた私にとって、

とても嬉しいものであった。 

 活動を進めていく上で、雰囲気作りの他にもう一つ心掛けていたことがある。それは、具体

的な指示を出すことである。3 年生と比べると、2 年生は、やはり経験値が違うため、今何を

すべきか自分で考えるのは困難である。そこで、次のイベントまでに、何をいつまでにやるの

か明確にする様に心掛けた。また、なるべく 2 年生に担当を割り振って、誰が中心になって進

めていくかはっきりさせ、3 年はそのサポートに回るようにした。そうすることで、次第に 2

年生から、今何をやるべきか、これはやらなくていいのかなど、聞いてくれるようになった。
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時には、私が忘れていたことに気づいてくれたりして、助けられることも多かった。班員一人

一人が責任をもって活動してくれていると思うと、私自身もとても誇りに思うようになった。 

 製品班長として、活動していくうちに自分の中で変化や気付きがあった。一つは、周りをサ

ポートしたいと思うようになったことである。当初は、自分が後悔しないように、自分が楽し

く活動したいと考えていたように、活動の軸が「自分」であった。しかし、次第にみんながど

のようにしたら活動しやすく、やり甲斐をもって楽しく活動できるのかを考えるようになって

いた。そして、このサポートするという役割は、私は案外好きであり、やり甲斐を感じるとい

うことに気が付いた。２つ目は、リーダーといっても様々なかたちがあり、こうあるべきとは

一概には言えないということだ。冒頭で、リーダーとは誰かを引っ張っていくような存在と述

べたが、私は、リーダー＝みんなを引っ張っていく存在と自分のなかで決めつけてしまうこと

で、自分には無理だ、向いていない、できないと思い込んでしまっていた。こうあるべきだな

んて存在しない。これは、リーダーに限ったことではなく、個人でもいえることであると思っ

た。性格も考えも違う人たちが、一つの目標に向かって一緒になって活動していくと、自分ひ

とりでは考えられなかったようなアイデアが浮かんだり、ワクワクするようなものを作り上げ

ることができたりする。それは、それぞれ人と違うものを持っており、違うことをするからこ

そできることなのだとエフラオで活動していて強く感じた。 

そんなことを考えていたら、小学生のときに習ったとある詩の一部を思い出した。「みんな

ちがってみんないい」。本当にその通りだと思う。これからもこの言葉を忘れずに、恐れること

なく様々なことに挑戦していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ある日の「今日の製品班」 
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進化・変化することの難しさ 

 

山 崎 良 太 

社会文化システム学科 3 年 

 

 私がエフラオの活動を通して学んだこと。それは 3 つある。 

 一つ目は進化・変化することの難しさである。進化・変化するというのは口にするのは簡単

であるが、実行することは本当に大変なことということを実感した。今年度、私が所属してい

たイベント班では、ラオスやフェアトレードを周知できるようなイベントを自分たちで開催、

レイアウトや装飾をホンモノに近づける、積極的にドリンク販売できるイベントを探すという

ことを今年度やりたい新しい取り組みとして春学期の最初に決定した。結果は、自分たちのイ

ベントを開催することもできず、ドリンク販売も白山祭のみ、昨年と同じ内容のイベントを同

じように行うという形になってしまった。私は正直、二年生のころイベント班はもっとできる

ことがあるんじゃないかと思っていた。だが実際三年生になってみて、昨年やってきたことを

ほとんど変えることができなかった。途中イベント班とは何なのか分からなくなる時もあった。

イベント班に関しては不甲斐ない自分に非常に後悔が残っている。だからこそ進化・変化する

ことの重要性も知った。だが未だに自分自身、進化や変化に必要なことは分かっていない。先

生が言っていた「変化のない団体は衰退する」という言葉を忘れずに、この一年間分の後悔を

無駄にしないよう今後私が所属する団体の中で、進化・変化していくために何が必要なのかを

考えていきたい。 

二つ目はコーヒーというものの奥深さ、すばらしさである。私はもともとエフラオに入った

当時、カフェで働いており少しコーヒーに興味がある程度であった。しかしエフラオで二年間

コーヒー豆を扱うことによってどんどんコーヒーの魅力にはまっていった。実際にコーヒーを

生産しているラオスという場所に行ったり、焙煎しているところを訪問してきたが、そういっ

たことをした大学生は限られているだろう。コーヒーの生産場所から消費者に届くまですべて

の過程に詳しくなり、エフラオという団体の中でコーヒーを通じて幾多もの貴重な経験をする

ことができた。今では自宅でコーヒー器具を揃え自分で豆を挽き毎日飲むほどコーヒーにはま

り込んでしまった。私は一つのことに集中するとそのことに突っ走ってしまう。新しくのめり

込んだコーヒーは今後も生涯を通して付き合っていきたい。 

三つ目は相手の話に対するリアクションについてだ。今年度の 4 月に先生が、相手が話した

内容や意見に対して一度賛同してから、意見を述べると話していた。私はこの話を聞いてから、

人の話を聞くときは割とこのことを気にかけていた。今考えるとエフラオのメンバーは全員こ

れができていたと感じる。誰かが意見を述べた際、みんなが相槌を打ち、「いいね」という声が

飛び交い、それからここをこうしたらもっと良くなるんじゃないかとアドバイスをしあう。当

たり前のようにそれらが行われていた。私はこれが団体の運営を円滑に進めるうえで一番重要
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なことではないかと感じた。一つの課題に対し、誰でも自由に発言し、みんなで議論し合う。

相手の意見に反対するにしても、一度賛同してから自分の意見を述べるのと、いきなり「でも

～」と述べるのでは全く違う。人間力といっても色々あるが、これも一つの人間力なのではな

いかと思う。私もこれから社会に出ていく中で、人間力も進化させていきたいと思う。 

高校三年生の時にオープンキャンパスでエフラオを知り、そこのゼミに入ることを目標に受

験、大学一年の講義を受け、エフラオに所属し、そしてエフラオを卒業するまですべてが学び

であり充実していた。一年前エフラオを辞めずに続けてよかったと心から思う。先生、先輩、

同期、後輩に刺激を受け続けた二年間であった。この二年間の学びは今後の私に人生に必ず活

きてくる。どう活かしていくかは自分次第であり、絶対にこの経験を無駄にしたくないと思え

る二年間であった。 

 

 

第 6 期イベント班 

 

  



経験を通じた自己変容 

76 

考えを言葉にすること 

 

佐 久 間   啓 

社会学部社会文化システム学科 3 年 

 

私はエフラオでの活動を 1 年間終えてついに 3 年生になった時、班をリードしていく存在で

あることに不安を抱いていた。思えば先輩に頼ってばかりとなってしまっていた自分が、しっ

かりと後輩を引っ張っていくことができるのだろうか、1 年間の学びを生かせるのだろうか、

考えても答えの出ない事に心配になっていた。3 年生になってからの活動は思わぬことの連続

だった。団体自体が今年から少しずつ変わっていくということや、エフラオ内でのイベント班

の立ち位置が製品を「売る」ことが目標になっていることへの意見があったのだ。そのため昨

年と同じように、イベントを企画して販売するという班活動を転換する必要がでてきた。まず

イベントを減らす提案が出て、最後の学内販売会ではエフラオの、ラオスとの関わりやフェア

トレードについての展示をしようという目標を掲げて今年度の活動を始めた。しかし、実際に

最後の学内販売の日が近づくと、展示用に借りようと考えていた会議室の空きを確保できない

という事態になってしまったのである。校内で販売会をする以上仕方のないことであるが、私

はこの事態に対して、改善策をなにも提案できなかった。結果昨年となにも変わらない通常の

販売会となってしまったことが今期の活動の中での後悔である。2 年生のイベント班メンバー

からは、フェアトレードについての映画を放送したり、コーヒー販売を目的としない幅広い周

知を目指したイベントを自分たちで新たにやりたい！など素晴らしい案が出たにも関わらず、

なにも実現できなかったことが心残りである。 

エフラオの話をすると、サークルなの？と聞かれることがよくある。サークルほどゆるく自

由なものではないし、ゼミのように個人でテーマを絞り研究していくとも何か違う。エフラオ

では誰か 1 人の強い意見ではなく、みんなの様々な感性からの意見を集約させて、アイデアを

出すことで物事をより良い方向に進めて活動してきた。時間もかかるしスムーズに物事が進ま

ないことも多かったが、みんなと議論することを楽しんでいる自分がいたことに驚いた。私は

もともと自分の意見を言うことが得意ではなく、なにか考えがあっても発言はしないような人

間であった。「自分の意見が的外れだったらどうしよう」「正しい意見を言わなければいけない。」

そんな考えが無意識のうちにあったのかもしれない。とりあえずみんなの意見に同調してれば

いいと思ってしまっていたのだ。もちろん議論をすることも嫌いだったし、人前で自分の意見

をいうことに苦手意識を強く持っていた。しかしエフラオで活動していくうちに、苦手や嫌い

とかそういう問題ではなく、自分の考えていることを言葉にして伝えたいという思いが強くな

っていったことを感じた。それは国内活動での販売会でお客さんにエフラオの魅力を知ってほ

しいと思った時もそうだが、スタディツアーの影響がなによりも大きかったと思う。スタディ

ツアーの 10 日間は、慣れないことの連続で疲れてしまうこともあったが、それ以上に自分の
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知らなかったラオスでの毎日が新鮮でわくわくして楽しかった。気になることは先生や通訳、

現地の学生に質問していたし、メンバーとの意見交換もたくさんした。疑問や発見を自分の中

だけで消化できなかったしもったいないと感じたのだ。メンバーとは、単に活動していくうち

に仲良くなったから意見を言えるようになっただけなのかもしれない。しかしどんな意見でも

聞いてくれて対応してくれたため、気後れして話せなくなるということにならなかったのだと

思う。私のなかで同期が、本当にみんなそれぞれ個性があり誰一人欠けてほしくない存在であ

った。多様なみんなの意見を聞きながら自分の意見も言える楽しさを、エフラオに入って初め

て知ることができた。これは私の中で大きな成長だと思う。そんなエフラオでみんなと活動で

きたこと、勇気を出して志望理由書を提出した自分に感謝したい。強みを言えない人は 1 人も

いないほど個性にあふれている同期をはじめ、箕曲先生や関われた先輩、後輩と活動できたこ

とは、間違いなく私の誇りである。単位を取るためだけに授業を受けるではなく、自分たちで

考えて決定していく。ふつうに大学生活を送っていただけでは経験できなかったことや聞けな

かった話が、たくさん詰まった 2 年間であった。エフラオで得た経験や知識を無駄にしないよ

う今後の糧にして、意見を言える楽しさを忘れずに様々なことに意欲的に取り組んでいきたい。 
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プリテンダー 

 

佐 藤  茜 

社会文化システム学科 3 年 

 

 エフラオに入りたいと思ったのは東洋大学を受験するときであった。もともと東洋大学志望

ではなかったが学科のサイトにエフラオのことが載っていてそれで学科を決めた。そのために

入学してすぐに Diversity Voyage に参加することを決め、国際交流サークルとボランティアサ

ークルに入り他にも 7 か国に行き幅広い考えを持った人たちに出会い、知らなかった世界を知

っていろんな視点が見えるようになった……つもりだった。エフラオで 1 年間活動して実際に

ラオスに渡航して、ラオス・コーヒーについてもっと愛着が湧き他の人に発信したいと感じた。

そのためラオス自体について発信するためにイベント班で写真を使った展示とアルバムを企画

し作った。「ラオスってこんな国だったんだ」というお客様の声をきいてその展示とアルバムの

成功を実感することができた。コーヒーについてはカフェでのアルバイトを初めて知識をお客

様にお伝えして提供することでエフラオでの販売会の接客にも活きていることを実感すること

ができた。ボランティアサークルで学んだリスクマネジメントをエフラオでも活用してイベン

ト前に予測されるリスクはつぶすように意識して対応した。自分なりに精一杯どの活動もやっ

ている……つもりだったのだ。 

 一番大きなイベントである白山祭が近づいていたとき、昨年度 1人で担当をしていたので「わ

からないことがあったらなんでも聞いてね」と言い 2 年生 1 人に任せていた。その時期私は班

活動と被ってしまう課外講座をとっていて班活動に参加できていなかった。そして白山祭 1 週

間前に私は 2 年生が仕事を分担していることや白山祭の販売中にプレゼンをすることなどを知

った。何が何だか分からなくなり混乱した、と共に今まで私は何も把握せずに上手く指示をだ

せなかったことを強く後悔した。そのときにわたしは「心配しているふり」をしていたことに

気づいた。 

昨年度の報告書を託して任せてしまい全体を把握しようとしていなかったのである。考えて

みると昨年度 1 人で担当したからと言って今年度も 1 人に任せることや、何か変更があれば報

告してくれるだろうといった考えは勝手に自分で決めつけてしまっていたことであった。仕事

を分担するという視点さえも考慮に全く入れていなかった私はいろんな視点が見えるようにな

った「つもり」であった。また、文京区博覧会でお客様に“浅煎りではなくなぜ中煎りを販売し

ているのか、挽き目を変えたほうがいいのではないか”と言われたことがあった。答えられなか

った。カフェで働きエフラオに接客を生かせている「つもり」であったのである。 

 これはエフラオでの経験自体についてもいえることであり、フェアトレードコーヒーを販売

し利益でラオスの子供たちの教育支援にあてている「つもり」になって満足していたところが

ある。もちろん、学生にできる支援は限られていることやこうあるべきという支援はない、そ
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のなかで自分ができることは何かと考えながらエフラオで活動していた。そう考えている「ふ

り」をしながらこれ以上の可能性、もっと先の未来の可能性に向き合っていなかった。いろん

な支援はあるけど学生にできることは限られているしこの期間でプロジェクトを完結させなけ

ればならないという目の前の自分で作った壁にぶつかって必死に這い上がろうとしていた。 

 今最も恐れていることはこの 2 年間で支援をやり切った気持ち、さまざまなことを学び成長

した気持ちになった「ふり」をして満足してしまうことである。これ以上に反省や経験を生か

す場を求め続けもっと先を見つめていきたい。私がこのエフラオの活動で学んだことはたくさ

んあるが、一番学んだのは、「学んだつもりになって満足してしまう自分がいること」「自分の

学びを自分で止めてしまう可能性があること」である。 

 

 

みんなで乗り越えた白山祭 
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信頼が責任を生む 

 

横 尾 若 菜 

社会文化システム学科 3 年  

 

2 年目の活動が始まるとき、私は漠然とした不安を抱いていた。同じ広報班の同期の吉野君

が後期に留学に行くため、結果的に班長をすることになったからである。今までの人生では、

代表の立場に打診されても何かと理由をつけて断ってきた。あまり目立ちたくなく、責任を取

るのが嫌だったからだ。そんな自分を変えたくてエフラオに入ったのに、とモヤモヤする気持

ちを持ちながら、またやるからには職務を全うしようという相反する思いを抱えてのスタート

だった。 

まず、そもそも班長の役割とはなんだろう、と自分なりに考えることから始めた。私の先輩

は、知識豊富で仕事も早く、私の憧れの存在だった。私は、絶対的な存在の先輩のように、み

んなを引っ張っていけるのだろうか。そう自問自答した結果、技術もズバぬけてあるわけでは

なかったので、私は、班員としてのみんなと同じ立場に立って、同じ目線で議論しながら、み

んなで意思決定をしていく方が良いと考え、これを目標とした。 

はじめはこれが正しいのか分からなかった。悲観的な考えだが、どうも失敗してしまったと

きに、私だけの責任じゃないと言わんばかりにしているように思えてきたからだ。また、「これ

はどうする？」とみんなに問いかけはするものの、自分の意見を言うことが少なかった。 

そんなこんなで考えを模索していた頃、ある授業で「職場でのリーダーシップ」について教わ

った。「全ての状況に対応できるリーダーは存在しない」きつい言葉に聞こえるが、言い換える

と「お互いに補完し合いながら、良いところを生かし、弱みを補う」ということであった。悩

んでいた私にとって、この言葉がスッと心の中に入っていった。まるで、エフラオのみんなみ

たいだ、と思ったからである。そこから自分の弱さを認め、班のみんなの「個性」を活かしな

がら補い合って活動していきたいと思えるようになった。意見を求めるときも、「私はこう思う

んだけど、どう思う？」と自分の意見を素直に言うことで、みんなからの意見や意思が見え始

め、議論することの楽しさを覚えた。 

そして、これらのコミュニケーションを通して、「広報」の捉え方も変わっていった。 

1 つは、ドリップパックを使った広報活動について考えていたときである。今年度新たにド

リップパックを開発したため、それをどう広めていくかを話し合った。私は、フライヤーを作

って告知をすることしか頭になかったのだが、ドリップパック自体を広報物にし、「味のある広

報物」として配布するのはどうか、という意見が出た。私は意見に賛成したと同時に衝撃を覚

えた。私にはその発想がなく、広報物や動画という固定のツールだけが広報の仕方ではないこ

とに気づけていなかった。広報活動はこれであるべきという正解はないし、様々なアプローチ

方法があって良かったのに勿体無かったな、と思い直すきっかけとなった。 
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2 つ目は、昨年度白山祭の写真が少なかったことから、シフトで広報というポジションを作

るのはどうかという議論の時に、閻ちゃん（広報班の 2 年生）が「白山祭で一番良い写真を選

ぶコンテストを行ったらどうですか」と提案してくれたことだ。このことをきっかけに「ベス

トフォト賞」というものを設定し、結果的にメンバーの撮影意識と写真枚数を上げることがで

きた。これまで、外部への発信が多く、団体内への取り組みをしてこなかったが、まずは団体

内への働きかけが重要であると再認識できた。このように、議論の中で私の中にあった「広報」

の考え方に変化が生まれた。 

私は活動の経験から信頼関係と責任は繋がっていると感じた。信頼しているからこそ安心し

て仕事を任せられるし、責任が芽生える。そして、責任を持った行動をすると周りから信頼を

得られる。エフラオでは、この好循環が常に起きていて、そこが強みだと思う。責任を持つこ

とを恐れていた私であったが、1 年間を通して、責任を持つことの意味を自分なりに解釈をす

ることができ、責任を持つことで、自分の行動も変わっていくことを知ることができた。 

また、私は、自分の発言に責任が持てず、発言をしない傾向が今でもある。しかし、活発な

議論が行われるたび意見を言わない方が無責任になる、ということに気づいた。気づきを得た

からと言って、今すぐに全ての行動を変える自信はないが、着実に変えていきたいと切実に思

う。 

2 年間でたくさんの考え方に触れ、たくさんの「個性」に出会った。私は活動を通して、メ

ンバーが自分の班や役職に誇りと責任を持って活動することでエフラオ全体がうまく機能して

いくのだと実感した。活動が終わってしまうのは寂しいが、エフラオで得たことを生かして、

自分を見つめ直し、次のステップへ進んでいきたい。 

 

広報班メンバーとの写真 
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寄りかかる人と支える人 

 

三 井 彩 貴 

社会文化システム学科 3 年 

 

「『人』という字は、人と人が支えあってできている」と言われるが、あれは本当のところ

違うらしい。「人」という字は本来、立っている人間を横から見た形のことで、本当の「人」と

いうのは自立しているものだというのである。 

私は昔から、人に頼ることが苦手な人間であった。まったく情けない話であるが、頼り方が

わからなかったのである。頼り方がわからなかったし、聞こうともしなかった。むしろ、そん

な当たり前のことを今更になって聞くだなんて、恥ずかしいとさえ思っていたのである。だか

ら、なんでもかんでも与えられた仕事はとにかく自分ひとりでやろうとしたし、与えられた指

示には明確に従おうとしていた。固すぎである。頭固すぎ子ちゃんである。そもそも、会って

間もない誰かとの交流や話し合いを大切なものだとは思えなかったし、必要以上のことを相手

にする必要もないと思っていた。それは 2 年生の頃まで特に顕著で、私は本当に頑固でわから

ずやだったと思う。 

最初の転機は、2 年生の年末のスタディツアーだった。ここで、ほぼ初めてと言っていいレ

ベルで他の同期と話をした。みんなそれぞれ考え方が異なっていて、面白かった。こんな発見

があるのかと思うこともあったし、こんな考え方があるのかと感心することもたくさんあった。

そこから、来年度、頑張ってみたいと少し思えるようになった。 

誰かの言葉から自分を見つめなおす機会はたくさんある。例えば、先生から「この考え方は

こうなんじゃないの？」と投げかけられたとき。後輩に、「先輩って面白いですよね」と言われ

たとき。同期から、「毒舌だよね」と言われたとき。私にとっての当たり前は彼ら彼女らにとっ

ての当たり前ではなく、そこに面白さを感じ取ってもらえたり、時には呆れられたり感心され

たりする。そしてそれは私にとっても同じことで、誰かのひとことに「あっそうなんだ」と思

ったり、「あ、私はこういう立ち回りを求められているわけね」と思ったりした。そうしていく

うちに、だんだん馴染めるようになった。寄りかかる心地よさを覚えた。つまらない、大変だ

と思っていた仕事があっても頑張ろうと思えるようになった。活動がだんだん楽しくなった。

エフラオのみんなに会いたくなった。これが 2 回目の転機だった。 

エフラオの活動に何を求めて入ってきたのかは、人によってそれぞれ違うと思うし、その年

によってメンバーも、やることも、カラーも変わる。だから、エフラオとしての活動にしっく

りと馴染める人もいれば、決してそんなことはないと思う人だっていると思う。ただ、もしも

「なんで？」とか、「どうして？」と思うことにぶつかった時は、たまには視点を変えて見てみ

るのもいいんじゃないかと思う。「なんで？ああ、でもそうやって考えれば妥当な考え方か」と

納得してもいいし、「どうして？まあわからないけどとりあえずやってみるか」と一回放り投げ
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てもいいんじゃないかと思う。だいぶ適当な考え方だし、考えることを放棄していると言われ

ればまあそれまでであるが、たまには流れてきた波にとりあえず乗ってみても新しい発見があ

ると思う。現に、私はだいぶ適当だった。適当だったが、これくらい適当な方が自然体でいら

れた。気を抜いていた方が、周りを見ることができた。適当な方が寄りかかりやすかったし、

適当な方が気楽に手を差し伸べられた。会計班の班長がこんなんで本当に大丈夫だったのかと

いう感じであるが、それこそ私がこうして適当でいられたのも、副代表を務めていた秦泉寺の

働きや、2 年生のサポートがあったからこそである。支えてくれたみんながいてくれたから、

大丈夫だった。うまく寄りかかることができた。私の重みがものすごかったとしたら大変申し

訳ないのだが、それはそれということにして。 

「人」という字は本来、支えあっているものではなく、一人で自立しているものだという。

しかし私は、一人前でなくてもいいから、あるいは。これから一人前になっていくために、誰

かに支えられ、時には誰かを支えて生きていきたい。そう思うことのできた 1 年間だった。 

 

 

たくさんお世話になった会計班のメンバー 
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本質と自信 

 

原   実 優 

社会文化システム学科 3 年 

 

 個人の変容の報告書を書くにあたって、寝る前に国内活動での自分を振り返っていた。そう

いえば、ラオス班の班活動の報告書の中で、私は「本質を見る」という言葉を自然とよく使っ

た。班活動の中で、困ったときにその状況から抜け出した方法が「本質を見る」ことであった。

ふと、その言葉からあることを思い出した。それは、私がある先輩に「自信をつけるにはどう

したら良いか。」と相談したときのことだ。その先輩は「物事 1 つずつ、本質を見ていれば、

自信がつく。」と教えてくれた。これを聞いたとき、私は納得した。しかし、それはわかったつ

もりであったのだと今気づいた。思い返してみて、ラオス班での活動、経験を通して、やっと

「本質を見る」ことを、自分ごととしてわかった。また、本質と自信の面白い関係性にも気づ

くことができた。 

 2 年生の頃の私は、話し合いの中で、アイデアを出すことに専念していた。2 年生までは、

このようなかたちで良かった。しかし、3 年生になってみると、違う立場になった。私は、班

での話し合いを進めていく立場となり、班の中での意思決定の方法や最終的な決定をしなくて

はならなくなった。これらのことは、想定しているようで、実際にその立場になってみると、

想定外の難しさであった。班活動が始まる前に、「班員たちを引っ張っていける存在となる」と

目標を立てた。しかし、私はこの目標を達成できるかすぐに不安になった。 

 今回、6 期の教育支援のテーマは環境教育であった。6 期が始まった頃に決まっていたこと

は、「ごみ問題を意識してもらうワークショップをする」というものだった。まずは班の中でワ

ークショップの土台を決める必要があった。ラオス班の中で、インターネットと Facebook や

twitter 等の SNS を使い情報を集めたり、環境に関するイベントに参加したりして、アイデア

を出した。しかし、なかなか土台が決まらなかった。話し合いも進まなくなってしまった。そ

のようになってしまった原因は、私にある。私は「感情で考える癖」があり、自信を持つこと

ができていなかった。大雑把に説明すると、班員の様々な意見に対して、こういう気持ちもわ

かるし、こういう気持ちもわかるとなり、自分の意見がわからなくなったり、どのようにして

班員の意見をまとめたら良いかわからなくなったりしていたのだ。 

この状況から抜け出せたのは、箕曲先生からのアドバイスや箕曲先生が紹介してくださった

『10 歳でもわかる問題解決の授業』の本を読み、「どんな選択をしてもプラスの面とマイナス

の面がある。まずは選択肢を比べたうえで、決めることが大事である。そして、マイナス面に

ついてはいかにカバーするかが大事。」だということがわかったからだ。そして、ある程度の土

台を決めることにした。そうすると、話し合いは進むようになった。決めるのに戸惑いすぎる

のはよくないことを知った。また、先ほどの本を読んで、決めるためには論理的に考えて、本
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質を見ることが大事だとわかった。それからの話し合いで、私は、「本質を見る」ことを特に大

事にした。例えば、私たちがラオスの小学校で行おうとした環境カルタで懸念点が挙げられた

ときのことだ。 

環境カルタとは、日本のカルタの要素を取り入れ、カルタをしながら環境についての知識を

アウトプットするものである。この環境カルタを実際に自分たちでやってみたときに懸念点が

出てきた。この時に改善案として出たのが、カルタの要素をなくし、環境に関するクイズに対

しての選択肢をカードで提示し、答えだと思うカードに子どもたちに集まってもらうものであ

った。この案に対しては、環境カルタのカルタ要素を取ると、日本らしさがなくなってしまう

ことが懸念点として挙げられた。ここで、環境カルタで行うべきこと、本質を考えた。環境カ

ルタの本質は知識をアウトプットすることだ。多くの子どもが参加し、アウトプットできるこ

とが優先であった。だから、日本らしさやカルタの楽しさよりも、複数人が答えだと思うカー

ドを選べ、多くが参加することのできる環境カードに変えたのだ。このように、本質を考える

ようになると、決めたことに理由を持てる。だから、決定したことに、私は自信を持てるよう

になった。 

冒頭で書いた、先輩の言葉を聞いた頃の自分は、本質を見ることが大事だとわかったつもり

だった。しかし、班活動での経験を通して、「本質を見る」ことはそれに対して、理由を持つこ

とで、自信に繋がることだとわかり、この考え方を自分のものにできた。本質を見ることをす

れば、私に足りない自信を身に着けられる。この考え方をこれから先も使っていきたい。 

最後に、私がエフラオで学ぶことができたのは箕曲先生をはじめ、ラオス班のみんな、エフ

ラオのみんなの支えがあったからである。感謝の気持ちでいっぱいだ。 

 

大好きなラオス班メンバー 
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素直に向き合うこと 

 

福 井  彩 椰 花 

社会文化システム学科 3 年 

 

 「このプリントを、屋上からぶちまけようか？」社会調査室に行って、プリントを大量に印

刷するたびそんなことを言いながら、教室に向かっていた。半分冗談で、半分本気だったかも

しれない。新しく改訂版を作っては、問題点を見つけて、また作り直して。もはや意地だった。

「やってやる」そう思っていた。というより、自分に言い聞かせていた。言い聞かせないと今

にも崩れそうだったからだ。だけど、意地を張っても、強がっても、思うようにはいかなかっ

た。気持ちに余裕がなくなるたびに、意地を張っては自分を苦しめていた。2 年生のときに思

い描いていた 3 年生には程遠くて、こんな私が誰かに影響を与えられる人になれる？私、責任

感ある？誰かに影響を与えられる人になるどころか、完全に自分を見失っていた。そんなとき、

私の支えになったのが、自分の弱さを見せられる人たちの存在だ。「自分の弱さを見せられる人

たち」と言うと、何だか心に響く名曲の歌詞みたいにも感じるが。 

 自分の感情を言葉で伝えることは難しい。そして私は特に、何かを伝えようとすると感情が

爆発してしまうことがある。それに加えて、冒頭で述べたように、意地っ張りで強がりだから

こそ、自分の今の気持ちを伝えることは避けたかった。そこが私の弱さであったとも思う。し

かし、この 1 年を振り返ると、2 年生のときより思っていることを相手に言えるようになった

と感じる。それは、何かに対する自分の考えや意見もそうだし、自分が今どう思っているのか、

それを素直に話せるようになったこということだ。「これは自己変容だ」と、言いたいところだ

が、一見自分が変わったように見えて、私の弱さを受け止めてくれたエフラオのメンバーが私

を変えてくれたのだ。 

 すごく棘のある言い方をするが、私は正直他の班のメンバーをあまり頼りにしていなかった。

信頼していなかったわけではなく、「それぞれの班のことでいっぱいだろうな」と、勝手に決め

つけていたからだ。だから、支援品のこともラオス班内で解決することが多かった。そして昨

年とは違って 3 年生が主体のワークショップということもあり、ラオス班の 2 年生をどこまで

頼りにしていいかわからなかった。ワークショップをするのは 3 年生なのに、これを 2 年生に

任せたら押し付けになっちゃうかもな、じゃあ私と原ちゃん（同じラオス班の原さん）でどう

にかしたほうがいいよな、そう思うことが多くあった。「今どうしたらいいかわからない」そう

いう状況になっているのに、素直に「どうしたらいい？」と言えなかった。言えなかったので

はなく、言わなかっただけであると、今は思う。相手の思っていることなんてわからないのに、

自分が勝手に決めつけていた。自分自身が今の気持ちを相手に伝えることを避けようとしてい

たから、「言ったところでどうなる」と完全に閉鎖的になっていた。 
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 私のこのトゲトゲしていた気持ちは、何か大きなきっかけで変わったのではなく、小さなき

っかけの積み重ねで変わった。その中でも特に印象に残っているのが、私が自分を見失ってい

るとき、メンバーから LINE でメッセージをもらったことだ。そのときに、「何をここまで意

地張ってきたのだろう」と、思った。素直に「どうすればいいかわからない、どうしたらいい？」

と言うことが、こんなにも心が軽くなることなのだと、気付かされた。簡単なことなのにどう

して今まで気づかなかったのか、今までの葛藤が嘘みたいだ。それから私は、伝えたいことを

なるべく素直に話すことにした。私には、支えてくれる人たちがいて、私の弱さを受け止めて

くれる人たちがいた。大学 3 年生になって、素直に向き合うことについて気づくのは遅すぎた

かもしれない。しかし、エフラオの活動でこのことに気づかなければ、私は一生意地っ張りで

生きていくことになったと思うと、少しゾッとする。 

 学ぶことの楽しさも、人とつながる楽しさも、エフラオから学んだ。「何が華金だ！」と、帰

り道にほざいていた毎週金曜日がもう来なくなると思うと、寂しい。エフラオで活動してきた

この 2 年間を、ただ達成感で終わらせることなく、未来の自分が振り返ったとき、自分の糧に

なるように、しっかりと胸に刻んで歩んで行きたい。 

 

 

たくさん支えてくれたラオス班のみんな 
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考え続ける完成形 

 

齊 藤 大 輔 

社会文化システム学科 2 年 

 

エフラオで過ごした 1 年間を振り返ると、過去の私はつくづく元々ある「完成形」と思われ

ることに固執しすぎていたことに気づく。エフラオに入った動機もコーヒー販売の手法を学び

たい、フェアトレードや教育支援について学びたいというものだった。今思えばこの「学びた

い」はすでに出来上がっている完成されたものを学びたいという気持ちの表れだったのかもし

れない。だがこの元々ある完成形への固執、その模倣をする姿勢は活動を通して変化していっ

た。その変化の契機になったことは、所属した広報班での団体紹介プレゼンとリーフレットの

英訳、そしてスタディツアーの期間で日々メンバーと行っていた各々の対話による思考のぶつ

け合いである。これらについて１つずつ述べていく。 

まず、団体紹介のプレゼンはとある講義で許可を頂いて、私たちの活動の紹介と販売会の告

知を行うというものだった。私が担当となり、代表が過去に行ったプレゼン動画を見直し、い

ざプレゼン当日を迎えた。結果は見事なまでの失敗だった。用意してきたスライドを説明する

ことばかりに気を取られ、全く学生に関心を持ってもらえず、何を伝えたいのかが不明なプレ

ゼンとなってしまった。その時「同じような手順で説明したはずなのになぜ失敗したのか」と

思うその一方で「まだエフラオに入って日の浅い自分が代表と同じようなことを言っても伝え

られることが違う、自分なりにプレゼンの方法を工夫できたのではないか」と考えさせられた。

このことは私が１つの完成形と思ったことに固執しすぎるあまりに起こった失敗と言える。 

次にリーフレットの英訳の作成について。これは学内の留学生やラオスの人々に渡し、活動

をより多くの人に知ってもらうことを目的としたものである。この英訳を私が主導で行うこと

になった。当初はただひたすらに直訳すればいいものだと思っていた。しかし実際に訳してい

くと、エフラオのスローガンである「おいしいを支援に。」の英訳が上手くいかないのだ。直訳

すると支援が主語に来てしまって、本来の意味とズレが生じてしまう。かといっておいしいと

いう言葉が主語になってもしっくりこない。この時に私は改めてエフラオの仕組みや信念につ

いて考えた。その結果、私の中でのエフラオの活動とは、ラオスの現状から様々なものを学び、

それを日本でラオスコーヒーを通して伝え、ラオスのために何ができるかを考え続ける、また

それを日本で、ラオスで実行し続ける。そしてさらにまた新たな学びを国内外で得るという相

互作用であることに気が付いた。と同時にそれを表現できる言葉であればよいのではないかと

考え、メンバーとの話し合いの末に「From everyone ,For someone」と英訳バージョンのスロ

ーガンを決定した。これは「おいしいを支援に。」という言葉の外面だけで英訳を行わなかった

が故にできた、元々ある完成形に固執しなかった経験である。 
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そして３つ目のスタディツアーでのメンバーとの対話による思考のぶつけ合いについて。先

述した 2 つの経験を持って、私は 12 月にラオスに渡航した。そこでは事前に学んでいた知識

だけでは説明できない出来事の連続だった。そうした経験をしていく中で、同じものを見てい

てもメンバーによってリアクションや考えがこれほどまでに異なっていることが対話を通して

分かってきた。共通の経験をしているのに、だ。そしてその対話の場には自分が固執していた

完成形なんてものは存在しないことに気づいた。各々が自分の感覚や考えをもとに話をしてい

ることに対して、合っているかどうかなんてものは重要ではない。むしろこうして対話を重ね

て、自らの考えを形作っていくことの方が大切に思えた。 

以上の 3 つ、それに留まらず今年エフラオでした様々な経験から、私の中で完成形はすでに

あるものではなく、自分で考え抜いて形作っていくものであるというように意識が変化した。

仮に考えた結果が元々あった完成形と同じようなものだったとしても、それに至るまでの過程

が出した結論をより密度が高く、感情の籠った、人に伝わるものに変えることを活動を通して

出会った人々や過ごした時間、得た経験から学んだ。例示した団体紹介のプレゼンもリーフレ

ットの英訳も完成したとは微塵も思っていない。来年度ももっと現状を良くするためには何を

すればいいか、考えることを辞めずに自分なりの完成を求めて、日々過ごしていきたい。 

最後に、第６期エフラオには本当に感謝しかない。今年度は大学１年の頃とは比べ物になら

ないほどに「考える機会」を与えてもらった。そしてその考えを発言しても受け止めてくれる

雰囲気を作ってくれた。自分の未熟さも痛感した。そのことが私を成長させてくれたと心から

思う。来期のエフラオでもそれは継続させたい。その上で、また第 7 期メンバー全員で自分た

ちがすべきことを模索していきたい。 

 

 

帰国前日、タイの夜で撮った写真 
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与えられる側から与える側へ 

 

長 島 佑 佳 

社会文化システム学科 2 年 

 

「大学で何か一つ本気で取り組めるものに出会いたい」入学当初からずっと思っていたこと

だ。そしてここだ！と思いエフラオに入った。しかし、過去の自分は、1 年間の活動を終えた

あとに、ここまでの充実感を味わえるとは予想していなかったと思う。その充実感は、自分自

身の変化によるものである。そしてその変化のきっかけとなったのはエフラオを通して出会え

た人の存在があったからである。ここで私の意識を大きく変えるきっかけになったラオス班で

の経験、そしてスタディツアーでの印象深い 1 つのエピソードについて書きたいと思う。 

 まず、わたしは 1 年間ラオス班としてスタディツアーでのワークショップに携わった。私が

ラオス班に入る前と後では支援という言葉に対する重みが全くちがう。それはラオス班の 2 人

の先輩方を見たからである。支援品を何にするか、それを決めることが大変なのは分かってい

た。しかし先輩の姿を見て、それ以上にいかにそこに自分たちの“想い”を込めるか、が難しい

のだと分かった。これはあくまでも私が感じたままの表現の仕方である。実際に支援品の形が

決まっても、順調には進まなかった。子供たちの目線に立ったときにもっとこういう配慮が必

要だ、という改善点がいくつも出てきて何度も修正を繰り返した。支援品ができても、そこに

自分たちの想いが届いてほしい、子供たちに笑顔になってほしい、という強い感情がなければ、

先輩方のように真剣に向き合うことは絶対にできない。最後の最後に子供たちのもとに届くま

で、決して気を抜いてはいけなかった。最終的に子供たちの明るい表情がたくさん見られるよ

うな支援の形を作り上げてくださった先輩方の姿をみて、身が引き締まるとともに自分たちも

必ず子供たちの笑顔につながる支援品を届ける、という決心がついた。 

 そしてこれだけは書きたい、スタディツアー中に印象的だったエピソードがある。それは、

ある日の 1 分間スピーチで起こったこと。私は何について話すか内容がまとまらず、うまく整

理できない自分にイライラしていた。そしてとうとう整理ができていないまま発表することに

なってしまった。話し終わった後、かなりの自己嫌悪に陥っていたそのときだった。同期の仲

間が突然「これってこういうことじゃない？」と意見をくれたのである。とても驚いた。そし

てそのあとも一人、また一人とそれぞれが思う意見を話してくれた。私は一人で感動していた。

そしてこれが自分の考えを客観的に捉え、新しい視点に気づくきっかけとなった。その次の日

から周りのメンバーが、どんなことに気づき、どんなことを考えているのか知りたくなり、積

極的に聞くようにした。そして私も話してくれたことに関して自分の思ったことは話すように

した。お互いに対話することによって相手の考えを引き出し、同時に自分も新しい発見をもら

う。この作用が重要な「学び」につながることを実感した。私はこれ以降自分以外の仲間の意

見も必ずメモを取るように意識している。 
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「あのときエフラオに入って良かった」1 年間を振り返って今心からそう言える。なぜそう言

えるのか、考えたときに 1 番に浮かんだのはエフラオを通して出会えた人たちのことだ。視野

が狭くて、自分の周りを完璧に固めようとしていた私自身が変化できたのは間違いなく先生、

先輩方、同期をはじめとしたエフラオで出会った人たちのおかげである。この 1 年を通してた

くさんの人に成長するための肥料を与えてもらった。そして今度は自分の行動をもって誰かに

与える番である。覚悟をもってこの思いを 7 期に繋げていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

  

ラオス班メンバー 
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これからイベントづくり 

 

福 田 眞 子 

社会学科 2 年 

 

私がこの社会文化体験演習について知ったのは、応募締め切りの二日前だった。他学科とい

うこともあり説明や販売会に一切足を運んだことがなく、「応募まで考える時間もあまりないし、

なんか面白そう、ラオスに行きたい」と思い直感的に入ることを選んだ。そして、入ってから

所属する班を決める際も、なんとなくイベント班が楽しそうだなと思いイベント班に入ること

にした。エフラオでの一年間の活動が終わり、結果的にはエフラオに入りさらにイベント班に

入って良かったと思っている。 

この一年間の中で印象に残っていることの１つが、二年生の交流会を開いたことである。ラ

オスに行く前に班を超えてもっと仲良くなろうというのを目的とした、イベント班の二年生で

企画したイベントである。この交流会のコンテンツを考えるためにイベント班２年の３人で何

度も集まり、話し合いを重ねたため、いろんな意見が出てきてどんどん内容が膨らんでいくの

がとても楽しかった。そして当日、完璧なイベントではないにしても、私はとても楽しかった

しイベントをやって良かったなと思った。しかし一方で、一つだけ気になったことがあった。 

企画している時の私は、何をやろうか考えるのが楽しくて仕方なかったが、イベント当日、

この高揚感はみんなとシェアすることができていたのだろうか、イベ班の気持ちは伝わっただ

ろうか、自己満足なイベントになってしまっていなかっただろうか、ということである。そこ

で初めて、自分たちが楽しめるイベントと、みんなが楽しんでくれるイベントは必ずしも一緒

ではないということに気づき、このことは普段のコーヒーの販売会にも通じることがあるので

はないかと思った。今までの販売会も、製品を売り切ったという結果だけでイベントが成功し

たように思っていたが、東洋大学内での認知度は本当に向上したのか、お客さんはラオスにつ

いて何を新しく知ることができたか、お客さんはフェアトレードについて何を思ったか、私た

ちエフラオのメンバーは販売会を通じて何を得たのか、と考えると成功とは言い切れない気が

した。今後は、ただ製品を売るだけではなく、もっと発信を意識し、私たちの気持ちを伝えら

れるイベントにしていきたい。これは、自分たちでイベントを作ったという経験があったから

こそ感じられたことであり、イベ班で良かったなと感じた。 

また、この二年生の交流会だけに限らず、他のイベントの運営やラオス渡航前の話し合いな

どを通じて、意見を言うときの信頼関係の大切さに気がついた。今までの私は、自分に意見が

あれば説得するような言い方で意見を言い、自分の思っていることとは違う方向に全体が進み

そうであれば意見を言わないということが多かった。しかし今は、どんな場面でも積極的に意

見を言うことができる。それは、私が何か言えば、賛成でも反対でもきちんと意見を返してく

れるというのがわかっているからである。相手が何か言ってくれるとわかっているからこそ意
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見が言えるし、私が間違ったことを言ったら指摘してくれて、反対の意見を言っても受け入れ

てくれて、どんな意見を言っても大丈夫だという安心感がある。お互いが対等に意見を言える

というのは、これからも大事になると思うので、今まで通りそして今まで以上にこの信頼関係

を大切にしていきたいと思う。 

 

2 年生交流会での写真 
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人任せをやめた自分 

 

阿 部 大 輔 

社会学部社会文化システム学科 2 年 

 

 私はこの1年間で性格が大きく変わった。1年前の私は、責任を出来るだけ背負いたくなく、

他人が手を挙げるまでずっと待つような人間だった。しかし、今の自分はエフラオに所属して

いて、更に製品班という班にも所属している。製品班で受け持つ仕事は製品班が責任をもって

行い、エフラオの運営に携わる。私が１つの仕事をさぼるとエフラオ全体が回らなくなってし

まい、私が背負う責任が大きいことを常に感じていた。最初にエフラオで活動する時、正直自

分はこの責任を意識することがとても嫌で、時々逃げたくなっていた。しかし現在は、自分の

仕事をしっかり行って、エフラオを今よりも良くしようと考えられるようになった。このよう

に私の考え方はエフラオの経験を通して変わり始めた。 

 エフラオでの班活動は基本的に先輩が何をやるか決めて、班で話し合い指示をもらう形で行

った。班全体の事は先輩が理解していて、最初の方はほとんど、まかせっきりになっていた。

自分は最初、去年経験している先輩が仕事を進めてくれた方が正確だし、出来なかった時の責

任を負いたくないと悲観的な考えをしていた。しかし、キックオフを経験してから考え方が変

わった。キックオフ当日、沢山のお客さんが列を作って製品を購入している裏で、先輩方は製

品の管理や追加で制作する製品の指示、予約分の数の管理と全体に共有など、エフラオの活動

を支えている姿を目にした。自分も手伝いにその場にいたが、次に何をすればいいか分からず、

メンバーの人に質問されても答えられず、ふがいない結果に終わった。 

キックオフが終わった後、自分がいかに責任と誇りを持ってエフラオの活動を行ってこなか

ったか、とても後悔したと同時に悔しさが込み上げてきた。ただ仕事の責任を負うという考え

方をやめて、エフラオとしての誇りを持つという考え方をするようになった。キックオフがき

っかけで、自分は班活動でも積極的に仕事の内容を把握する努力をして、他班との話し合いに

もするようになった。この時から自分の心の変化を感じていた。次の大きいイベントの白山祭

では、製品班でエフラオの活動に参加できるのが自分を合わせて 2 人と、先輩不在で白山祭

当日を臨むこととなった。自分は白山祭に参加したことが無く、白山祭の概要が分からなく不

安な状態で準備が始まった。 

しかし、以前の自分とは違い、備品管理から当日の器具の配置と流れを他班に聞きながら協

力して、追加発注するものと現在足りない器具の把握、研究室のカギを借用など積極的に行っ

た。製品班の管理する範囲はしっかり把握して、エフラオでの白山祭を絶対成功させると思い

ながら、責任と誇りを意識して臨んだ。当日、いくつか課題は見つかったが、白山祭をエフラ

オとしてやりきることが出来た。その時、心からエフラオに関われてよかった、しっかり自分

のやることに責任を持ってやり遂げたと実感した。過去の自分だったら絶対に感じることが出
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来ない感情を味わうことが出来たこの経験は、エフラオの活動を通して得たとても貴重なもの

だと思う。 

 エフラオに入らなかったら、今までと同じく他人の様子を伺って、自分が何かを背負いそう

になると逃げてしまう自分のままでいただろう。しかし、ただエフラオに入ったから考え方が

変わったわけでは無い。エフラオメンバー皆がエフラオに対しての誇りを持って活動して、そ

の姿を常に見ていたからここまで変わることが出来たと思う。自分にはないものを持っている

エフラオメンバーから良いところを学び、更に成長できるよう誇りを持った活動をこれからも

していきたい。 
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経験すべてが自分の財産 

 

杉 浦 裕 貴 

社会文化システム学科 2 年 

 

 どうして F LAO に入ったのか。これは今でもよく分からない。ただ、私が思い描く大学の

学びのあり方は教授が言っていることを教わるだけでなく、実際に現地に行き自分が体感して

学ぶものだと思っていたから。学びとは知識を蓄え、実践し、その後改善を繰り返し自分の財

産となるものだと考えていた。それができると思った。ただそれだけの理由かもしれない。だ

から初回の授業の時に他の 2 年生の入った理由「フェアトレードについて深く学びたい」、「カ

フェでバイトしていてコーヒーについてもっと知りたい」、「ラオスについてもっと知りたい」

などを聞いて自分とは違って明確な目標があるなと差を感じた。これは私の長所でも短所でも

あるが何か新しい物事に取り組むときのハードルが低く、あまり深く考えずにやり始めること

が多い。 

 国内活動の班決めになり私は製品班を選んだ。今思えばなんで 5 つの班の中から製品班を選

んだのか明確な理由は分からないのが本音だ。特にコーヒーに興味があったわけでもない。た

だ自分が入るのはここかなという直感に任せただけかもしれない。そんな感じで始まった製品

班の活動だが当然コーヒーの知識など持ち合わせてなく、何をすればいいか全く分からなかっ

た。それでも今分からないのは仕方ない、とにかく役割を全うしようと取り組んできた。そし

て自分が初めてコーヒーを売る側にたったラオフェスでのドリプロの手伝いの時、私は事前に

配られた販売するコーヒーの味の違いなどについて書かれたプリントを全て暗記して挑んだ。

その時は裏方の作業くらいしかする事がなかったので特に問題なく終了した。 

その後 F LAO で初めての販売会を控え、製品班 2 年生だけで行うコーヒーワークショップ

を実施した。そこで扱っているコーヒーの種類や味の違いなどを説明し、ワークショップは成

功した。それをふまえて迎えた初めての販売会。その接客中に女性のお客様からコーヒーにつ

いて「深煎りと中煎りで味はどう違いますか？」という質問を受けた。その質問に対して私は

ワークショップで発表したように「中煎りだと苦味が少し抑えられて、酸味がより引き出され

ます。逆に深煎りだと苦味が強くなり、酸味が少し抑えられています」と説明した。これを聞

いたお客様はいまいち分からないといった表情をしていてこれ以上の説明はできないと思い試

飲のコーヒーを渡し説明した。この時製品班であり、2 年生に向けてコーヒーのワークショッ

プを実施した側の立場なのに自分の言葉でわかりやすく伝える事ができなかった。 

 似たようなことは 12 月の最後の販売会でも起きた。相手は男子学生 3 人で「フェアトレー

ドってなんですか？」といった趣旨の質問であった。この質問に対して「フェアトレードが何

なのかと明確に定義しているものはなく、フェアトレードによって生活が良くなった点もあれ

ば子供に教育をさせたことによって空いた穴を埋めるために労働者を雇う必要性が出て雇った
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結果支出が増えたという点もある。実際にどのように影響を与えているのか調べるためにこれ

からラオスに行くんですよ」と答えた。正直この質問はフェアトレードが何なのかなんてわか

っていたら座学なんて受けてない。とかそんな質問ができるのはフェアトレードについて学ん

でいない人だけだと少し苛立ちながら思ったが、しっかりと伝える事ができなかった自分自身

に対して渡航直前なのにこれで大丈夫なのかと呆れてしまった。 

 この 2つの事例を改めて振り返ると私は与えられた情報を覚えていただけで理解していなか

った。勝手にわかった気になっていたのだと感じた。そんな表面だけの知識しか持っていない

から自分の言葉で伝える事ができない。これは間違いなく自分の取り組み方に問題があった。

知識がないがとりあえず今はこれに取り組もう。販売会があるからコーヒーについて説明でき

るようにしよう。この後フェアトレードについて聞かれるから勉強しよう。こういったその場

しのぎの考えだから自分なりの理解というものができていない。自分がやってきたことを全体

を通して見るのではなくコーヒーはコーヒー、フェアトレードはフェアトレードとして分けて

考えていたから話のまとまりがないのだと感じた。 

 この知識があり自分なりの理解の重要性について流通サービス社長の服部さんは「知ってい

ると知らないでは全く違う」と表現していた。そのことを強く実感した出来事であった。そん

な後悔のような思いもあるが一方で F LAO に入らなければ出会うことのなかった人たちに会

えたという良い面もある。特にメンバーとは様々なことに共に取り組み、自分では思いもしな

かったような考えに触れる事ができた。この事は自分の思考の幅を広げるきっかけになる事だ

ろう。来年度は 2 年目だからと気を緩めるのではなく今度こそ後悔しないですむように自分を

高めていきたい。 

 

第 6 期製品班 
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自分と向き合う 

 

山 口 樹 

社会学部社会文化システム学科 2 年 

 

自分が持っていない価値観に触れ、物事をみる視野を広げたい。が私のエフラオに入った目

的だった。基本的に私は自分を中心に世界が回っているようだと言えるくらいに視野が狭い。

私が面倒臭いと思うことはみんな面倒臭いと思っていると思っていたし、私ができないことは

みんなもできないだろうと心の何処かで思っていた人間なのだ。今思うとなんとも卑屈で全く

自分に自信がなかったのがわかる。1 年前の私は人と違うことを嫌う人間だったのだ。そんな

私がエフラオに入ったのはラオスというなかなかいけない国に行ってみたいという好奇心と自

分にとって自信を持てる何かを手に入れたいという漠然な覚悟からであった。ゼミ選択はパソ

コンで提出するため誰にも見られない。エフラオを志願したことは母親にさえも言わなかった。

これも人と違うことをしようとしている自分に自信がなかったからである。さらに言えば変わ

ろうとしているのを知られるのがなぜか怖かったのだ。そこから数週間後エフラオに所属する

事が決定した。なかなかできない経験をこれからできると思ったらなんだか胸が高揚したのを

今でも覚えている。しかし一歩踏み出したくらいでは人間は変わらない。私はエフラオに受か

ったことを周りに伝える時「一応志願してみたらたまたま入れた。」と伝えていたのである。入

りたくて、新しいことにチャレンジしてみたいと本気で志願したのに、だ。 

私がこの１年間で心に残った出来事が２つある。１つ目の出来事はキックオフパーティーだ。

初めての販売会で実際に自分が店頭に立って接客をするとお客さんに聞かれたことに対してう

まく返せなかった。そのお客さんは「また今度にするね」と商品を買わなかった。それがなん

だかすごくもやもやした。あの方は興味を持って販売会に来てくれた。しかし私がこのコーヒ

ーの魅力を伝えられなかったためにあの方の手に届ける事ができなかった。 

私は販売会での出来事をきっかけにエフラオのコーヒーの魅力について考えるようになっ

た。味が魅力なのか、売上金が教育支援につながる事が魅力なのか。しかしある時授業で、コ

ーヒーの表現に正解はないという言葉を聞いて私がエフラオのコーヒーに感じる魅力を味とと

もに伝えればいいんだということに気がついた。自信を持ってコーヒーの魅力が伝えられなか

ったのは自分の勉強不足と先生から授業で聞いた事が本当のことであると自分が信じきれてい

なかったからだった。12 月のスタディツアーでコーヒー農家さんがどれだけ頑張っているのか

をこの目で見てきた。たくさんの人がこのコーヒーに関わっていることを知った。それがエフ

ラオのコーヒーの価値であり、私がお客さんに届けたいことだと気がついた。こうしてエフラ

オのコーヒーの魅力に私なりに気づけたわけだがまだそれを商品とともにお客さんに届ける事

ができていない。しっかりと自分の中で納得し、老若男女様々な年齢層のお客さん一人一人に

魅力が届けられるように次の販売会に備えたいと思う。 
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2 つ目の出来事は白山祭の製品づくりの時だ。それまで私は他のことが忙しく、エフラオの活

動に思うように参加できていなかった。そのため MTG 以外でメンバーと関わる事が非常に少

なく、勝手に孤独感を感じていた。私は諸事情により白山祭での販売には出られない事がわか

っていたため準備は率先してやろうと決めていた。製品づくりは製品班が中心となって行う。

必然的にわからない事があれば製品班に質問が来る。製品班としての自分を頼ってくれたとい

うことはエフラオの活動において当時自信がなかった自分にとってはとても嬉しいことだった。

他にも製品班は今年ドリップパックの製作を重点的に行なった。私も外袋のスタンプの発注や

話し合いに積極的に参加した。試作を繰り返して夜遅くまで学校に残って作業したこともあっ

た。いろんな事があって完成したドリップパックを販売会で初めて売ったとき自分が携わった

ものが認められた気がして嬉しかった。それは私にとっての自信につながり、その後自信を持

ってお客さんに勧める事ができた。 

ここで最初の私の目的に戻る。実に漠然とした目的ではあるが、1 年前の私は物事を一点か

らしか見ていなかった。誰かもわからない“人”からの目線を気にしていた。それがこのような

出来事を通じて物事を様々な方向から見る事が少しできるようになった。収穫する人、売る人、

それを買う人、教育支援に携わった人、コーヒーが好きじゃない人などこの１年間様々な人と

関わってきてコーヒーひとつ取ってもたくさんの価値観がある事を知った。これから第７期が

始まり、いわゆる“人”と違うことを嫌っていた私が今年はエフラオのメンバーとして新しいこ

とに挑戦する。来年のこの時期に自分たちが１年間やってきたことに自信を持っていられるよ

うに積極的に活動していこうと思う。 

製品班のメンバー 
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1 人ではなく班として動く 

 

中 山 大 地 

社会文化システム学科 2 年 

 

自分は大学に入学してから 1年生が終わるまでを振り返るとつまらなく変化のない生活の連

続だった。6 年間ラグビーをがむしゃらに追求して、怪我に悩まされながら色んな感情をもっ

て生活していた。そんな中・高の生活とは異なりどこにも所属しなくて毎日が同じ様なことの

繰り返しで刺激・変化・挑戦のない大学生活がつまらなくなっていた。そんな日々を変えよう・

挑戦してみようという気持ちでエフラオに入った。 

Smile F Laos に入ってイベント班に所属した。理由は、自分は裏方で動かしていくことが多

くそれが自分に合っていると感じていた。他には 2.3 年生関係なく多くの人と関わりたい思い

があったため他班とも関わる機会が多いイベント班を選んだ。入った時は心配だったが、今思

えばこの班に入って成長できてよかった。でもイベント班での 1 年間の活動を振り返ると、人

への信頼と個人ではなく班という部分を数多く失敗して経験して学んだ。各班にはカラーや特

徴がある。イベント班は 3 年生も言っていたがマイペースだ。それに自分が合わせにいく必要

はないかもしれないが、意識しなさすぎた。1 人だけ常に班という輪から外れて動いているよ

うな感じだった。 

自分は 7 月のキックオフの担当だった。初めてで何をどうすればいいかわからなかった。で

もそれを聞こうとはしなかった。任されたからには自分でやりきるという思いが強すぎてひた

すら自分で考えた。実際の場所に行って配置を想像する。どの位置でドリップを入れた方が 6

号館全体から見えるのかなど理由まで考えてイベントを作っていた。これらは自分 1 人で行っ

ていて、常に完璧で失敗のないものを追求していた。それが自分を苦しめていた。シフトもそ

の人がなぜそこに入れたのかなど意図をもって作っていた。すべての行動ややる事に理由をつ

けてそれに必要な観察や考えまで付けてやっていた。だから完全に個人作業で自分と常に戦っ

ていた。これだけの努力をして時間をかけてもキックオフでは多くの部分が失敗した。成功も

ありみんなから見てうまくいっているように見えたかもしれないがほとんどが失敗ばかりだっ

た。この時 3 年生の偉大さを実感した。大井さんにはキックオフの前からずっと言われていた

のが「うまくいかないよ、完璧はないよ」という言葉が脳裏に出てきた。自分は未熟でまだま

だだなと実感した。 

9 月後半に 2 年生交流会を実施した。理由は 2 年生でも壁があると感じていたから。一回み

んなで集まりみんなを知る機会が欲しくて開催した。この準備を行っている時に人への信頼の

部分が大きく変化した。自分は他団体にも所属しているため完全に F ラオに集中はできなかっ

た。この時に分担してやる事を決めた。人に任せるためすごく心配だった。けど想像以上も物

ができていて考え方、その人の見方が変わった。任せることへの抵抗感は薄れた。 
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白山祭ではキックオフの反省を生かして作業分担を行った。2 年生 3 人で負担を減らしてみん

なでやっていく形にした。でもこれはキックオフ以上に失敗した。反省部分を生かすために白

山祭では新たにプレゼン時間を導入した。導入まではよかったがこの構成や内容決定はイベン

ト班 3 年ではなく大井さんと決めた。 

他にもドリップなどの問題も大井さんと話し合いを重ね決定。ここの時点で完全にイベント

班 3 年生とは意思疎通ができていなかった。大半を大井さんと一緒に白山祭を作っていた。そ

のため直前になってイベント班では色々と問題が発生してバタバタだった。細かく分け過ぎて

いたためにその人がいないと止まり進まない、進めていてももう一度確認など班として機能し

ていなかったと思う。そのため 1 週間前になってもマニュアル・シフトが完成しないなどが起

きた。この時にその場にいた自分は班の大切さを感じた。自分はイベント班だ。なぜイベント

班と活動しておらず、そこで話をして共有していないのかなど班というものを改めて考える時

間になった。班という枠で班として動く難しさを感じた。 

最後に Smile F Laos 6 期の 3 年生全員に感謝したい。自分たちがうまくいくように色々な準

備をしていたと思う。そしてたくさんの迷惑をかけた。でもそれを経験できてよかった。6 期

の活動を通して様々な感情をもってたくさんの経験ができた。ここ以外ではできないような悔

しさや嬉しさなどを感じた。考え・提案して・うまくいかないなど 1 人の人間としてすごく成

長できた。そして班や集団として動くことの難しさを体験できた。途中で辞めて違うことをや

ろうと何回も思った。でもやりきれた。だけど活動が終わったいまでも曖昧でわからないこと

が 1 つだけある。それはイベント班ではなく Smile F Laos6 期の 1 員になれたかだ。そこはい

まだにわからない。自分でもわからないままだ。 

 

               イベント班のメンバー 
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広報班だが、営業もやった。 

 

閻
エン

  美
メイ

 輪
ロン

 

社会文化システム学科 2 年 

 

本報告書では色々な国内活動における、広報班から“脱出”して、1 人“営業活動”を行った経験

に基づいて、自分自身を問いかけつつ、納得させるまで、学習目標を再設定して、試行錯誤す

ることによって、自身の変化および学習効果を報告する。一年生の私はエフラオの学生団体が

組織のように班ごとに分けて、活動するに魅力を感じた。当時ベンチャー企業でインターンし

ていて、マーケティングチームに所属された私はよく広報の方々がデザインなどの仕事を憧れ

た。エフラオへ応募して、フェアトレード、コーヒーと関わりつつ、広報班で、ポスター、プ

ライヤー、動画などを制作できるようになりたいと決意した。その後、エフラオの広報班の一

員になって、先輩に活動内容とやり方を聞いたり、インターン先にアドバイスを求めたり、と

にかくたくさんインプットした。 

早速な KICK OFF PARTY に迎え、私はポスター担当者になった。わくわくしながら、ポ

スターデザインしようと思ったところ、先輩が今までのポスタードラフトを出して、その日付

と写真を修正する程度に言われた。「え？新しくしないの？」と思った私は違和感を持った。相

談してみたら、先輩が今までのポスターは活動詳細など書かれて、あまり変わらなくていいと

いう主張だった。だが、私はもっと空白区を作った方がインパクトがあると思い、ゼロからデ

ザインした方が良い。その後、私はたくさんポスターをデザインして、先輩へ提案したが、評

価されず、「班長のことを困らせないで」と言われた。広報班の課題として、より良いものを作

ることであり、それを実現するために、議論したり、新しいことをチャレンジしたりするはず

だと思ったが、物凄く打撃を受けた。 

結局、私の思い通りにならず、ほぼ手をつけないままポスターが出来た。自分が組織に所属

する以上、すべて思い通りにならないことが気づかされて、一体何のために、広報活動を行っ

て、ポスターなどを作っているのか、対象は誰なのか、それを達成するために何か必要なのか、

その中に、私が何かできるのかを考えるようになった。広報物の機能は、エフラオイベントの

開催場所、時間、団体紹介など情報提供することである。学内販売会なので、対象は東洋大学

生、職員さん、先生だ。広報活動により、３つ効果を期待し、団体知名度を高めること、イベ

ントの集客、コーヒーを購入してもらうことだと考えられる。つまり、エフラオの宣伝メッセ

ージを広げ、コーヒー販売促進するというワンセットのは広報活動の目的だと思う。 

ちょうど学内予約表を配布する時期に、先輩と同行して、国際課へ伺い、エフラオの常連客、

ある職員さんに予約表を渡して、「今年もお願いします」というシンプルな流れを見て、コーヒ

ー販売と宣伝はエフラオメンバーの役割だが、そのまま職員さんに任せることに違和感を感じ

た。ワンセットが分かれてしまい、メッセージを届いてない、コーヒー販売に還元していない
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ことは問題だと思った。その問題を解決するために、自分でも営業してみようと決意した。自

分でパワポを作って、パソコンを持って、友達、各講義担当の先生、職員さんに 3 分 5 分くら

い頂戴して、ひたすらプレゼンを行った。最初の個人目標は、まず多くの方々にエフラオの活

動に興味を持って、イベントに来てもらうことだ。色んな人の前にプレゼンして、団体、ラオ

ス、フェアトレード、コーヒー、イベントなどについて、様々な質問された。自分が勉強不足

でその場で答えられなかった時、必ず答えを見つけて、メールという形で回答するようにした。

淡々プレゼンが上手になって、それぞれ関心を持つことに即して、話したら、「イベントに行く

よ、コーヒー確保してほしい」、「イベントに行けないけど、コーヒー購入したい」という声が

多くなった。先輩と報告した上で、自分で多言語の予約表を紙版と電子版を用意して、希望者

に配布した。 

KICK OFF PARTY に向けて、エフラオ全体は 26 人予約表が取れ、その中 13 人が 16,200

円ほど、確実に自分が獲得した成果だ。数字が見えない こともたくさんあった。LEAP の先

生とメールでやりとりする際に、自分がデザインしたポスター電子版を添付したことがあって、

後日オフィスに伺って、そのポスターが印刷されて、壁で貼っていた。留学生支援室が今まで

テーブルに何もなかったが、コーヒー機とエフラオのコーヒーが置いているようになった。日

本語担当の先生たちは自身コーヒーが飲めないが、外部の先生にプレゼントしたり、石鹸を買

ったり、講義の 5 分間でエフラオのプレゼンの時間も設けてくれた。 

去年分からないまま購入して、やはり学生団体のコーヒーの品質に心配して、今年購入しな

い方もいたが、しっかり説明して、安心させたら、予約表も取れ、他の先生にも紹介してくれ

た。コーヒーとの繋がりで、スピーチ大会の指導教員になってくださる先生もいたし、国際課

の教員に国際協力関連のインターンシップにも紹介された。プレゼン能力をもっと極めたいと

思い、講座に参加し、プレゼンコンテストで一位と企業賞を受賞した。また、書ききれないほ

ど、色んな方にアドバイスも頂いた。エフラオのことを発信している自分、フェアトレードコ

ーヒーを売る人と認識された自分、トラブルがあって、責任を持って全力で解決していく自分

はエフラオとの繋がりが深めて、徐々にエフラオに愛着心を持つようになった。 

エフラオの国内活動を通して、自分自身を納得させるまで、どうすれば良いのか、常に思考

しながら、行動する癖をつけた。自分の違和感を大事にして、環境を変えられなければ、納得

まで自分を変えていく。違和感を持つことをきっかけにして、後悔しない、評価されたいより、

徐々に自分の価値観を知り、発信することによって、自分と同じような思いを持つ人が泳いで

きて、素敵なつながりが出来たり、そのような方々が今後エフラオの関係者として、応援して

くれる。 

エフラオで、私しかできないことは何なのかよくわからないが、多言語で、“営業プレゼン”

以外にも、自らの行動することによって、視野が広がり、成長していることに確信している。 
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経験を自分の言葉に 

 

高 橋 瑛 子 

社会文化システム学科 2 年 

 

エフラオの説明を始めて聞いた時、私の好奇心は強く刺激された。「ラオスのフェアトレー

ドコーヒーを販売？ラオスの小学生に教育支援もしている？こんな事をゼミでできるのか！面

白そう、よしやろう！」と、自分の好奇心が掻き立てられるままにエフラオのゼミを志望した。 

といっても、私は、ラオスやコーヒーなどエフラオに関わる知識に明るくない。そのため、

エフラオに入ってまず「何を学べるかは深く考えずに、とりあえず知ろう、考えよう、行動し

よう」と心に決めた。 

そして、講義や流通サービス訪問、広報班としての活動の中でフェアトレードや自分たちの

扱っているコーヒー、エフラオの活動内容についてなどたくさんの事を知ることができたのだ

が、自分の中で何かが腑に落ちなかった。先生や先輩の話を聞けば、すぐに理解し納得できる

だろうと思っていたが、知れば知るほどよくわからなくなっていく自分がいた。もちろん概念

は理解していたので、キックオフや文化祭、最後の学内販売会においてお客さんに説明する時

は、その時点で理解していた事を伝えていた。しかし、それを伝えていく度に「本当にこの説

明でいいのか？」と不安になっていった。また、広報班として Instagram や動画の制作をして

いる時も最後まで内容に納得する事はできなかった。それゆえに自分がエフラオや広報班に貢

献しているのか疑問に思うことも多く、この腑に落ちない感覚を抱えたまま 3 年生になってい

くのかという焦りも正直あった。しかし、エフラオの活動を続けていれば、何か得られるもの

は必ずあるだろうし、その時になったらその不安も解消するだろうとも思っていた。 

そのような気持ちを持ちつつ、ラオススタディツアーに参加した。スタツアは、自分にとっ

て忘れてはならない経験をたくさんしたと強く思う。ラオスの農村はどんな様子で、そこで人々

はどんなものを食べ、暮らしているのか。農家の方々は、現在の家計状況の中でどのような家

計戦略をもって ATJ にコーヒーを売っているのか。コーヒーは、収穫からどのような加工工程

を経て日本に出荷されるのか。小学生は、どういった学校環境で学び、どんな遊びをしている

のか。ラオスに行って五感で感じた事全てが、私に大きなインパクトを与えた。また、国内で

はあまり話していなかったメンバーと語り合った事や、先生や名和さん、ラオス人学生との交

流を通して新しい発見や知識を得た。 

そして、スタツアが終了し再び自分の中の腑に落ちなかった事と向き合うと、その感覚は渡

航前よりもずっと薄れていた事に気がついた。ようやくその気持ちの正体がわかったのである。

先生や先輩などから得た知識は、あくまでその方々がそれぞれ持つ考え方からの言葉で、私自

身の知識や考えからくる言葉ではない。その自分の知識や考えは、1 年間の国内活動とラオス

スタディツアーを通して得た「経験」によって生み出されることのである。つまり、私は、他
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人の言葉でそのまま理解し納得しようとしたが自分の中で腑に落ちず、自分の言葉で説明しよ

うとしても、説明できるようになるために必要な経験がないことで焦りを感じていたのである。

与えられた知識を自らの経験を通して自分のものにしていく、その流れに気づいて初めて自分

の言葉で物事を話すことができるということがわかった。 

しかし、それに気づくことはできたが、正直私はまだ自分の言葉でエフラオやラオスコーヒ

ー、フェアトレードなどを説明できる段階にはいたっていない。国内活動での経験とスタツア

での経験を合わせて自分なりの考えをもって自分の言葉を作っていきたい。そして、最初の自

分と同じように何もわからずに入ってくる 2 年生やお客さんなどの外部の人にどうアプローチ

していくかを考えていきたい。これが、7 期が始まる前までの自分の課題である。 

今期では、とにかくやってみようという気持ちで班活動やスタツアに臨んできた。その中で、

経験から自分の言葉を考える意味を学んだ。しかし、今期の自分の課題として、上記の課題以

外に広報班の活動の中で実行できなかった事がある。それを 7 期で、「得た知識や考え方を使

って自分の言葉で」ということを意識し実行したいと思う。 

 

小学校教育支援で元気いっぱいの子供たちと。 
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対話の相互作用 

 

府 川 奈 菜 

社会文化システム学科 2 年 

 

 大学 2 年当初の私の立てた今後の目標は「面白い人間になる」であった。この「面白い」と

はコメディセンスがあるということではなく、様々な経験をした人のことを指す。大学 1 年の

とき、授業で留学やインターシップなどの自分の体験を話す人を「その経験はすごいな」「体験

から得た発想が面白いな」と感じ、あこがれた。「自分も色んな体験がしてみたい。」これはエ

フラオに入った理由のひとつである。いま自分が面白い人間になれているかどうかを聞かれる

と否であるが、多くのことを学び、悩んだ 1 年だった。 

私は自分の意見を話すことが苦手である。意見を言うことによって相手が私のことをどう思

うのか、相手からの評価を常に気にしてしまう自分がいるのだ。それは他者からの評価が自分

の価値のひとつであるからだ。しかしこのエフラオの活動を通して、誰かと意見を言い合うこ

とは自分の成長につながると気づいた。きっかけはラオス班での活動とスタディツアーでの経

験である。 

ラオス班の支援品の話し合いで自分の意見を言うときに「こんなアイデアでいいのだろうか」

といつも不安な気持ちを持っていた。しかしどんなアイデアでもラオス班の先輩方や同期のメ

ンバーは受け止めたうえで、それに対する意見を返してくれた。そんな雰囲気もあって、自分

のアイデアや気づいたことを積極的に言えるようにしようと心掛けた。ラオス班の 3 年生の先

輩方の支援品に対する熱意を話し合いのたびに感じ、刺激を受けた。良い支援品を作ろうと話

し合いを重ねながら作り上げていく過程は決して楽ではなかったが、その分やりがいも感じた。 

スタディツアーではその日に自分が感じた違和感や気づきを話す 1分間スピーチがあったの

だが、自分の意見を言うことが苦手な私にとってこの 1 分間スピーチは憂鬱なものであった。

しかし、スタディツアー中に 1 分間スピーチで私が話した意見に対して、「この前の 1 分間ス

ピーチの話をもう一度聞きたい」と話しかけてくれたメンバーや私の意見に対して率直な意見

をくれたメンバーがいた。私の考えたこととは違う意見を相手が返してくれたことで、「そんな

意見もあるのか」「じゃあ次はこんなアプローチでいこう」と考えるようになった。誰かと話す

ことによってより自分の意見が明確になり、次の学びへのヒントにつながったのだ。 

 私は関係性が崩れてしまうのではないかと不安で、今までは場の雰囲気を読んで本当に自分

の思ったこと（特に批判的な意見）を言うことが怖かった。また、相手の意見に対して同調す

ることが相手との関係性を壊さないのだと信じていた。しかし、自分の意見を言わないという

受け身の姿勢は逆に相手を不安にさせていたのではないか。「会話は言葉のキャッチボール」と

いう言葉がある。これは言葉をボールに例えて相手の言葉を受け止めたうえで自分も発言をし

なければならないということ、相手が返しやすい発言をすべきだという意味だ。この例えだと
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私は相手に投げるボールを厳選しすぎてしまい、返すボールが見つからずにいる状態であった。

これではキャッチボールが続けられず、相手もまたボールを投げることを迷ってしまうだろう。

そんなキャッチボールは面白くない。お互いにボールを投げ合うことによって、それぞれ学び

のチャンスを得ることになる。 

エフラオのメンバーはみんなそれぞれ素敵な個性を持っている。私は自分の意見を言うこと

に臆病であったが、そんな自分とは全く違う経験をしてきた人と話すことが楽しいということ

に気づいた。対話によって得られる刺激やアイデアは自分が成長するきっかけとなるのだ。 

 

 

ラオス班のメンバー 
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変わるきっかけはどこにでもある 

 

奥  成 葉 

社会文化システム学科 2 年 

 

 FLAO の存在は 1 年生の時から授業での宣伝や発表などを通して知った。大学生になってか

ら何も打ち込めるものがなくこのまま何もしないで 4 年間が過ぎていくのではないかと思って

いた。何かきっかけがあればこの状況を変えたいという気持ちは無くはなく、「FLAO に参加

したら何か変わるかな？」と興味がありつつも、コーヒーのことについて何も知らないし、ラ

オスがどのような場所なのか想像もつかなかったので挑戦するかとても迷っていた。しかし、

相談していた親や友人に背中を押され志望理由書を送ることにした。そしていま所属すること

ができている。正直通ったことにとても驚いたが、所属できたことでとりあえず４年間無駄に

過ごすことにならなくて済んだのだと安心したのと同時に不安も押し寄せていた。 

それから私はラオス班に所属することになった。初めはあまり仕事量がなさそうで楽そうな

班を選ぼうと思っていた。しかし、ただこの団体に所属しているだけになってしまうのではな

いか、自分が何か変わることができるきっかけになればと思い、教育支援品という形に残るも

のに携わることができるラオス班を選んだ。 

春学期から教育支援品についての話し合いが進んだ。アイデアを出し合って作り上げていく

作業をしていたが、当時を振り返るとあまり自分からアイデアを出すことが出来ていなかった。

なぜなら、私は昔から人に注目されて話をすることが苦手であることと、自分の意見に自信を

持てなかったからだ。今までそのような場面になると誰かが意見を言うのを待ってその意見に

同調するか、分からないと言って逃げていた。だから、春学期の初めもその自分の性格がよく

出ていたと思う。同じ班の２年生が多くの意見を積極的に出す度に「私は班の中で何もできて

いないなあ…」と思うことが多くなった。この思いが余計に自分を消極的にさせて、意見を求

められても「大丈夫です」と言って発言することから逃げてしまっていた。そのとき、班を選

んだ動機である「教育支援に携わることができる」という当時の思いとは程遠くなっていると

感じた。理想だけ思い描いて行動には移せていないことは自覚していたが、あと一歩の勇気が

出なかった。 

そんな自分を変えるきっかけとして、話し合いを進めていく中で私の拙い意見を受け止めて

くれる 3 年生の存在が大きかった。意見を言いやすい雰囲気を作って否定せずに意見を受け止

めてくれたことで、話すことを恐れることが次第になくなっていった。それから毎週の授業で

より良い支援品づくりに少しでも貢献できるように意識して発言するようになった。そこでよ

うやくやりがいを実感できた。以前は、意見を否定されたら嫌だなと自分にとって負の状況を

話す前から想定してしまっていたが、それが私を消極的にさせ「逃げ」を選択させる原因であ
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ったのではないかと思う。しかしそれを恐れていては自分を変えることができず、自分を変え

るきっかけを自分で壊してしまうということに気づいた。 

これは冒頭にも話したゼミ選択の話や班選択の話にも通ずるのではないかと思う。今まで知

らないことや不安になることに対して逃げ道を用意しておいて自分がなるべく傷つかないよう

にしていたが、それらはすべて自分が変わるきっかけを壊す行動であったと思う。これは反省

し改める必要があると感じた。これらの経験から、FLAO に所属するだけ、ラオス班に所属す

るだけでは何も意味がなく、自分が変わるためには保守的にならず能動的になることが大切で

あるということを学んだ。常にそれを意識して行動していきたい。 

一年間 FLAO の活動を通して自分の甘さや弱さに気づくことが出来た。自分が変わるための

きっかけは周りを見渡せばたくさんあると思う。そのきっかけに気づいて自分の殻を破ること

が出来れば一歩前へ進むことができ新たな自分を見つけることが出来るのだろう。だからこれ

からは逃げ道をあらかじめ作るのではなく、何事にも恐れず積極的になることが自分の成長に

繋がるということを意識して行動していこうと思う。この経験で気づいたことを他の学びや

FLAO での活動でも役立てていきたいし、私もいつか誰かの変われるきっかけになれるよう努

力していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

                ラオス班のメンバー 
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自分の頭で考える 

 

坂 本 遥 望 

社会文化システム学科 2 年 

 

私はこれまでの 20 年間、常に「流される」人生だった。「なんとなく」とか「とりあえず」

とか、明確な理由がないまま周りに合わせて物事を選択してきた。それは、とりあえず多数派

に入っておけば間違いないし、もし間違えても目立たないから。失敗するのは怖いし、目立つ

のは嫌いだった。自分の頭で考え、判断することを避けてきたのだ。そんな私だったが、これ

はエフラオの活動において避けては通れない道だった。 

そもそも私がエフラオに入ったのは、適当に選んだすべり止めの大学に進学が決まってしま

い、「このままなんとなく 4 年間終わったらやばい！」と感じていたからだった。そんな時に、

学科の説明会やフレキャンなどで何度もエフラオの話を聞き、ここに入れば私も何か変われる

のではないかと漠然と思った。就活にも役立ちそうだし、とりあえず希望を出してみようと軽

い気持ちで申し込んだところ、なんと通ってしまったのだ。所属することが決まってから、私

なんかが入って大丈夫なのか？とか、本当にラオスに行くのか…と喜びよりも不安の方が大き

くなった。 

そんな気持ちのまま活動が始まり、最初の班決めの時も、なんとなく面白そうだなという程

度で製品班を希望した。しかし、製品班は一番人気で、3 人の枠に対して５人の希望者がいた

ため話し合いをすることになった。他のみんなは絶対に製品班がいい、製品班しか考えていな

い、と私なんかよりずっと強い思いを持っていて熱が高かった。その時に私はただエフラオに

入っただけで自分が変われることはないんだと気付き、このままでは置いていかれると焦りを

感じた。その後話し合いの最中に会計班の先輩がもう一度班の説明をしに来てくれたとき、こ

の先輩がいる班なら入ってもいいなと思えたし、そもそも私には会計の仕事のほうが向いてい

るんじゃないか？と思った。正直なところみんなに熱量が負けていると感じ逃げてしまったと

いうのもあるかもしれない。そうして私は会計班として活動していくことを決めた。一年経っ

た今、この決断への後悔は全くないし、会計班でよかったと心から思っている。 

実際に活動をしていく中で、会計班は全体のお金を管理するだけでなく、豆の発注量や到着

日を決めて業者さんと連絡をとったり、備品の管理をして足りないものを発注したりと想像以

上に責任の重い仕事を担っていると分かった。キックオフの際、想定よりも多く豆が届くとい

う出来事が起こった。原因は業者さん側の担当者が変わり、発注量に関する認識の共有がうま

くできていなかったことだった。この時に、会計班の仕事には責任が伴うと実感し、きちんと

自分の頭で考え、判断し、メンバーや業者さんとズレが生じないよう報告や連絡を心掛けなけ

ればならないと感じた。最初に会計班に入ろうと思ったとき、こっちのほうが自分に向いてい

るかもと思った理由は、会計は自分で何かを考えるというより決められた仕事をただこなすだ
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けだと思っていたからだ。しかし、これは大きな間違いだった。会計班こそ、エフラオ全体の

ことを把握して、自分から考え動く必要があるのだ。先輩方はいつも、他の班から何か言われ

るのを待っているだけでなく、先回りして他の班に確認をしにいったり、一緒に細かい部分を

詰めていく作業をやっていた。先輩方の姿を見て、仕事を待っているだけではなく、周りを見

て自分から積極的に動けるようにならなければ、そのために自分の頭で考え理解しなければ、

と思った。 

また、班活動中に意見を求められたときいつも私にはない視点で積極的に発言をする同期に

も刺激を受けた。彼女に限らず、エフラオメンバーには自分の考えが明確でそれを発信できる

人が多いと思う。しかし、私はみんなのように自分の意見をはっきりと人に伝えるのは苦手で、

一年をかけてもなかなか変えることができなかった。しかし、私はこの受け身な性格ゆえ、良

く言えば適応能力が高く、協調性があると思っている。会計班の重要な役割は班や人をつなぐ

ことであるとこの一年間の活動を通して強く感じた。なので、今後はそんな性格の私なりにメ

ンバーたちの間に立って活動が円滑に進められるようサポートができればと思う。もちろん自

分はこのままで良いと諦めたわけではない。エフラオに入って前よりも人の意見に合わせる前

に自分で考えようとする姿勢は身についたと思うし、自分の行動に責任をもって取り組むとい

う意識が強くなった。これからは、何事もまず自分の考えをはっきりさせたうえで、自分から

動くことや周りに気を配り広い視野で物事を見ることを意識し、そこで感じたことや思ったこ

とを積極的に人に伝えるよう心掛けたい。そして、人の流れに乗って生きるのではなく、自分

の意思で選んだ道に自信をもって歩いていきたいと思う。 

 

 

会計班のメンバー 
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動く勇気 

 

山 岡 榛 花 

社会心理学科 2 年 

 

 私がエフラオに入って一番身についたものは勇気だと思う。コミュニケーション能力、チャ

レンジ精神、レジリエンス、今まで自分に足りなかったこれらにはどれも勇気が必要で、エフ

ラオ関連で最初に勇気を見せたところは、違う学科がメインの団体であるエフラオに入るため

の志望書を提出するところから。最初からである。 

 以前ラオスに行ったとき、すごく楽しくて、子ども達がみんな遊んでくれて、その喜びを還

元したくていつかラオスの子どものためになるようなことができたらいいなと漠然と思ってい

た。「フェアトレードのラオスコーヒーを売って、売り上げをラオスの子どもの教育支援に充て

る」。コーヒーにさして興味の無い私がエフラオに入るには十分な動機だった。 

 活動が始まって少し経った六月、エフラオのコーヒーの焙煎を依頼している流通サービスさ

んに訪問した際「将来したいことは」という質問に「ラオスにいる子ども達が笑顔になるよう

なことをしたい」と答えたらその後の話の中で「今、日本でも子どもの貧困が問題になってい

る。自分の国の子どもも守れていない。」と言われてショックを受けた。ずっとその言葉が胸に

残って日本のことをまず知らなければいけないと思った結果、自宅付近で子ども食堂をやって

いる団体に電話をした。この電話には多大な勇気が必要だった。しかしうまく想いを伝えられ

ないままやんわりと断られて電話が切られた。撃沈した私はたった一つの団体にたった一本の

電話をして優しく断られただけで心が挫けてアクションを止めてしまい、静かに発生していた

日本のことを知ろう運動は失敗に終わった。 

 私が少し変わってきたのはコーヒー販売を何回か経験してからだろうか。ラオスという国の

知名度があまりに低いから、一人でも多くの人にまず国名を知ってもらってほしいという思い

で知らない人に話しかけ続けた。そこで気づいたことは二つ。 

まず、エフラオについて説明するにはフェアトレードの知識が必要不可欠だということで、

最初の私の認識は「立場が弱く、搾取されがちな開発途上国の農家さんを助けるための支援活

動」というネットで調べたまんまの文章だった。だが、授業を受けていくうちにフェアトレー

ド（公正取引）は支援というより、取引の本来あるべき姿なのだと思えてきた。生産者/消費者

間の公正な取引。作る人も買う人も人間なんだから優劣がある必要はない。そう考えるように

なってからフェアトレードについての説明は「生産者の生活に合わせて妥当な報酬をもらえる

ようにする」という旨を強調するようになった。 

もう一つは、みんな優しいということだ。話しかけて無視されたりムッとした顔をされるこ

とが怖かったが意外に聞いてくれたり質問してくれる人が多い。もちろん上手くいかないこと
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も多かったが、感覚を掴んでからは販売会だけでなく他の授業でもすごいと思った人や興味が

湧いた人にガンガン話しかけられるようになった。 

私がこんなに強気でいられたのは会計班のみんなのおかげでもあると思う。二人の優しい先

輩達と、いつも笑わせてくれる同期は私がどんなアホな言動をとっても失敗しても笑って一回

全部受け止めてくれた。何をしても「いいじゃんいいじゃん！」と寛大に褒めてくれて、何が

あっても友達でいてくれると信じられる存在は自分が伸び伸びと動くために必要不可欠だった。 

 当初全く考えていなかった「勇気」がエフラオにおける自分の一番の成長に感じられている。

六月の時点では活動する以前に挫折した日本のことを知ろう運動も、最近別のボランティアに

参加して活動している。治安の悪いアメリカに行ってみたり、道に迷っている風の外国人さん

に話しかけてみたり、アヒルの屠殺を志願してみたり、自分の行動範囲は格段に上がっている。

いつも一年前の自分に「こんなことできるようになったんだよ」と自慢できるように心がけて

いる。 

ただ、挑戦する勇気は身についたがその結果のクオリティがどれも酷く、毎回反省点しかな

い。もっと上手くやれたはずだったのにと悔しいばかりだったので、これからは緊張に打ち勝

ち、冷静に物事と対峙していきたい。そのためにも知識量を増やして、自分に自信を持ってい

られるようになる、肝が据わった人を目指す。来年の自分の得意満面な笑みを是非見たい。 

帰国後、空港から会計班 2 年が会計班 3 年に送った動画冒頭 
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〈「経験を通じた自己変容」を書くための注意〉 

 以下の問いに答える形で「経験を通じた自己変容」を書くとよいでしょう。ひとつの質問に

200～300 字で答えましょう。できればこれらの項目のすべてに答えてほしいですが、これ以

外にも自分の学んだことや言いたいことがあれば、どれかをカットして、遠慮なく言いたいこ

とを書いてください。 

 

Q.  自分の学習課題をもっていましたか。学習課題の解決のためにどういう行動を取りました

か。それは具体的にどのような場面でしたか。【参画性】 

 

Q.  FLAO の活動を経て、「えっ、どうして？」など事前に考えていたことに対して、現場で想

定していないような意外なことが起こりましたか。それはどのような場面でしたか。【状況

性】 

 

Q.  FLAO の活動を経て、「あぁ、こういうことだったのか」「こういうふうに考えるのか」と

いう新しい発見や変化につながることはありましたか。それはどの場面でしたか。【状況性】 

 

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

 

Q.  箕曲や服部さんやその他、F LAO を通じて知り合った方々と、どのように関わりましたか。

そして、彼らが自らの学習課題の追求にどのような役割を果たしましたか。【関係性】 

 

Q. FLAO の活動を経て、メンバーの中で自分にしかできないこと、あるいは自分であれば貢

献できることはありましたか。それはどのような場面でしたか。【連結性】 

 

Q.  FLAO の活動を経て、自分のどのような能力を、どのような場面で自覚しましたか。ちい

さな能力でも構いません。そして、それをどのような場で今後、伸ばしていこうと思いま

すか（来年の F LAO で伸ばすというのでもいいです）。 

 

Q.  FLAO の活動を経て、自分の学習課題に到達できなかった、あるいは、新たに気づいた学

習課題は何ですか。どういう場面で気づいたかを記述してください。 
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ラオス・フェアトレード・スタディツアーの概要 

 

箕 曲 在 弘 

東洋大学社会学部 

I ツアーの概要 

本年度のスタディツアーの目的は、3 つある。1 つ目は、昨年と同じく、ラオスのコーヒー

栽培地域においてコーヒーの生産や流通に関する理解を深めることによって、フェアトレード

に対する理解を相対化し、自ら課題を発見し、現地社会に貢献するアイデアを見出すことにあ

る。このアイデアは次年度に展開する第 7 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、子どもたちの環境意識の啓発に取り組むために、小

学校でオリジナル紙芝居を使ってゴミ問題に関する知識を提供することと、エコバックを自分

たちで作るワークショップを実施することにある。 

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 9）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 20 日（金）から 30 日（月）までの 11

日間である。20 日に羽田を出発し、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。 

図 1 ラオス地図 

（出典：白地図より筆者作成） 
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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。 

 

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
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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 小学校における環境意識啓発活動の実施と絵本の寄贈 

 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、環境意識啓発活動を実施した。オリジナル紙芝居の上演、環境クイズ、エコバックの

制作をして、最後に絵本を寄贈した。なお一部の村では午前中に授業参観をさせてもらった。 

⑥ 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「2 分間スピーチ」を実施する予定であったが、

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 20 日から帰国した 30 日までの主な行程である。 

日付 活動場所 宿泊地 

20 羽田―（飛行機）→バンコク―（飛行機）→ウボン ウボン 

21 ウボン―（車）→パクセ（市場訪問）―（車）→パクソン パクソン 

22 ジャイコーヒーハウス訪問：JCFC 幹部の講義 パクソン 

23 教育局訪問、市場、セットコット村訪問：組合長と会談、家計調査①、

小学校ワークショップ① 

パクソン 

24 市場、プーマッコ村訪問：組合長と会談、家計調査②、小学校ワークシ

ョップ② →「命の授業」、ホームステイ 

村の民家 

25 ホームステイ（続き）、コーヒー収穫体験 →2 次加工設備の見学（＠

プーオーイ村） 

パクソン 

26 市場、ノーンサムパン村訪問：組合長らと会談、家計調査③、小学校ワ

ークショップ③ 

パクソン 
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V 事後学習 

 帰国後、1 月 10 日（金）と 24 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。 

 

③ 体験の言語化ワークショップ 

 これまで翌年度に実施していたワークショップを年度内に実施した。その経緯については序

文に記してある。 

 

 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。 

 

※渡航時、ラオスキープのレートは、1000kip=12.5 円程度であった。 

  

27 市場、ノーンヤートゥン村訪問：組合長らと会談、家計調査④、小学校

ワークショップ④ 

パクソン 

28 市場、プーオーイ村、ジンジャイコーヒー訪問 →ランチ BBQ とイチ

ゴ狩り（＠山本農園） →ジャイコーヒーハウス訪問：JCFC 代表への

質問、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）―

（車）→ ウボン：宿にて 2 分間スピーチ 

ウボン 

30 ウボン―（飛行機）→バンコク―（飛行機）→羽田 - 
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訪問先の報告 

I 教育局訪問 

社会文化システム学科 2 年 府川 奈菜 

 

12 月 23 日、パクソン郡の教育局に訪問した。そこでは局長のブンリットさんからパクソン

郡の教育事情についてお話を伺った。 

 

１ パクソン郡の現状 

表 1 学校の件数（パクソン郡） 

種類 件数（校） 

小学校（１～３学年） 20 

小学校（*完全校） 67 

中高一貫校（１～４学年） 10 

中高一貫校（*完全校） 14 

（出典：教育局でのお話より筆者作成） 

*完全校：小学校の場合、5 学年すべてある学校を示し、中高一貫校では７学年すべてあるある

学校を示している。 

 

 表１はパクソン群の学校の件数についてまとめたものである。教科書は 3 人に 1 冊くらいの

数しかない。また、EGE2 という学校建設プロジェクトが計画されており、パクソン群内に年

間 10 校の学校の建設を目標にしている。しかし、現状としてはまだ 5～6 校が未着工である。

新しい学校の建設というのは、古い学校の立て直しを意味している。実際の学校の数は変わら

ず、その学校に割り当てられた教員・ボランティア教員の数は決まっている。 

 

表 2 教員数（パクソン郡） 

種類 人数（人） 

教員 766 

ボランティア教員 122 

（出典：教育局でのお話より筆者作成） 

 

 表 2 はパクソン群の教員数についてまとめたものである。ボランティア教員というのは、正

規の教員ではなく、正規の教員を手助けする役割を担っている。正規の教員になるのは大変で

あるため、その間ボランティア教員として働く。全体的に教員不足という問題がある。政府の
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方針で予算が決まっていることで、１年間に国全体で雇える教員の数は 2000 人という制限が

ある。この数を全国で分けると、ひとつの群で雇える教員の数はとても少ない。 

 

２ 感想 

教育局の訪問は現地の状況について直接お話を

聞くことができた大変貴重な機会であった。特に

印象に残ったのは「もし日本から支援を受けるな

ら、学校建設に対してか、またはトレーニングに

対してかどちらがいいですか」という質問に対し

て、「トレーニング（教科書などの道具を渡して、

その使い方を教えるというやり方）」という答えが

返ってきたことだ。私はこの回答が意外だと感じ

た。現状の教育についてのデータだけでなく、彼

らが求めている支援への思い、これを知ったこと

によって、ラオスの小学校の子どもたちに対して

今の私たちができる支援とはなにか改めて考えた。自分たちの考えだけではなく、現地が求め

るものも考慮しながら、来年度の支援品につなげていきたい。 

II セットコット村 

社会文化システム学科 2 年 奥 成葉 

 

 12 月 23 日、JCFC 傘下であるセットコット村に訪問した。組合長のブンミーさんにお話を

聞くことが出来た。 

 

１ セットコット村のコーヒー農家 

セットコット村には 550 世帯が住んでいる。大きな村であるためコーヒーの生産量も多い。

JCFC に加盟している世帯は組合長のブンミーさん含めて 11 世帯であり、日本に高品質のコー

ヒーを売っている。彼らが高品質のティピカのパーチメントを日本に売り始めて 3 年である。

JCFC に加盟していてティピカを供給する村は 19 村あるが、セットコット村からの供給が 1

番多い。今年は水洗式ティピカ、ハニー、プロセスを 11 世帯合計で 4.4ｔ供給することを生産

計画の最終的な予定としている。今年は去年と比べて収穫期が早く天候も崩れず良かったそう

だが虫食いは多く、ブンミーさんの家の前には真っ黒になったチェリーの欠陥豆が広げてあり、

これらはベトナムに売るそうだ。 

教育局訪問の様子 
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組合として JCFCに対してプレミアムという社会開発費のようなものを活用する形で果肉除

去機を一台提供してくれないかと頼んでいたが、JCFC から提供を受けることができなかった。

そのため来シーズンも頼む予定である。 

 

２ 歩留まり 

 今年の仲買人の買取り価格は一番低い価格で 1,800kip/kg、一番高くてカティモール

3,100kip/kg、 ティピカ 3,500kip/kg、ロブスタチェリー3,000kip/kg であった。最近はロブス

タの方が高いためカティモールをやめてロブスタをやる人が増えるかもしれないと説明を受け

た。ロブスタは生豆で売るのが基本だが、医療費や雇用賃金を支払うためにチェリーで売る人

もいる。そこでブンミーさんにロブスタをチェリーか生豆のどちらの状態で売る方が良いか聞

くと、生豆の方が良いと言っていた。その理由には歩留まりが関係する。一般的にロブスタは

4.5 ㎏のチェリーで 1 ㎏のパーチメントになるが、彼らの豆は歩留まり率が良く 1 ㎏のパーチ

メント作るのに 3.5 ㎏で良い。よって、チェリーより自分で加工して生豆で売った方が儲かる

のである。 

カティモールは 5 ㎏のチェリーで 1 ㎏の生豆を作れる。ロブスタは 3.5 ㎏で良いので、一般

的にロブスタの方が価値は低いと言われるがチェリーの価格はあまり変わらない。それは歩留

まりがカティモールとロブスタで違うからである。例えば、4kg のロブスタチェリーを自分で

加工し生豆にすると 1kg になり、価格は 16,000kip/kg になる。しかし、チェリーで売ったら

3000kip/kg である。ロブスタチェリーから生豆にする歩留まりは 4 倍であるため、3000×４

＝12000kip/kg 

よって、自分で加工したロブスタの生豆のほうが儲かる。 

このようにして村の人は歩留まりによる利益を考えながら各自の生活に合わせて売り方変えて

いる。 

 

３ 感想 

 セットコット村でのブンミーさんの話を聞い

て、コーヒー生産に対してとても熱心で意欲的

であると感じそれは今までに築き上げてきた

JCFC とブンミーさんらの関係性が表れている

のではないかと思った。良好な関係が築けてい

るから生産者側もより良い品質のものを作ろう

と努力するし、JCFC 側もそれに見合った価格

を提示しているのだと感じた。JCFC に加盟す

る前とした後での生活状況は変わったかという

質問でブンミーさんは変わったと言っていた。
家の前にあったコーヒーチェリー 
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その理由として前払いができることと、価格が安定しているからだとおっしゃっていた。前払

いがされる 8 月は学校の制服や教材などでお金が必要な時期である。必要としている時期にお

金が入ることは生産者側にとってとても助かることである思う。彼らはお金が必要でそのため

にもっとコーヒーを売りたいと思っているし、パーチメントはもっと提供できるのに各自で

300kg しか出せず市場を増やしてほしいと言っていたことから、簡単なことではないが彼らの

生産力をもっと生かせるよう良い方向に進めば良いなと思った。 

III プーマッコ村 

社会文化システム学科 2 年 山口 樹 

 

12 月 24 日、JCFC 傘下のプーマッコ村を訪問し、組合長のチャンパさんからお話を伺った。 

 

１ プーマッコ村とコーヒー 

プーマッコ村は JCFC発足初期から所属しており、組合として加盟してから 10年以上経つ。

チャンパさん自身は現在組合長と同時に副村長でもある。人口は現在 491 人全体で 75 世帯と

小規模な村である。昨年はチャンパさんの娘息子のみの 6 世帯のみであったが現在は 12 世帯

が加盟している。 

村に行き話を聞いたことで発覚したことがあった。今年は ATJ から前払いである 2 回の支払

いの最終回（2 回目）で通常 15,000kip のところ 14,000kip しかもらうことができなかったと

チャンパさんは言う。こういった価格設定でのトラブルというのは多い。実際の仕組みは価格

の決め方を決めてから価格を決めている。価格の決め方というのは ATJ の会社の事情や市場価

格等の理由からずっと同じという訳にはいかない。その時の最善で価格の決め方を ATJ は決め

ている。ここから生まれる誤解としてここ数年 30,000kip/kg で取引していたためこれからもず

っと 30,000kip/kg で取引が行われると勘違いが生まれたのだ。実際に村に行き話を聞かなくて

はこのような勘違いが起きていたことはわからないことであった。 

チャンパさんは前払いについて、前払いの時期はお米や養育費のためのお金が必要なためあ

りがたい仕組みであると実感している。アメリカのバイヤーであるマイケル氏もプーマッコ村

のコーヒーを買い取りたいと言ってくれてはいるがやはり前払いの仕組みがないとコーヒーを

作ることが難しいため JCFC を優先している。 

 

２ チャンパさんのライフヒストリー 

 チャンパさんは 1962 年生まれ、サラワン県サラワン群出身。彼の父は王国群側についてい

た軍人である。彼が生まれた時は内戦中であった。父は空軍の軍人であったため様々な場所に

移動して生活していた。王国軍側が敗戦後プーマクマ村に連れてこられた。1976 年から社会主

義政権が本格的に始まった。その後 1976−1978 の間サマナーという社会主義思想の教育を受け
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ていた。サマナーの期間も仕事はしており、共同農地でコーヒーを栽培していた。1979、1980

年の 2 年間はノークワン村に移動させられた。そこではサマナーは行われていなかったが共同

農地で同様にコーヒーを栽培していた。私有財産がないため政府から与えられた土地で決めら

れた価格で農園仕事をしていた。村では朝 7 時に鐘が鳴って村の中心に集められた。そこから

仕事に向かい、16 時ごろに村に帰ってくるという生活を送っていた。土日は休みであったが自

分で少しずつ農地を広げていたそうだ。一瞬 1980 年にプーマックナオ村に移動し、1981 年に

プーマッコ村に初めて移動してきてそこからはずっとプーマッコ村に住んでいる。現在プーマ

ッコ村に住む人々はチャンパさんと同じく全員父親が軍人だった人たちである。チャンパさん

が初めてプーマッコ村にきた時は軍人 60世帯が連れてこられたが半分が逃げて 30世帯に減っ

た。逃げて捕まってしまうと連れ戻され再度思想教育を受けさせられたという。その後 1992

年頃に国営農場がなくなった。チャンパさんは 2ha の土地を売りそのお金で生活していたが自

分で土地を 3ha まで広げた。最終的には 10ha にまで広げたという。 

 

３ 感想 

 今回お話を聞いてチャンパさんのように 10

年間組合長をしていても勘違いからのトラブル

は起きることを目の当たりにした。しかもそれ

は直接村に出向いて細かく話を聞かないとわか

らないことだと先生は言っていた。このような

問題を明らかにしないと彼らとの信頼関係は簡

単に崩れてしまう。このようなことから継続的

な調査や住み込みでの関係構築が必要なのだと

実感した。          

正直私はラオスについてからしばらくの間社

会主義国を感じる場面はあまりなく、むしろ日

本とあまり変わらないなと思っていた。しかしチャンパさんの話を聞いて初めて「社会主義」

を感じた。逃げる人が出るほどかなり制限のある生活だがその中でも自力でバレないように農

地を広げるなどそれぞれその環境でできることを工夫していたことが伺える。現在も村の生活

は監視の目が弱まっただけで生活リズムはほとんど変わらない。彼にとってこの過去は決して

辛いだけのものではないのだと感じた。チャンパさんはこの仕事にとても誇りを持っているよ

うだった。やらされていた過去があるからこそ自由にやれる今が楽しいのかもしれない。 

  

チャンパさんの話を聞く様子 
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IV ホームステイと収穫体験 

社会学部社会文化システム学科 2 年 中山 大地 

 

2019 年 12 月 24 日にプーマッコ村を訪問した。プーマッコ村では家計調査前にアヒルの屠

殺・解体を行った。プーマッコ村の村長さんのチャンパさんの家にホームステイを 2 年生と数

名の 3 年生で行った。翌日 25 日は全員でコーヒーの収穫体験を行った。 

 

１ アヒルの屠殺・解体 

朝に市場で 4 羽購入したアヒルの屠殺・解体を行った。2 人 1 組で屠殺を行った。アヒルを

逆さに持って 1 人は足を持ち 1 人は首に刃を入れる担当に分かれて屠殺を行った。その後はお

湯につけて、羽や毛を取り除いていく。次に解体を行った。内臓や足などを細かく分けていっ

た。そして日本料理として「アヒル肉の大根煮」を作りラオス人にふるまった。その後はチャ

ンパさんの家で 2 年生と 3 年生数名でホームステイを行った。 

 

２ ホームステイ 

ホームステイ先では男女に分かれて、各自で持ってきた寝袋を使用して就寝した。寝る前に

散歩を行った。明かりがほとんどないため星がすごくきれいに見えた。流れ星まで見ることが

できた。朝は 6 時に起きて参与観察をスタートした。6 時でもまだ暗くて星がきれいだった。

多くの家ではみんなで集まって焚火をしていたり、隣の家では女性が皿洗いなどを行っていた。

他の場所では水洗式や豆の選別を行っていたりする女性もいた。近くの寺院で托鉢をやってい

たため少し見させていただくことができた。 

 

３ コーヒーの収穫体験 

2 年生は参与観察後に 3 年生とラオス人学生と通訳と合流してコーヒー収穫体験を行った。 

収穫時間は 30 分間で各班で競争形式で行った。たった 30 分にも関わらず暑さと立ち作業で重

労働だと感じた。その後測定を行い D 班が最高数値だった。全体で 21.8kg の収穫量に対して

欠陥豆 2.4kg で約 11％を占めていた。労働者に対する報酬が 1kgあたり 1000kip であるため、

21,800kip（約 272 円）。30 分間で 30 人近くが収穫しても 272 円ほどにしかならない。もしチ

ェリーで売った場合は、1kg で 3,000kip。21.8kg を売った場合は 65400kip（約 817 円）にな

る。ここから雇用労働費用などを引かなければいけない。その後、収穫した豆から欠陥豆を除

去してから果肉除去機にかけた。選別や水洗式などを体験した。 

 

４ 感想 

アヒルの屠殺で足を持つ担当を経験して目の前で殺していく瞬間に立ち会ったが悲しいな

どの感情がなく無だった。なぜかは未だに自分でもわからない。 
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朝の参与観察では多くの家で朝に焚火をして集

まっているのが印象的だった。家計調査を行った

家でやっていた焚火に参加できた。子供たちもい

て話をしながらゆっくりとした時間を朝から一緒

に過ごした。日本ではあまりない光景だった。 

その一方で朝からお皿洗いや豆の水洗式や選別

をしている女性たちがいた。水洗式は実際に家の

敷地にいれていただき目の前でやっている姿を見

ることができた。朝から水の中に入り行っている

姿を見て重労働だと感じた。豆の選別では実際に

体験までさせてもらい選別を一緒に行った。朝早くから女性が仕事をしているけど男性がやっ

ている様子はなかった。そのため性別役割分業が日本よりもプーマッコ村では強いのではない

かと感じた。 

コーヒー収穫は 30 分という短い間だったが暑さと立ち作業で重労働だと実感した。チャン

パさんやラオス人学生や通訳と一緒に行ったが彼らのスピードの速さに驚いた。村での生活や

収穫の大変さを実際に目の当たりにして実感できた。 

V JCFC 二次加工場 

社会文化システム学科 2 年 長島 佑佳 

 

１ カンペットさんのお話 

 12 月 25 日、JCFC 二次加工場の見学に行った。話を伺った副代表のカンペットさんは倉庫

内の管理を担っている二次加工場のマネージャーである。カンペットさんからは、村から倉庫

に豆が運ばれて来るところから、輸出されるまでの過程を細かく教えていただいた。 

まず、JCFC 品質担当係のニコンさんが各村に行き、豆の品質を確認する。各村で必要な量

が集まったらカンペットさんまで連絡がいき、倉庫に運びこまれる。これらの搬入作業は、大

体１月末から２月にかけての時期に行われる。各村から集められた袋には番号と名前が記載さ

れており、２,3 の村が１つのグループになって管理され、いつ何袋入ってきたのかを把握でき

るようにしている。グループについては、標高が似ている村、すなわち農園の環境が似たよう

な村が同じグループに入るように組まれており、これによって日本側でカルディがテイスティ

ングする際に、豆が作られた村がどのような自然環境であるかが分かりやすいため、何か問題

があったときにも管理がしやすいという利点がある。ニコンさんは村に訪れた際に一度水分量

を量るが、倉庫でもう一度水分量を量り、既定の 12％以上であれば、もう一度乾燥させるため

に村に戻す。こうして品質を一定に保っているそうだ。また、カンペットさんの持つ帳簿には

参与観察中に豆の選別を体験している写真 



社会文化体験演習活動報告書 第 2 分冊（キャリア分野） 

127 

袋ごとの番号が誰のコーヒーなのかということが記載されており、コーヒーに何か問題があっ

たときにその人に直接届けることができるようにしている。 

全部の村の豆が集まったら脱穀機と選別機にかける。脱穀は、その日１日にできる量が決ま

っているため、既定の範囲内で行う。その後にサイズごとに S,A,B というようにロット分けす

る。サイズの選別が終わったら、重力選別機にかけ、豆をはじき出して選別する。その後、政

府による２種類の検査がある。ひとつが植物検疫、もう一つがテクノと呼ばれる品質管理に関

するチェックである。検査が終わった後に輸出関連の書類を発行するための手続きを行い、書

類がそろった後に、船会社に連絡する。そしてもう一度労働者が麻袋の数、他の袋が混ざって

いないかどうかなどを確認し、一晩かけてコンテナに積める。送る前にもう一度数とロットを

最終確認し、輸出する。ここまでが JCFC の仕事である。 

 

２ 感想 

 輸出までの一連の流れを聞いたときに、自分が想像

していたよりも多くの作業があり驚いた。カンペット

さんのお話にもあったように、品質管理の面でも、最

終的にコンテナに乗せて送るまで、何度も間違いがな

いかのチェックを行っていることを聞いて、取引先と

の信頼にもつながる部分であるからこそ徹底して管理

をしているのだと思った。また、倉庫内を見学してい

たときに、何枚か大きな横断幕が壁に貼ってあるのを

目にした。これらはオースパン（シンガポールの会社）

からの技術支援の一つであり、各村に配布されている

ものであるそうだ。コーヒーの実の収穫から豆の乾燥

まで、作業の順序がわかりやすくイラスト付きで印刷

されており、助成金を集めて作られた。オースパンは

これらをコーヒーの取引がない村にも配布していると

いう話を聞いて、海外からのコーヒー農家“全体の底

上げ”に繋がる支援が大きな力になっているのだと感

じた。その他、海外からの支援としては、加工場に設置されている機械のうちの 1 つが GIZ（ド

イツ国際協力公社）から提供されたということで、JCFC だけではなく、海外からの支援を受

けながら、加工の技術を向上させていったことが分かった。 

VI ノーンサムパン村 

社会学科 2 年 福田 眞子  

 

JCFC 二次加工場 倉庫の様子 
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 12 月 26 日、ノーンサムパン村を訪問し、この村の村長であり組合長のパケーオさんにお話

を伺った。現在、ノーンサムパン村は 151 世帯から成っており、組合には 15 世帯が加盟して

いる。 

 

１ 生産組合について 

 昨年まではパケーオさんの組合とケオウドンさんの組合の二つがあったが、現在は一つの組

合に統合されている。2011 年に他の村の組合に入っていたケオウドンさんがこの村に最初の組

合を作り、その後パケーオさんが 2014 年に二つ目の組合を作った。パケーオさんは、高い価

格で日本にコーヒーを売るために組合を作りたいと考え、JCFC のウアンさんに連絡をとり、

正式な加盟の書類をもらい様々な研修を受けたうえで組合を作った。今は、どちらの組合も日

本と取引をしているということで一つの組合に統合し、一緒になったことに彼らは満足してい

る。 

 

２ 国営農場 

 国営農場では、最初は何もない土地だったた

め、森を切り開きお米とコーヒーを植えた。コ

ーヒーが育ってくるとお米がとれなくなるので、

新しい場所へと移動していったという。社会主

義のため、個人の土地ではなく全員が与えられ

た土地でお米とコーヒーを育てて、それらは全

て政府の倉庫に保管した。お米の他にも、唐辛

子やナスなどを売り、そのお金を全体で一旦プ

ールした後、分配していた。そのため、決めら

れた給料を月々もらうわけではなかった。 

 1987 年から 88年くらいにこの村の国営農場

が停止になり、各世帯が 2ha ずつの農地をもらった。国営農場が終わってからも、同じように

焼畑をやってお米をとりそこにコーヒーを植えてお金にするといったやり方で、自分たちで農

地を広げていった。当時は貧しかったが、2010 年頃からは、コーヒーを売って一年分のお米が

買えるようになった。 

 

３ 感想 

 この村では、もともと組合が二つあったという点が興味深かった。他の村の組合に加盟して

いたケオウドンさんが、自分の村に組合を作り、さらにパケーオさんももう一つの組合を作り、

今はその二つの組合を一つに統合されたように、組合の形や人々のつながりがとても流動的に

感じられた。これは、彼らが形にとらわれていないからなのか、もしくは外部の状況に臨機応

ノーンサムパン村の家 
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変に対応しているからなのかは分からないが、他の村ではあまり聞かなかった話なので面白い

と思った。 

VII ノーンヤートゥン村 

社会文化システム学科 2 年 齊藤 大輔 

 

 12 月 27 日、私たちはノーンヤートゥン村を訪問し、この村の組合長であるカンバイ・サニ

ャウーイさん（61）にお話を伺った。この方は 2018 年から組合長を務めている。 

 

１ ノーンヤートゥン村の概要 

 1978 年に出来たこの村は、近くにあるノンヤールム村とかつては同じ村であった。トゥンが

「高い」、ルムが「低い」意味する。標高の違いによって 2 つの村に分けられた。現在の世帯

数は村長にお話を聞けなかったため、正確な値は不明だが 100～150 世帯ほどだそうだ。この

村は今回のスタディツアーで訪れた村（プーマッコやノーンサンパン）とは異なり、国営農場

ではなかった。そのため政治的な影響も他の村と比較するとあまりないようだ。 

 

２ 生産者組合について 

 2004 年に JCFC に加盟したこの村だが、当時は 42 世帯が加盟していた。しかしここ 5,6 年

は 7 世帯程度の加盟数しかおらず、現在は 5 世帯のみが加盟している。減少した理由としては

アメリカからのバイヤーであるマイケルがこの村を訪れ、良い豆を高価格で買い取る（昨年は

ティピカのパーチメントで 80,000kip/kg）手法を取っており、その手法を選んだひとが大勢い

たことである。当時の幹部 4 人のうちサニャウーイさん以外の幹部はマイケル側に流れてしま

ったそうだ。しかし 1 年以上前にマイケルに納入したコーヒー豆の料金が現在も支払われてい

ないのが現状らしい。そうした支払いの不明瞭さとマイケルからは ATJ が出している前払いが

支払われないという理由から ATJ と取引を続けたい農家は加盟を続けている。 

 今年は ATJ に 3t のコーヒー豆を村で卸すそうだ。だが今回同伴して頂いた元 ATJ 職員の名

和さんによると、GP ラオという別の会社がコーヒーの買い付けをしたがっているそうで、こ

れと ATJ を合わせて 3t ではないかという指摘があった。しかしながら GP ラオが買い取るか

どうかは決定していないため、JCFC のウアンさんと組合長で認識のズレがみられた。今後 ATJ

以外の買取業者の動き次第で JCFC の加盟世帯に変動が見られると考える。 

 

３ 感想 

 聞き取りをしている段階で話に矛盾が生じている点がいくつか見られた。しかし言っていな

いことは書けないため、矛盾を紐解いていく作業が難航し、調査の難しさを実感した。サニャ

ウーイさん個人のお話からは 2000 本のティピカが消失してしまったと聞いた。しかし JCFC
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の社会開発費からの補填は出るとのことであっ

た。警察にも伝えたようだが犯罪か人災かは不

明であるため、あまりそこからの補填は期待し

ていないようだ。また ATJ やマイケル、そして

GP ラオといういくつかの外部からの買取りに

対して、情報をいかに得て、どのバイヤーに売

るのかという選択は生活を大きく左右してしま

うのだということを感じた。いたずらに買取り

の意思を見せると生産者が混乱してしまうため、

より明瞭な取引というのがフェアトレードと実

現するためには欠かせない要素であることを再

認識できた。     

VIII いちご農園 

社会文化システム学科 2 年 坂本 遥望 

 

12 月 28 日、山本郁夫さんが経営する山本農園を訪問し、お話を伺った。農園内の見学をさ

せていただき、バーベキューもごちそうになった。 

 

１ 概要 

山本農園はラオス南部のボラベン高原に位置し、2012 年 10 月に会社登録をした。42ha の

土地をチャンパサック県からのコンセッション（政府などが土地の所有権を保有したまま一定

期間運営権を民間企業に売却すること）という形で運営している。うち 6ha は株主であるラオ

ス人パートナーが使用している。 

 

２ イチゴ栽培について 

4 年前にニッシントーア岩尾株式会社とパートナー契約をし、イチゴの試験栽培を始めた。

品種はタイのものを使っているが味は日本のものと比べても遜色がない。最初の年には 400kg

を収穫。4 年目には 30t の収穫を目標に面積を広げたが、収穫量は 12t だった。最初の 3 年は

土に苗を植える方法で栽培を行っていたが、昨年高設栽培の技術を取り入れた。土を使わない

ため病気や害虫などのリスクが少なく同じ場所で安定して栽培できる、液体肥料のみで良いた

め管理しやすいなどのメリットがある。昨年の 12t の収穫量のうち土で栽培していたものはほ

とんど収穫ができず、高設栽培のものは収穫することができたので、今回は高設栽培のみ残す

形となった。毎年 11 月頃からいちご狩りのシーズンだったが、ニッシントーアの支援が引き

続きされるか決まっておらず、次の苗の準備が遅れたため、1 月頃収穫開始の予定となった。 

ノーンヤートゥン村の様子 
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３ その他の事業について 

有畜複合農業として畜産と農業の両方を行っている。これは牛糞などを野菜やコーヒーの栽

培に利用できるエコな循環型農業である。肉牛は現在 45 頭飼育している。農業ではイチゴの

ほかにトマトやキャベツなどを栽培し販売している。コーヒーは 4ha の土地でティピカ、ジャ

ワ、カトゥアイの栽培を始めたが、霜や虫の影響で全滅に近い状態となってしまった。現在少

しずつ修復してきているが、ティピカはプーマッコ村に場所を移して栽培することを検討して

いる。フラワーガーデンを作り、観光農園化を積極的に進めている。 

 

４ 感想 

山本農園では農業のほかにジャムや野菜の販売

や浴衣の着付け体験、カフェスペースでのソフト

クリームや日本食（たこ焼きなど）販売なども行

っていた。フラワーガーデンによる観光農園化も

進めているということで、ラオスで日本の文化を

広める場にもなると感じた。バーベキューの際に

生野菜のサラダやイチゴのスムージーなどをいた

だいたが、日本で食べるよりむしろおいしいくら

いだった。私はラオスに来てから生野菜を食べる

のが少し不安だったのであまり食べないようにし

ていたが、ここでは実際に農園を見学し、お話を

伺うことができたので安心して食べることができた。一方で、安心安全にこだわっているから

こそ霜や虫などの影響で思い通りに収穫することができないという農業の難しさを知った。日

本の企業が協力していてもイチゴやコーヒーの栽培には非常に時間と手間がかかり、根気強く

解決策を見つけ試していかなければならないのだと分かった。 

IX 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 杉浦 裕貴 

 

１ ウアンさんへの質問タイム 

 12 月 28 日 JCFC 幹部との MTG が行われた。スタツアのメインである家計調査とワークシ

ョップを終え、自分たちの中に芽生えた疑問を JCFC 幹部であるウアンさんに質問する機会で

ある。 

 はじめに去年に比べ管理や品質が良くなっている。そのモチベーションは何かという質問が

出た。ウアンさんは農家と JCFC そして ATJ を繋げ、できたコーヒーを保存、輸出するのが

イチゴの高設栽培 
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自分たちの役割だと捉えている。そして来てくれた外部の人からたくさんの知識を得た。それ

を実践しお返しをする事が対等な関係であると考えているためであると話した。この認識は話

の中でも見られ、ラオスのコーヒーのイメージをよくする（悪くしない）ために完熟のチェリ

ーには高い値段をつけ、そうではないものは安くする。差をつける事で農家も赤い実だけを取

るようになる。悪い豆を売らせない事でラオスのコーヒーは品質が良いと認識されるようにし

ていきたいと考えていた。 

 彼が最も大事にしていることは外部の人や農民との関係性。そして信頼を重視して取り組ん

できた。そのために誠実に対応し、嘘をつかないという彼のポリシーを熱弁していただいた。 

 

２ バーシー 

 正式名称をバーシー・スー・クワンといい、人生の節目や人を迎えたり、送り出したりする

時に行うラオスの儀式（精霊信仰と仏教が合わさっている）。今回は私たちとのお別れの儀式と

してとり行われた。概要としては中央に花が筒のように組み立てられ、白や黄色の糸をつるし

た置物を置き、現地のお経のようなもの（日本とは違いその場に合わせて内容が変化する）を

祈りながら聴く。その後吊るされていた糸を相手の手首に願いや祈りを唱えながらまくマッ

ト・ケーンというものをした。その後乾杯をし、日本でいう年越しそばのようなものを食べ、

最後は音楽に合わせてラオスの踊りをみんなで楽しんだ。ラオスで過ごす最後の夜にふさわし

く、思い出となる出来事であった。 

 

３ 感想 

 ウアンさんへの質問タイムを経ていちばん印象的だったのは彼らの考えるフェアトレード観

である。ウアンさんももともとは農民であり、仲買人に測りを細工されたり、嘘をつかれた経

験がある。また購入者側が支払った料金から少し引かれて渡される（30000kip 払われたのに

28000kip しか渡されないなど）といった汚職が嫌いだった。だからそんなことは絶対にしな

いと決意していた。「対等」、「関係」、「信頼」これを何よりも重視する事が彼らにとってのフェ

アトレードであると感じた。 

 バーシーではこれまで一緒に過ごしたラオス人

学生や通訳、ともに取り組んだメンバーに感謝を

いういい機会となった。たった 1 週間ともに過ご

しただけなのにすごく貴重で、今でもその光景を

鮮明に思い出せることに正直驚いている。こんな

にも密度の濃い時間を過ごし、こんなにも大切な

人たちに出会えて本当に幸せだなと感じた。 

 

 マット・ケーンをしてもらっている場面 
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X ダオファン農園 

社会文化システム学科 2 年 高橋 瑛子 

 

１ 果肉除去場 

ダオファンで働いているベトナム人のメンさんからお話伺った。 

この農園は合計で 250ha あり、その中にコーヒーの木やお茶の木、加工場がある。コーヒー

の種類は、主にカティモールでティピカは 0.5ha である。木の本数は 6,900 本で、1.5m×1.8m

の間隔で植えられている。一本の木から採れるチェリーの量は、年によって違いがあるが最大

20kg である。収穫量は、最大 9kg 入るバケツに収穫したチェリーを入れて計測している。労

働者は、そのバケツ一つで 6,000kip 得られ、一日働くと 60,000kip 得られる。収穫する労働

者は、家が近い人も遠い人もいるが皆農園に来て収穫をしている。今年の収穫量は 900t で、

去年は 3,000t で非常に多かった。 

お茶の面積は現在 4ha で、以前より縮小している。縮小した理由は、1 年中収穫できるため

労働者が長期間必要で大変であるのに、あまり売れなかったからである。 

労働者の 70%はラオス人で 30%はベトナム人である。月給をもらっているコーヒー部門の労

働者の人数は状況によって違うが 60∼70 人で、果肉除去の仕事が終わると乾燥場で働く。 

ベトナム人は、工場の隣に併設されている家や会社の寮で生活している。 

果肉除去機は、24 時間連続で動かすとすると 2,200t のチェリーを加工できる。また、一つ

の機械で、1 時間に 32ｔのチェリーを加工できる。 

以下は、果肉除去機における加工工程である。 

 

 

① ここにコーヒーチェリーを落とし、上に吸い上げる。（左） 

② 吸い上げたチェリーを洗う。ここで葉や浮いた欠陥豆を取り除く。（右） 
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③ ここで果肉除去を行う。果肉は写真右側に流れ貯められる。豆は次の機械に流れる。この

機械は、12 台あり他の場所と合わせると 36 台ある。（左） 

④ もう一度果肉を除去する。（右） 

 

 

⑤ ここでは発酵させる前にぬめりを 30%取る。この機械は、6 台ある。（左） 

⑥ 豆をこの水槽に 18∼24 時間入れ発酵させる。発酵の状況を見つつ時間ごとに水槽を分けて

いる。この水槽は 10 台ある。（右） 

 

 

⑦ 水槽に着けている間に再び浮いてきた虫食い豆をここに運び流す。（左） 
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⑧ 発酵が終わると残りの 70%のぬめりを取る。ぬめりは一回では取れず、発酵させてないと

ぬめりはきれいに取れない。なお、ぬめりのついた水は、肥料として使用される。（右） 

 

 

⑨ ぬめりを取り終えた濡れたままの豆を、ここでトラックに入れ乾燥場へ運ぶ。（左） 

 

以上が果肉除去の工程である。 

このパイプからぬめりのついた水が流れる（右上）。それは肥料になるため、水と混ぜ 2、3

か所の貯水場に貯められ、そこから肥料として利用される。 

この施設で使われている水は、すぐ近くの川の水を、池を作り貯水したものである。水が豊

富であるという事は、水洗加工などをするために重要なのである。農園の場所をこの場所にし

たのも水が豊富であるからである。 

 

２ 農園 

 農園では、日陰樹による複合栽培のお話な

どを伺った。写真 1 の低い木はカティモール

で、高い木はトンキレという日陰樹である。

一方、写真 2の左の背の低い木はティピカで、

右の大きい木はアボカドである。この農園で

は、アボカドやマカデミアナッツなど現金収

入になる作物を、日陰樹として同時に栽培す

る複合栽培が行われている。一つの作物のみ

を植える連作は虫が発生してしまうため、い

ろいろな作物を植えるのである。作物は、コ

ーヒーの木にとって日陰樹になる作物である

写真 1 カティモールと日陰樹 
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のが望ましい。アボカドやマカデミアナッツ

は、ティピカにとって日陰樹になるだけでな

く現金収入を得られるのである。 

この方法を取り入れることで、一本のコー

ヒーの木から最大 20kg 収穫できるようにな

る。そのようになれば、農家は広い土地を持

たずとも 1ha で生活できるのである。この方

法は、この農園だけでなく、JCFC 代表のウ

アンさんも研修を受けているので今後取り組

むと考えられる。しかし、一般の農家にはま

だ普及していないため、ウアンさんや NGO

などが農家に推奨している。 

 また、この農園は化学肥料をほとんど使用

していない。ぬめりのついた水やコーヒーチ

ェリーのカスといった有機の肥料を主に使用

しているのである。すべて有機肥料にするの

は難しく、虫が発生した場合は殺虫剤を使用

しなければならないが、ウアンさんは農家に

このような有機肥料の使用を推奨している。 

 山のようになっているのは、コーヒーチェ

リーのカスである。肥料として使われる。こ

れは全てこの農園で出たもので、相当な量の

肥料になるくらいある。 

 これはお茶の木である。現在ティピカを栽培

している場所は、数年前はお茶を栽培してい

た。お茶が売れなかったから変えたと推測さ

れている。 

 お茶は一年中収穫することができ、乾季は

2∼3 週間に一回、雨季は 1 週間に一回収穫で

きる。 

 

 

 

 

 

写真 2 ティピカとアボカド 

写真 3 コーヒーチェリーのカスの山 

写真 4 茶畑 
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３ 感想 

 果肉除去場の大きな機械を見て、その機械の大きさに圧倒された。農家の家で同じ加工をす

るのに膨大な時間と労力を要するのに対し、この大きな機械は一日でその何十倍もの量を加工

してしまうという事実に素直に驚いた。この見学の前に、農家の方の家で実際に加工を手作業

で行う様子を見ていたため、よりそれを感じた。 

農園では、カティモールとトンキレの農地もティピカとアボカドの農地も茶畑もすべて整然

としていて、管理がなされていると思った。また、アボカドという日陰樹との複合栽培が行わ

れていて、そういった技術を農家よりも速く取り入れられるのが大きな会社の強みであると思

った。その技術をモデルとして農家もその方法を取り入れられるようにサポートをしていく必

要があると感じた。 

XI 市場での買い出し 

社会文化システム学科 2 年 阿部 大輔 

 

 ラオスに渡航していた時、各班に分かれて自分たちで昼食に使う食材を購入する体験をした。

市場全体は、大きなパラソルを立てているお店や車の荷台の上で商品を販売しているお店、歩

き売りをしている人など様々な形態で市場が展開されていた。市場の風景として、商品を売っ

ている横にごみが置かれていたり、肉など直接外に置いているためハエが集っていたりと、衛

生面で日本と大きく異なっていた。市場に売っていたものは果物や野菜、お米や調味料などの

食材、その他にシャツやズボンなどの衣服、調理器具やおもちゃなど幅広い商品が陳列されて

いた。最初は驚いたが、アヒルやニワトリなど生きた状態で檻の中に詰め込まれた形で平然と

売られていたことがとても印象に残った。私が普段利用しているスーパーなどは、食材が基本

的に包装されていたり、パックに詰めてあるのが当たり前だったので、豚の足や耳が切ったま

まの状態で売られていたり、生きたアヒルがそのまま売られていることが私の日常と大きく異

なりとても印象に残った。 

 

市場の店 
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店を経営している人達の様子は、隣のお店の人と会話をしていたり、気になった果物を見て

いると味見をさせてくれたり、更には居眠りをしている人もいて、日常であまり見たことがな

い風景を見ることが出来た。市場で買い物をしている時に気になったことがある。それは、い

たるところで犬や猫が歩いていることである。肉や魚を売っている隣で犬や猫が歩き回ってい

て、私は気になっていたが、市場の人にとってそれは当たり前のことらしく、全く気にしない

様子だった。市場での買い物で一番印象に残ったことがある。ある日市場でパンを買った。し

かし、通訳の人が小さいからといってお店に陳列しているパンと既に買ったパンを取り換えて

きた。これが日本だった大問題になるが、市場のお店の人は特に怒ったりもせず、その行為に

対して何も言わなかった。この出来事は日本では絶対経験できない貴重な体験だった。 

 普段私は、買い物をする時は値段を見て自分で量や値段を考えて購入するが、ラオスの市場

では値段はお店の人に聞かないと分からず、会話のコミュニケーションが必ず必要であった。

日本で生活をしている時は会話をほとんどしなくても買い物が出来るので、ラオスの市場で会

話をしながら、更に値段交渉をする買い物はとても新鮮な体験だった。市場全体では、やはり

衛生面において最初は困惑した。様々な食材の混ざった独特の匂いや犬や猫がそこら辺を歩い

ている環境、ハエが食材に集っている様子は日本ではあまり見られない風景で、現地での貴重

な体験になった。市場では数字や決められた価値ではなく、自分の目で確かめて購入するやり

方で、自分たちで食べるものを自分たちで買うというまさに生きるための行動をしていると感

じることが出来た。日本にいた時感じることが出来なかった、コミュニケーションの大切さ、

人との関わり方の重要さを市場での買い物を通して改めて感じることが出来た異文化体験とな

った。 

XII 名和尚毅さん講演 

社会文化システム学科 2 年 エン・メイロン 

 

ラオスに到着したばかり私たちにとって、ラオス社会のこと、フェアトレードコーヒーのこ

とをご説明して、ラオスの方々の感覚をつかんでいくために、実際のエピソードを言いながら、

写真や動画を見せて、（箕曲先生はラオス語に通訳し、ラオス人学生をフォローしながら）とて

もわかりやすくご講演だった。本報告書は名和さんが事前にご用意してくださって発表メモを

参考し、実際ラオスでの経験と感想を含めて、まとめる。 

講演のはじめ、まず個人の経歴を紹介した。名和さんは 2008 年 10 月～2018 年 3 月末ま

で、（株）オルター・トレード・ジャパン（ATJ）のコーヒー担当である。 東ティモールでは、

約 2 年間の駐在も含めて、産地での現地事業を現地スタッフや生産者 たちと一緒に作ってき

た。また、駐在中には、（同じように現地で仕事をしていた）タイ人女性と出会って、駐在を終

えて日本へ戻るタイミングで結婚し、子どもは 4 歳の息子が 1 人だ。 2018 年 3 月末で 



社会文化体験演習活動報告書 第 2 分冊（キャリア分野） 

139 

ATJ を退職して、妻の故郷のタイのスラーターニ県に移住した。4 月からは、 ATJ と業務委

託契約を結んで、ラオス・東ティモール産地特任担当になった。 次は名和さんはラオスでの活

動内容を具体的に教えてくれた。ATJ から請負っている任務は、コーヒーの品質改善、及び、

JCFC と ATJ のコーディネートだ。つまり、コーヒー収穫期は、生産者の各村を訪問・滞在

し、生産者と一緒に働いたり、寝食を共に したりしながら、パーチメント加工状況をモニタリ

ングする（約 1 ヵ月間）。 次に、生豆加工・輸出のタイミングで、生豆加工所に張付き、一

緒に働きながら生豆加工 状況をモニタリングする（約 1 ヵ月間）。 また、ラオスの基本情

報、文化及び社会経済現状、ボラヴェン高原の生態的環境、人びとの社会関係について、簡単

にまとめて、説明した上で、フェアトレードを中心に、ただ仕組みがどのように成り立ってい

るのかではなく、名和さんの経験と個人感想を基づいて、ラオスの農村社会における、実際コ

ーヒー生産者が抱えている課題といまの対策、また、それらの課題に向け、どのように考えれ

ば、内在的な理解ができるのか、どのような関わり方がより効果的なのかなどを共有した。ご

講演の最後に、3 名学生が名和さんの仕事の内容、コーヒー品質管理、ラオス方との交流の仕

方、出稼ぎについて質問し、さらに理解を深めた。 

個人の考察：ラオスでのフェアトレードにおける、「生産者がコーヒーの品質を高めるノウ

ハウをマスターするための取り組み」という現状に対する自分の理解、及び「なぜ品質を重視

すべきなのかへの理解不足」という課題分析を述べる。 

名和さんは、フェアトレードとは対等的な関係のことを指し、それは「民衆交易」だと主張

した。それについて、「対等的な関係」という言葉を用いて、支援してあげるという意味づけし

てなくて、ATJ、JCFC は適正な価格で買い取って、生産者を甘やかせず、良い品質コーヒー

を生産してもらうとうふうに解釈した。一見すると、厳しいかもしれないが、やはり良いコー

ヒーをきちんと生産することができないと、日本の消費者に対して、無責任なことだし、また、

ラオスのコーヒーは美味しくないというイメージで、消費者に選んでもらえず、市場がなくな

って、持続的に買い取ることができなくなってしまう。もっと長期的な視点で見ると、外部の

サポートを受けず、自ら生産、販売活動の能力がなければ、自立の生活も送れないということ

が予想される。また、名和さんから、よりおいしいコーヒー、良い成果を出せるために、一般

的にトップダンのような上の目線で、徹底的に技術指導したら、（ラオスの方）相手は素直に受

け取ってくれないので、まず信頼関係を構築した上で、お仕事もしやすくなり、効果的だとい

うお話を伺い、交渉学とマネジメント両方とも通用できるではないのかと思った。世の中に一

番効率的、効果的な交渉の仕方がないし、一番良いタイプのリーダーもない。なぜなら、相手、

もしくはチームメンバーが異なり、共感を持たせて、納得していくやり方はケースバイケース

から。 

ただ、生産者との関わり方とコミュケーションの取り方に工夫して、良い品質コーヒー提供

できるようなやり方が大事だと思う一方で、実は私は家計調査する際に、よく生産者に「JCFC

が買い取ってくれた値段は仲買人より少しくらい高いだけで、その分、品質管理が厳しくて、

めんどくさい」というような文句を言われた。 
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「美味しいコーヒーの生産ノウハウをマスターした生産者はそもそも何で美味しいコーヒ

ーをつくらなければ、いけないのか？」という疑問が残ってままの状態である。 

なぜ、品質管理が大事なのかについて、生産者にわかってもらえるために、フェアトレード

の次の段階にある 1 つ課題だと感じた。 

名和さんの「対等的な関係」は民衆交易において、フェアトレードの仕組みを大事にしてい

るより「生産者」、その「人々」、その「社会との関係性」を重視している。だが、生産者と購

買者は同じ「対等的な立場」にあるではないと思う。なぜなら、生産者が持っているリソース

は圧倒的に少ないから。生産技術、生産能力、外部の情報、選べる売手が限られているから、

どうしても、立場が弱くなるではないのか。そのため、ラオスのコーヒー生産者との関わり方

もちろん大事だし、できるだけ多くの有利の情報を提供し、いかに生産者自身が「品質の大事

さ」を気づかれることに工夫する必要である。私は新年度を迎え、取り組んでいきたいと考え

ている。 

XIII 加藤萌音さんの講演 

社会心理学科 2 年 山岡 榛花 

 

 社会文化システム学科４年の加藤萌音さんは第４、５期エフラオのメンバーで、４か月間

NPO「ラオスのこども」でインターンをしていた。ビエンチャンにある事務所でのインターン

の経験を今回お話していただいた。 

 まず、「ラオスのこども」では図書の出版・学校への配布、図書館の設立、奨学金事業を主に

行っている。ラオスの子ども達の教育環境の向上を目指して活動している団体である。 

 萌音さんがいたビエンチャンの事務所では図書館が併設され、昼休みには近所の小学校の児

童たちが遊びに来ていた。しかし、彼らは毎日カードゲームをしたりして、本を読んでいる様

子がない。 

 また、萌音さんがビエンチャンの国立図書館へ行ったとき、本棚には隙間が目立ち、利用者

が少なく閑散としていることに気が付いた。建物は新しく立派な図書館なのに、利用者がいな

ければ施設は意味を持たないし、それは施設だけでなく支援品にも当てはまると考えた。 

 東京にある「ラオスのこども」事務所ではラオスの子ども達が読めるように本にラオス語訳

をつけているのだが、東京で支援のために働いていても実際に読んでもらえていなければ意味

がない。そこで萌音さんは子どもが絵本に興味を持てるようなワークショップを考えたそうだ。 

 そのワークショップは「絵本の中に入ってもらう」というもので、まずプロジェクターや布

で図書館を絵本のように飾り付けて空間を作り、題材に選んだ絵本のキャラクターを子どもた

ちに描いてもらって紙人形にし、プロジェクターに映した絵本の前で読み聞かせに合わせて人

形を動かしてもらった。子ども達は楽しんでくれたし、いつもスマホゲームをやっているグル

ープも巻き込んだところ、とても上手に絵を描いていて、大人達も子どもの知らない側面を知
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るきっかけとなったそうだ。ワークショップで難しかった点は、スタッフの人に指示を出すの

にどうしてそうするのか、どうしてそうしてはいけないのかを伝えることで、ちゃんと伝達し

たとしても本当にやってくれるとは限らないのだ。ただ、ワークショップをした後、周りのス

タッフが子どもに話しかけるようになったり、自分の行動が後に繋がっていく可能性を残せた

手ごたえを感じたそうだ。 

 萌音さんは、何故自分がこんなにもラオスの教育に関わりたいのか考えたときに、そこにラ

オスである必然性はなくてたまたまラオスだっただけだと言った。 

 エフラオにいたときからいろんな所へ行っていろんなことを知って考えが派生して、それら

の経験を積んで今に至るとのことだった。 

 

＊ ＊ ＊ 

 

 萌音さんの話を聞いて、まず話し方が上手だと思った。言いたいことを分かりやすい言葉で

表現していて、それが言葉の壁のあるラオスで身に着いたものなのか元からなのか、渡航前に

話したことがなかったため分からないが、小さい子どもや子どもと関わる大人、人とのコミュ

ニケーションが重要な教育分野において理解しやすいように話す能力はとても大切なものなの

ではないかと思った。 

「知る責任」という言葉がとても印象に残ったが、ラオスで調査と称してずけずけと人のこ

とを聞きまわっても怒らず答えてくれたのは、その調査の先に何かメリットがあると思ってい

るからなのだろう。私たちが調査で何かを知って、考えて、学んで、良くなる未来があるから

教えてくれるのだ。どんな形であっても直接は関係がなくて回りまわることになっても、学ぶ

機会をくれたラオスの人々に還元できたらと思う。 

萌音さんのワークショップの様子 
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家計調査結果――①セットコット村 

I ブンミーさん 

社会心理学科 2 年 山岡 榛花 

 

１ 家計調査結果 

 ブンミーさんの家族構成は表１の通りである。 

 

表 1 世帯構成（2019 年 12 月 23 日調査） 

名前 性別 生年月日 最終学歴 

Bun-mee 男 1964/10/2 中学校 

Vun-thavong 女 1960/8/30 小学校 

Boun-yuen 女 1986/3/7 大学 

Phut-samai 男 1993/11/9 大学 

Khmn-zay 男 1995/3/10 大学 

Vilai 男 1999/6/6 中学校 

Duang-ta 女 1987/4/24 大学 

 

 ブンミーさんご夫妻と子ども 5 人の 7 人家族で、ドゥアンタさんは養子である。子ども達は

皆もう働いていて、ブンヨンさん、フータマイさん、ドゥアンタさんは家を出て働いている。 

 コーヒーはアラビカ種とロブスタ種を栽培していて、2haの土地にそれぞれ 3,750本と 1,250

本植えている。表２では収穫したコーヒーの種類別の売却先と売却量、1kg あたりの価格をま

とめた。 

 

表 2 コーヒーの種類別 売却先・量・価格 

種類 状態 売却先 量（kg） 価格（kip/kg） 

ロブスタ 生豆 仲買人 2,000 12,000 

アラビカ（ティピカ） パーチメント ATJ 300 3,000 

 

他にはニワトリを三家族と、1ha の土地でキャベツ、白菜、茄子、唐辛子を育てていると言

っていた。キャベツは 3,000kg を 1,500kip/kg、白菜は 3,000kg を 2,000kip/kg で売り、他は

自分たちで食べているそうだ。 

 アラビカ種とロブスタ種区別せず、コーヒー豆の収穫に労働者 2 名を 2 ヶ月間雇っていて、

賃金は日当 30,000kip だそうだ。 
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 次の表３ではブンミーさん一家の年間の主な支出を表した。 

 

表 3 年間の主な支出（kip/年） 

米（袋） 土地税（ha） 電気代 医療費 ガソリン代 電話代 

15 40,000 35,000 1,500,000 1,500,000 24,000 

 

ブンミーさんの家族に現在教育を受けている人がいないため教育費が無く、また、水道代も

地下水を用いているため無い。電気を使うテレビと冷蔵庫を 1 つずつ持っていて、ガソリンを

使うバイクは 3 台、トラクターを 1 台所持している。このほかにも化学肥料を 10 袋とキャベ

ツの種 2 缶、コーヒーの苗木を 2kg（1,000kip/kg）、牛糞 10 袋を購入している。 

 

２ 感想 

 ブンミーさんの家庭での総収入（コーヒー売却による収入＋農業による収入）は 

 

ロブスタ 12,000kip/kg ×2,000kg  =24,000,000kip 33,000,000kip 

アラビカ 30,000kip/kg ×300kg =9,000,000kip 

 

キャベツ 1,500kip/kg ×3,000kg =4,500,000kip 10,500,000kip 

白菜   2,000kip/kg ×3,000kg =6,000,000kip 

 

33,000,000kip＋10,500,000kip=35,400,000kip    ① 

 

JCFC 経由で売られるティピカの収入=9,000,000kip    ② 

 

② ÷ ① = 0.254 ≒ 25% 

 

結果、フェアトレードの経済的影響を受ける部分は全体収入の約 25%であると言える。比較

的高い数値に思えるが、一回目の調査で慣れていなくて正確な情報をおそらく得られなかった。 

ブンミーさんに話を聞いて、家がとても大きくて子ども達は軒並み高学歴で、お金持ちである

印象を受けた。娘の一人が今韓国で働いていると誇らしげに話していて、教育熱心でとても気

丈夫な方だと思った。 
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II タンクさん一家 

社会文化システム学科 2 年 杉浦 裕貴 

 

１ 家計調査結果 

 

表 1 家族構成（2019 年 12 月 26 日調査） 

名前 性別 年齢 続柄 学歴 出身地 

タンク 女 27 母 中学校 コーン 

パーク 男 29 父 中学校 プモン 

ペッティ 女 9 長女 小学校 セットコット 

 

 今回の調査では、妻のタンクさんにお話を伺った。タンクさん一家の家族構成は、表 1 の通

りである。タンクさんは商店を経営していて、パークさんはコーヒー農家をしている。ペッテ

ィちゃんは小学校在校中だ。家畜は犬が 1 匹と食用の魚が 1500 匹いる。野菜はキャベツを栽

培している。 

 所有している農地は 3 カ所あり、全部で 1ha である。カティモールとティピカを合わせて全

部で約 4000 本植えられている。 

 

表 2 コーヒーの売却量と価格 

販売先 種類 総量（kg） 価格（kip/kg） 収入（kip） 

仲買人 アラビカ 350 29,000 10,150,000 

仲買人 カティモール 1,000 15,000 15,000,000 

ATJ ティピカ 200 30,000 6,000,000 

＊全て状態はパーチメント 

 

 表 2 はコーヒーの種類別の売却先と売却量、1kg あたりの価格をまとめたものである。タン

クさんの家庭では仲買人と ATJ に売却している。タンクさんによると本当は 300kg を ATJ に

売りたかったが与えられた枠が 200kg だったため 200kg しか売却していない。また全てパー

チメントで販売しているのを見る限りある程度生活に余裕があるように見える。 

 コーヒー以外にはキャベツ 5,000kg を 500kip/kg で計 2,500,000kip の収入とタンクさんの

商店の売り上げが 200,000kip（月）で、200,000×12=2,400,000kip がある。 

 

表 3 雇用労働者の受け入れ状況 

労働の種類 人数（人） 期間（日） 賃金（kip/月） 

アラビカの収穫 2 30 900,000 
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 タンクさんの家は草刈りの労働者は雇っておらず、収穫の際に他の村の男の子を 2 人雇って

いて、合計 1,800,000kip を支払っている。また出稼ぎについてはしていない。 

 

表 4 年間の主な生活にかかる支出（kip/年） 

米 土地税 電気代 医療費 教育費 ガソリン代 

7 袋 40,000 35,000 600,000 500,000 600,000 

 

 表 4 は年間の主な支出をまとめたものである。米は 1 袋を 2 月で空けていて、11 月だけは労

働者を雇っているため 1 月で 2 袋空けている。土地代は比較的安価なイメージである。水はポ

ンプで汲み上げているため水道代はかからず、電気代に含まれる。医療費は家族 3 人の合計で

ある。教育費は 500,000kip かかっている。ガソリン代の内訳としては収穫時のみ使うトラッ

クが 200,000kip。年間使うモーターバイクが 400,000kip かかっている。 

 

表 5 年間の栽培にかかる支出（kip） 

化学肥料 キャベツの種 苗木袋 

1,000,000 280,000 300,000 

 

 表 5 はコーヒーとキャベツ栽培にかかる費用である。化学肥料は 1 袋 50kg を 5 袋使ってい

る。これはキャベツ用である。キャベツの種は 2 缶購入。コーヒの苗木は 7 ヶ月かけて自分た

ちで作っていて、そのためにシードリングバッグを購入している。 

 

２ 考察・感想 

 調査結果をふまえて、フェアトレードの恩恵を示す。 

 

・仲買人への売却 

カティモール 15,000,000kip 

アラビカ 10,150,000kip 

    合計   25,150,000kip →① 

 

・ATJ への売却 

ティピカ      6,000,000kip →② 

・その他の収入 

キャベツ   2,500,000kip →③ 

商店     2,400,000kip →④ 
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・総収入 

①＋②＋③＋④＝36,050,000kip →⑤ 

 

ATJ の占める割合は 

①÷⑤≒17% 

 

17%という結果が出た。あまり多くはないと

いう印象を受けた。この家庭は収入を増やすこ

とよりも支出を減らすことを重視している。今

は娘が小学生とまだ小さく教育費があまりかか

らないので1haの農地でも賄えるが成長すると

厳しくなっていくだろう。そうなった場合、農

地をこれ以上増やすことは困難なためタンクさ

んの商店を拡大するか、出稼ぎに行くしか手が

ないと考える。また、収穫したコーヒーを全て

パーチメントにできるのは果肉除去機を所有し

ている点の他に農地面積が少なく、収穫量が少

ないからと考えられる。 

III セインさん一家 

社会文化システム学科 2 年 山口 樹 

１ 家計調査の結果 

 セインさんの家族構成の調査結果は表１の通りである。 

 

表１ 家族構成（2019.12.23 調査） 

名前 続柄 生年月日 年齢 最終学歴 出身地 

パーク 父 1991/5/2 28 中学校 プーモーイ村 

タンク 母 1993/7/10 26 中学校 セットコット村 

ペット 長女 2010/6/6 9 小学校 セットコット村 

（出典：調査データより筆者作成） 

 

今回の調査ではセインさんという方にお話を伺った。調査を始めるにあたってサマノークワ

（世帯構成が書いてあるもの）を見せて欲しい旨を伝えたところもう一つの家にあるとのこと

だったので調査用紙に直接書いてもらい、調査終了後ラオス人学生に英訳してもらう方法を取

った。これは後に夜のミーティングで発覚したのだが、セインさんは独身であり、B 班が調査

タンクさんの商店 
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に行っていたタンクさんの兄弟である。セインさんは一人暮らしであるがこの調査を受けるに

あたっては姉家族の事を交えて答えていた。家族構成の中にセインさんが入っていない理由は

これである。可能性としては住んでいる家は姉家族と一緒だが農地は別で持っているというも

のがある。これを踏まえて実際に聞いた調査結果をまとめ、考察して行く。 

まず家畜については、鶏を 25 羽飼っている。これは家族用であり売ってはいない。それ以外

に家畜はいなかった。 

次に農地について伺った。カティモールとティピカを育てている。カティモールが約 2ha に

5000 本で木と木の間は 1.5m、ティピカは約 1ha に 2000 本で木と木の間は 2m であった。 

 

表 2 コーヒーの売却量と売却価格 

種類 状態 売却先 総量（kg） 価格（kip/kg） 収入（kip） 

アラビカ 
チェリー 仲買人 5000 3,000 15,000,000 

パーチメント AGPC 1000 18,000 18,000,000 

ティピカ パーチメント ATJ 200 30,000 6,000,000 

（出典：調査結果より筆者作成） 

 

表２はコーヒーの種類別売却先と１kg あたりの売却額、売却量をまとめたものである。表の

仲買人というのはパクソンの会社のことであり、ここに 3,000kip/kg で売っている。パーチメ

ントは AGPC に 18,000kip/kg で売っている。ティピカに関しては ATJ に 200kg を

30,000kip/kg で売っている。セインさんはグループに所属しておりそのグループ全体では２t

を売っているがセインさんの取り分としては 200kg だそうだ。 

セインさんは他にもキャベツと白菜を売っている。キャベツは 15t を 2,000kip/kg で売り、白

菜は 10t を 3,000kip/kg で売っていた。 

 

表 3 雇用について 

仕事内容 人数 雇用日数 報酬（kip/人/日） 

草刈り 4 2 日間（年 2 回） 50,000 

アラビカ種収穫 5 2 ケ月 50,000 

（出典：調査結果より筆者作成） 

 

 表 3 は年間の労働雇用者の受け入れ状況である。草刈りで雇っている４人は親戚内から雇っ

ており、雨季に年 2 回雇っている。アラビカ種収穫で雇っている５人は親戚とは関係ないまた

別の人を雇っている。どちらも報酬は 50,000kip/day である。 
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セインさん（2 列目中央）と 

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 携帯代 

270,000 150,000 25,000 0 0 150.000 500,000 500,000 

（出典：調査結果より筆者作成） 

 

表 4 は主な年間支出額をまとめたものである。米については 1 ケ月 1 袋という言い方であ

った。個人の消費量としても姉家族を含めた消費量としても妥当ではないためこれは正確な数

字とは言えない。水道は井戸水を使っているため費用はかかっていなかった。養育費に関して

は独身であるところから姉家族に渡している可能性が考えられる。ガソリン代に関してはバイ

クを３台持っているといっていた。これも独身で３台は考えづらいため姉家族のものを含めて

いる可能性が高い。 

 

２ 考察・感想 

調査結果から彼は自身のデータと姉家族のデ

ータを組み合わせていた可能性が高い。B 班が

調査したタンクさん一家（姉家族）と収穫量や

売却先が違うためここは彼自身のデータだと言

えるだろう。しかし、支出に関しては養育費や

ガソリン代は父の家の物と姉家族を含めた数の

可能性がある。どこまでが正確なデータなのか

今となってはわからない。初めての家計調査で

セインさんにお話を聞いたため深いところまで

聞くことができなかった。家族には様々な形が

あることを踏まえた上で調査することが大事だ

と感じた。一つの家族がどのように分裂し、彼らがそれをどう捉えているのかを質問の中で感

じ取り直接聞くことができればよかったと感じる。 

 今回は正確な情報を聞くことができなかった。見た情報も合わせて分析することも重要であ

ることを実感した。例えば家の大きさ、バイクの数、果肉除去機の数等は見た情報として頭の

中で質問にできればよかったのだ。この反省を次の日からの調査に生かし、次の日は多くの情

報を聞くことができた。 
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家計調査結果②――プーマッコ村 

I チャムパさん一家 

社会文化システム学科 2 年 高橋 瑛子 

 

１ 家計調査の結果 

チャムパさん一家の家族構成は、次の表 1 の通りである。 

 

表 1 家族構成（調査日 2019 年 12 月 24 日） 

名前 続柄 性別 生年月日 最終学歴 出身地 

チャンパ 世帯主 男 1965/4/1 小学校 サラワン県 

チャムポン 妻 女 1966/5/3 小学校 プーマッコ村 

ブンタウィー 息子 男 1993/3/7 小学校 プーマッコ村 

ティック 義娘 女 1990/1/1 小学校 プーマッコ村 

ロジャナー 孫 女 2013/1/3 小学校在学 プーマッコ村 

アイ 孫 女 2017/12/16 未就学 プーマッコ村 

（出典:調査データより筆者作成） 

 

 今回の調査は、世帯主のチャンパさんからお話を伺った。チャンパさん一家の家族構成は、

世帯主のチャンパさんとその妻、息子、息子の妻、息子の子供 2人で、誰も出稼ぎには出てお

らず、現在息子が農業を手伝っている。息子の妻の最終学歴が小学校なのは、おそらく勉強し

たくなかったからだろうというお話を伺った。2 人の孫には、大学に進学してほしいと考えて

いるそうだ。チャンパさんの家では、現在家畜は飼われていない。家庭菜園では、ネギ、ミン

ト、白菜、レモングラス、パパイヤ、ナス、トマト、チリを育てている。 

 チャンパさんが所有している農地は、計 4ha である。1ha にロブスタ 1,500 本、1ha にカテ

ィモール 4,000 本、1ha にカトゥーラ 3,000 本、1ha にカトゥアイとティピカ 2,000 本ずつと

いう内訳である。農地は 2 か所あり、ロブスタ 1ha とその他 3ha に分かれている。 

表 2 は、2019 年のコーヒーの売却先や品種別の売却量と価格をまとめたものである。なお、

ロブスタは 2018 年のデータである。マイケルに売っているティピカの状態を聞きそびれてし

まったが、箕曲先生によるとおそらく生豆である。また、名和さんから ATJ に売却したカトゥ

アイとカトゥーラは、ティピカに混ぜられて売却された可能性があるというお話を伺った。チ

ェリーでの売却が多い理由は、教育費など生活費確保も考えられるが、生産量が多いためすべ

てを加工できないということも考えられる。 
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表 2 品種別売却量と売却額 

売却先 品種 状態 売却量（kg） 価格（kip/kg） 収入（kip） 

ATJ ティピカ パーチメント 300 30,000 9,000,000 

カトゥアイ パーチメント 500 30,000 15,000,000 

カトゥーラ パーチメント 200 30,000 6,000,000 

マイケル ティピカ 不明 320 55,000 17,600,000 

仲買人 ロブスタ チェリー 1,000 3,000 3,000,000 

ダオファン カティモール チェリー 1,500 3,000 4,500,000 

オースパン カティモール チェリー 2,500 3,000 7,500,000 

（出典:調査データより筆者作成） 

 

 この量のコーヒーを収穫するにはチャンパさんの家族だけでは足りないためチャンパさんは、

コーヒー収穫時に労働者を雇用している。次の表 3 は、雇用状況をまとめたものである。 

 

表 3 コーヒー収穫時の雇用 

仕事 人数（人） 日数 賃金 

ティピカ収穫 1 1 か月 1,000,000kip/月 

ロブスタ収穫 5 7 日 1,000kip/kg 

カティモール収穫 7 15 日 1,000kip/kg 

（出典:調査データより筆者作成） 

 

 被雇用者は、すべてチャンパさんのいとこであった。ロブスタ収穫の人数のうち 2 人は男性

で 3 人は女性であった。カティモール収穫の人数は、3 人が男性で 4 人が女性であった。ティ

ピカ収穫の賃金は日数で支払い、ロブスタ及びカティモール収穫を収穫量に応じて支払ってい

ることから、ティピカは質を重視しロブスタ及びカティモールは量を重視していることが推測

できる。 

 

表 4 年間の主な支出（万 kip/年） 

米 土地税 電気代 医療費 教育費 ガソリン代 電話代 

30bags 16 9 150 50 200 100 

（出典:調査データより筆者作成） 

 

表 4 は、年間の主な支出である。個人の果肉除去機を 1 台、テレビ 1 台、ステレオセット 1

台、VCD1 台、冷蔵庫 1 台を所有しているため電気代がかかっている。なお、この村に電気が

通ったのは 2007 年であったが、それよりも前に購入した電化製品があった。電気が通るのを
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待っていたそうである。教育費は、1 人小学校に通っているためである。ガソリン代は、バイ

ク 2 台、草刈り機 1 台、トラクター1 台に使用されている。 

この他には、2018 年にコーヒーの苗木を作るために 1 本あたり 1,000kip の種を 5,000 本購

入している。その苗木を入れる袋は、2kg 購入している。 

また、肥料として使用するコーヒースキンを購入するために銀行から 30,000,000kip を借り

ている。期間は、2018 年から 2021 年で金利は年間で 13%である。月の返済額は、500,000kip

である。なお、コーヒースキンは、1 袋あたり 7,000kip で年間 500∼1,000 袋購入している。 

 

２ 考察・感想 

 チャンパさんは、農地を 4ha 所有している点、

表 2 の各品種の収入を合計すると収入は

62,600,000kip である点から規模の大きい農家で

あることがわかる。チャンパさんは、収穫時の労

働者雇用やローン返済、教育費など現在の支出に

加え、今後 2 人目の孫が小学校に入学した時の教

育費やキッチンの改築、ヒュンダイカーの購入を

考えている。また 2 人の孫には、大学に進学して

ほしいと言っている。このことから安定した収入

とさらなる収入の増大を目指していると考えられ

る。しかし、現状として果肉除去機の性能や労力

不足によるパーチメント加工の限界があり、もどかしさを感じているのではないだろうか。 

また、全体の収入の 47.9%が ATJ からの収入であることから、前払いの恩恵が大きいがわか

る。その前払いの収入があることで、チャンパさんと仲が良くコーヒーの品質で賞をくれたマ

イケルに安心して売ることができているのではないかと考えられる。 

生きていくために高い金額で買い取ってくれる方に売りたいと思う気持ちが見られる一方

で、ATJ にコーヒーを売り続けるのは様々な理由はあると思われるが、やはり前払いの存在が

大きいからであると考える。 

II シーフォンさん一家 

社会文化システム学科 2 年 長島 佑佳 

 

１ 家計調査結果 

 シーフォンさんの家族構成は以下の通りである。 

 

 

チャムパさん一家と 
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表 1 家族構成（2019 年 12 月 24 日調査） 

名前 生年月日 性別 最終学歴 出身地 

シーフォン 1981/3/1 男 小学校 コーン郡 

ターワン 1984/11/10 女 小学校 プーマッコ 

ソンバット 2001/1/16 男 小学校 プーマッコ 

ニン 2009/2/1 女 小学校（在学） プーマッコ 

ハースリー 2019/4/4 男 - プーマッコ 

（出典：調査結果より筆者作成） 

 

 今回は、世帯主シーフォンさんにお話を伺った。この家は、世帯主シーフォンさん、妻のタ

ーワンさん、娘のニンさん、次男のハースリー君で暮らしている。長男のソンバット君はパク

ソンにあるオースパンのコーヒー会社でドライバーとして働いているため、この家には現在住

んでいない。妻のターワンさんはプーマッコ村の村長であるチャンパさんの娘であり、この家

はチャンパさんの家のすぐ目の前の家で暮らしている。 

 シーフォンさん一家は鶏を 3羽買っているが、これは売却用ではなく自給用のものだという。

家庭菜園では、ネギ、ペパーミント、ジンジャー、レモングラス、カリンコーというスパイシ

ージンジャーを育てている。これも全て自給用である。 

 コーヒーの農園の土地はカティモール 7003 本が 2.4ha、ロブスタ 6000 本とティピカ 1300

本を混ぜて植えている土地が 3ha ある。この農園では化学肥料、殺虫剤は使っていない。  

 

表 2 コーヒーの売却量と価格 

種類 販売先 状態 総量（kg） 価格（kip/kg） 合計（kip） 

カティモール 仲買人 チェリー *1  1,500 4,500 6,750,000 

 3,500 2,900 10,150,000 

ロブスタ 仲買人 チェリー *1   430 3,500 1,505,000 

 670 2,300 1,541,000 

ティピカ ATJ パーチメント 200 30,000 6,000,000 

仲買人 チェリー *1  1,000 5,000 5,000,000 

ベトナム チェリー*2 700 2,900 2,030,000 

（出典：調査結果より筆者作成） 

*1 は完熟の実のみ。 

*2 カティモールとまぜて売却。 
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表 2 は、コーヒーの種類別売却先と、１kg あたりの売却量、価格についてまとめたものであ

る。この家の特徴としては、カティモール、ロブスタ、ティピカすべての品種において、品質

の良い完熟したチェリーとそうでないものを分け、高い値で売っている点である。これはシー

フォンさんが村長であるチャンパさんの娘の夫という事実が大きく関係していると言え、ダオ

ファンとも近い存在であるため、グレードを分けることがより高い収入につながることを知っ

ているのだといえる。また、果肉除去機がこの家にはないため、レッドチェリーにこだわって

売っているとも考えられる。また、昨年の結果と比較しても、ティピカの本数が大きく増えて

いることは明らかであり、昨年は ATJ だけであった売り先も、カティモールと混ぜて売るとい

う工夫をすることによって仲買人、ベトナム向けに売っている。 

 

表 3 雇用労働者の内訳 

種類 人数 労働日数（日） 賃金（kip/人） 

アラビカ収穫 6 15 7,500 

ロブスタ収穫 ※予定 8 40 6,000 

（出典：調査結果より筆者作成） 

 

 雇用労働者はすべて親戚であり、住み込みであるが、食事代は支払われていない。ここが他

の家庭とは異なる点であった。この親戚とはシーフォンさんの出身地である、コーン郡から来

ている可能性がある。ロブスタの収穫シーズンは 1 月であるため、予定の内訳を聞いた。 

支出については、目立ったものとして、昨年に息子のソンバット君が車の事故に遭ってしま

い、昨年と比較すると 4,000,000kip から 10,000,000kip とかなり高額になっている。教育費に

関しては娘のニンさんが在学中の小学 5 年生であるため、3,000,000kip を支払っている。 

 

２ 考察 

① コーヒーによる収入 

カティモール（チェリー） … 7,765,000kip  

ロブスタ（チェリー） … 3,046,000kip 

ティピカ（パーチメント） …13,030,000kip 

 

② 大工としての収入 

シーフォンさんは近所の家作りの手伝いを行っており、1 日 70,000kip×34 日間分の収入を得

ている。 

70,000（kip）×34（日）=2,380,000kip 

 

これらを合計した全収入のうち、ATJ に売却したティピカの割合は以下の通りになる。 

6,000,000（kip）÷35,356,000（kip）=0.1697…   =17.0% 
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 この結果から、フェアトレードの恩恵は、全

体の約 17％であることが分かった。昨年はティ

ピカの売り先が JCFCのみであったのに対して、

仲買人、ベトナムと売り先を増やしたことから、

フェアトレードの金銭的恩恵という面で考える

と、かなり減っていることが分かった。 

昨年は副業としてシーフォンさんとターワン

さんが近くの農園で賃金労働をしていたとのこ

とであったが、今年の副業の収入は、シーフォ

ンさんによる近所の家作りの手伝いのみであった。昨年の報告書を参考にすると、副業の収入

は半分近くにまで減っている。それでありながら、2019 年にバイクとテレビを購入しているな

ど、生活にある程度の余裕が見られたのは、昨年と比べてティピカの本数を増やし、ATJ だけ

ではなくレッドチェリーの状態で仲買人に高い値段で売っていることが 1 つの要因として考え

られると思う。また、果肉除去機はチャンパさんの家のものを共同で使っているおり、親戚同

士の相互扶助的な関係も見ることができた。パーチメントまできちんと加工することができな

がらも、レッドチェリーのティピカをダオファンに売ることが高い収入につながることを把握

している。これがこの家の強みであり、歴とした家計戦略であると感じた。 

III プービエンさん一家 

社会文化システム学科 2 年 奥 成葉 

 

１ 家計調査の結果 

 プービエン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（2019 年 12 月 24 日調査） 

名前 性別 生年月日 年齢 最終学歴 出身地 

プービエン 男 1977/3/9 42 中学校 プーマッコ村 

ドンチャン 女 1986/6/23 33 小学校 プーマッコ村 

コーナング 女 2004/9/15 15 中学校 プーマッコ村 

フォン 女 2007/8/8 12 中学校 プーマッコ村 

インソーン 男 2010/1/1 9 小学校 プーマッコ村 

（出典：調査データより筆者作成） 

 

 今回は世帯主であるプービエンさんにお話を伺った。この家には世帯主であるプービエンさ

ん、妻のドンチャンさん、娘のコーナングさん、フォンさん、息子のインソーンさんの 5 人で
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暮らしている。今回調査した世帯主と妻の出身地は違うところが多かったが、プービエンさん

とドンチャンさんは同じ村出身であった。 

プービエンさん一家は一切家畜を飼っていなかったが、チリとナスを栽培していてどちらも

家庭用であり販売はしていないそうだ。 

プービエンさんが所有するコーヒーの農地は全部で 2ha である。内訳は 0.5ha にティピカが

900 本、0.5ha にカティモール 2000 本、1ha にロブスタが 5000 本植えられている。ティピカ

が農地の大きさに対して本数が少ないが、木と木の間を 2ｍ間隔で植えているからである。ロ

ブスタは農地の大きさに対して本数が多いが間隔を狭くしバラバラに植えているからだそうだ。 

 

表 2 コーヒーの売却量と売却価格 

種類 状態 売却先 価格（kip/kg） 量（kg） 収入（kip） 

アラビカ 

 

チェリー 仲買人 3,000 500 1,500,000 

パーチメント 

 

ベトナム *16,000 1,000 16,000,000 

不明  *1,5000 1,500 22,500,000 

ティピカ パーチメント ATJ  *29,000 150 4,350,000 

ロブスタ パーチメント ベトナム  *8,000 500 4,000,000 

チェリー 8,000 500 4,000,000 

（出典：調査データより筆者作成） 

*2018 年のデータ 

 

 表 2 はコーヒー豆の種類、売却先、売却価格をまとめたものである。今年のアラビカチェリ

ーは仲買人のみに 3,000kip/kg 売却していた。売却量が少ないがその理由を聞くことはできな

かった。今年のティピカはまだ売っておらず表のデータは去年の売却価格と売却量である。今

年のデータが得られなかった理由として、今年は ATJ に全体で 2.5ｔ売る予定だったが最終的

に 1t になったそうだ。その影響でまだ 100 ㎏売ることができず残っているという。 

 プービエンさんは ATJ や仲買人のほかにベトナムを売却先にしており、ベトナムだけで収入

は 24,000,000kip とかなりの金額を占めているということがわかった。 

 ほかの収入を得る方法として、プービエンさんとドンチャンさんは同じ村のそれぞれの家で

コーヒー収穫の賃金労働をしていた。2 人とも 7 日間働いており、1,000kip/kg で 1 日あたり

100,000kip の収入を得ている。 

 

表 3 雇用労働者への労賃 

仕事内容 人数 雇用日数 賃金（kip/人/日） 

アラビカ種収穫 1 2 36,000 

（出典：調査データより筆者作成） 
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 表 3 は雇用労働者の受け入れ状況をまとめたものである。草刈りやロブスタ収穫の雇用は行

っておらず、アラビカ収穫のみ雇っていた。雇った人は同じ村の人だそうだ。雇う日にちが少

ないことから、助っ人のような感じで雇っているのではないかと箕曲先生から説明を受けた。

2 日間雇っているため、総額で 72,000kip の労賃を支払っている。 

 

表 4 年間の主な支出（kip/年） 

米代（袋） 土地税 電気代 水道代 医療費 教育費 ガソリン代 電話代 

10 60,000 50,000 0 400,000 1,400,000 1,000,000 500,000 

（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である。水道代が 0kip であるのは井戸から水を引い

ているからである。電話代が 500,000kip かかっているが、理由を聞くと子供たちが使ってい

るからだとおっしゃっていた。医療費がかかっているが時間がなく詳細を伺うことは出来なか

った。 

 

２ 考察 

 家計調査をするのはプーマッコ村で 2 回目の場所であったが、1 回目の家計調査で話す流れ

をなんとなく理解できたと思っていても各家庭での家計戦略が違うため情報を聞き出すことは

難しかった。プービエンさんの家では家庭菜園やキャベツなどを換金用に栽培しておらず、コ

ーヒーだけで生計を立てていた。今年は ATJ に 2.5 トン売る予定が 1 トンと減ってしまったら

しいが、そうするとその分の収入が減ることになる。予定より少ない収入になることはコーヒ

ー以外の生産を行っていないプービエンさん一家の生活状況に打撃を与えているのではないか

と感じた。 

また、雇用労働者を雇っているので、賃金を払う分も考えると赤字になる可能性もあるので

はないかと思った。プービエンさんはチェリーを多く売っていないがそれを借金でしのいでい

るのではないかと MTG で補足の話を聞いた。チェリーを多く売ったり他の種類の生産量や売

却先を増やしたりすればよいのではないかと思ったが、借金をして足りない分に割り当てて生

活をすることを生計戦略として彼が選んだ方法であるのだと調査結果と通じて学ぶことができ

た。よって、より一層彼にとって ATJ の売却量と売却額は生活をするうえで重要なものであり

あればあるほど恩恵になっているのではないかと思った。 
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家計調査結果③――ノーンサムパン村 

I ポンサイさん一家 

社会学科 2 年 福田 眞子 

 

１ 家計調査結果 

 今回は、世帯主のポンサイさんにお話を伺った。ポンサイさんの家族構成は以下の表 1 の通

りであり、ポンサイさんと、奥さんのチャントーンさん、息子のワンさん、娘のニーさんの４

人家族である。息子のワンさんはビエンチャンの大学に、娘のニーさんはパクセの私立大学に

それぞれ通っている。 

 ポンサイさんの所有しているコーヒー農園の土地は、全部で 6.5ha である。内訳は、5ha に

カティモールを 20,000 本、1ha にティピカを 2,500 本、 0.5ha にロブスタを 450 本である。

ティピカは 2m 間隔、ロブスタは 3m 間隔でそれぞれ植えている。 

 

表 1 家族構成（2019 年 12 月 26 日調査） 

名前 性別 生年月日 最終学歴 出身地 

ポンサイ 男 1975/09/19 中学校 サイニャブーリー県 

チャントーン 女 1975/10/05 小学校 ウドムサイ県 

ワン 男 1998/12/02 大学 4 年（現在） ノーンサムパン村 

ニー 女 2001/01/21 大学 1 年（現在） ノーンサムパン村 

（出典：調査データより筆者作成） 

  

 ポンサイさんの家の、コーヒーの種類別売却量と売却価格は以下の表 2 の通りである。ポン

サイさんは 2019 年、カティモールはチェリーで 40,000kg を AGPC に売却し、ティピカはパ

ーチメントで ATJ に 500kg、仲買人に 800kg を売却している。ティピカは、先に ATJ に売却

した後に仲買人に売却している。ロブスタは、一度木を切り植え直しているため、ここ 3 年間

売却していないという。これらのコーヒーの収入の他に、2019年は唐辛子を売り 15,000,000kip

の収入を得ている。また、出稼ぎなどはしていない。 

 

表 2 売却量と売却価格 

種類 状態 売却先 価格（kip/kg） 量（kg） 合計（万 kip） 

カティモール チェリー AGPC 3,200 40,000 12,800 

ティピカ パーチメント ATJ 29,000 500 1,450 

仲買人 28,000 800 2,240 
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（出典：調査データより筆者作成） 

 

 ポンサイさんの家の雇用労働者の受け入れ状況は、以下の表 3 の通りである。草刈りでは、

同じノーンサムパン村に住んでいるある一家族の 5 人を、5 日間を 1 タームとして、2 ターム

の合計 10 日間雇った。アラビカの収穫でも、同じ 5 人を 60 日間雇った。同じ村の人のため、

住み込みではなく、食事も時々共にする程度で毎回ではない。 

 

表 3  雇用労働 

種類 人数 労働日数 賃金（kip/日/人） 

草刈り 5 10 80,000  

アラビカの収穫 5 60 70,000  

（出典：調査データより筆者作成） 

 

 目立った支出については、息子さんと娘さんの大学費用として、年間 25,000,000kip の支出

がある。また、カティモールに使うために、1 袋 30,000kip の化学肥料を 2 袋買っている。 

 

２ 考察・感想 

 上記の結果から、フェアトレードによる金銭的恩恵を考察する。表 2 より、コーヒーの収益

はカティモールとティピカを合わせ 164,900,000 kip となり、さらにチリの売却によって得ら

れた 15,000,000 kip と合わせると、全体の収益は 179,900,000 kip となる。この全体の収益の

中でフェアトレードによって得られた収益は、ATJ に売却したティピカの 14,500,000 kip であ

り、この割合は以下の計算の通りである。 

 

全体の収益  179,900,000 kip  …① 

ATJ への売却による収益  14,500,000 kip  …② 

② ÷ ① × 100 ＝ 約 8.06% 

 

 したがって、ポンサイさんの家では、フェアト

レードによる金銭的恩恵は収入全体の約 8%を占

めているということが分かった。8%という数字は、

意外と少ないと感じられたが、これは仲買人に売

却しているティピカ価格が ATJ と取引している

価格に近いことが関係しているのではないかと考

えられる。 

また、子供を二人とも大学に通わせることがで

ポンサイさん（真ん中）と A 班 
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き、かつ出稼ぎをせずお金も借りていないことや、家も綺麗であったことから、この家は裕福

であると感じた。ポンサイさんは、子供たちが他の仕事をしたいならコーヒー農家を継ぐ必要

はないとおっしゃっており、考え方が進んでいるように思えた。継がせることを考えてはいな

い一方で、ロブスタの木を植え替えていることから、農地の縮小は考えていないように感じら

れる。そのため、これからもコーヒーによる収入を維持、または増やし、子供たちへの投資を

していくのがこの家の家計戦略ではないかと考えられる。 

II スーリンさん一家 

社会文化システム学科 2 年 中山 大地 

 

１ 家計調査の結果 

スーリンさんの家族構成は表 1 の通りである。 

 

表 1 家族構成（調査日 2019 年 12/26） 

（出典:調査データより筆者作成） 

 

 今回は、世帯主であるスーリンさんにお話を伺った。スーリンさんの家族構成は、スーリン

さんと妻のプービヤンさん、娘のペットサマイさん、息子のペッコンチャイさん、孫のティシ

ィダーさん。息子さんのペッコンチャイさんは今年からタイに出稼ぎに行っているため現在家

に住んでいるのは夫・妻・娘・孫の 4 人である。娘のペットサマイさんの旦那さんでもあり、

孫のティシィダーさんのお父さんであるカムニーさんが翌年に婿養子として来る予定だ。その

ため今はスーリンさん家に住んでいない。 

まずはスーリンさんの家について説明する。スーリンさんの住んでいる家の土地には 3 つの

家が存在する。1 つはスーリンさんの本家。残り 2 つはすでに結婚して巣立っていった娘・息

子さんたちの分家。分家は娘のペットサマイさんの兄・姉にあたる方が住んでいる。 

家畜については鶏を 12 匹、アヒルを 13 匹飼っている。すべて食用として買っており 3 世帯

で共有しているそうだ。家庭菜園では、大根やチリやナスを栽培している。大根は全体 200kg

で 1 つ 2,000/kip で売っているとのこと。チリとナスは家庭用として栽培している。 

名前 性別 生年月日 年齢 最終学歴 出身地 

スーリン 男 1950/3/15 69 小学校 サラワン県 

プーヒヤン 女 1954/3/15 65 小学校 サナソンブン郡 

ペッサマイ 女 1993/1/18 26 中学校 ノーンサムパン 

ペッコンチャイ 男 1985/5/17 34 小学校 ノーンサムパン 

ティシィダー 女 2018/12/30 0 - ノーンサムパン 

カムニー 男 1989/3/11 30 小学校 ムーン郡 
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農地は 2ha 所有している。内訳は 1ha にカティモール 2000 本、0.5ha にティピカ 1000 

0.3ha にカトゥ―ラ 200 本、0.2ha にロブスタ 600 本。ロブスタは同じ場所ではなく他の場 

所でも行っているため収穫量が多い。 

 

表 2 コーヒーの種類売却先と売却価格、売却量 

（出典:調査データより筆者作成） 

 

表 2 はコーヒーの種類売却先と売却価格、売却量をまとまたものである。アラビカはチェリ

ーで 3 トンを 2,800kip/kg、ロブスタは生豆で 700kg を 11,000kip/kg、ティピカはパーチメン

トで 200kg を 29,000kip/kg で売却している。アラビカとロブスタは共に村に来る仲買人に売

っている。アラビカはチェリーの状態で売っている。理由としては家族のためにお金が必要な

ために安くてでもいいから売ったとのこと。 

来年度アラビカはパーチメントの状態で、ロブスタは値段が高くなくて収穫が大変なために

カットして違う種類に変更予定だ。これらの変更点の背景にはペットサマイさんの旦那さんが

婿養子として来年度来るために新たな男手が増えるためだ。そのため来年度と今年度とは大き

な変化が行われる予定なのだ。 

 

表 3 雇用について 

 

（出典:調査データより筆者作成） 

 

表 3 は労働雇用者についての受け入れ状況である。草刈りの期間だけ 1 人を雇っている。そ

の 1 人は姪を 3 日間だけ雇っている。 

 

表 4 年間の主な支出（kip/年） 

（出典:調査データより筆者作成） 

 

種類 状態 売却先 価格（kip） 量（kg） 合計（kip） 

アラビカ チェリー 仲買人 2,800 3,000 84,000,000 

ロブスタ 生豆 仲買人 11,000 700 77,000,000 

ティピカ パーチメント ATJ 29,000 200 5,800,000 

種類 人数（人） 日数（日） 賃金（kip/日） 

草刈り 1 3 50,000 

米 土地税 電気代 水道代 医療費 教育費 ガソリン代 電話代 

11 袋 125,000 660,000 0 2,000,000 0 528,000 240,000 
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表 4 は年間の主な生活支出をまとめたものである。米は年間 11 袋購入している。水道代は

井戸水を使用しているため費用はかかっていない。医療費に関しては、世帯主であるスーリン

さんの心臓が悪く病院に行っているため莫大な費用がかかっている。教育費に関しては孫のテ

ィッシィーダーさんがまだ 1 歳にもなっていないため、教育費は今の所かかっていない。 

スーリンさんの家では息子のペッコンチャイさんが現在タイに出稼ぎに行っている。 

期間は 6 カ月。1 日 400 バーツで働いているとのこと。理由としては、去年度ダオファンの購

入がなくうまくいかなかったためその分を補うために今年度は出稼ぎに行っている。 

他には借金について聞くことができた。借金開始は 10 カ月前から。（調査日 2019 年 12/26）

銀行から 1500 万円を 24 カ月で借りている。利息は月に 0.9%、すでに 700 万円は返済で、借

りた理由は家族のためと通っている病院や医療費のためとのことだった。 

 

２ 考察・感想 

 総収入からフェアトレードの恩恵について考察する。 

 

アラビカ（チェリー）   3,000kg × 2,800kg =8,400,000kip/年…① 

ティピカ（パーチメント） 200kg  ×29,000kg =5,800,000kip/年…② 

ロブスタ種（生豆）    700kg ×11,000kg =7,700,000kip/年…③ 

①＋②＋③=21,900,00kip/年……A 

 

出稼ぎ分   117,549kip（400 バーツ）×180 日（6 カ月）=21,158,820kip……B 

大根の売却益 200kg×2000kip/kg=400,00kip……C 

 

総収入 A＋B＋C=43,458,820kip 

ATJ 売却分の割合  5,800,000kip（②）÷ 43,458,820 =13.3459675    13% 

 

今回ノーサムパン村のスーリンさんの家を訪

ねて感じたことは 1つことで成り立っているの

ではなく様々な要因によって 1つの行動になっ

ていること。背景まで考えなければいけないこ

とだ。最初安く売っていた理由は来年婿養子で

男手が増えるからと言っていた。来年に様々な

変更をすると言っていたので今はとにかくお金

がほしいのかと思っていた。しかしそこから体

が悪くて病院に行っていると言われた。病院費

用のために安く売って来年はそこの補填を行う

とばかり思っていた。でも話を進めて行って借

スーリンさん（後ろ右から 2 番目）とペッ

トサマイさんティッシィーダーさん（後ろ

右から 3、4 番目）と D 班 
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金を聞いたらあると言っていた。これでようやくすべてが繋がった。去年うまくいかなかった

ため借金をして、その借金返済のために息子さんは出稼ぎに行っている。それでも足りないた

めに安くコーヒーを売っている。それができる理由として来年に婿養子を迎えるからと 1つに

繋がった。 

他には家の周りを歩いていると 1つの敷地に 3つの家があったこと。これは分家としてスー

リンさんの息子、娘さん夫婦が住んでいるのだ。住んでいるだけでなく家畜の共有のみならず

家庭菜園の共有まで行っていることがわかった。家計調査でお話を聞くことも大事だが家周辺

を回る、観察することの大切さが調査最終日に学ぶことができてよかった。 

III ソムチさん一家 

社会文化システム学科 2 年 府川 奈菜 

 

１ 家計調査の結果 

はじめに、ソムチさん一家の世帯構成は以下の表１のとおりである。 

 

表 1 家族構成 

名前 性別 続柄 年齢 最終学歴 出身地 

ソムチ 男 世帯主 52 小学校 不明 

カムウアン 女 妻 46 中学校 不明 

タノン 男 長男 26 専門学校 ノーンサムパン 

スリポン 男 次男 24 中学校 ノーンサムパン 

ティパタン 女 長女 22 高校 ノーンサムパン 

オーライ 女 次男の妻 21 小学校 ノーンサムパン 

ソムサック 男 長女の夫 28 不明 ノーンサムパン 

ウンミン 女 孫（次男の娘） 2 - ノーンサムパン 

アティプ 男 孫（長女の息子） 1 - ノーンサムパン 

（出典：調査データより筆者作成） 

 

 今回は、世帯主であるソムチさんが不在であったため、妻であるカムウアンさんにお話しを

伺ったが、曖昧な回答が多かった。ソムチさんの家では 9 人が生活を共にしており、家族構成

は表 1 のとおりである。この家庭では出稼ぎ等はしておらず、全員コーヒー農業に従事してい

る。 

 家畜は鶏を 4 羽飼っているが、いずれも売却はせず、家庭で食用としている。また、家庭菜

園はスペースが無いため、何も育てていない。 



家計調査結果 

164 

 コーヒーの農地は全部で 2.５ha あり、カティモール、ロブスタ、ティピカの 3 種類を育て

ている。カティモールが１ha で約 3,200 本、ロブスタが１ha で約 1,800 本、ティピカが 0.5ha

で約 1,200 本の木を植えている。 

 

表 2 コーヒーの売却量と売却価格 

種類 売却先 状態 売却量（kg） 価格

（kip/kg） 

収入（kip） 

アラビカ AGPC チェリー 13,000 4,000 52,000,000 

ロブスタ 仲買人 生豆 1,500 11,600 17,400,000 

ティピカ ATJ パーチメント *400 **30,000 **12,000,000 

（出典：調査データより筆者作成） 

*まだ売却していない **売却予定金額 

 

 表 2 は、コーヒーの種類、売却先、売却状態、売却量、価格、それに伴う収入をまとめたも

のである。ソムチさんは、4 年前から JCFC に加盟しており、昨年度（2018）は ATJ にティ

ピカ 300kg を 29,000kip で売却した。今年度（2019 年）のティピカはまだ売却していないそ

うだが、おそらくこの 400kgは 30,000kip/kgで売却することになるだろうという話を伺った。 

 

表 3 雇用労働者の受け入れ状況 

種類 人数 日数 賃金（kip/kg） 

ロブスタの収穫 10 30 1,000 

（出典：調査データより筆者作成） 

 

表 3 は、雇用労働者の雇用数と賃金である。この家庭は、アラビカとティピカは家族で収穫

を行っており、ロブスタの収穫のみ労働者を雇っている。この労働者は、同じ村のコーヒー農

家の人であると話していた。労働時間は 8 時から 11 時まで、12 時半から 16 時までの 1 日計 6

時間半である。賃金は 1,000kip/kg の出来高によって支払いをしている。 

  

表 4 年間の主な支出（kip/年） 

米 土地税 電気代 水道代 医療費 ガソリン代 電話代 

7,000,000 170,000 50,000 0 900,000 3,600,000 6,000,000 

（出典：調査データより筆者作成） 

 

表 4 は、年間の主な生活支出をまとめたものである。米は 1 袋あたり 350,000kip で、年間

20 袋購入しているため、合計で計算すると 7,000,000kip となる。また、水道代はポンプでく
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み上げているため、かかっていない。携帯電話を家族で 5 台所有しており、電話代が計

6,000,000kip かかっている。 

 

２ 考察・感想 

上記の結果をふまえて、フェアトレードによる恩恵について考察する。ATJ（JCFC）への

ティピカ パーチメントの 400kg はまだ未売却であるため、昨年度のデータを利用している。

そのため、多少誤差が生じている。 

 

・AGPC への売却  アラビカ（チェリー）   52,000,000（kip） …① 

・仲買人への売却  ロブスタ（生豆）   17,400,000（kip） …②    

・ATJ（JCFC）への売却（2018 年） ティピカ パーチメント  8,700,000（kip） …③ 

・総収入  ① ＋ ② ＋ ③ ＝ 78,100,000（kip） …④ 

 

最後に③を④で割って、フェアトレードの恩恵の値を算出する。 

③ ÷ ④ × 100 ≒ 約 11.2％ 

 

 以上の計算から、フェアトレードコーヒーに

よる恩恵は、約 11.2％であった。ティピカ（パ

ーチメント）は昨年度のデータを使用している

ため、今年度はもう少し ATJ（JCFC）の売却

分の割合は増えると考えられる。お話を聞いた

カムウアンさんに JCFCに加盟して生活はどう

変化したのかを質問すると、「全然裕福にならな

かった。大家族だからすぐ使ってしまう。」とい

う回答が返ってきた。ソムチさんの家庭は支出

を減らして生活の質を下げるという戦略によっ

て家計を維持していた。しかしこの家庭の戦略は将来の見通しが見えず、私からすると不安に

感じる。またこの家計調査を行ったことによって、フェアトレードの恩恵とは何か改めて考え

させられた。 

 

  

ソムチさんの家 
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家計調査報告④――ノーンヤートゥン 

Ⅰ カンバイさん一家 

社会文化システム学科 2 年 阿部 大輔 

 

１ 家計調査結果 

カンバイさん（Knumbai）の家族構成は以下の表１の通りである。 

 

表 1 家族構成 （2019.12.27 調査） 

名前 続柄 性別 年齢 最終学歴 

Knumbai 父 男 62 小学校 

Junthai 母 女 63 なし 

Moutsadit 娘 女 24 小学校 

Mone 息子 男 23 小学校 

Mao 息子 男 17 小学校 

（出典：調査結果より筆者作成） 

 

 住民帳（サマノークワ）に記載されている人は表 1 の 5 人で、家族全員でコーヒー生産の仕

事を行っている。出身は全員ノーヤートゥン村である。話を伺ったカンバイさんに経歴を尋ね

た所、カンバイさんは元軍人であることが分かり、1978 年にコーヒー農家に転職したと話して

いた。更に話を聞くと、親が農家で、サラワン村でお米の生産をしていたことが分かった。そ

の土地はどうしたか質問すると、従妹に譲ったと話していて、従妹はその土地で野菜やコーヒ

ーを生産していることも分かった。 

家畜について、育てている家畜の種類が牛・鶏・アヒルの 3 種類である。それぞれ数は牛 13

頭、鶏 20 羽、アヒル 5 羽である。去年は牛を 4 頭売ったと話していた。恐らくダオフアンが

去年コーヒーの買い取りを行わなかった影響だと思われる。牛の値段は 1 頭 3,000,000kip で 4

頭だと 12,000,000kip の料金になる。牛とアヒルは親から相続され、鶏はマーケットで雄と雌

を購入して、その鶏が子供を産んで増えたと話していた。 

 

表 2 コーヒーの品種別売却量と売却額（2019 年） 

種類 販売先 状態 総量（kg） 単価（kip/kg） 収入（kip） 

カティモール 仲買人 チェリー 5,000 3,000 15,000,000 

ティピカ ATJ パーチメント 500 29,000 14,500,000 

ロブスタ 仲買人 生豆 0 0 0 

（出典：調査結果より筆者作成） 
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 今年（2019 年）に売った豆の量は、カティモールをチェリーの状態で仲買人に 5,000kg と、

ティピカを ATJ にパーチメントの状態で 500kg だけである。ロブスタはまだ収穫できていな

いため、今年は売っていないとのこと。ロブスタは去年（2018 年）は仲買人に 6,000kg を

12,000kip で売却したと話していた。なぜ、カティモールをチェリーの状態で売っているのか

聞いたところ、パーチメントにして乾かすための場所がないと話していた。場所に限りがある

ため、ATJ に売るティピカのみパーチメントにしている。また、出来ることならカティモール

もパーチメントにして高く売りたいとも話していた。 

 

表 3 雇用労働者への労賃 

種類 人数（人） 年間労働月数（月） 賃金（kip/月） 

ロブスタ収穫 10 2 1,000,000 

（出典：調査結果より筆者作成） 

 

 コーヒーの収穫は、基本的にカティモールの収穫を家族で行っているが、ロブスタの収穫ま

では手が回らないため、労働者を雇っている。期間は 2 か月で、1 か月 1,000,000kip の賃金の

条件で働いてもらっている。カンバイさんとの関係性は血縁関係ではなく、10 人全員が別の村

から雇っていて、男女比は男性が 6 人、女性が 4 人の構成となっている。雇っている期間はカ

ンバイさんの家に住み込みで、食事やその他の生活面で世話などもしていると話していた。 

 

表４ 年間の主な支出（kip/年） 

米 土地税 電気代 医療費 ガソリン代 電話代 

40bags 240,000 600,000 1,000,000 12,000,000 360,000 

（出典：調査結果より筆者作成） 

 

 米は 1 袋 50kg で計算している。5 人家族でこの量だと、とても多い量になるが、2 か月間住

み込みで労働者の食事の世話をしているので、この量は正しいものであるだろう。土地税は 1ha

で 40,000kip、カンバイさんは土地を 6ha 所有しているので、合計で 240,000kip になり、正

しい数字であるのが分かる。 

水道代は井戸の水を使用しているため無し。教育代も家族で学校に通っている人がいないた

め無し。電気代はテレビと冷蔵庫などの使用料で 50,000kip である。この村に電気が通ったの

が 2010 年で、それ以前は発電機で電化製品を使用していたと話していた。医療費は正確な数

字を把握していなく、この数字は年間のおおよその費用である。ガソリン代はトラックとバイ

ク、芝刈り機 4 つを使用するため、コストが大きくなっている。電話代は 360,000kip となり、
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携帯電話を所有している人はカンバイさんと奥さん、息子と娘の 4 人である。一番下の娘はま

だ子供なので携帯電話は所有していない。 

 

２ 考察・感想 

 カンバイさんの家庭は家畜を多く所有している点が特徴である。鶏やアヒルは家庭用で育て

ているが、牛はコーヒーの売却に上手くいかなかった場合に販売するなど、家庭の資産として

大きな役割を持っている。去年もダオフアンが買い取りをしなかった影響か、牛を 4 頭売却し

て生活費に当てていた。家畜を世話している場所を見たいとお願いしたら、場所が遠いとの理

由で見ることが出来なかった。牛が 13 頭と多く育てているが、誰が家畜の管理をしているの

か聞くことが出来ず、細かいデータを集めることが出来なかった。家族 5 人の内の誰かが管理

しているのではないかと仮定しているが、正確なデータは分からない。 

 今年のロブスタの収穫量や価格が分からないため、今年のフェアトレードの価格的影響の結

果を出すことが出来ないが、仮定として、去年のロブスタの価格で今年のコーヒー収穫の売却

量を出すと次のようになる。 

 

① カティモール  ：5000kg× 3,000kip ＝15,000,000kip 

② ティピカ  ： 500kg×29,000kip ＝14,500,000kip 

③ ロブスタ（2018 年） ：6000kg×12,000kip ＝72,000,000kip 

※牛は基本的に経済状況の悪化以外では売らないためここでは省く 

 

ATJ：14,500,000kip（ティピカ）÷87,000,000kip（①＋②＋③）×100＝約 17% 

 

全体収入の 17%がフェアトレードによる売却から得た収入の割合である。カンバイさんの家

庭は借金をしておらず、家畜の資産やコーヒー加工の機会を得ることが出来れば、さらに収入

が上がる可能性を持っており、フェアトレードに頼る割合が少なくなっていくのではないかと

考えている。 
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II トンカンムさん一家 

社会文化システム学科 2 年 閻 美輪 

１ 家計調査の結果 

トンカンムさん一家の家族構成は、次の表 1 の通りである。 

 

表 1 家族構成（調査日 2019 年 12 月 27 日） 

名前 続柄 性別 生年月日 最終学歴 出身地 

Tohkangmu 世帯主 男 1971 高校  

Monmu 妻 女 1982 小学校 ノーンヤートゥン村 

Anulack 息子 男 1995 ファイナンス大学 ノーンヤートゥン村 

Latana 娘 女 1999 高校 ノーンヤートゥン村 

Lading 娘 女 2001 IT 大学在学 ノーンヤートゥン村 

Beian 息子 男 2004 セカンドスクール在学 ノーンヤートゥン村 

Lasang 息子 男 2012 小学校在学 ノーンヤートゥン村 

（出典：調査データより筆者作成） 

 

 今回の調査は、世帯主のトンカンムさんからお話を伺った。トンカンムさん一家の家族構成

は、世帯主のトンカンムさんとその妻、息子、娘、まとめて 7 人である、 現在 Anulack は 24

歳で、既婚、ファイナンス関係のお仕事をされ、月収 3500,000kip である。 Latana は 20 歳

で、タイへ出稼ぎする際に、タイ人と結婚して、約 30 席ほどのレストランを経営している（収

入不明）。長男、次女二人とも収入が安定しているが、各自の家庭ができたので、親にお金を補

助せず、実家の借金を返す役割はトンカンムさん一人である。Lading は大学の寮で住んでい

て、たまに家に戻って泊まる。現在、家で住んでいる人は Tohkangmu、 Monmu、 Beian、 

Lasang 4 人だ。 

トンカンムさんの家では、現在家畜は鶏 30 羽、アヒル 9 話を親戚から譲り受け、飼ってい

る。自給用である。余った土地があるが、労働力不足のため、野菜栽培していない。 

 トンカンムさんが所有している農地は、計 6ha である。3.5ha にロブスタ 1,200 本、2.5ha

にカティモール 7,000 本、ティピカ 3,000 本、ミックス栽培している。毎年まずカティモール

を栽培して、先に収穫し、ティピカは虫食いされやすい、弱い品種なので、ミックス栽培の方

が良い。 

 

表 2 品種別売却量と売却額 

売却先 品種 状態 売却量

（kg） 

価格

（kip/kg） 

収入（kip） 

ATJ （2018）ティピカ パーチメント 300 29,000 8,700,000 
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 （2019）ティピカ パーチメント 200 30,000 6,000,000 

仲買人 （2018）ロブスタ 生豆 4500 16,000 72,000,000 

AGPC （2018）カティモール チェリー 23,000 3,900 89,700,000 

 （2019）カティモール チェリー Picking 

time 

 50%前払い

2000,000 

（出典:調査データより筆者作成） 

 

表 2 は、2018、2019 年のコーヒーの売却先や品種別の売却量と価格をまとめたものである。

トンカンムさんは 5 年前に AGPC フェアトレードに加入し、去年から ATJ に加入した。労働

力不足のトンカンムさん一家はコーヒー収穫するために、たくさん雇用労働者を雇う必要があ

る。その賃金の支払いと日常生活、子供の学費の負担が多いので、前払いは非常に大事である。 

次の表 3 は、雇用状況をまとめたものである。 

 

表 3 コーヒー収穫時の雇用 

仕事 人数（人） 日数 賃金 

ロブスタ収穫 37 1 か月 1,000,000kip/月 

アラビカ収穫 19 45 日 1,000kip/kg 

（出典:調査データより筆者作成） 

 

 被雇用者は、隣のアタプー県の人だ。収穫期になると、それほど雇用者人数がトンカンムさ

んの家に泊まる。毎年、ロブスタは生豆、ティピカはパーチメントという状態で売ることから

見ると、雇用労働者は収穫し、トンカンムさんは加工作業をすることを推測できる。 

 

表 4 年間の主な支出（万 kip/年） 

米 土地税 電気代 医療費 教育費 ガソリン代 電話代 種袋 牛糞 

1620 48 24 40 150 500 1440 20 150 

（出典:調査データより筆者作成） 

 

表 4 は、年間の主な支出である。米は年間で 60 袋購入している。個人の果肉除去機を 1 台、

ピックアップトラック 1 台、テレビ 2 台、ステレオセット 1 台、バイク 1 台、草刈機１台、中

トラック１台、携帯 4 台、冷蔵庫 1 台を所有している。牛糞は 1 回 50 万 kip だが、年間 3 回

運んでいる。 
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借金： 

今年、生活費と雇用労働者の賃金を支払うために、土地、家を抵当し、銀行から毎年 19%利

子つけ 22,000,000Kip 借金を借りた。5 年以内に、返済しなければいけない。リスクではない

のかと尋ねてみたら、家主は返せる自信があるから、借りたと返事した。フェアトレードに加

入する前に、大変だった時期があったのか、どのように対応したのかと聞いたら、仲買人に月

5％の利子付きの借金をしていたが、すでに返済している。 

 

２ 考察・感想 

トンカンムさん一家は ATJ と AGPC、2 つフェアトレードに加入され、2018 年の全収入は

170,400,000Kip、2 つフェアトレードから得た収入は 98,400,000Kip、57.7%である。2018、

ATJ に加入した一年目に、ATJ から得た収入は 5.1%である。 

3 つ家計調査の中に、トンカンムさん一家は２つフェアトレードシステムに加入する家は唯

一だった。ATJ と AGPC を比較しながら、話を伺い、大きく 3 つ項目にまとめて、自分の考

察を述べる。 

 

①フェアトレードとは？ 

農家さんに、フェアトレードに対してどうのように理解しているのかと尋ねて、AGPC の話

を例にして、教えてくれた。AGPC 支払い方法は各農家さんの銀行カードを作り、コーヒーを

渡したら、1 回目振込をし、4 月にコーヒー価格の変化により、2 回の振込をします。振込の管

理しやすいが、農家さんにとって、不便になるかもしれないが。名和さんの話による、10 年前

に AGPC は支払い遅れがあって、文句を言う人がいたが、今は振込システムを導入し、支払い

遅れ問題を改善して、よくなっていることもわかった。 

フェアトレードが良かったところは組合の中に話し合って、先払いいらない人がいたら、他

の人は一括でもらうことも可能だ。そういうやり方はリスクがあるではないのかと尋ねてたら、

「同じ組合だから、お互いのことがよく知っているし、みんな真面目だから、大丈夫だ」とい

う風に答えた。生産者と AGPC、FLO 認証の責任者 5,6 村へ訪問して、会議の時に必ず、「女

の人はどこ？奥さんも、娘さんも参加してください」という。また、プレミアム助成金を使う

際に、一枚の紙の領収書も提出する必要がある。FLO 認証責任者は女性の参加はとても重視し

ていること、助成金の用途に対している慎重な態度をとり、生産者にとってフェアトレードへ

の理解はより一層高め、良い刺激ではないのかと考えている。 

 

②ATJ における課題および農家さんは「なぜ品質にこだわることが大事なのか」への理解不足

課題。 

トンカンムさんは他の村の農家さん同じように、ATJ の前払いシステムを評価していた。そ

の前払いのお陰で、収穫期に労働者の雇用が出来たと答えた。しかし、ATJ は各組合から定量

のコーヒーを買い取るため、カティーモロ、ティピカをもっと生産出来るが、ATJ が買ってく
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れない。今後もっと買ってくれれば良いと言われた。もし農家さんは品質が良いかつ多くのコ

ーヒーを生産出来れば、国際マーケティングの開拓が必要ではないのかと考えている。 

また、ATJ の買収価格と仲買人の買収価格があまり差をつけていなくて、ATJ の買収価格が

少しだけ高いのに、品質に対して、とても厳しいので、手間がかかるし、面倒いとの意見も頂

いた。おそらく、品質の大事さについて、まだ十分理解していないと考えて、その場に、自分

なりに考えて、「良いコーヒーをきちんと生産することができないと、日本の消費者に対して、

無責任なことだし、また、ラオスのコーヒーは美味しくないというイメージで、消費者に選ん

でもらえず、市場がなくなって、持続的に買い取ることができなくなってしまう。もっと長期

的な視点で見ると、外部のサポートを受けず、自ら生産、販売活動の能力がなければ、自立の

生活も送れないということが予想される」と答えた。 

トンカンムさんは少し納得して、今の生産しているコーヒーは有機栽培であり、コーヒーチ

ェリーの皮、牛糞などを使うなど技術勉強しながら、品質に気をつけていて、とても自信があ

ると答えた。しかし、なぜ仲買人は品質にこだわりがなくて、いわゆる未熟なチェリーでも、

ATJ とあまり差がつけない値段で買い取っているのかに疑問を持った。後日 JCFC の方に、

質問してみた。農家さんに品質の大事さを気づかせるために、今後良い品質のコーヒー豆の値

段をもっと上げて、認識してもらう取り組みをする予定である。 

 

③トンカンムさんの一家は本当にお金に困っているのか？ 

子供を学校に通わせたり、日常生活の支出も

たくさんあって、借金もあることで、トンカン

ムさん自身の負担が大きいはずと思い、すでに

社会人になった長男と次女がある程度稼いでい

るのに、借金、家庭の支出を分担しないことを

聞いたら、疑問を持った。先生に質問したら、

実はトンカンムさんはお金に困っていなくて、

ホワイトカラー農民だ。収穫の労働力にお金を

支払うために、銀行の借金を利用し、自身はコ

ーヒーの付加価値を高めて、主に加工作業を行う。そういったやり方で毎年循環にやっていく。

このような新しいタイプの農業経営者は東南アジアに「小規模農家」から「中規模農家」とい

う新しい言葉、理論が誕生した。人々の生活、社会のシステムが変化しつつ、学問も進化して

いることに興味が湧いた。 
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III プタサさん一家 

社会文化システム学科 2 年 齊藤 大輔 

 

１ 家計調査結果 

（調査実施日：2019 年 12 月 27 日） 

表 1 家族構成 

名前 性別 年齢 続柄 学歴 出身地 

プタサ 男 49 父 中学校卒 バットゥンポーン郡 

ワイ 女 43 母 小学校卒 ノーンヤートゥン村 

プーシン 男 23 長男 大学卒 ノーンヤートゥン村 

ニン 男 22 次男 大学卒 ノーンヤートゥン村 

プ―ニン 女 15 長女 高校中退 ノーンヤートゥン村 

 （出典：調査データより筆者作成） 

  

今回の調査では、世帯主であるプタサさんにお話を伺った。家族構成は上記の通りである。 

住民帳簿には 5 名記載されているが、実際には長男のプーシンがトラックドライバー、次男の

ニンがメカニックとして働いているため、同居はしていない。父、母、長女の３名で生活して

いる。 

 家畜は鶏を 10 羽飼っている。全て家庭用であり販売は行っていない。昨年は 8 羽の鶏を食

したそうだ。また家庭菜園はマクサブ（カボチャのようなもの）、ネギ、ミント、パパイヤ、ジ

ンジャー、マンゴー、アボカドなどがあった。これらも全て家庭用であるという。 

 コーヒー農園は全部で 6.5ha 所持している。内訳はカティモールが 5ha に 25,000 本、ティ

ピカが 0.5ha に 2200 本、ロブスタが 1ha に 1,100 本である。ロブスタが農地面積の割に少な

い理由は農地が自宅から 5km 離れた山にあり、等間隔で植えることが出来ていないためだそ

うだ。 

表 2 コーヒーの品種別売却先と売却価格、売却量 

種類 状態 売却先 価格（kip/kg） 総量（kg） 合計（kip） 

カティモール チェリー 仲買人 *¹ 2,550 *² 15,000 38,250,000 

ロブスタ 生豆 仲買人 12,500 1000 12,500,000 

ティピカ パーチメント ATJ 30,000 300 9,000,000 

（出典：調査データより筆者作成） 

*1 この価格は売った価格の平均である。常時この価格で取引していたわけではない。 

*2 まだ収穫が完了していないため、最大でこの収穫量という予想を立ててもらった。 
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 収入について、表２はコーヒーの品種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。プタサさん宅のコーヒーの総収入は 59,750,000kip である。また表には記載して

いないが JCFC に販売する予定のティピカが 20～50kg 程度あるそうだが、売却額が不明であ

るためここでは除いている。カティモールをパーチメントに加工して売却しない理由は労働力

が不足しているからだそうだ。またこの家庭ではキャベツも売っており、今年は 2000kg を

700kip/kg で販売していた。 

賃金労働について、長男のプーシンがトラックドライバーで月 200,000kip、次男のニンがメ

カニックで月 180,000kip 稼いでいるが、実家にその収入を入れていないようなので出稼ぎ労

働ではないようだ。これについては後述する。また長女のプーヌンがこの家庭で経営している

リテールショップの手伝いをしているそうだ。だが総利益が最大月 3,000,000kip と現実的な数

値ではないため、データの正確性に欠ける。 

 表 3 は雇用労働者の受け入れ状況をまとめたものである。やって来る労働者はすべて親戚で

あった。ロブスタ収穫のみ今期は未完であるため、月払いでの予測を立ててもらった。また労

働日数の「最大」というのは、毎日労働者がやってくるわけではないらしいので、最大働ける

日数を答えて頂いた。 

 

表 3 雇用労働者の受け入れ状況 

種類 人数 労働日数（日） 一人当たりの賃金 

草刈り 10 90 70,000kip/day 

アラビカ収穫 7 60 50,000kip/day 

ロブスタ収穫 5 30 800,000kip/month 

（出典：調査データより筆者作成） 

 

 次に借金と数ある支出の中から土地税について取り上げる。この 2 つがこの調査で特出すべ

きポイントであった。 

まず借金であるが、銀行から 25,000,000kip を 2 年間、利子年 14％で借りていた。現在返済

中である。この借金の用途は自らの息子たちを良い就職先に勤めさせるためのあっせん料の不

足金を補うためであった。長男は現地のビアラオという大企業に就職するため、遠い親戚にい

るビアラオ社員にあっせん料 8,000,000kip＋α（接待料）を支払っており、次男のニンもメカ

ニックになるために 5,000,000kip のあっせん料を支払っていた。しかし通訳は家主から聞いた

このお金をコミッションと表現していた。この話から、より収入の高い就職先を求めている農

民に忍びよる「スワイウォーカー」と呼ばれる人の存在が確認された。 

 そして土地税について。この家は合計 6.5ha の農地を所有しており、年間 95,000kip の土地

税を支払っている。だがこれは広さに対してかなり少ない金額だと他班の調査と比較し発覚し

た。他班の調査結果ではこの家庭と同様の広さの農地で 200,000kip を超える税金を支払って
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いた。この違いは土地権利証明書の所有の有無であることが分かった。土地権利証明書を所有

していないため自らの土地を過少に判断して土地税を少なく払っていた。 

 

２ 感想・考察 

 調査結果に基づき、この家庭の総収入からフェアトレードの金銭的影響を計算する。 

コーヒーから得られる収入は  

アラビカ チェリー     38,250,000（kip） 

ロブスタ 生豆       12,500,000（kip） 

ティピカ パーチメント     9,000,000（kip）…①         

合計                     59,750,000（kip）…② 

 

キャベツによる収入は 2000（kg）×700（kip）＝1,400,000（kip）…③ 

リテールショップでの収入は正確性に欠けるため今回は除外する。 

よってこの家庭の全体収入は 

②＋③=61,150,000…④ 

 

ATJ に売った得られる収入 9,000,000（kip）をこの値で割る。 

①÷④＝0.14717907  

 

よってこの家庭の収入におけるフェアトレード

での金銭的影響は 14.7%あることが分かった。リテ

ールショップの売り上げ次第でこの値の変動はある

だろうが、決して高い値とは言えない。 

だが調査中に前払い金の用途を聞いたところ、草

刈り機が壊れやすいため、それの買い替えに使って

いるとのことだった。そのためフェアトレードの恩

恵は金銭的なものにとどまらないのだということを

この調査から実感した。またラオスでは土地を相続

する慣習があることから、この家でも末娘のみを家

庭に残している。ゆくゆくは婿をとって農業を継続

させるというビジョンがありつつも、現状では長男と次男は別居してしっかりと稼いでもらう

という家計戦略をこの家庭は持っていることが分かった。 

 

 

  

プサタさん一家と 
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小学校訪問報告 

I セットコット村 

社会文化システム学科 3 年 横尾 若菜 

 

１ ワークショップの様子 

1 日目に訪問したセットコット村の小学校は、

昨年度から訪問を始めた小学校である。ワーク

ショップ（以下 WS）の参加者は、2 年生 3 名

（A 班）と 3 年生 5 名、4 年生 1 名である。 

今年度初めての WS であったため、WS の前

日と当日に入念に準備して臨んだ。昨年度の

WS での映像を渡航前に確認した。特に子ども

たちの目線に合わせた接し方や待っている時間

にハイタッチや言葉を交わすなど、子どもたち

が何もしない時間を作らないように気をつけた。

また、動物の名前や子どもたちに指示する簡単

なラオス語を現地の学生に教わった。 

実際の WS では、子どもたちが楽しみながら参加している印象を受けた。環境カードゲーム

で正解する子どもも多かった。紙芝居の際、子どもたちの注目を集められなかったため、次回

の WS からジェスチャーをつけて、言葉が分からなくても楽しさが伝わるように改善した。 

また、エコバック作りは生徒だけでなく、先生にも好評であった。WS 後には、通訳のムッ

クさんが他の学年の子どもたちにもレクチャーしている姿があり、このように、子どもたち同

士でも教えあっていってほしいと感じた。 

 

２ 先生への聞き取り結果 

Phouvanh Thepyoth さんという先生へインタビューをした。先生になって 20 年以上経つ。 

 

【本について】 

2017 年から学校に図書館が作られ、計 14 冊の様々な種類の絵本が所蔵されている。1〜５年

生が本を読み、学校だけでなく、家でも絵本を読んでいる子が多くいる。読む内容はラオスト

ーリーが多い。Room to Read というアメリカの NGO 団体が支援を行っている。 

 

 

写真 ワークショップを行った教室 
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【学校について】 

この学校には 11 人の先生（内訳は男 4 人、女 7 人）がいる。そのうち、ボランティアの先

生は 4 人（内訳は男 2 人、女 2 人）である。ここには、幼稚園の先生も含まれる。また、クラ

ス数は以下の通りである。幼稚園は、3 歳と４歳の子供が計 61 人おり、１つの教室で２つに分

けて教えている。 

 

幼稚園 1 年生 2 年生 3 年生 4 年生 5 年生 

１クラス 2 クラス 2 クラス 2 クラス 1 クラス 2 クラス 

 

さらに、少数民族（ラベン）の子どももいるため、クラスをまとめることが難しい。また、

政府の決まりでは、１クラス 20〜23 人にすべきと定められているが、お話を伺った先生のク

ラスは 48 人の子どもたちがいるという。また、5 年生のクラスは 1 クラス 50 人いる。 

学校を訪問した際、生徒たちがゴミ拾いをしている姿が見受けられたため、それは学校の決

まりであるのか聞いたところ、学校の決まりであるということであった。2012 年から休み時間

に行っているそうだ。生徒数が多いため、ゴミも多く出るので、とても良いアイデアであると

おっしゃっていた。それに加えて、教室の掃除も行っている。 

 

【支援に関して】 

子どもたちに教える上で、何か必要なものはあるか質問したところ、算数教育に使える教材

（サイコロや箸、写真）が欲しいとのことだった。子どもたちが楽しみながら学べるからだ。

昨年調査した際に、ボランティアの先生が作っていた自作の時計やブロックの代わりのような

ペットボトルのふたは今でも使われているという。 

外部からの支援は、上記で述べたように、Room to Read の支援である。主に、先生に向け

て国語学習の研修を行っている。2017 年から行っているが、2020 年 4 月に終了予定である。 

 

３ 考えたこと 

 セットコット村は、他の村に比べて先生の数が

多いが、一人の先生が担任する生徒の数が政府で

定められている人数より大幅に多く、やはり先生

の負担が大きい。しかし、現状では、先生の数を

増やすことは難しいため、先生を増やす以外のア

プローチ方法で、先生の負担を減らしながら、子

どもたちが安心して学べる環境を作っていかなけ

ればならない。そのために、この聞き取り調査は

学校の現状を知ることができるため、私たちが何

写真 先生へのインタビュー 
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かアプローチ方法を提示する際に、有効的なものとなる。 

また、昨年度もこの小学校を訪問していたが、ゴミ拾いのルールがあることを知らなかった。

子どもたちが自主的に活動している姿を見て、「ごみが落ちているからごみ拾いはしていない」

と先入観だけで、捉えてはいけないと改めて考えた。 

II プーマッコ村 

社会文化システム学科 3 年 渡辺 未来 

 

１ 概要 

 この小学校は、小学 1～3 年生の合同クラスに対して校長兼教員の女性 1 人の小規模な小学

校である。女性はボランティア教員であり、のどにポリープができてしまい満足に教員を続け

られない状態にある。そのため、来年以降新しい教員が配属される可能性がある。生徒は小学

3 年生まで在学しており、4 年生になると隣町の小学校へ通うことになる。 

教室は全部で 2 つあり、そのうち 1 つが常に授業で使用され、もう 1 つの教室は図書室兼倉

庫として使用されている。その教室には昨年度以前のスタツアでも訪れた際に贈った算数 box

やすごろく、絵本、本棚が置かれていた。 

写真:小学校の校舎              写真：図書室の様子 

 

■先生への聞き取り調査 

Q．小学校として必要なものは何か 

A．教科書がほしい。現在、教科書を 3 人で一冊ずつ使用している状態。 

・教科書は 5 年に一度新しくなっている。新しい教科書になるたびに、先生が自主的に政府の

行うデモンストレーションを受けている。 
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Q．生徒に教える上で、苦労していることは何か 

A．ラオスの少数民族の生徒への指導が、会話言語が異なるため困難。 

 

Q．生徒の読書普及のために工夫していることは何か 

A．学年ごとに週替わりで休み時間に図書室に行かせるようにしている。また、先生が話し手

となって読み聞かせを行うこともある。 

Q．先生になろうと思った理由 

A．自分が小学生時代、授業で問題を間違えると先生にムチで叩かれていた。そんな先生が嫌

で、自らが先生になろうと決心した。1989 年にボランティア教員となり、1997 年にプー

マッコ村に配属された。当時はパクソンからプーマッコまで徒歩で通っていて、道中トラ

が出ることもあった。4 年後には退職を考えている。 

 

Q．合同クラスでどのように授業を行っているのか 

A．合同クラスでは政府の作成したタイムテーブルが使用できないため、自分で授業計画を組

んでいる。 

 

Q．子どもたちに望むこと 

A．高い教育を受けてほしい。子どもたちの家族には学校に行く必要がないと思っている人も

いるが、子どもたちは医者や教師、技術者など、さまざまな夢をもっている。その夢を高

い教育を受けて叶えてほしい。 

 

■昨年度の支援品の様子 

昨年度の支援品であるすごろくは、本来の使い方だけではなくラミネートしたお金カードや

イラストを授業で活用していた。 

 

写真 昨年度の支援品を授業で使用している様子 
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２ 考察 

この小学校では、年配の先生がのどにポリープができている状態にも関わらず一人で校長兼

教員を務めているということに非常に危機感を覚えた。プーマッコ村のような小さな村では特

に満足な教育が受けられていない状態であることを改めて認識した。しかし、手作りの図書室

や先生が考案した授業風景を見て、先生が努力して子どもたちがより良い教育を受けられる環

境づくりを行っていることが伝わり、私たちもできる限り先生に協力したいと感じた。 

III ノーンサムパン村 

社会文化システム学科 3 年 原 実優 

 

１ 聞き取り調査で得た小学校の基本情報 

 ノーンサンパン村の小学校は、幼稚園もあり、1 年生から 5 年生がいた。教員は 4 人（うち

1 人は幼稚園の先生）、生徒の数は、幼稚園生 18 人、1 年生 19 人、2 年生 20 人、3 年生 14 人、

4 年生 14 人、5 年生 14 人の合計 99 人であった。 

教室の数は 4 室である。幼稚園生 18 人で 1 クラス、1 年生と 3 年生の 33 人で 1 クラス、2

年生 20 人で 1 クラス、4 年生と 5 年生の 28 人で 1 クラスを使用していた。学年が混ざってい

る教室があるのは、ラオス政府によるきまりが関係している。政府は、生徒 28 人につき 1 人

の教員、生徒 34 人につき 1 つの教室と決めているのである。これらの生徒の数は、他の学校

で聞いた数字と違うため、正確な数字ではないかもしれないが、生徒約 30 人につき教員 1 人、

教室 1 つと考えて良いだろう。 

 

２ 授業見学による小学校の様子 

私たちは、1 年生と 3 年生が混在する教室の授業見学をした。同時に授業をすることができ

ないため、時間を半分に区切りどちらにも授業をする授業形態をとっていた。1 年生に授業し

ている間は、3 年生は問題を解く時間にし、時間になると、3 年生に授業をし、1 年生は問題を

解くといった形態である。また、教室内の生徒

は学年で縦半分にわかれており、黒板も学年で

縦半分に区切って使っていた。写真 1 の右側が

1 年生、左側が 3 年生である。私たちが見学し

た時間は、前半、1 年生がラオス語の授業を受

ける時間、3 年生が算数の問題を解く時間であ

り、後半、1 年生がラオス語の問題を解く時間、

3 年生が算数の授業を受ける時間であった。 

1 年生のラオス語の授業は、「似ている発音を

する単語の声調による違い」が理解できるよう 写真 1 授業の様子 
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になるための授業をしていた。授業中、集中力が切れ、おしゃべりをしてしまう生徒がいた。

先生は、そのような生徒にその生徒の名前を大きい声で発音するように指示し、集中してもら

うように工夫していた。 

授業の最後には、生徒全員で、日本で言う「九九」を唱え、午前の授業を終えていた。この

九九を唱えているのが歌に聞こえたため、後に小学校の先生に確認をとると、歌ではなかった。 

 

３ 図書館と本について 

 2018年から Room to Readという支援団体がこの小学校をサポートしていた。Room to Read

とは、発展途上国において、読み書き能力の育成と教育における男女格差の是正を目指してい

る団体である。そのプロジェクトの中には図書室の設置などがあり、かれらはこの小学校でも

そのプロジェクトを行い、整備された図書室をつくった。 

図書室にある本の総数は 1264 冊 である。図書室は、整備がされていてきれいな空間であ

り、子どもたちの描いた絵や先生の折り紙作品により装飾され、華やかであった（写真 2）。折

り紙の折り方は、この学校に勤めている幼稚園の先生がビエンチャンの大学で習ったと言って

いた。 

Room to Read のサポートによって、図書室のルールがしっかりしていた。まず、図書室使

用上のルールは「1 靴を脱いで、かばんは外に置いて図書室に入る、2 図書室内の飲食は禁止、

3 図書室内を綺麗にする、4 図書室内で騒いではいけない、5 本に落書きをしてはいけない、6

丁寧に手洗いをしてから図書室に入る、7 読んだ本は同じ場所に戻す」である。このルールが

書かれた紙が、図書室の壁に貼ってあった。次に、本の管理上のルールは、「来室した生徒の名

前を記録に残すこと、借りた本の番号と人の名前を記録すること、本の借用期間は 3 日間」で

ある。図書室にある本の全てに、番号があった。

また、学年のレベルに合う本がわかりやすいよ

うに、本には色わけされたシールが貼ってあっ

た。1 年生が緑、赤、白、2 年生が赤、白、青、

3 年生が白、青、黄色、4 年生が青、黄色、黒、

5 年生が黄色、黒である。 

 先生が生徒に読書をしてもらうために工夫し

ていることを先生に尋ねると、本の読み聞かせ

や学校生活中に読書をする時間を 1 時間設けて

いることが工夫していることだと聞けた。 

 
写真 2 折り紙の装飾 
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     写真 3 図書室               写真 4 図書室の記録帳 

 

４ その他、調査で得た情報 

 小学校の先生にインタビューをして得た情報の中で、以上に記していない情報をここに記す。 

小学校の先生に「学校教育で最も大事なものは何か」を尋ねた。それは、「ラオス語」であ

った。なぜなら基礎だから。ラオス語以外の他の教科を教えるにも使うのは、ラオス語である。

ラオス語は、他の教科を教える際にも大切な教科であるため、最も重要なのだと先生たちは言

っていた。また、「ボランティアに求めていること」は「新しい教育方法の紹介」であった。 

 この学校の先生は 4 人である。「先生は 4 人で足りているか」尋ねると、「足りていない」と

いう返答を得た。1 節の聞き取り調査で得た小学校の基本情報で記した通り、政府は生徒 28

人につき 1 人の教員、生徒 34 人につき 1 つの教室と決めている。これにより、1 クラスに違

う学年の生徒が混在する可能性があり、必ずしも同学年だけの 1 つのクラスに 1 人の先生が就

くわけではないのである。だから、4 教室に 4 人の先生はいるが、教員が足りないと答えたの

であろう。 

 

５ 考えたこと 

 今回の調査を通して、特に 4 つの情報を実際に確かめ、知ることができたのは大きいと考え

る。その情報とは「学年が混在したクラスがあった」、「Room to Read の支援は行き届いてい

た」、「先生は私たちに新しい授業方法を教えてほしいと言っていた」、「先生たちは教員の数が

足りないと感じていた」である。 

 私たちが現地の小学校でワークショップを行うとき、行う学年を決めることができる。しか

し、実際に普段授業を行うときのことを考えると、「学年が混在したクラス」がある。そのため、

このことを意識したうえで支援を考える必要がある。 

 この学校の図書室を見学し、「Room to Read の支援は行き届いていた」。完璧に行き届いて

いたかは、私たちのわずかな見学の時間ではわからない。しかし、本棚に整備されて並んでい

る本、本や図書室に関する記録帳がしっかり書かれていたこと、きれいに保っていた図書室と
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本を見て、しっかり管理がされていることは確かであった。Room to Read の支援がない小学

校の図書室と比べると、かなり違う。私たちが訪れている地域の小学校で、このように支援が

行き届いている姿を見て、Room to Read の活動についてもっと調べるべきだと考えた。学生

団体の私たちとは規模が違うが、参考になるはずである。 

 先生に、私たちボランティアに求めていることを尋ねると、先生たちは私たちに新しい授業

方法を教えてほしいと言った。昨年度の渡航で訪れた学校や今回の訪れた他の学校では、あま

りこういったことは聞けなかった。ほとんどが、「○○がほしい」とモノを欲していた。今回、

このように聞けたのは、他団体の支援により「方法」を知ることの重要さが理解されたのかと

考えた。来年度に向けて、私たちは「新しい授業方法の提案」ができたら良い。 

 この学校の先生たちは「教員の数が足りないと感じていた」。違う学年が混在したクラスを 1

人で教えるのは難しいと言っていた。これら情報をもとに補える支援を考え、提案することは

良いと考える。 

 また、この小学校は壁を有効活用しているとみてとれた。壁に「九九」を覚えるための表を

張ったり、英語の曜日を覚えるための紙を貼ったり、絵や折り紙を貼ったりしていた。そうす

ることで、教室を学習に良く、華やかな空間にしていた。スタディツアー中に 3 年生や 2 年生

の何人かも「壁を使用して何かができそう」と言っていた。「壁」を使用するのは面白いかもし

れない。 

IV ノーンヤートゥン村 

社会文化システム学科 3 年 福井 彩椰花 

 

１ 学校の概要 

 この学校は昨年度も訪問している。あいさつやお礼など子どもたちの礼儀正しさが印象的で

あった。クラスは、幼稚園から 5 年生まである。幼稚園（15 人）と 1 年生（34 人）、2 年生（21

人）と 3 年生（19 人）、4 年生（16 人）と 5 年

生（13 人）と同じ教室を 2 学年で使っている。

3 人の女性の教員がいて、そのうちの 1 人はボ

ランティア教員である。午前中に学校を訪問し

た際、4・5 年生のクラスを授業見学させていた

だいた。5 年生が算数の授業を行っていて、4

年生は教科書の文字の書き写しなどの課題を行

っていた。教室は図のように分かれている。机  

は 2 人掛けのもので、4 年生は教科書を 2 人で

1 冊使って課題をしている場面も見受けられた。

教室内はきれいに装飾されており、壁には図形

図 1 授業見学した際の教室 
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の面積の求め方の公式などが貼られていた。 

 

２ ワークショップの様子 

 このワークショップ（以下 WS）参加したの

は 3 年生 5 名と 4 年生の加藤さん、D 班の 2 年

生４名とD班についていたラオス人学生 1名で

ある。3 年生は 4 回目最後の WS ということも

あり慣れてきた分、気を抜かないように心がけ

て WS に臨んだ。3 回目 WS の反省点として、

子どもたちの目線に合わせて自分がかがんだり、

常に笑顔でいたりするなど、子どもたちに対し

てのアプローチの仕方が何点か挙げられた。ア

プローチの方法はメンバーそれぞれで違うが効

果的な方法があったら、それを共有し活かせるようにした。また、WS に毎回参加する 3 年生

からではなく、2 年生同士で WS を経験した人からアドバイスをもらうようにした。 

環境カードゲームでは、子どもたちが同じ答えを選択することが続いてしまったため、カード

を子どもたちに見せながら「こっちが正解かもよ？」というようなジェスチャーをして、答え

が分散するように工夫した。始めは子どもたちがなかなか選択肢を変えてくれなかったが、途

中で選択肢を変えた子が正解だったときはすごく盛り上がった。工作では、子どもたちの作る

ペースに合わせながら進行することを心掛けた。また先生方にも作り方を教え、布を渡した。 

 

３ 先生方にインタビュー調査 

 校長先生とボランティアの先生にインタビュー調査をさせていただいた。 

先生方は、読み書きをするにあたって必要なラオス語を最も重要とする教科に挙げていた。図

書館はないが 30 冊ほどの本があるため、それらの本を使ったり教科書に載っている物語を使

ったりして、ラオス語の読み書きの練習を

行っていた。また先生方は、本棚が欲しい

と言っていて今までにある本や寄贈された

本を飾りたいそうだ。 

CPC からペンやノートを提供されてい

て、授業見学の際も子どもたちが 1 人 1 冊

ずつ ノートを持っていたのも見受けられ

た。ペンやノートのほかに飲み水も提供さ

れているそうだ。エフラオが今までに寄贈

してきた支援品も見させていただいた。昨

年度寄贈したすごろくは、1・2 年生で使う

写真 一緒にエコバッグを作っている様子 

写真 今までの支援品を見せてもらった様子 
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ときは簡単な算数で、4・5 年生で使うときは難しくするなど、学年によって難易度を変えて使

い分けているそうだ。 

また、すごろくの盤をラオスの地形にしていたため、それを私たちの身の回り（日本でいう

社会の教科）や地形の勉強に使っていた。すごろくのほかにも、エプロンシアターや算数ボッ

クスなど、私たちが寄贈した支援品をよく使っていた。先生方で工夫を凝らして、支援品をそ

のまま使うのではなく、用途によって使い分けているようだった。インタビューの際には、解

説が簡単にできるような視覚教材が欲しいと言っていたため、管理状態があまりよくなくても

長く使えるもの、イラストや文字がわかりやすく表示されているものが効果的であると思った。 

この学校は、4・5 期でエフラオに所属していた三澤さんが九九の歌を教えていた。今でもそ

の九九の歌を使っていて、毎日授業が始まる前に歌うそうだ。4・5 年生はすでに九九を知って

いたが、この歌や動きをつけて覚えることで、より楽しくできるそうだ。 

 

４ 考えたこと 

 エフラオが寄贈した支援品を今でもよく使っていてすごく感動した。そしてそれと同時に、

もっと現地の状況に見合った支援品を考える必要があると思った。今年度は環境教育に関して

の支援品を寄贈したが、どんなテーマであれ先生が使いやすいもの、子どもたちにわかりやす

く伝わるものなどをよく意識することが重要だと考える。また、今年度のワークショップでの

環境カードゲームでは子どもたちが自ら動くというものであり、三澤さんが教えた九九も動き

をつけて覚えていると聞いた。やはり、子どもたちにとって動くことは楽しく取り組めること

のひとつとしてあるのではないかと思った。 

   

 

   写真 3 インタビュー調査の様子      写真 4 絵本を渡したときの様子 

 

 

 

 

 



経験を通じた自己変容 

186 

「文化だから。」 

 

大 井 翔 太 郎 

     社会文化システム学科 3 年 

 

 今年度のスタディツアーは、何となく腑に落ちない。なぜこのような感覚があったのかを省

察した時、どうやら自身の軸が変化していたことに気が付いた。この体験について書く前に、

読者に問いかけたいことがある。一例として、きっと誰しもが外国人と意見が合わなかった時

や暗黙の了解を得られなかった時、「文化が違うからしょうがない。」という一言で片付く最強

ワードを使ったことがあるのではないだろうか。 

 文化という言葉はなるべく使いたくないのだが、この話は一度置いておいて、自己変容に気

づいたきっかけとなる体験について記述する。それは 4 日目の教育局訪問で、パクソン郡やラ

オスの教育についてお話を聞いた時だ。昨年度もそうであったが、その場にいる誰しもが「パ

クソン郡は教員不足」という共通認識を持っている。局長のお話の中では「ラオス政府の指定

で、パクソン郡は特に教育が行き届いていない地域」に指定されているというお話があった。

私たち学生も、パクソン郡の「教員不足」を認識している。例えば昨年度のスタディツアーで

「ボランティア教員」の存在を知った。ボランティア教員とは、その名の通りで正規の教員と

ほとんど変わらない仕事を無償でしている教員のことをいう。ボランティア教員がいる背景に

は、政府の予算不足がある。年間で雇える正規の教員の数が決まっているのだ。彼らを合わせ

てもパクソン郡の小学校は平均で 1 校当たり 4～5 人の先生しかいない。私たちは 4 つの村の

小学校を訪問したが、一番少なかった学校は 1 人しかいなかった。教科書についても、全員に

いきわたっていない現状もある。 

 しかしここでは、「教員が不足している。」ということを問題にしたいのではない。私は、「何

を指標に評価しているのか。」ということを問うた。確かに私たちの訪問した 4 つの小学校の

中には、先生が 1 人しかいないところもあったし、教育局の局長も「教員不足」とおっしゃっ

ていることは事実である。しかし、「私たちが認識している教員不足」の背景に、現地の価値観

や世界観が入っているかといわれると、怪しい。なぜなら「私たちが認識している教員不足」

という観念は、「教育支援をしに現地を訪れた」という根底にある認識のうえにあって、誰しも

が当たり前に持っていてそれを疑ったことがないからである。その時点で「私たちが認識して

いる教員不足」から離れられるわけがない。私は「教員が不足している」という認識の背景に、

現地のモノの見方が入っていないではないかということを考えさせられた。 

 「でも、教育局の局長も『教員不足』といっているではないか」と反論もできる。しかし見

方によっては、「ラオス政府に『パクソン郡は特に教育が行き届いていない地域』に指定された」

「私たちのような海外資本が『支援』を提供しに来た」という外部からの働きかけやまなざし
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によって、「教員が足りない」ということを無意識のうちに生成してしまっているとも捉えるこ

とができるのではないだろうか。 

私はこの経験を通じて、自身の変化に気が付いた。それは、私は 2 回目の渡航で 1 回目の渡

航よりも「価値判断」をしなくなったということだ。これは明らかに、文化人類学の講義に出

てきた文化相対主義の考えに影響されていると思う。何かを認識するときに、多様性について

認めるが、善悪を判断しないという考え方に基づいているのだ。これが悪いことではないのか

もしれないが、その学習が不十分であったために、私は「ただ単に価値判断をしない人、ある

いは単純な解釈でモノゴトを飲み込む人」になっていた可能性があると、この経験で気づいた。

現地の人々の“語り”を聞いたとき、例えば教育局でラオスの教育についてお話を聞いたとき、

「ここはこういう文化だから」という言葉でまず解釈して、その違いはなぜ生まれるのか・そ

の背景に何があるのかを考えることはあっても、それに対して現地の人々がどう考えているの

か、或いは自分はどう考えるのか、という考察ができていなかった。 

私たちが「教員が不足している」と考えるのも、過去の調査に基づく客観的事実なのかもし

れない。しかしその一方で、これらの考え方も初めから万人が持っていた認識ではなく、何か

が根拠となって成り立ったものと考えれば、それが誰にとっても客観的事実とは断定できない。

繰り返しになるが、今年度のスタディツアーで何となく腑に落ちない原因は、おそらくこの「自
、

分は
、、

どう考えるのか」という視点が欠落していたために、様々な場面で成長機会を失っていた

ように思えた。しかし、この現地の人々の“語り”を聞いた経験がきっかけとなって、自身に

欠けていた視点を認識できたことは成果である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもたちと同じ目線で授業を聞かせて頂いたときの写真 
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「ありえない。理解できない。」ことに従う 

 

渡 辺 未 来 

社会文化システム学科 3 年 

 

 ありえない。理解できない。違う国、違う文化に触れた時、人は時折そんな感情を抱く。私

が昨年度初めてラオスに行ったとき、そんな感情を強く抱いたことには、いつだってラオス政

府が絡んでいた。ラオスの正式名称は、ラオス民主人民共和国。私が生きる日本と同じ民主主

義でありながら、日本とは違う社会主義共和制国家である。私は二度目の渡航で、社会主義の

考え方やラオス政府の仕組みを学びながら、彼らと同じ目線で政府のやり方について考えるこ

とにした。 

 昨年度渡航したとき、初めに私が政府に対して違和感を覚えたきっかけは、二つの出来事か

らである。一つは教育局で「教員が不足しているにも関わらず政府が教員削減政策を行うため

に、次の年はボランティア教員を新たに受け付けない」という話を聞いた時、もう一つはダオ

ファン第一工場でこの年ラオスのコーヒー農民からの買い付け量が大幅に減っていて、理由は

天候などの影響で取れなかったわけではなく、「政府の方針のため買い付け量を減らしている」

と言っていた時である。私は率直に「ありえない。理解できない。」と感じた。少ない人数で

懸命に教育を行う教員やダオファンを買い手として重要視するコーヒー農家の首を絞めるよ

うな政府にも、それに対して一切不満を漏らさない彼らに対しても腹立たしい思いさえした。

しかし、私とは全く違う思想、環境におかれた彼らに対して安易に自分の価値観を押し付け考

えることは間違いであると理解しているので、純粋に彼らの思想の根底である社会主義に興味

がわいた。ラオスにおける政府の立場、政府が成り立っているシステム、そして彼らが政府に

対してどう思っているのかを調査したいと感じた。 

 そして今年度二度目の渡航で、私はまた、とある話から政府の存在を強く意識した。それは、

「JCFC が政府の農業省から、ATJ という日本のマーケティングに売れた組合として認知さ

れた」という話である。私はその話を聞いて、JCFC が政府に目を付けられ、ATJ と JCFC

のビジネスに政府が介入してくるんじゃないかと思わず心配してしまった。しかし実際、政府

は JCFC を評価し、支援したいとさえ考えていると聞いた。もっとも、政府から認められる

ようなやり方でないとやはり潰されてしまうらしいので、JCFC がそのようなやり方を徹底し

ているからこそ成り立つ関係といえる。 

そこで私は、政府が認めるやり方とは何なのだろうと気になった。だが、彼らに率直に「政

府に認められるようなやり方とはどんなやり方か」と聞くわけにはいかない。彼らがどう思お

うが、政府への評価を口にしないのが彼らにとっての当たり前だと私は認識している。あるい

は口にするという発想すらないのかもしれないと、彼らを見ていて思う。だからこそ、調査す

るにあたり聞き方を工夫しなければ、望む答えは得られないと考えた。私は質問の文言を一晩
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かけて考え続け、何とか答えてくれそうな質問を作ることができた。結果は、望んだ答えをも

らうことはできなかった。代わりに話してくれたことももちろん重要なことではあったが、や

はり知りたいことを思うように知ることができないということは、ショックである。異国のな

かでのインタビュー調査の難しさを、深く実感した出来事だった。 

 また、彼らのなかには、政府の言うことに素直に従うふりをしながら政府が作ったルールの

抜け道を作ってビジネスをうまく行う農家もあった。そして、お金もなく、技術支援の能力も

たいして持たない政府に対して危機感を持つ者もいるという。彼らは、政府に何の疑問も持た

ずただ従っているわけではないのだ。彼らは彼らなりに生きるためにできることを考え、政府

の監視下にありながら、政府に従うように教育されながら、懸命に私たちとビジネスを続けて

いる。たいして、私たちはどうだろうか。 

 私たちは彼らと違い、政府を自由に声に出して評価できる。自分の政府への評価を、全世界

に発信できるツールもある。さまざまな意見を持った人が政治に参加し、私たちは同じ意見の

人や政党を選択することができる。だが、私は、私たちは自分や家族が安心して生きていくた

めに、政府に対して声を上げているだろうか。声を上げる権利も不平不満を言う権利もあるに

も関わらず、政府が決めたことになんだかんだ言いながらただ従うだけになっていないだろう

か。そのなかに私が「ありえない。理解できない。」と感じる政策はないのだろうか。もしあ

るのだとしたら、私たちは彼ら以上に政府に忠実ではないだろうか。政府だけではない。会社

や学校といった組織のなかで、冷静に考えれば「ありえない。理解できない。」と感じるルー

ルも、ときには不満を漏らしながらも従ってしまう。私が彼らに対して感じた違和感は、単に

思想の違いで感じたものではなく、

そのまま私自身への違和感だった

のである。 

もちろん、私自身声を上げるこ

ともあるし、反対デモを行う人も

いる。それによってルールや法律

が見直される場合もある。だが、

決められたルールや法律を覆すに

はかなりの時間と話し合いが必要

だ。だからこそ、私たちも彼らも

自分たちの命や生活がすぐに脅か

されない限り、どんなルールにも

法律にも従うのである。              

  

写真 バーシーの様子 
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柔軟に相手を見る 

 

横 尾 若 菜 

社会文化システム学科 3 年 

 

2 回目の渡航前、私は国内での言語化の答えが出ないまま、今年度渡航した。その経験をも

とに振り返る。 

私が昨年度異和感を持ったのは、小学校へ訪問した際に見た光景である。小学生が近くの駄

菓子屋で駄菓子を買っていたのだ。私もその時、一緒にスタディツアーに参加していたラオス

の学生から駄菓子を買ってもらった。初めはありがたい気持ちと嬉しさが込み上げてきたが、

食べている中で、ふと異和感を覚えた。というのも、この駄菓子屋は学校の目と鼻の先にあり、

休み時間にも行くことができる距離にあった。しかも私が駄菓子を食べていたのは小学校の校

庭であった。この時、「ここは学校なのに食べて良いのか」「こんな寄り道できるところにお店

があって良いのか」といった疑問を持った。 

なぜこのような疑問を持ったか考えてみた。私の経験上、小中学校の時、お菓子を食べたり

持ち込んだりするのがダメと言われてきた。学校は勉強する所であり、勉強に関係のないもの

を持って行くのは規律が乱れると考えられているからなのではないかと推測できる。私はこれ

までの生活でルールは、ルールだから守らないとダメと言われてきた。決められた決まりを守

らないと怒られる。私は決まりを破った時に怒られることが嫌であったがそれと同時に怒られ

ていることを周りに見られることが恥ずかしかった。そのため、私は怒られないように、決ま

りを守ってきた。そして、規律を乱してはいけないしルールを守るのは当たり前という認識に

なっていった。 

しかし、現地の子どもたちは買い食いが別に悪いという認識はなく、親も見て見ぬ振りをし

ているという。他にも、箕曲先生に聞いた話によるとカンニングをしても見過ごされているよ

うだ。また、彼らの社会では、「怒ること」こそが、未熟さを表し、怒ることに対して抵抗があ

ると箕曲先生に教わった。そのことを知り、私は彼らが決まりを守らないのは、怒られること

がないから、決まりに対して甘い考えなのか。また、「規律」という概念がそもそもないのか、

と結論付けた。 

しかし 2 回目の渡航で、私の考えは間違っていると思わされた。具体的に、決まりに対して

甘いと思っていたことが覆されたからである。小学校を訪問した際、昨年度見た光景とは違っ

ていた。例えば、子どもたちがごみ拾いをしていたり、図書館の壁にたくさんに決まりが書か

れた掲示物が貼られていたり、帰りの会のようなもので皆が整列したりと決まりを守っている

光景が多く見られたからである。 

ではなぜ、昨年度は、決まりが守れていないと見えたのか。考えると、私が見た事実から思

考を膨らませて、変に解釈をしていたと思われる。例えば、ごみが多く落ちていた光景から「ご
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みが多い＝ごみ拾いをしていない」と思い込んだり、駄菓子屋でお菓子を買っていた光景から、

決まりを守っているのに「お菓子を食べている＝教室でも授業中でも食べているのではないか」

と決めつけてしまっていたりなど、相手の目線に立つどころか、先入観を持って私が考える悪

い方向に捉えていたのである。そのため、異和感が生まれたと考えられる。 

また、規律について改めて考えてみる。初めに立ち返り、規律の意味を調べると、「人の行

為の基準として定められたもの、集団や機構の秩序を維持する決まり」であった（デジタル大

辞泉より引用）。 

私は渡航前、彼らには「規律」という概念がそもそもないのか、と結論付けたが、彼らの社

会に規律がないわけではなく私が考えていた行為の基準と違っていたから規律が乱れると見え

ただけのように思う。また、私たちの社会では、組織やチームが大切にされるため、規律は暗

黙のルールとして、自分の意思とは関係なく作られている。私はその決まりを守れば安心だと

思っていたので、組織から逸脱しないように決まりを守ってきた。それに対して、彼らは、社

会主義国でありながら、規律という面では組織やチームという枠ではなく、自らの意思で規律

を作っていると考えた。具体的にいうと、守るべき決まりとそうでない決まりをうまく選択し

ているように見えた。どちらが正解ということはないが、私自身決まりに甘んじることなく、

自分を律していく必要があると学んだ。 

私は正直、報告書を書いていく中で、なかなか結論にたどり着かなかったし、相手の目線に

立つことの難しさを思い知った。相手の立場に立って物事を見てきたつもりだったが、無意識

のうちに人は人、自分は自分と境界線を引き、相手を見てこなかったのだ。これからは、今ま

でよりも意識して相手の立場で物事を捉えられるように、そして小さな異和感も感じ取れるよ

うに日々過ごしていきたい。 

 

 

決まりが詳細に記載された掲示物 

  



経験を通じた自己変容 

192 

熱い想いを持ち、冷静に受け止め、提案すること 

 

原  実 優 

社会文化システム学科 3 年 

 

「私たちの教育支援とは何だろう」と疑問に抱いたのは、2 年生で初めてラオスに渡航した

ときのことである。私はこの疑問に向き合い続けた。そして、自分の中の考え方や視点に変化

があったことで、自分なりの答えを見つけることができた。 

 まず、2 年生のときの私を振り返る。初めてのラオススタディツアーに参加した際、教育に

関しての情報や現状を知り、私は自分たちの支援に対して無力感を抱いた。 

当時、教育局を尋ねた際に、ラオスで先生が不足している中、ラオス政府がボランティアの

先生を削減する政策をとることを知った。ボランティアの先生を削減する代わりに、正規の先

生を増やすための政策はとっていないようであった。これを知り、私は意味が分からないと思

った。そして、「私たちは教育支援をしているが、政府がこうでは変わらないのではないか。自

分たちは政府に何もできない。」と思い、無力感を抱いたのである。そして、「私たちの教育支

援とは何だろう」と疑問を抱いた。 

この後、国内に帰り、私は報告書に「教育に関しては、政府に対して私たちに何ができるの

かをこれから考える」と書いていた。ラオス政府へ直接アプローチすることはできないと感じ

ているにもかかわらず、私がこのように書いたのは、より良くなってほしいという気持ちが強

かったからである。この頃の私は、「より良くなってほしい」という感情のもと、自分たちの力

で相手に「目に見えて大きく変わること」を求めていた。 

ここでひとつ、これを読んでいる人に問いかけたい。教育支援において、「目に見えて大き

く変わること」を求めることをどう思うか。では、話は一旦戻る。 

私は抱いた疑問の答えを見つけられないまま、3 年生になった。3 年生になり、エフラオの

活動や 3 年次から始まったゼミの活動を通して、論理的に考えることの大切さを知った。以前

の私は感情で考えることが多かった。これらに気づいてから、感情的な部分と論理的な部分を

使い分け、半々になるように意識した。そうして、2 度目のスタディツアーに参加すると、見

え方が変わり、この疑問に対する自分なりの答えを見つけることができた。 

まず、私たちの教育支援とは「提案」であると考えた。私たちにできることは、このような

教育があるという提案であり、その先を考えるのは現地の先生である。提案したものが少しで

も多く、現地の先生に取り入れてもらえるように、私たちは提案する内容を考える必要がある。

このような考えに至ったきっかけは、昨年度送った支援品の使われ方を見たことだ。昨年度送

った支援品は全部が使われているのではなく、一部が使われていた。これを知り、届くものと

届かないものがあり、今後使うのか決めるのは先生であるとわかった。そして、「提案」である

という考えに至ったのである。 
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次に、この提案を少しでも多く取り入れてもらうためには、現状を事実として受け止め、そ

れに合う支援を考えることが重要だと考えた。例えば、政府が発行する教科書の数が足りない

事実を知ったときである。このとき、教科書が足りない事実は、政府が変わらない限り変わら

ないものであるから、まずは事実として受け止めることが大切である。そして、私たちにでき

ることは、政府への直接的なアプローチや教科書の配布ではなく、足りなさを補う授業を考え

ることである。 

2 年生の頃の私はこのように考えなかった。政府に対して意味が分からないという怒りのよ

うな感情を持ち、政府が変わらなくては根本的に改善されないと思うだけであっただろう。そ

う思うのは、先ほど問いかけた「目に見えて大きく変わること」を求めていたからである。私

は、このように考えることは危険であると考えた。目に見えて大きく変わることがなければ、

自分たちにできることがあっても、できないと思ってしまうからだ。 

 私が目に見えて大きく変わることが成功だと思わなくなったのは、自分の中で感情的な部

分と論理的な部分を半々にして考えるようになったからである。 

教育支援と感情は切り離せない。ラオスの先生たち、子どもたちに喜んでもらいたい、私た

ちの支援が役に立ってほしいと強く思うのは当然のことである。今、活動を思い返していて、

涙目になるほどである。ただ様々な感情を抱くのと同時に、教育支援において大切で、忘れて

はならないことは、冷静に事実を受け止め、相手軸に立ち、自分にできることを考えることだ。 

 

ラオスの小学校の先生との写真 
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「私たちにしかできない教育支援」 

 

福 井 彩 椰 花 

社会文化システム学科 3 年 

 

 「教育支援」には、きっと正しい答えというものはないと思う。不足している教科書を寄贈

するのも、不自由なく勉強できる環境をつくるのも、駅前で募金を呼びかけるのも支援といえ

るだろし、支援の形は幅広く様々である。私は未だに支援の定義が何なのかはわからない。定

義があったとしても、それが本当にそうであるのかもわからない。しかし、私がこの 2 年間、

ラオス班として教育支援に多く携わってきて感じたことは、「私たちにできる教育支援」ではな

く「私たちにしかできない教育支援」があるということだ。 

 3 年生になって今年度の支援品を考えるとき、私は「ラオスの子どもたちに日本の文化を教

えてあげたら面白いのではないか」と考えていた。2 年時でのスタディツアーを経験して、子

どもたちが楽しむ姿が最も印象に残っていた。だからこそ、日本からくる学生と一緒にわくわ

く楽しめることとして、日本の文化を教えるということを考えたのだ。しかしこの考えは安易

であり、自分の自己満足でしかなかった。なぜなら、持続性がないからだ。もし、日本の文化

についてのワークショップをして、その時は十分に楽しめても、今後に繋がる可能性は低いと

見られる。私たちがワークショップをすることができるのは、1 校につき 1 回である。そして

毎年同じ小学校に行けるかどうかはわからない。だからこそ、その 1 回を今後に繋がるものに

していく必要がある。私の当初の考えは、たった 1 回を、たった 1 回で終わらせる、そういう

ものだった。これは「私たちにできる教育支援」であると思う。つまり「私たちにできる」と

いうのは、現地の状況を知らなくても、自分たちの発想次第でできるということである。アイ

デアが出れば、どんな形もできるということだ。 

 では、「私たちにしかできない教育支援」とは何なのか。今年度のスタディツアーで私たちが

小学校の授業見学をさせてもらったとき、箕曲先生に「JICA でも授業見学をすることができ

ない」ということを聞いて、私たちが経験していることがどれだけ貴重であることなのか、改

めて感じることがあった。ラオス語は何もわからなかったけれど、先生の授業のやり方を見て、

「たぶんこういうこと？」と、理解してみたり、子どもたちのノートをのぞいてみたり。スタ

ディツアーで得た情報や知識、また自分が率直に感じたことや揺れ動いた気持ちも、とても貴

重でかつ何よりも有力な情報である。インターネットを検索しても、セットコット村の小学校

の生徒数なんて出てこないし、小学校の図書館にある本の冊数も明確なデータは出てこない。

持続して使ってもらえるような支援品を考え作成するのも、自分たちが得た情報が肝心になる。

小学校に先生が 1 人しかいない、ではどのような工夫を凝らせば先生が 1 人でも使えるものに

なるか、支援品を自分たちの自己満足で終わらせないために、どこまで相手と同じ目線で考え
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ることができるのか。私たちが直接得た情報や、実際に感じたことを、支援品に反映すること

が「私たちにしかできない教育支援」ではないかと考える。 

 そして、「私たちにしかできない教育支援」をするにあたって、重要なことがもう 1 つある。

それは、エフラオみんなでつくるということだ。当たり前のことかもしれないが、忘れてしま

いがちなことでもあると思う。スタディツアー前にワークショップの実践を行ったとき、質問

がほとんど上がらなかった。正直その時「本当に大丈夫なのか」と不安になった気持ちをよく

覚えている。「ここ気になったけど大した問題じゃないかな」と判断した人が、もしかしたらい

るかもしれない。しかし自分にとっては大した問題でなくても、それが後に重要なことである

可能性もある。だから、自己判断ではなく、些細なことでも話し合うことが重要であると思う。

現地に行って得たこと、感じたことは、メンバーそれぞれで違う。その違いがあるから面白い。

だが、その違いが面白いと感じる瞬間は、みんながそれぞれの考えや意見を言ったときに感じ

ることであると思う。自分の思っていることを発言するのには、勇気がいることだし、私自身

も、ずっと一緒に活動してきたメンバーに対してでも素直に何かを伝えることは難しいと思っ

ていた。しかし、エフラオは人と違う意見を持っているからこそさらに輝ける場所であると思

う。人と違う考えや意見を持つことは全く恥ずかしいことではないし、むしろその人との違い

を受け止めてもらえる環境がエフラオにはある。この環境があるからこそ、エフラオみんなで

つくる「私たちにしかできない教育支援」があると思う。 

 私は、ワークショップを成功と失敗で表現したくなかった。なぜなら、成功か失敗かを決め

るのは自分の気持ち次第だからだ。支援品を来年も再来年もこの先持続して使ってもらえるよ

うになって、ようやく成功と言えるのではないかと思っていた。そんなことを思いながら、今

回のスタディツアーで昨年度訪問した

小学校に行った。そこでは「今でもこ

うやって使っているよ」と、昨年度私

たちが寄贈した支援品を使ってくれて

いた。それを見たとき、嬉しさと今で

も使ってくれているという安心感が込

み上げた。ワークショップが終わった

ときの達成感とはまた違う達成感を覚

えた。誰かために全力で取り組むこと

は、こんなにも心が温まることなのだ

と感じた。この気持ちを味わえたこと

は一生忘れないし、これからもずっと

私の心に残り続けるであろう。 

 

 

  

写真 ワークショップ後の集合写真 
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値段とは、fair とは 

 

 齊 藤 大 輔 

社会文化システム学科 2 年 

 

 私たちの生活において、何か物を購入するときには指定された額を支払うことが一般的であ

るだろう。ではもしその値段が表記されていなければ、それはどんな意味があるのだろうか。 

 今回のスタディツアーで私が一番違和感を覚えた出来事、それは市場において商品の値段が

書き示されていないことであった。しかし値段が決まっていない訳ではない。「タオダイ（現地

の言葉でいくらですかという意味）」と尋ねると、商店の方は即座にその金額を教えてくれる。

今考え付いた様子はなく、あらかじめ決まっている値段を口にしたのだと思う。その時の私は

偏に、面倒だ、そう感じた。値段が書いていればこうしたやり取りも必要がない、またラオス

語を話せない私にとっては毎回このやり取りを行うこと自体にいちいち緊張が走る。騙される

危険を考えて身構えてしまう。なぜ値段を予め書いておかないのか疑問を覚えた。また、その

市場では「値切り」が当然のように行われていた。私の班の通訳も値切り交渉の末に 60,000kip

の靴を 10,000kip 安く購入していた。「値段が書いていないこと」と「値切り交渉」、この 2 つ

が何を意味しているか、私は自分なりの答えが出せないままその場を去った。 

 スタディツアーが進み、現地の団体 JCFC と日本の ATJ 間のコーヒー売買における価格設

定方法は「交渉」であることを知った。互いの要望を出し、納得のいく額になるまで話し合う。

買い付け側である ATJ が設定した金額を押し付けず、生産者に払える最大限の金額を交渉によ

って導き出す。あくまで現地に寄り添って、生産者を尊重することを通してフェアトレードを

実現させようとしていた。JCFC はアメリカのバイヤーとも取引をしていた過去があるが、そ

の時のバイヤーの考え方はいい豆だけを厳選して、高価格で買い付けるというものだった。し

かしそれでは農家間での貧富の差の拡大や不満の増大が発生して組織が崩壊する恐れがあり、

何より基準が彼の主観に基づいており明確ではない、農家と共にという考えが欠落しているこ

とを嫌った JCFC は彼との取引を辞める決断をした。ここでも「交渉」という言葉が出てきた。 

 さらに時は進み、私の班は家計調査を行っていた。別項で詳細を記載するが、その家では自

らの息子を現地の大企業に就職させるために、遠い親戚であるその企業の社員に就職あっせん

料を支払ったことや土地権利証明書がない故に自らの土地を少なめに申告して、土地税を軽減

していたことが分かった。先生の解説曰く、それでもその払った額全てが納められるわけでは

なく、仲介する者が中抜きして私腹を肥やしているケースが頻繁にある。だから彼らは本当の

税金の額がいくらなのか分っていない、不正な金銭のやり取りが横行しているとのことだった。

どうやら ATJ が JCFC に渡しているマネジメント費というものもこうした不正な金銭の部類

だと思われていたこともあったらしい。「農民が掴めていないお金の流れ」、先述した 2 つの出

来事との繋がりを感じずにはいられなかった。 
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 そして帰国し報告書を書くに際して、今私は違和感の原点に立ち戻っている。どうして市場

では値段が書いておらず、交渉する文化があるのか。始めは「値段を提示することで価格競争

を表面化するからではないか」「協調性を重んじる傾向が強く、市場の雰囲気を保ちたいが故の

行動ではないか」と思考を巡らせた。もちろんこれも関係していると思うが、どれも腑に落ち

ない。なぜなら彼らはお金について話すことを拒絶しているわけではないのだから。値切り交

渉や家計調査等からそれは分かる。では一体どうしてか。ここまで長々と書いたが私が出した

結論は「不明瞭な状態で目の前にある値段を交渉ないしコミュニケーションによって明瞭にし

たいのではないか」というものである。言語を使用して値段について言い合う文化の根底には

ただただその物にどれだけの値段があるのかを明らかにしたいという意識があるのではないか、

「交渉」を通じて彼らは彼らなりの fair な取引を求めているのではないか。そう私は考える。

市場経済の変動を考えて値段を調整することが競争原理にも基づいた私が考える fairであると

すれば、彼らの求める fair とズレが生じ、違和感を覚えるのは当然である。アメリカのバイヤ

ーとの取引を辞めたのは「交渉」をする余地がなかったから、就職あっせん料や土地代につい

てはその値段の正当性を「交渉」によって把握できていないから。彼らの求める fair は「分か

らない、だから会話をして共に決定をしよう」ということであり、私が面倒だと感じた過程は

農民や市場で働く人にとってはなくてはならないものだというのが今回覚えた違和感に対する

現時点での回答である。 

このことを通して、何か自分に暗黙の前提が崩れ

た自己変容が起きたかというと実感は湧いていない。

しかし自分の中でフェアトレードに関する考えが改

まったのは確かだ。渡航前より私は適正価格の決ま

り方について疑問を持っていたが、「当人たちが話し

合い、円満に決めた価格以上のものはない」という

結論に今は達している。しかしこれはあくまで買い

付け側と生産者における話であり、販売価格とはま

た異なる。そしてこれはフェアトレードを構成する

要素の一部分でしかない。このことを理解できたと

ことから少しは前に進めたと言って良いと思う。こ

れからも「彼らの fair」を頭においてフェアトレー

ドについて理解を深めていき、第 7 期 Smile F 

LAOS の活動をより充実したものにしたい。                  

 

 

 

  

写真 値段の書いていない市場 
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彼らの側に立って見えたもの 

 

長 島 佑 佳 

社会文化システム学科 2 年 

 

 スタディツアーの中で、４つのコーヒー農家さんの暮らす村に行った。そしてどの村を訪れ

たときにも私には強く感じることがあった。それは、彼らが「資源を無駄なく大切に使ってい

る」ということだった。なぜそう感じたのか、具体的に私が目にしたエピソードを挙げて考え

てみる。 

 まず、ある村での昼食に出てきた「豚の耳」である。私が普段目にする豚肉は薄くきれいに

スライスされたものである。一方ラオスの市場では、各部位ごとに原形をとどめた状態で売ら

れている。そのため豚の耳を使った料理が出てくることは当然のことである。しかし、馴染み

のない私にとってはかなり衝撃的で、頭の先まで調理をして食べるその行為に“無駄がない”

と感じたのである。そして同じく村で出てきた魚の料理に関しても同様の感情を抱いた。私は

普段、魚を食べるとき、骨、頭、尾の部分はよけて身だけを食べる。しかしラオスでは頭から

尾まで残すことなく食べられていた。これを見たときに、なんて“無駄がない”食べ方なのだ

ろう、と思った。このような料理の例の他にも、洋服を雑巾として使っていたり、コーヒー豆

を運ぶための麻袋を風よけのカーテン代わりに使っていたりなど、資源を“無駄なく”使って

いると感じる多くの例を見つけることができた。 

 しかし、私は考えていくうちにふとある問いが生まれたのである。それは、「彼らは本当に資

源を大切にしようと思っているのか」ということである。彼らにとってはそれが当たり前で、

特別な意識があるわけではないのではないか…。 

 そこでこれらの問いを何とか解決すべく私なりに考えた。そして、彼らにとってそれが無意

識であるとすると、何か根本的なものの捉え方が違うのではないか、ということに気がついた。

なぜ魚の骨まで食べるのだろう、なぜ洋服を雑巾にするのだろう、という個々の事例について

「なぜ？」と考えても、答えは出せない。そうではなくて、私とはそもそも違うフィルターを

通してものを見ているのではないか、と考えてみる。そこで最終的に出した見解は「同じもの

を見ているとしても、彼らは私よりも“大きな枠”でそのものを捉えているのではないか」と

いうことである。これについてまた先に述べた魚の例と洋服の例を使って考えてみる。 

 まずは魚の例である。私たちが普段焼き魚を食べるとき、食べる部分は柔らかい身の部分で

あり、その身の部分を“魚”として捉えていると思う。しかし、この捉え方とは違って、まる

ごと魚一匹の状態を“魚”として捉えることができれば、彼らと同じように、骨も頭、どの部

位も等しく“食べられるもの”として捉えることができるのではないかと考えた。実際にラオ

スの市場では日本で見られるような切り身の状態で売られていることはなく、一匹の状態で売

られていたため、そのような捉え方になるのは自然なことである。そして次に洋服の例である。



社会文化体験演習活動報告書 第 2 分冊（キャリア分野） 

199 

私の感覚でいうと“洋服＝着るもの”である。しかし、仮に“洋服＝布”として捉えることが

できれば、彼らのように、洋服を着ること以外にも活用する発想ができるのではないかと考え

た。 

 ここまでの私の考えをまとめてみる。最初は彼らが「資源を無駄なく大切に使っている」と

感じていた。しかし、それは彼らが１つのものに対して私よりも大きな意味の枠で捉えている

からであって、彼らよりも狭い意味の枠で１つのものを捉えていた私にとっては、「資源を大切

に使っている」ように見えていただけ、だったのである。 

 はじめは何の違和感もなかった自分のものの見方が、実は周りの環境によって形作られたフ

ィルターを通したものだったことに気づいた時、今まで自分はいくつの誤解をしてきたのだろ

うと少し怖くなった。今回のスタディツアーで生まれたこの一連の考えは、現地に足を運んで

彼らの村での生活を自分の目で見たからこそ得ることができた。全く異なる生活環境がそこに

あるのは当たり前であるし、「こういうものだ」として納得してしまうのは簡単なことである。

しかし、そんな中で何か引っかかりを覚えたことについて逃さずに追求していくことが、自分

にとって意味のある学びにつながることを実感した。 

  

最終日に撮影した A 班のメンバー写真 
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自然と共存することと、自然体であること 

 

福 田 眞 子 

社会学科 2 年 

 

 ラオスでのスタディツアー中、私は「違和感」を探し続けた。違和感を探しすぎて、違和感

を探すことに違和感を覚えたほどだ。私は一度ラオスに行ったことがあるため、見るものにど

れも懐かしいと感じ、初めてラオスに行った時のことを思い出し、やはりいいところだなとラ

オスの魅力を再認識していた。そんな中、違和感とは異なるが、魅力的ではないと感じたもの

がある。それは、村での生活である。私たちの行った村では、もちろん高い建物はなく、どこ

にいても綺麗な空を見渡すことができ、人々もどこかゆったりしているように見えて、風景だ

け切り取るととても魅力的であった。しかし村の人たちの生活に目を向けると、なぜか魅力的

に感じないのである。 

 まず、私が村に行く前の思い込みとして、村＝田舎＝自然豊かであるというのを想像してい

た。だから、コーヒー農家は自然と共存した生活を送っていると思っていた。私の考える「自

然と共存」とは、自然からの恩恵を受けると同時に、その恩恵を得続けられるように自然に対

して悪いことをしないことである。しかし実際にいくつかの村を訪問すると、自然と共存して

いるという感じは見受けられず、言葉を選ばなければ自然を大切にしていないように見えた。

だから、魅力的に見えなかった。ここで、そもそも「自然」という概念が違っていれば、私に

とっては自然と共存していないように見えるが、彼らにとっては自然と共存しているのではな

いか、と考えた。 

ここで箕曲先生から、ラオスには「自然と共存する」という言葉がないという助言をいただ

いた。「自然と共存する」という言葉はないが「自然」という言葉はあり、ラオス語で「タマサ

ート」と言うらしい。このラオス語での「自然（タマサート）」には、例えば鶏がそこらへんを

自由に歩いている様子や、作物に肥料を与えないことも含む。私はこれを聞いて、ラオスの人

が使う「自然（タマサート）」とは日本語での「自然体」に近いニュアンスがあるのではないか

と思った。自然な状態であり、手を加えていない状態である。そうであるならば、私の思う「自

然と共存」は自然に対して人間が何かしら働きかけることでもあり、それは自然にとっても人

間にとっても手を加えていない状態ではない。すなわち、「自然（タマサート）」ではない。 

結局、彼らの考える自然と私の考える自然が同じではないかもしれない、私の考える「自然

と共存」は彼らにとっては自然ではないのかもしれない、というのは憶測に過ぎない。しかし、

もし私たちにしか「自然と共存」という発想がないとしたら、それは私たちの生活が自然とは

切り離されてしまっているからかもしれない。私がラオスの村に行って実際に見た彼らの生活

は、私の生活よりも遥かに自然と近くに暮らしていた。だから、むしろ彼らの方が本当の意味

で「自然と共存」しているのではないかと思った。 
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最後に、私は最初に彼らの生活が魅力的ではないと言った。しかしそれは、私の考える「自

然と共存」を理想とした視点から彼らの生活を見ていて、その理想と彼らの生活が異なってい

るように見えたから魅力的ではないと判断してしまったのだと思う。ここで、勝手に自分の理

想に物事を当てはめようとしてしまっていることや、その理想との違いをただ違いとして捉え

るのではなく善し悪しで捉えてしまっていたということに気づかされた。これからも自分の尺

度にとらわれず、同じだからいいとか違うから悪いとか考えるのではなく、まずその違いがあ

るという部分に目を向けられるようになりたい。 

 

 

屠殺したばかりの鶏と「自然体」な犬 
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今まで見ていなかった世界 

 

阿 部 大 輔 

社会文化システム学科 2 年 

 

 私はラオスに渡航して最初に感じたことがある。それは、ラオスに着いた時から妙な居心地

の良さや自由さを感じたことだ。ラオスが日本と似ているとかではなく、単純に感じた印象が

そう見えたのである。その居心地の良さや自由さを感じる要因が何なのか。ラオスで数日間過

ごして、この異和感の原因を知るきっかけとなった出来事がある。そこから気づいた異和感を

言葉にしてみた。 

 スタディツアー中、昼ご飯の食材を購入するため、市場に行くことが何回かあった。市場で

食材を購入するため、食材を見ていた時、見たことが無い果物があった。私は気になり通訳を

介してお店の人に質問をしてみた。「どんな味がするの？」と聞いてもらったところ、お店の人

と通訳が少し会話をした後、通訳が勝手に果物をそこから手に取って食べ始めたのである。私

にも分けてくれて、私も一緒に食べたが、内心とても驚いていた。「売り物なのに勝手に食べて

しまったが大丈夫なのか？」とお店の人に質問したら、「問題ない」と答えが返ってきた。これ

が一つ目の出来事である。もう一つの出来事は、市場での自由時間で買い物をしていた時のこ

とである。通訳がパンを買ってきてくれて、皆に分けてくれたことがあった。しかしその時、

少し小さいパンが入っていて、何を思ったのか、お店の方に向かいその小さいパンを、お店に

置いてある売り物と取り換えてきたのである。お店の人も特に怒ることなくそのままにしてい

て、わけが分からなくなった。これらの二つの出来事を目にして、彼らは自由で縛りの無い生

き方をしていると最初に感じるきっかけとなった。 

 しかし、彼らなりにもルールや縛り、不自由さがあることも同時に知った。私は正直、彼ら

は何も縛られていなく、自由に市場で商売をしていると思っていた。だが市場の人に話を伺っ

てみると、いくつか彼らにも不自由に感じていること、ルールなどがあった。一つ目は、カテ

ゴリーによって販売できる場所が区切られている。二つ目は、販売する許可証のために政府に

税を納めてお店を出している。三つめは、市場全体を清掃する人がいて、清掃をする人のため

に決まった形でお店を出している。このように、私の日常にあるお店と同じくルールが決まっ

ていて、必ずしも自由に商売をしているわけでは無い事が分かった。 

ではなぜ自分は彼らが自由に見えたのか？ここまでの体験で、私は物事を捉える単位の異和

感に気づいた。市場での出来事も、目の前で起こっている出来事を一つの単位として見ていて、

その単位の中で起こる出来事を判断材料にして、彼らが自由な生き方をしていると決めつけて

いた。見ている単位を大きくすると、市場でのルールなどが見えてきて、彼らが決して自由で

あるわけでは無い事に気づくことが出来る。自分は当たり前のように、目の前の小さい単位の

物事で判断を行っていたことに気づき驚愕した。見えていた世界の小ささに悔しさまで感じた。 
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 その気づきを経て、今までの自分の行動を大きな単位で捉えてみた。例えば大学の授業の

出席の捉え方である。細かい単位でみると、ある一日は課題提出も無く、休んでも大したこと

はないと捉えてしまう。しかし、大きい単位で捉えてみると、15 回の講義を全て受けることに

より得られる知識の重要さがあることが理解できる。今まで私は目の前の物事を小さい単位で

捉えていた。この見方の気づきを得たことは、自分のこれからにとても役に立つと思う。今回

のスタディツアーで得た経験は、今住んでいる場所から離れて現地に足を踏み入れたからこそ

手に入れたものである。小さい単位で見ることから離れて、一度大きい単位で物事を捉え直し

て、判断を行い考えるようにしたいと思っている。新たに物事が見れるようになり、この先ど

う考え方が変わるか楽しみである。 

 

 

  



経験を通じた自己変容 

204 

見るべきは自分じゃない、相手だ！ 

 

杉 浦 裕 貴 

社会文化システム学科 2 年 

 

 ラオス入って思ったことは本当にゴミがいたるところに散乱しているということだ。今回の

ワークショップのテーマが環境問題とりわけゴミ問題なので私自身過敏になっている点も否め

ない。しかしそれでも目に余る。そしてその日の昼に行った飲食店の床にもやはりゴミが散乱

していた。これを見た私は正直理解できず、「日本だとクレームがくるレベル。信じられない」

とメモを残している。最初の違和感はやはりゴミであった。 

 その後、市場に行った時市場の中にもゴミが落ちていた。しかしそこで私の違和感はゴミか

ら人に移って行った。私が日本やこれまで行った国で経験してきた市場は歩いているとしつこ

いぐらい店員から声をかけられるところであった。しかしラオスではそれが見られなかった。

積極的に売りにくるどころか、むしろ受け身にすら感じた。スタディツアーを通して一番の違

和感はこれだ。 

 まず受け身の姿勢でものを売っている背景を自分なりに考えた時に浮かんだのは農村社会で

あったからということである。例えば米が足りなくて困っている A さんがいたとする。A さん

は米をもらうために米を持っている B さんのもとに行き、もらうということになる。このよう

に先にニーズが生じ、欲しい人がくる。このことがあるから彼らにとって客は自らが声をかけ

呼び込むものではなく、勝手に来るものと捉えているのではないかと考えた。 

 では逆になぜ積極的に売るより受け身で売ることの方がよしとされているのかについて考え

ていく。これを考えた時に浮かぶのもやはり農村社会だからではないかというものだった。私

にとって農村社会はその集団間で足りないものを分け合うなど助け合いながら生きているとい

うイメージを持っている。もし積極的に売った結果自分だけ突出してしまうと周りの集団から

妬まれ、排除されてしまうのではないだろうか。そうするとその地で生活していくことは困難

である。またこれは暴論かもしれないが、農村社会の人たちは農業など自然相手の仕事をして

いる人が多い。なので自分がいくら努力しても一度洪水や干ばつなどの自然の脅威が起きれば

全てなくなってしまい無駄になってしまう。これらの点から積極的に販売するよりも、受け身

な方が良いという考えになったのではないだろうか。 

また彼らはリスクが生じることを嫌っているように見える。それは彼らの販売方法にも現れて

いる。例えば私たちがスーパーに買い物に行った時、野菜そのものの他に野菜を加工して作っ

た漬物なども売っているのが目につく。しかしラオスの市場では私の見た限りそういった加工

商品は見られなかった。その他にもダオファン農園の話ではお茶はあまり売れなかったから農

地を縮小し、今は欲しい人がたくさんいるためアボカドを試しで育てているという。この二つ

の事例どちらにも言えることはリスクを犯してまで売ろうとはしないという点である。売れる
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かも分からないのに野菜を加工したり、あまり売れなかったお茶の育て方などを変えたりして、

もっと売れるように工夫するなどはしない。アボカドの例のように欲しい人がいるものを作る。

彼らは自分が売れる商品を作ろうではなく、売れる商品がある。だからそれを作ろうという考

えなのだ。 

 また彼らの考えの一つとしてスタディツアー中何回も耳にした「サバイサバイ」というもの

がある。意味としてはお気楽に、ご気楽にといったニュアンスである。この言葉にあるように

彼らは働きたくて働いている。自分を追い込んでまで働こうなんて考えもしないだろう。 

 帰国後これらのように自分なりに考えた後もう一度スタディツアーを振り返って見ると、私

はラオスで過ごしていた時に起きた出来事を自分の見方でしか見ていないことに気づいた。フ

ィールドノートを見返したり、自分の 1 分間スピーチを聞き返したりしても「私なら〜」や、

「日本では〜」など自分の育ってきた環境や価値観だけで「信じられない」や「ありえない」

などと勝手に結論づけていた。そうやって培ってきた自分のフィルターで見るのではなく、彼

らの文化や価値観なのだから向き合うべきなのは彼らの生活や考え、彼らのフィルターで物事

をみることなのだということを実感した。もしかしたら彼らからすればなんでもかんでも利益

のためや自分のためにと忙しく動いている私たちの方が信じられないのかもしれない。 

 これらのような気づきを得られたことはスタディツアーでのいい経験であり、私にとって一

番の成果である。しかし、この気づきによる変化によって私が現地の現状を良いものだと思う

ことはなく、自分の物の見方が根本から変化したということはない。しかし彼らの視点で考え

ることによってほんの少しだけ見え方が変わってきたということ。この少しの変化を忘れずに

これからの活動に励んでいきたい。 

 

 

B 班のメンバーと 3 年生 
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無意識に取り憑かれる 

 

山 口  樹 

社会文化システム学科 2 年 

 

「大学に行った方がいい企業に入れる。」「資格は持っていた方がいい。」誰もが一度は言われ

た事がある言葉ではないだろうか。少なくとも私はどちらも人に言われた事がある。自分で考

えたのではなく言われた。またそのような周りの風潮や流れを感じていた。 

 スタディツアーでは毎日のように市場に訪れた。私にとって市場はなんとも映画のような光

景で初めて見るものばかりであった。私はあの場所が結構好きだった。しかし同時に異様だな

とも感じた。その答えは簡単だった。お店の人が声をかけてこないのである。私はここに“何

か”を感じた。そこから数日後個人的な調査のために市場の女性にインタビューをした。彼女

は 10 年間同じ場所で野菜を売っているそうだ。私はここに異和感を持った。なぜ彼女は別の

もっとお金の入る場所等に移動して野菜を売らないのだろう。なぜ声を掛けて物を売ろうとし

ないのだろう。あの時感じた“何か”はここにあった。そこには発展が感じられなかった。同

様なことが村でも見受けられた。農村では、毎年生活に困らないように工夫はしているが必要

以上にお金を稼ごうとはしていなかった。そこにも発展は感じられなかった。 

日本にはキャリアという言葉がある。資格を持っていることや持っている経験などを指す。

しかしラオスのコーヒー農園において発展やキャリアという概念がない。そもそも彼らには発

展やキャリアが必要ない。なぜ必要ないのか。私が考える理由としてはラオスの農村では一つ

の村に親戚同士がいくつか住んでいることにある。住んでいる家は違うけれどその人たちは家

族という括りなのだ。コーヒー農家という体力を使う仕事は歳をとってからは難しいものがあ

る。しかし年をとって仕事ができなくなっても近くに住む自分の親戚が生活を支えてくれると

いうシステムができている。若い頃にどれだけ稼いでいたかで老後の暮らしに差や不便が生じ

たりする事はないのだ。また、村の組合長になったからと言って収入が増えるわけではない。

組合長はボランティアであり、あくまで役割。平等なのだ。故にキャリアという概念は必要な

い。 

 キャリアという言葉に当たるラオス語はなく言い換えるのならば“人生設計”という言葉に

なることを知った。そこで私自身が考えていた人生設計とプーマッコ村の農家さんの人生設計

を比較していくことにした。私の人生設計は「大学」「資格」「アルバイト」「就職」「結婚」「独

立」といった言葉が並んだ。ところが農家さんの人生設計には「引っ越す」「家を建てる」「継

ぐ」「車を買う」「やめる」などの言葉が並んだ。ここからわかるのは彼らにとってはいつ家や

車、仕事に使う機械を買うかも重要な人生設計であるということだ。ここで私は自分の人生設

計を「仕事」という固定概念で構築していたことに気がついた。それに対してコーヒー農家さ

んや市場の女性の人生設計には仕事は組み込まれず、生活の一部として捉えられているのでは
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ないかと考えた。“仕事の中に生活があり、生活の中に仕事がある”のだ。まず仕事の中に生活

があるという部分、子育てをしながら市場で物を売る・家族や親戚で収穫を行うなど仕事をし

ながら生活を送っていた。次に生活の中に仕事があるという部分、仕事を生活の一部だと捉え

ているのならば生活を大きく変える必要がないのではないか。それは私がなんらかの大きなき

っかけがない限りいま住んでいる家を引っ越そうとは思わない感覚と同じであり、市場で話を

聞いた女性もお店を第二の生活拠点として捉えているのなら頑張って発展させなくてもいいと

いう考え方なのではないかという自分なりの答えにたどり着いた。 

 このことから私は、“学校と私生活” “アルバイトとプライベート”を無意識レベルで分け

ていたことに気がついた。私はいままでキャリア＝仕事のため・将来のためという固定概念が

あった。しかし、彼らにとってのキャリア形成（人生設計）は＝生活の中にあった。私はこの

ギャップに異和感を感じていたのだ。タイトルの無意識に取り憑かれるとはこのことである。

村人同士の普段の会話でさえも彼らにとっては仕事で生活なのだ。私はこの気づきと出会って

自分の考え方がとても窮屈だったのではないかと感じた。もちろん大学に行くことや資格を取

ることはいいことであるし自身の為にもなる。でもほんのちょっとだけ見方を変えればいいの

だ。学校にいても勉強ばかりではない。友達と話す、ご飯を食べる、本を読む、映画を見るな

ど勉強以外のことだってしていたではないか。何を持って学校と私生活を分けているのだろう。

きっと私の中で生活・プライベートとの隔たりがなくなった時、学校もアルバイトもより充実

した楽しいものになるのではないだ

ろうか。これに気づいた私は少し自

分に期待をしてしまっている。少な

くともスタツアに行ってから私にと

ってエフラオは生活の一部になりつ

つある。それは決してラオスに行っ

て何かに詳しくなったと調子にのっ

ている訳では全くない。授業で聞い

たことをラオスで自分の目で見て納

得し、俄然興味が出たのだ。まずは

この 1年間授業で習ったことの理解

を深めることから始めた。これは私

の生活がより充実したものになる第

一歩なのかもしれない。 

 

 

 

  

写真 ラオス人学生と 
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会話の先に見えてくるもの 

 

中 山 大 地 
社会文化システム学科 2 年 

 

僕は今回の渡航でフェアトレードや家計調査を学ぶ上で特に会話の部分に力を入れた。つま

りラオス人とのコミュニケーションだ。理由は初めてラオスに渡航した際にラオス人学生とコ

ミュニケーションの部分でうまくいかなくて苦く辛い経験をしたからだ。だからその部分は特

に心がけた。そのため全員のラオス人学生や通訳とはある程度会話もできた。でもラオスに 1

回渡航にしたということで現状や異和感を自然に受け入れてしまう自分がいた。だから全体を

通して異和感を感じるというものが異和感でもあった。でも心がけていた部分で異和感がでて

きた。 

まず自分は村訪問の際に村人やラオス人学生や通訳などの行動や様子などを見ていた。その

時に異和感を感じる部分があった。それは人と人が接する際に境界線がないのでないかと感じ

た。なぜそう感じたのかは普段の生活で自分が境界線を作っていたり、分けたりしてしまうか

ら。これは自分だけでなく作ってしまう人は他にもいると感じる。だからそこに異和感を感じ

た。境界線をわかりやすく言うと 

「壁」だと自分は考える。人に対して壁を作るか作らないかと言うことなのだ。壁や境界線な

どがない＝仲が良いと自分は考えている。でもよく考えてみると壁がないだけで仲が良いのか

という疑問が出てきた。それは自分が素の姿を出していないために壁がなくなっているだけで

はないのか。そこは自分が特に当てはまる部分だった。理由は「親しき中にも礼儀あり」。これ

を自分は大切にしている。だから仲が良くても自分単位よりも相手などを基準に考えてしまっ

ている。だから自分の素の姿というものは難しい。出せる場を多くない。だからこそ自分たち

日本人と会ってたった数日でラオス人学生や通訳が多くの人に対して素の姿や遠慮などがなく

なった姿を出しているのを見て自分は壁や境界線がないと感じていた。でもそのように感じて

いたり考えていたりしたのは違うかもしれない。 

それをラオスの村で見た時にそのように感じたがラオスや日本人学生・通訳と話している時

にそのように感じた。それは外部者と内部者での関わりを見て感じた。つまり農村の人たち同

士が仲良く隣の家の人や村人同士と仲良く話している姿をあまり見る機会が多くなかった。た

またまかもしれないが頻繁には行われていなかった。自分はあくまでラオス人や日本人学生や

通訳が村人と話している姿で境界線がないと考えていた。そのためのためラオスでの村社会の

中では境界線はあるのではないかと今は考えている。これは日本に帰ってきてから考えた結論

だ。現地で感じて考えに至ったわけではないし生活にずっと密着はしていないため断定はでき

ない。帰国後に訪れた滋賀県沖島での体験を基にすると、日頃からお互いが近く同じ環境同士

であるからこそ境界線や壁は強い。厳しい社会になっている。つまり近すぎるからこそ境界線
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や壁などが生まれてできてしまうという。隠すや見栄など人と関わる以外の要素がたくさん出

てきてしまい厳しく難しい社会であるコミュニティになる。でも仲は悪くない。同じ生活者で

あり仲間でもあるから。島や村といった小さくて近すぎるからこそ生まれる壁や境界線と自分

は考える。それをラオス単位で考えた時に村では同業者で、コーヒー豆は毎年取れる量も売り

方も売却先も異なる。個人や各家単位が多い。それに家族や家の存在も近い。つまり自分が想

像する以上に壁や境界線が強く難しい環境だと考える。 

今回の境界線を言語化してみたがこれが正しいかは自分でもわからない。滋賀県沖島での体

験を通じて考え思った事をラオス単位で考えて結論に至ったのも合っているのかはいつまでた

ってもわからないままだろう。でも背景や社会主義国のラオスやコーヒーなど今まで以上にた

くさんのことを学び吸収できた。今回 2 度目の渡航を経験してみてさらにラオスという国の謎

や不思議が深まった。未だにしっかりと整理ができていないのが現状だ。1 度目の時よりも謎は

深まったがラオスに対しての興味は 1 度目よりも増した。自分の知識を広げるためにも違った

面として自然や文化や遺産なども知っていきたい。まだラオスに 2 回しか行ったことがないが

なぜか行く度に自分の成長や変化や挑戦という部分原の点がラオスになっている。来年度もコ

ーヒーなどの複数の面からラオスという国にかかわっていき異なる目線などから見つめていき

たい。これらの経験を踏まえ自分なりに生かしながら自分が想像できない未来へと進んで挑戦

していきたい。 

 

ラオス滞在中に 1 番会話をした D 班通訳のシンと 
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信頼とフェアトレード 

 

高 橋 瑛 子 

社会文化システム学科 2 年 

 

 ラオスに渡航する前の授業の中で、メンバーがそれぞれ何を学びたいのか 1 分間話す時があ

った。その日から私は、自分はラオスでしっかりと何かを学んで帰れるのか、学びにつながる

何かを見つけられるのか不安で、ラオス渡航についてずっと考えるようになった。今思い返せ

ば、私にとってのラオススタディツアーは渡航した 11 日間だけではなく、すでにそこから始

まっていたのであった。 

 私が渡航する前の 1 分間スピーチで発表した目標は、エフラオに入る動機でもあった「フェ

アトレードとは何か」という問いについて、現地の環境のなかで農家の方の話を通して自分な

りに考えるということであった。講義でフェアトレードの歴史や JCFC と ATJ におけるフェ

アトレードの仕組みなどを学んだ。その講義の中で、フェアトレードは言われているほど効果

がないと教わりたくさんの疑問が頭に浮かんだ。そんなに効果がないのならどういう意味があ

って行われているのか。ラオスのコーヒー農家にとって、フェアトレードは家計戦略を考える

にあたっての手段の一つにしか過ぎないのだろうか。彼らにとってのフェアトレードとは何か。

そういった疑問を持ちつつ、まだ自分の中ではっきりしていないフェアトレードについて教え

られた知識だけでなく、ラオスでの自分の経験を通して考えたいと思っていた。 

 現地で JCFC の代表であるウアンさんや副代表のソンブンさん、ジェネラルマネージャーの

タオさんのお話を伺った。彼らの話を聞いていて感じたのは、彼らが人間関係をとても大切に

しているということである。特にウアンさんは「JCFC と ATJ は一つの家族である」と言うな

ど、ATJ との信頼関係を重視しているように思えた。一方、彼はコーヒーの品質は少しずつ向

上させていけばいいと話していた。しかし、私はその考えをあまり理解できず、違和感を覚え

た。人間関係が大事なのはわかるが、それをゆっくりやっていていいのかと納得できなかった

のである。 

また、彼の話を聞きアメリカのバイヤーとはうまくいかなかった経緯について気になり先生

に伺った。以前マイケルというアメリカ人が、コーヒーの品質がいい農家のみから高い価格で

買い取るという、個人にインセンティブを与える方法を提案してきた。実際にマイケルにあっ

て話を聞く機会があったのだが、彼はラオスにおいて「スペシャルティ・コーヒー」の生産を

目指していた。しかし、JCFC は組合全体での品質向上を目指していて、個人で買取金額に差

が出ると農家同士の嫉妬が生まれ組合がバラバラになることを懸念し、彼と取引をしなかった

のである。私は、彼の方法は品質に対して価格をフェアにしようとしていると感じ、いい方法

なのではないかと思った。農家も品質向上により収入が上がり、生活をより豊かにできるので

はないかと考えたのである。 
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コーヒー農家の方々にフェアトレードや人間関係、マイケルの買い取り方に関する質問や、

家計調査、コーヒー収穫・加工体験を行う中で強く感じたことがあった。それは皆生きるため、

家族を養うために必死であるということだ。ある農家の方が ATJ にコーヒーを売る理由の一つ

は、他より金額がよくて前払いがあるからであり、もしマイケルのように ATJ より高く買い取

る人が現れたらそこに売ると話していた。すでにマイケルと取引をしている農家の方もいた。

また、コーヒーを高く売るために時には嘘をついてしまう人もいた。だが、彼らは人間関係も

大事にしている。村のコミュニティ内で自分だけがお金持ちになることは、他の村人から顰蹙

を買い孤立してしまうためあまり望んでいないようだった。また、JCFC のようにみんなで集

まって話し合い物事を決める方法に賛同していた。彼らはこれまで築いてきた信頼関係を、取

引先を決める判断材料にしていた。また、彼らにとってのフェアトレードは何かという質問に

対しては、誠実さ、ペンタム（対等な関係）、正直さと回答していた。 

このように、渡航中はたくさんの方のお話を聞き、また様々な体験もした。それらを踏まえ

て帰国後に自分の考えを整理すると、渡航前のフェアトレードや渡航中にずっと気になってい

たマイケルの買取方法に対する見方が変わってきた。それはつまり、わたしは習った知識や経

済的に支援をしようとする側の目線のみで現地の現状を見ようとしているのであって、支援の

形を一部分からしか見られていなかったのではないかと考えた。 

実際に現地にいる彼らにはすぐに品質を上げられないという現実があり、また個人のみでの

収入向上や品質向上を考える時に村のコミュニティや組合の信頼関係の維持と切り離してはい

なかった。信頼をラオス語で言うと、ハック・ペーン・カン（Hak peen kan）といい、ハック

には love、カンには together という意味がある。そこから彼らにとって love を持ってともに

あることこそが信頼であり、彼らはそのハック・ペーン・カンのある人間関係の中でともに汗

を流しながら、彼らにとってよりよいフェアトレードを少しずつ育てているのではないかと考

えた。 

渡航前の私は、フェアトレードを字義

通り「公正な取引」という意味でとらえ

ていた。しかし、現地で彼らの考えを聞

いて以来、JCFC の考えるフェアトレー

ドとは、人間関係を重視したハック・ペ

ーン・カンの取引であると考えた。 

しかし、今の私は彼らの方法に完全に

納得はできていない。マイケルの方法も

大事であると思うからである。また、彼

らに関してまだまだ知らないことがたく

さんある。来期の活動では彼らの考えを

より理解できるようになりたい。 

  

写真 第一回家計調査へ向かう 
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（無題） 

 

エン・メイロン 

社会文化システム学科 2 年 

 

日本の国内にも、ラオスへ渡航して、ホテルのオーナーにも、「ラオスはゆったりしている

国だ」、「ラオス人は怠け者だ」よく耳に入る。 

農業社会のラオスは自給自足のような生活を送り、特に物欲があまりないから、あえて競争

しないではないのか、というような予想した。そのため、競争社会の中国に生まれて、今東京

の留学生生活に疲れた私はラオスで心をリラックスするのを期待していた。基本的にどこでも

楽しめる自分がスタディツアーの十日間を通して、心が一度でもリラックスできなかった。「ラ

オスはゆったりしている国だ」、「ラオス人は怠け者だ」の考え方に、どうしても、納得できな

かったから。 

まず、３つ村へ訪問して、家計調査を通して、数字から彼らの生活をより一層深くわかり、

数字からリアルなものを見えてきた。彼たちが不安定の自然環境の中に、限られた情報、生産

能力を最大限に利用して、それぞれ生存戦略をたてて、強く生きていく姿がなんで素晴らしい

と思う。その 3世帯だけではなく、ホームステイー朝早起きして、夕方まで、終日田んぼに収

穫した農家さんを見た。通訳さんと別れた時にも、彼達が旅行案内、通訳の仕事以外に、自分

でコーヒー栽培していることを教えてくれた。小学校へ訪問する時、先生が村の生徒さんを全

国学習コンテストで勝ち抜けるために、一生懸命な姿も見た。生徒たちがそれぞれ私たちと同

じような医者、先生、建築家になりたい夢を持っている。シンガポールが一番人気な国であり、

そこへ一度旅行したい、留学したい生徒もたくさんいることも聞いた。自給自足の農家さんは

物欲がなく、貯金しないのは文化だというような言い方もあったが、農家さんがトラックを購

入したり、家をリフォームしたり、SNSでビエンチャン若者がブランドを着ている写真を見た

私はそう思わない。一定な物欲満たされていないままの状態で生活していくと、物が欲しくな

くなるのか？それとも、もっと欲しくなるのか？マズロー欲求ピラミッドにより、人はまず生

理的欲求から求めるので、私は後者だと思う。 

一概に言えないが、私が接したラオスの方限り、皆さんがゆったりしてなくて、物欲もあっ

て、物凄く頑張っていると思う。どうして、今まで異なった評判があったのかについて、考え

てみた。私たちはラオスの方々と同じ地球で住んでいるが、ラオスの農家さんの自然環境に頼

る生活と異なって、偶々都市に生まれて、インフラが整備されて、義務教育を受けて、大学へ

進学し、サラリーマンになる、つまり、安定の生活の中に、人の努力次第、出世したり、上の

階層へあがるというような常識が持っている。地球は海と比喩してみると、私たちは船に乗っ

ている人（色々財産を持つ人）、ラオスの農家さんは泳いでいる人である（財産が少ない人）。

船に乗っている人は泳いでいる人に、自由で泳げるっていいねと羨望したり（ゆったりしてい
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る農家さんに憧れる）、もっと早く、綺麗に泳ぎなさいよと非難したり（もっと効率的に、良い

品質のコーヒーを作りなさい）、貶したりする（頑張ってない、怠け者という）。船に乗ってい

る人は上の目線で、泳いでいる人が最低の生存ラインで足掻くことをわからないため、当然に、

そのような発言をする。船に乗っている人はもっと良い風景に向かっている時に（夢、ブラン

ド大学、大手企業、海外旅行）、泳いでいる人はひたすら目の前の方向（生存、生活維持）へ進

んでいくしかない。泳いでいる人に、良い風景を見たくないの？（夢がないの？生活を良くし

たくないの？）と問いかけたら、元々、そんなことを考える余裕がなかったかもしれない。 

船に乗っている人と泳いでいる人は欲求階層が違い、当然考えていることもちかう。同じ海

で一緒に泳いでみないと（現地の生活を密着しない）、分からないことばかりで、誤解が生じる

ではないのかと考えた。 

今回のスタディツアーを通して、彼らと一緒に泳いでみて、その苦労の辛さと無力感がわか

った。未来のことを予測出来ず、限られた財産と能力範囲で、船に乗っている人より何倍の勇

気、時間、努力をかけて、頑張っている。そのような方々に刺激を受けて、もっと関わりたい

し、もっと応援したくなった。しかし、彼らの社会を私たちの社会に同化するのはベストなの

か？今回の経験を通して、異なる環境で生まれて、常識は非常識になることもあり、フェアト

レードの見方も変わった。 

グローバル化が進んでいるとはいえ、全部東京、ニューヨークになったら、面白くないはず

だ。フェアトレードはただ経済に支えるではなく、文化の多様性を認め、ダイバーシティの支

援が必要である。彼らが大事にすること、私たちも大事にし、寄り添って、なるべく多くの情

報を提供し、選択する権利を持たせる。彼らがスタートラインに戻って、全力で走れるように、

サポートしたいと考えている。 
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正しく見ることの難しさ 

 

奥  成 葉 

社会文化システム学科 2 年 

 

 今回のスタディツアーが私にとって初めての海外であった。私は渡航する前から 10 日間乗

り切れるかとても不安だった。なぜなら、私が持っていたラオスへのイメージは整備がされて

ないごちゃごちゃしたイメージがあり、日本以外の生活環境に自分が適応できる気がしなかっ

たからだ。しかし、まず泊まる場所に着いてみると期待値を下げていたからかそこまで驚くこ

とはなく、根拠はないがなんとなく大丈夫な気がしてきていた。外見は普通の建物で、発展途

上国というイメージだけで嫌だと思ってしまっていたことにとても反省した。 

翌日、ホテルを出てたくさんの場所に行くと今まで目にしたことがない光景が広がっていた。

特に市場で見たものすべてはかなり刺激的であった。市場で気づいたことは乱雑さである。と

にかく商品があふれていてどこからどこまでが一つのお店なのだろうと一目見ただけでは分か

らないぐらいであった。 

市場を歩いていく中で所々に生ごみや、飲んだ後のペットボトル、ビニール類など様々なゴ

ミが地面に散らばっているのが目についた。食品の近くにゴミが散乱していて放置してあり衛

生的な面でとても不安になった。しかし周りを見渡すとそれを拾ったり集めたりする光景は見

られなかった。商売をやっているのに衛生面は無頓着なのかなという印象を受け、私が働くと

きに経験した衛生面への配慮とのギャップを感じ驚いた。私は食品を扱っているお店でアルバ

イトをしている。そこでまずお店に入ってからすることは掃き掃除である。店をきれいにする

ことでクリーンなイメージを保ち、お客様が入ってきやすい環境づくりをする。たまにお客様

の方がお店の汚れに気づき指摘してくれることもあるので、清潔さというのは商売をするうえ

で大切な要素だと思っていた。しかし、私が見た市場では気にする雰囲気がなく、これが日常

であるのだと感じた。 

その一方で、この環境について本当に気にしていないのか？という疑問も生じた。そこで、

市場で働いる Nang という女性に話を伺った。彼女には子どもが 2 人いて、その子たちの教育

費のために働いているという。私はゴミが落ちていることが気になったので「ゴミが落ちてい

てどう思う？」と聞いた。すると「汚いと思うけど大丈夫。」という答えが返ってきた。なぜ大

丈夫なのか聞くと、市場のオーナーがこのままで大丈夫だと言ったからだそうだ。さらにもう

一つの質問で「もし店のまわりをきれいにしたら客は増えると思う？」と聞いてみたとこと「そ

う思う。」と答えた。それを聞いて、ゴミが落ちていること自覚していても誰かが「大丈夫」だ

と言ったことに対して自ら行動して被害が出ているわけではない今の環境をわざわざ変えよう

とはしないよなと彼女たちの考えを少し理解することができた。 
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私の経験したことと市場を比較して「汚い」とひとくくりにして否定的なイメージを持ちな

がら市場を見ていたが、彼女たちにとっては普通のことであり、そこで私は自分の価値観だけ

で判断していたということに気づいた。そして彼女たちはゴミが落ちていることに対してそこ

まで問題意識を持っていない。ラオスでは日本と同じようにゴミの焼却施設や収集するしくみ

が整っていないことや、環境教育がそこまで浸透していないという背景がある。だから、そも

そも彼らはゴミが落ちていることが問題であるという認識が薄い。私はその背景を渡航前の教

育支援品を作る過程で理解していたつもりだったが、渡航中にはすっかり忘れて今自分が見た

ものの衝撃の強さから目の前のことだけを認識しそれを「汚い」という言葉でまとめて語って

しまっていた。 

私が話した最後の 2 分間スピーチを帰国してから振り返る中で、ラオスで見た光景は自分に

とって本当に初めて見る光景であったかを考えたとき、日本でも同じような光景を見ることが

できるなと思った。テレビ番組で日本に訪れた外国人観光客が「日本は綺麗だ」と言っている

場面を見たことあるが、本当にそうなのだろうか。繁華街や食べ歩きができる有名スポットに

行けば、ラオスで見た市場と同じように食べ終えたゴミが道にポイ捨てされるのを見かけるこ

とがある。私もゴミ箱が近くになくどうしようもないとき「誰かがしているから自分もしてい

い」と思ってその辺に置いて行ってしまう。このことから、私が行った市場でもその意識があ

るからゴミが落ちたままになりそれが日常化していくのではないかと考えた。私は最初から「ゴ

ミが落ちていることは問題だ」ということを前提にし

ていたが、その前提は市場の表面の部分しか見ておら

ず本当の姿を正しく見ることができていなかった。 

私は渡航前に持っていたラオスへのイメージや自分

が見たものだけを都合よく切り取って物事を認識して

しまい正しく理解できていなかった。固定概念を覆す

ような自分の目で見たことも良い経験になるが、その

経験だけで語るのではなく、見たものがなぜそのよう

になったのかを考えることが重要だと気づかされた。

それに気づいたとき、今まで私は何も物事を理解でき

ていなかったと反省し、物事の表面を見るだけでなく、

いろんな角度から見ることを大切にしていこうと思っ

た。 

                          市場に並ぶたくさんの野菜 
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感情がうまれる 

 

府 川 奈 菜 

社会文化システム学科 2年 

 

 ラオススタディツアー（スタツア）でもっとも私の印象に残った経験はアヒルの屠殺である。

スタツアの 5 日目、プーマッコ村でホームステイする日の夕食は 2 年がアヒルの屠殺を体験し、

その肉で日本食を作るという予定だった。アヒルを解体するのは 1 羽につき、アヒルを持つ担

当①とアヒルの首の動脈を切って血抜きをする担当②の 2 人。私はやりたくなかったため、解

体をするときは見学していたのだが、「辛い」という感情が心のなかを占めていた。なぜ、私は

見ていただけなのに「辛い」と感じたのだろうか。 

 どのタイミングで自分は辛いと感じたかを思い出してみると、屠殺の瞬間だけでなく、実は

パークソン市場でアヒルを購入するときも辛いと感じていたことに気づいた。私の所属してい

た B 班は市場でアヒルを購入する担当だった。その担当が決定したときは「嫌だ」「やりたく

ない」という感情しかなかった。しかし、実際に市場で店員がどのアヒルにしようか選び、袋

に入れていく光景を見ていたとき、アヒルを選ぶのは当たり前なのに「辛い」という感情が私

のなかにあったのだ。この市場での体験から、類（アヒルという種類）から個（自分たちが潰

す屠殺の対象）へと特定・明確化されていったからこそ、私は辛いという感情が生まれたので

はないかと考えた。日本にいたときからアヒルを購入することは分かっていたのだが、自分の

なかではアヒルという種類でしかなかった。「嫌だ」という感情はあっても、「辛い」とは感じ

ていなかった。市場で売られていたアヒルに対して「自分たちが潰すのはこのアヒルなのだ」

と私のなかで認識され、どんどん限定化されていったのだ。「類」ではなく、「個」としてその

アヒルを見たからこそ、解体する 

とき私は辛いと感じたのではないかと考えた。 

しかし、この屠殺体験でアヒルを解体したものの「特に何も感じなかった」人がいた。私は

屠殺の体験がかなり辛いと感じたため、なぜ何も感じなかったのだろうと疑問が残った。自分

なりに「屠殺で何の感情もわかないのは見慣れているから」という仮説を立てていた。（このと

きはまだ自分のなかでも上記の「個」と「類」の考え方が明確ではなかった。）そう考えたきっ

かけは 7 日目の市場での昼食の買い出しである。C 班がナマズを購入するときに私もちょうど

その場にいたのだが、店員が桶の中からナマズを選ぶとき、アヒルのときとは違って何も感じ

なかった。今までナマズは食べたことはなかったが、生きている魚をさばくところは見慣れて

いるからナマズに対しては何も感じなかったのではないかと考えたのがきっかけである。 

 スタディツアーの 9 日目の課題発見のリサーチでは、スタツアで最もインパクトの強かった

屠殺について言語化したいと考えていたため、村に行くことにした。急遽ニワトリの屠殺をさ

せてもらえることになり、「私の感情はどう変化するか比べてみよう」と思いきってもう一回屠
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殺を今度は自分がやってみることにした。さらにニワトリの動脈を切る側を担当することに。

いきなり決まったからか、ニワトリの首を持つまで何の感情もわかなかった。しかし、私がそ

のニワトリの首をつかんだ瞬間、それまで死んだようにおとなしかったニワトリがかなり暴れ

てしまった。「あ、このニワトリは生きている！」と思うと同時に、辛いと感じる自分がいた。

結果的には動脈を切り、羽をむしって解体するところまでできた。しかし、自分のなかの感情

は結局 2 回目も「辛い」と感じた。 

 なぜこんなに辛いのだろう。モヤモヤしながら、ニワトリの屠殺をさせてくれた家の女性に

「屠殺をするときに何か考えていることはありますか」と聞くと、「特に何も考えていない。」

という答えが返ってきた。この答えを聞いて、彼女のこの感覚は自分のなかのナマズに対する

感覚と似ていることに気づいた。私にとって魚を捌いて食べることと同じように、彼女にとっ

てもニワトリを潰して食べることは当たり前のことなのだ。私にとってナマズは魚という食材

であり、彼女にとってもニワトリは肉という食材として見ているから特に何の感情もわかない。

むしろ当たり前だから意識したこともない。 

この経験も踏まえ、屠殺を体験したスタツアメンバーのなかでも特に何も感じなかった人、

辛いと感じた人の違いのひとつはアヒルを肉という食材として見たかどうかだと考え。アヒル

を肉という食材として見たら感情は生まれないかもしれない。私にとって食材の肉とはスーパ

ーですでに捌かれているものであった。この当たり前の環境があったからか、屠殺のときに私

のなかでこのアヒルは食材の肉という認識ではなかった。やはり私は「このアヒル（ニワトリ）

を潰す」「生命」ということに対しての意識が強く、「個」としてそのアヒルを見たからこそ、

辛いという感情が生まれたのだと考える。 

この屠殺の体験から「生命」についてかなり

考えさせられ、今までスーパーで売っている肉

に対して何も感じていなかった自分は何て薄情

だったのだろうと思ったこともある。しかし、

何も感じないということはその環境が当たり前

だったからこそであり、日常的に何かを感じる

ことがなかっただけだと考える。当たり前とい

う感覚は普段自分が意識していないものだ。無

意識のなかの自分の前提ともいえる。もし何か

に「当たり前」の感覚を持っていると、それに

対して自分の感情はなかなか動かないのかもし

れない。 

市場で購入したアヒル 
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認識のギャップ 

 

坂 本 遥 望 

社会文化システム学科 2 年 

 

 ラオスでの十日間は私にとって初めてや驚きの連続で毎日が新鮮だった。その中でも私が最

も衝撃を受けたのがアヒルのと殺体験である。私は直接と殺に携わったわけではなく、ただ見

学していただけだったが、見ているだけでなぜか涙が出てきてしまった。これは血を見るのが

苦手とかアヒルがかわいそうとかそういう感情があったわけではなく、とにかく目の前の光景

に衝撃を受け、自然と泣けてきてしまったのだ。私はホームステイの時のアヒルのと殺のほか

に村でニワトリのと殺を見る機会もあった。その時も見ている側で、正直もう慣れているので

はないか、前とは違う感覚になるのではないかと考えていたが、いざと殺が始まるとまた同じ

ように涙が出てきた。しかし、ラオス人通訳はその横で冗談を言って笑っていたり、ラオス人

学生に何で泣いているの？と驚かれたり、私と彼らとの間に大きなギャップを感じた。また、

と殺されたアヒルの肉を使った日本食を食べているとき、「これがさっきのアヒルか」と思いな

がらも実感がわかなかったというのが正直な感想である。日本に帰ってきてからご飯を食べて

いるときにも、肉を食べる感覚が今までとほとんど変わっていないことに気づいた。あんなに

も衝撃を受けたのに今まで通り普通にご飯を食べている自分に違和感を感じた。 

私がラオスで驚いたことの一つに犬や猫、ニワトリなどの動物が当たり前に人間生活に溶け

込んでいるということがある。レストランの中を犬が歩いていたり、家計調査中に家の中に鳥

が入ってきたりと、日本では考えられないような光景が当たり前にあった。特に村でニワトリ

のと殺をしているとき、その横を生きたニワトリが歩いていたのには驚いた。その光景はとて

も不思議で異様な感じがした。日本にいる私にとって触れ合うことができる動物は家で飼って

いるペットか動物園や猫カフェなどの施設にいるものがほとんどで、動物は愛でる対象であり

特別なものという認識があった。それに対して家畜などの食べるための動物を私たち消費者が

直接見て触れる機会はほとんどなく、無意識に触れ合うための動物と食べるための動物を完全

に別物のように考えていた。そのような人間と動物、愛でるための動物と食べるための動物が

どこか隔離されたような環境で育った私にとって「動物を殺す」という行為の認識はとても重

くショッキングなものだった。自分たちも普段から牛や豚やニワトリの肉を食べているのに、

ここでいう動物に食べるための動物は入っていなかったのだ。そのため私にとって、アヒルの

首に包丁を入れる瞬間、つまり動物を殺す瞬間のインパクトがあまりにも大きく、アヒルを購

入し、と殺をして毛をむしり、解体して調理するという一連の流れが途切れてしまったという

気がする。自分が今まで見たことのない衝撃的なシーンと普段から見覚えのある食材や料理を

結びつけることができなかった。生きている動物の命をいただいて食材として食べているとわ

かっているつもりでも、結局頭のどこかで動物と食材を分けて考えてしまっているままだった。
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だから一連の流れを目の当たりにしても私は今まで通り普通にご飯が食べれていたのではない

かと思う。私には「いただきますの本当の意味が分かった」というような感想を口にすること

はできなかった。 

また、私はラオス人通訳がと殺のことを「kill」と表現していることが気になった。日本の

ように「捌く」などの言葉ではなく「殺す」と表現することは私にとって少し意外だった。と

いうのも、彼らには動物を殺しているという感覚はなく、調理の一過程としか思っていないの

ではないかと考えていたからである。しかし、私たちと彼らとの間には「殺す」という言葉の

意味やそれに対する感覚にギャップがあり、彼らにとっての殺すという言葉は私が思っていた

よりも軽いものなのではないかと感じた。それは決して命を軽く見ているということではなく、

日本でいう捌くと同じようなニュアンスであるということである。しかし、捌くというのは食

材を解体することであり、命をいただくという意味はない。それに対して、彼らが殺すという

言葉を使ったのは、動物と共存しているからこそのことであると思う。と殺をさせてくれたお

家の人にと殺のとき何を考えているのかと聞くと、何も考えていないという答えが返ってきた。

ラオス人学生にもと殺を見てどう思うか聞くと、見るのは好きじゃないけど悲しいとは思わな

いという答えだった。と殺は彼らの日常であり、特別なものではないのだ。その当たり前の中

で生き物が食べ物になるということを自然と理解できていて、動物に対する敬意や愛情を持っ

たうえで命をいただくという考えが無意識に根付いているのではないだろうか。ラオス人学生

が見るのは好きじゃないといったように、ただと殺に慣れているからということだけでなく、

動物と共存しているからこそ私たちとは殺すという行為や動物、食材に対する認識のギャップ

がうまれるのだと思う。彼らとの間に感じた違いも、と殺を見ている自分とご飯を食べている

自分との間に感じた差も、生活環境などからうまれる認識のギャップによるものではないだろ

うか。普段は無意識のうちにあるものを今回と殺を通じて意識させられた。 

 

 

アヒルの肉を使って作った日本食 
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将来、「働く子ども」はいるだろうか 

 

山 岡 榛 花 

社会心理学科 2 年 

 

 ラオスに着いた初日、さっそく驚くことがあった。夜遅い時間に夕食を食べに行った場所で、

小学生くらいの男の子が働いていたのだ。それからは日常的に子どもが働く場面を見た。 

 エフラオのメーンテーマの 1つ、フェアトレードでは児童労働の排除が目的に入っている（国

際フェアトレードラベル機構の基準より）。そのことから渡航前も児童労働があるという認識は

あったが市場やゲストハウスでこんなにも身近で働く子どもを見ることになるとは思わず、今

回の渡航で最も強くカルチャーショックを受けた部分だった。将来子どものためになることを

したいと考えている私には小中学生くらいの子たちが働いているのは到底許せなかったのだ。

そこでこのスタディツアーでの私のテーマは「児童労働」にすることに決めた。 

 早くも私の考えは覆るのだが、私は彼らが学校へ行かずに働いているのだと思っていた。し

かし、話を聞いていくと学校へは行っていて、休みの日や帰ってきてからお手伝いをしている

のだと教えてくれた。 

 日本に帰ってきてから調べると子どもの権利条約による定義では、児童労働（child labor）

とは義務教育を妨げたり、18 歳未満の危険・有害な労働のことであり、学校へ通いながら家で

お手伝いしたりアルバイトをしたりすることは「子どもの仕事（child work）」と呼んで区別し

ているそうだ。 

 つまり私は開発途上国に来て、子どもが働いているところを見て過敏になっていただけかも

しれない。家計調査をしてみて、約 3 分の 2 の家庭の子どもは大学に通ったり、親が通わせる

つもりだったり、教育には積極的な印象だった。実際、平日の昼間村を歩いていて働いている

様子の子は見ておらず、学校から帰ってきてから家の仕事をしているようだった。考えてみる

と、今でこそ国が裕福になって仕事をしている子どもの姿を見ないが、昭和なら日本でも家の

手伝いやアルバイトとして働く子どもがいても妙な気はしない。 

 しかし、それは氷山の一角にすぎない可能性もある。ラオス最終日、初日に夜働く男の子を

見た場所でまた別の男の子が何か箱に並べた商品らしきものを見せてきた。化粧をした幼い顔

立ちの女の子に朝ご飯を運んでもらった。市場では物乞いの男の子たちに声をかけられた。ラ

オスの経済発展の先に彼らのような子どもが居なくなるという保証はない。結果貧富の差や他

の原因から貧しい人が増えてしまえば、教育を受ける以前に生活が難しくなってしまって働か

ざるを得なくなる。 

 また、私は学校なら学ぼうと思えばなんでも学習することができると思っていた。だが、ラ

オスは社会主義の国で、国家が教育現場において意図的に教えずに隠していることもあるし、

教育局に訪問したときも資金が足りず、学校を建てるにも教師を雇うにも教科書を配布するに
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もお金が十分でないという話を聞いた。資金面は今後の経済発展によっては改善されていくか

もしれないが、意図的な教育の偏向に関しては規模が大きすぎる上に日本でも無いとは言い切

れない問題で頭が痛い。 

 ラオスに行って、たくさんの子どもに会って、遊んでもらって、言葉はわからないけどお話

して、彼らの名前もまだ覚えている。その中でもやっぱり記憶に残っているのは彼ら彼女らの

笑顔で、すべての子どもに笑顔でいてほしいと心から思う。その気持ちが今回の渡航で堅固な

ものになった。これからは日本で児童労働や教育について勉強して、子どものためになること

をしたいという夢を叶えるために精進したい。 

 

遊んでくれた Ai ちゃんと Lodjana ちゃん 
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［特別寄稿］当たり前だけど 

 

加 藤 萌 音 

社会文化システム学科 4 年 

 

ラオスに 4 カ月行くことを決めたのは、昨年の 1 月頃だった。エフラオメンバーとして最後

のスタツアに参加し終え、現地で見たものや知ったこと、残る課題に対し「どうにかできない

のか」というモヤモヤした感情を抱いたことや、現地で得たものがあるのにこのまま活動が終

わることへの釈然としない気持ちがきっかけだったように思う。 

大学で授業を受けているとき先生方や様々な活動をしてきた先輩が、「やりたいなら踏み出

してみればいい」と言っているのをよく聞くことがあった。そんな言葉に対して正直私は、そ

んな簡単じゃないだろうと思っていた。経済面や就活など、様々な事情がある。しかし昨年度

のスタツア後、私は自分に心残りがあり、もう少しやってみたいという部分を出発点に、結局

ラオスに行くことにしたのである。 

NGO「ラオスのこども」に受け入れていただき過ごしたインターン生活は、とても刺激的な

ものだった。毎日の子どもたちとの関わり合いや、絵本をおくるための 1つ 1 つの地道な作業、

事務所に併設する図書館で開催したワークショップなど、実際に自分が作業をしたことはとて

も大きな経験だった。また、ラオス人スタッフと日本人スタッフとのズレ、実際に生徒宅に訪

問した奨学金事業など、学生という立場ではなかなか見られない国際協力の現場を知ることが

出来たと思う。 

ほぼ毎年のスタツアで、「支援とは何なのか」という疑問が出てくる。今回のスタツアでも

国際協力や支援について違和感を持っている人が何人かいた。私も初めてスタツアに参加した

際、本当に意味があるのか、自分たちがやっていることは現地に効果があることなのかと「支

援とは何か」という疑問を持った。しかし、そういった疑問も 2 年間のエフラオを通してそれ

ぞれ自分なりの答えを見つけていくのだと思う。 

私はインターン中、「支援とは」というよりも「なぜ自分はラオスや国際協力に関わりたい

のか」「自分が支援をする理由は何か」という問いの方が大きくなった。考えてみれば、支援そ

のものについて疑問を持つことはあっても、なぜ自分がそれをするのかという理由については

あまり考えたことがなかった。 

私にとって 1 番大きい理由というは「知ったこと」だったのだと思う。スタツア中のプレゼ

ンテーションの中で「知ることの責任」という言葉を使ったが、ようは知ってしまったらもう

知る前には戻れないということである。それはある意味当たり前だが、ラオスに関わるきっか

けなんて、入った大学に学生団体があり、やってみようと思ったというだけだったが、自分の

目で見て実際にそこで生活をしている人たちと話し、現地で求められている「何か」があるの

だと気付いたことが、自分が支援をしたいと思う理由だった。 
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知ったことによってどう思うのか、それを何に結び付けるかは人それぞれで、知ったから何

かしなくてはいけないということではもちろんない。しかし、私にとって現地で知ったことと

いうのは、何かやらなければいけないのではないかと思わせるほど、衝撃的で強いメッセージ

を持っていた。今思えば、とても感情に流されていたのではないかとも思うが、流される勢い

に乗らなければきっとラオスに行くことにはなっていなかったと思う。 

私は国際協力や支援というのは、とても大きなおせっかいだとも思う。誰にお願いされるわ

けでもなく、本来であれば自分たちがいなくとも現地はまわっていく。それでも今日多くの団

体が国際協力や支援という名目で、現地社会に入って様々な活動を行っている。それはエフラ

オも、個人単位で行った私のような存在も例外ではない。しかし、そういった中で「なぜそれ

をするのか」という理由を持っている方が、支援をするにあたって軸を持って向き合うことが

出来るのではないか。 

今回のスタツアでは3年生は主にワークショップを、2年生は家計調査をするという体制で、

スタツア自体も変化していっているのだということ 4 年という立場から見ていた。3 年目のス

タツアというのはなんだか不思議で、補助に徹するというよりはワークショップにも真剣に参

加し、日々改善していこうというメンバーを間近に見ることが出来た。 

スタツアでは毎回、10 日間の中で日々改善していく実感というものを感じる人が多くいる。

それはこの短期間に顕著にみえるからであるし、最終日に振り返って初めと終わりでその変化

を実感しやすいからだと思う。現に、ワークショップを 4 日間行いその第 1 回目と最終回では、

経験も改善してきた量も全く違う。毎回メンバーも変わるため簡単には比較できないのかもし

れないが、現地や子どもたちに合わせて 1 つ１つ改善していくのはスタツアの醍醐味だと思っ

ている。 

しかし、こうした 1 つ 1 つの改善というものはこのスタツアに限ったことではなく、私たち

の日常にも存在しているものだと思う。例えば、おそらくエフラオの国内活動もアルバイトの

経験も、就職活動もこうしたことの積み重ねによって支えられている。スタツアは短期間に分

かりやすく現れるためにそこに目がいくが、結局何事も 1 つ 1 つの改善でしか動かないのだ。

おそらく、こうした話は多くの人にとっては当たり前だし分かっていることである。それでも

スタツアでは、当たり前だとどこかで分かっていながら強い実感を持つ人が多いのだ。そして

その当たり前を実感として認識し、自分の中に取り込んでゆき、次につなげていくのだと思う。 

私は、これからも国際協力というものに関わり続けたいという思いがある。それは今回のイ

ンターンなどで知ったことや出会った人に何かしらの形で還元したいからだ。それも自分がや

りたいという気持ちと 1 つ 1 つの積み重ねによって動かしていくしかないのだろう。 

きっと行き詰ったときには、ラオスに行って羽を伸ばしているかもしれない。そうしていく

中で様々なものをまた新しく知り、広がってゆく中できっかけを拾っていきたいと思う。 

 

最後にスタツアで私を寛容に受け入れてくださったエフラオメンバーの皆さま、くだらない

話にも付き合っていただき適格なご指導をくださった箕曲先生に感謝申し上げます。 
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［特別寄稿］2019 年度エフラオツアーに寄せて 

 

名 和 尚 毅 

元オルター・トレード・ジャパン、ラオスコーヒー担当 

 

当ツアーに同行したことは、私にとって教育分野での初めての仕事であり、たいへん貴重な

機会だった。以下、今回のツアーに対する感想として、私なりの捉え方を纏めてみたい。 

 

第一に、当ゼミが目指すことの一つが、「学生の皆さんが物事を正しく捉えられる」ことと

伺った。学生の皆さんは、ラオスという日本とは異なる文化や価値観と濃く交わったことで、

その重要さを、身をもって理解された。そのためには、物事の背景を知ることや、多角的に物

事のいろいろな側面を捉えることの重要性も理解されただろう。 

価値観は人それぞれ。それは、日本という同じ文化圏の人同士であってもそうだ。だからこ

そ、他者との協働においては、自分の思い通りにいかないことも多々あるだろう。 

他者の価値観を理解したり、相手の立場を理解したりするための想像力は、とても大切な人

間性である（大袈裟に聞こえるかもしれないけど、これが、ひいては世界平和のための基本だ

と思う）。 

ぜひ、学生の皆さんには、まずは当ゼミの仲間たちと協働する上で、実践してみてほしい。 

加えて、「答えは現場にある」ということも、身をもって理解されたのではないか。これは学問

にも仕事にも通じることだ。ぜひ、現場に赴き、五感をフル稼働させて感じ取ることの大切さ

を忘れないでほしい。 

 

第二に、当ゼミが目指すことの一つとして、「自分の頭で考えられる」ことと伺った。 

それは、自分の人生を自分のものにするということ。人生には、正しい解答が用意されている

わけではなく、自分の頭で考え、決断し、実行することばかり。だから、意見なんて他人と違

っていて当然だし、周りから期待されているコメントを用意する必要なんて全くない。なぜな

ら、物事の捉え方や価値観は人それぞれだから。 

絶対に「思考停止」している人間になってはいけない。自分の頭で考えられる人間になるこ

とで、自分の人生を自分でコントロールできる人間になってほしい。 

 

第三に、当ゼミは「寄与の前提に疑問を持ち、既存の社会の仕組みに疑問を持てる」ことも

目指していると伺った。これは、これからの日本・世界を担っていく世代である学生の皆さん

が習得すべき最重要事項であり、深く共感した。 
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生きているなかでの「違和感」に対して、たとえ、それが周りの人たちの反応とは違っていて

も、固定観念にも流されることなく、自分の感性を信じて、その正体を探し当てようとする姿

勢を貫いてほしい。 

 

第四に、これからの人生をどのように生きていくかに悩むであろう学生の皆さんにとって、

当ツアーは“自分探し”のとても貴重な機会だろう。 

慣れ親しみ守られた安心な環境から、“外”の世界に飛び出すことで、自分の中の固定観念がガ

ラガラと音を立てて崩れていき、価値観が再構築される。このプロセスを経て、自分が生きて

いる世界・社会に対する理解が深まり、人間に対する理解が深まり、ひいては、自分に対する

理解が深まる。 

また、自分にとって“異質”なものに直面することで、自己を相対化でき、自分がどんな人

間かを客観できる。 

こうして、“更新”されていく自分と、どのように生きていくか、対話し続けてほしい。 

 

第五に、学生の皆さんは、ラオスの良い部分も学ぼうとされていた。とかくフェアトレード

という文脈では、日本からラオスへの支援というベクトルで捉えがちだが、逆に、ラオスから

日本が教わることが非常に多くあり、このツアーにはその価値も大いにあることも強調してお

きたい。 

 

最後に、学生の皆さんには、人生を切り拓いてゆき、自分らしく、幸せに生きてほしいと心

から願う。 

ぜひ、勇気をもって一歩を踏み出し、失敗を恐れず挑戦してほしい。 

将来、日本や世界を変えていくために、一緒に働いていけたら、とても嬉しい。 
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Phu Thevada Hotel のオーナーへの聞き取り 

 

エン・メイロン 

社会文化システム学科 2 年 

 

 以下のやりとりは、パクソン在住のホテル経営者の生活史である。たまたまわたしたちが泊

まった宿の経営者の両親が広東省恵州出身の客家であった。今回、遼寧省大連出身のエフラオ

メンバーであるエン・メイロンさんに、この経営者である郭さんの来歴について聞き取っても

らった。今回、ビエンチャンやパクセではなくパクソンに住むようになった理由、そしてホテ

ルを開業するに至った経緯、親類との関係を中心に、聞き取りの内容を掲載する。今後の研究

上の資料とするため、エンさんには対話をそのまま文字起こしするようにお願いした。本報告

書の入稿期限までに日本語訳が間に合わなかっため、日本語訳は次年度の報告書に掲載する。 

 

在参加学习老挝咖啡与公平交易的研修的最后一天，2019 年 12 月 29 日 8:00~9:46，我采访了我

们所在住的 Puu Thevada Hotel 的经营者，也是在老挝华人，郭女士。 

在感谢郭女士对我们的照顾的同时，向她表达了我对在老挝华人的生活的好奇心，并请求她抽出

一些时间接受我的采访，让我了解一些关于她和她的家族的故事。由于早上七点到八点是旅馆的

早餐时间，大约八点之后客人渐渐散去，她刚结束手边的工作就把我叫到隔壁的会议室，开始了

采访。 

 

郭女士（以下以 A 代称） 

采访者阎美伦（以下以 B 代称） 

 

A：你想知道些什么啊？ 

B：我是在中国出生的，现在在日本留学，因为在学习关于老挝咖啡以及公平交易来到这里，能

遇到可以讲中文的老挝人让我觉得很有亲近感，也很意外。我很想知道您和您家人的生活是怎样

的，您可以先给我讲讲您和您一家人是从什么时候开始在老挝生活的吗？ 

A：我是第二代正客家华侨，我的父母是广东省惠州人,1914 年打仗的时候，他们为了谋生啊，日

本人侵略中国的那段历史你知道的吧？ 

B：嗯，我是知道的。 

A：那具体的事情我就不说了，你家人应该都经历过的，你可以问他们那些老一辈的人。 

B：第一次世界大战那时候中国挺乱的，听说那时候人民生活都特别苦。会不会对现在的日本或

是日本人有什么负面的情绪呢？我问这些会不会让您产生不愉快或是抵触的心情呢？ 

A：我是从老挝出生的，我没经历过，那些关于中国战争的事情都是听父母说的。现在也都过去

了，也没什么了。大概就是那时候抗日战争，老百姓非常贫穷，没有饭吃，就逃命到这里来嘛。 

B：这里？您是说 Paksong吗？ 
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A：对啊，就是这附近的地方。（说着她指了指我们所住的房间的方向） 

B：那您父母是因为什么原因选择来这边的呢？ 

A：因为他们有认识的朋友啊，那些人先来到这边稳定下来的。 

B：是为了来投靠朋友啊，那您父母又是怎么来到这的呢？ 

A：他们就是从越南穿到柬埔寨再到这儿的。 

B：到了这边之后呢？是靠着先一批来的朋友，维持生活的吗？ 

A：又不是亲戚，怎么能一直靠着人家啊，人家也要生活。他们就是带我父母熟悉这边的环境，

然后就种咖啡了。 

B：您父母也种过咖啡啊？ 

A：对啊，过去这一片都是咖啡地（指向旅馆周边），我父母也买过一些自己的地的，但是过去不

像现在啊，过去特别冷，70 年代左右吧地方总是特别冷，比现在冷多了，然后，就降霜，咖啡就

都冻死了。 

B：种不了咖啡那怎么办啊。 

A：咖啡就都冻死了嘛，贴补家用我父母就做些小生意。 

B：生意？是什么生意呢？ 

A：就是进一些日用品啊，洗发水啊什么的，去那边的市场上去卖。 

B：这么厉害的吗！您父母又会种咖啡还会做买卖的吗 

A：没什么厉害的了，是为了生活嘛。好景不长，后来 1971 年美国和越南打仗，市场啊什么的，

全都被烧了。全都烧光了。 

B：听着真的好难过。为什么战争时代的生活这么苦，， 

A：苦就别提了，我父母那时候苦都尝遍了。然后我这辈就稍微好一些，我的孩子就稍微更好一

些，然后就是我的孙子，生活就是这样的，一辈比一辈好一些嘛。 

B；是吗，那后来呢？都烧光了怎么办呢？ 

A：我们都去了泰国的难民营，有很多人在路上都死了，1975 年澳洲政府来受难民，我们姐妹有

几个被他们收走了。 

B：您有几个兄弟姐妹呢？ 

A：我们兄弟姐妹 8 个人，5 个去了澳洲， 

B：那您是留在老挝了对吗？ 

A：对 

B：在那之后，你们是靠什么生活的呢？ 

A：还是种咖啡啊，那时候我们又回到这附近，可是我父母买的土地都被其他村民给霸占了。我

们就只能有一点的地。那时候也没那么地方开垦新的土地来种咖啡了。 

B：因为战争，一切全部都要重新开始了。 

A：对啊，战争就是这样，哪有什么办法，就是白手起家，我父母那时候真的很苦。 

B：他们去了澳洲做什么呢？ 
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A：打工啊，餐厅啊什么的，比我们这生活好多了，澳洲社会福利好啊，退休了政府给退休金之

类的社会保障。 

B：我也听说过，澳洲的社会福利确实做得不错，但是您现在不是也过的不错吗，您管理着多气

派的旅馆啊，您也很厉害啊。 

A：我们就是混口饭吃，厉害什么啊，英语也不好，不然就出国了。 

B：您英语不是也挺好的吗，老挝语和中文也没问题，在哪都能生活了。 

A：我们讲的，有时候会掺老挝话， 

B：我没听出来耶 

A：你听得懂吼 

B：嗯！我真的听得懂， 

那您现在在中国还有亲戚吗 

A：我们的父母在这里，也不在了。就有一些表啊堂啊这些。 

B：就是表叔之类的吗 

A：表哥表弟，他们也老了，我们这代很老了。下一代，（笑）好像就没亲戚了。 

B：这一代，就是说… 

A：第二代 

B：您和表堂弟还有联系吗 

A：还有还有 

B：那就没打算说，来老挝或者是回去 

A：有啊，他有来见过我们，我们也有去见过他们 

B：没有说一起来这边做这里的生意吗 

A：没有，他们也不适合这里的生活啊，他们那边好了，不想我们父母那一代。 

B：那您去澳大利亚的姐妹，他们是靠什么为生的呢。 

A：打工啊。现在他们已经退休了。 

B：那他们现在还在澳洲吗？ 

A：还在澳洲。 

B：生活过得怎么样？ 

A：生活就过的比我们这里好啊。 

B：是吗？ 

A：他们退休政府有那个啊，他们有退休金啊，我们这里就没有退休金，自己要拼啊哈哈哈，自

己要养自己哈哈 

B：那就是您的姐妹投资给您吗 

A：一起，大家一起合资做的。 

B：啊，，这得花多少钱啊，， 

A：这个我们也还没有计算过，因为以前我们是做那边（指向高级旅馆），现在有了收入就做这边，

又做那边，也不懂，因为是自己的姐妹的，有钱的话就投下去这样。 
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B：但是您的姐妹你不在这边住，但是还是给您投资的话，这个是这么打算的呢 

A：以后他们也想回来养老啊 

B：来这边哈 

A：因为他们是在这边出生的 

B：还是觉得这边是家 

A：还是落叶归根啊哈哈哈 

B：有点中国的那种感觉哈哈，就是， 

A：就是我们生在哪里就要回去哪里 

B：对，我也不能一直在外面 

A：你到日本几年了？ 

B：我来留学三年了 

A：不错哦，可是我们中国人对学日语不是很重哈，大家都重视英语 

B：对， 

A：日文他们有一半是我们中文哈 

B：对他们用我们古代的汉字，而且我想多看一看，不只是日本，就像老挝啊 

A：越南那你们去了吗 

B：我挺想去越南的，您觉得越南怎么样 

A：越南就很，比老挝富家，他的人口太多啊，尤其是北面也接近中华，生活习惯什么的和中国

很像啊，因为他们有过年啊，新年啊 

B：那您也过中国的春节吗 

A：我们也过啊，父母带来的，我们老挝最幸福，有一个元旦，春节一个是 Songgan， 

B：哈哈哈好开心啊，那您就是既过着中国的传统节日，也过着老挝的节日对吧 

A：我们这一代呢，就跟随父母过春节啊，我们的下一代就跟随着老挝过 Songgan 啊，就很开心。 

B：那您是三世同堂吗？ 

A：不是，四代了。（指华侨是四代）母亲不在了，我，我的孩子，我的孙子，三代 

B：您叫什么名字？ 

A：我姓郭 （GUO MEIJIAN） 

B：您是第二代，您的那个，就是很漂亮的那个姑娘就是您的女儿 

A：对，她是第三代 

B：她叫什么名字？ 

A：她姓叶，（YE JIELING）我的小女儿，两个大的在 Parkson，两女儿，一个男儿，（儿子）

一共三人 

B：您们就是全部都在干这边的，，？ 

A：没有，他们有自己的生意 

B：您儿子在干什么呢？ 

A：他有那个挖土机，拖拉机，帮人家犁地的，他自己买的，供人家借使的 
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B：就是租赁的那种，那您家很厉害啊 

A：厉害什么，厉害就走出外国了，我们就觉得语言不通，出去了也很难 

B：可是您什么语言都会耶 

A：英语会一点点，如果再讲深我就不会了 

B：那您小女儿呢？ 

A：她会讲英文的，她有读英语，在柜台接应， 

B：她是在帮您做生意对吗 

A：对，她是帮父母做的，她觉得父母很辛苦啊，她就来帮父母做 

B：嗯嗯，那您的大女儿呢？ 

A：大女儿在 Packson 做生意 

B：在做什么生意呢？ 

A：在做洋酒啊，啤酒啊 

B：哇那您这一家都挺厉害的啊 

A：也是要拼，很辛苦的啊，都是要拼 

B：您是不是很努力的让他们上学 

A：有啊，他们就读到高校 

B：那您和您丈夫也挺不容易的，这么拉扯着三个孩子长大的哈 

A：父母也帮忙，如果我母亲在的话，就是四代了。我母亲在前一年去世了。 

2 年了。 

B：2 年前嗯，那您的爸爸呢 

A：爸爸早早就去世了 

B：这样的啊。那您的孙子孙女呢？ 

A：现在都在上学嘛 

B：都是谁的孩子啊？ 

A：有的是外孙，有的是内孙，就是我的女儿和男儿的孩子 

B：有多少人呢 

A：7 位了 7 个孙子啦 

B：7 个啦，男生？ 

A：2 个男，5 个女 

B：都在这边吗 

A：啊不对，是 3 个男 4 个女，我个做婆婆都记不清楚哈哈哈 

他们都在 Packson 

B：跟您一起吗 

A：不是，跟他们父母 

B：那我以为您们一大家都在一起生活，然后一起照顾生意的。 

A：没有，他们有他们的。 
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B：都是各自住各自的了 

A：嗯嗯 

B：但是您的小女儿来帮忙 

A：一起工作，我们也是接替式 

你们觉得老挝的咖啡怎么样？ 

B：非常好喝 

A：哦，非常好喝，我问一下我忘了这个猪肉有没有切（应该是想起了厨房的工作，随后她便走

向厨房） 

B：不好意思，打扰您工作 

A：你还有什么要问我的吗，我要跟他们去买肉，， 

B：这个，我想想，，， 

A：你觉得老挝的咖啡怎么样？ 

B ：非常好喝 

A：我的妹妹，她有做咖啡，可以联系 

B；可以吗？如果您有名片的话，联系方式之类的 

A：你等一下（说着走向另一间屋子） 

（等了大概 5 分钟，她拿了一张旅店的名片过来） 

B：谢谢您，不好意思，您这么忙， 

A：我出去一下，有客人来了，这个是我女儿的电话，如果说你的客人有需要来这里住，你可以

介绍啊，然后这个电话，55769696 是我妹妹 

B；好的好的 

A：你还要问什么吗，我要去拿猪肉去了 

B：不好意思我还有几个问题，因为我们也是马上就要走了，不好意思 

我想知道，您和您的姐妹在这边投资做旅馆的生意，那是为什么选择了这个位置呢？ 

A：因为我们在这里生长，我们在这里出生 

B：就是，您那很久以前的地也是在这边 

A：就在那边，但是我们走了以后那些村民就霸占了，我们也没有地了，因为我们打仗，我们走

哈。所以那些村民就去占完了。 

B：这样的 

A：我们也没有地了，以前父母有买地，买那个地给我们住，然后现在就是打仗被火烧，村民就

占完了。从新开始。 

B：好难啊，那您说您现在在经营咖啡是？ 

A：是在 Packson，是我妹妹的电话，55769696 

B：55769696.. 

A:她就在经营咖啡，如果你们有兴趣,你可以跟他联络 

B；那他的地在哪呢 
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A：在 Packson 出来 12 公里 

B：大概有多少呢？地？ 

A：可能有 4ha，我也不知道是我妹妹的，很大他们那边有咖啡厂，可以滤咖啡啊，选啊，她的

咖啡比较高级，因为她是选的，如果你们有兴趣可以去看， 

B：没问题，我想问，您的妹妹不是在澳洲吗？ 

A：我们 8 个，8 个姐妹 5 个在澳洲，3 个在这里。 

B：啊！8 个兄弟姐妹 

A：以前的家庭是大家庭嘛哈哈哈，不是像现在一个 

B：5 个去澳洲了 

A：嗯 3 个在老挝 

B：不好意思，我不知道您是这么大的家庭，那是谁来投资的呢？您是 8 个人一起来做的？ 

A：对，一起做的，因为我们的兄弟很和气 

B；很好啊，我没有兄弟姐妹，， 

A：对啊，中国现在就是这样啊 

      我们 8 位啊 

B：这样真的挺好的 

那就是，大家就不会计较说你多少钱我多少钱 

A：没有，没有计较，就是大家一起做 

B：嗯嗯，那就是说，您在老挝还有三个姐妹 

A：我是大姐 

B：那二姐呢？ 

A：在 Packson 和我的孩子一起做生意 

这个（指了指名片）是老七了，她叫做美艳 

B：美艳 

A：她就是做咖啡的，如果你有兴趣你就可以去参观，你就打这个电话说，我们是日本的学生可

以去参观你的咖啡吗 

B：好，我会再来的 

A：你可以带一些朋友来这住啊 

B：当然啦，我真的很喜欢老挝 

A：将来找一个老挝人结婚啦 

B：我不会老挝语啊 

A：老挝语容易学 

B：真的吗哈哈 

（边讲话边把我的地址，信息写下来递过去） 

我和您，和您的女儿讲过话，你们都能讲很好的中文，那第四代呢？ 

A：第四代可能也会，现在的老挝越南人都到中国去读书啊，现在是中国热， 
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B：啊是吗？ 

A：不是西洋热，现在是中国热 

B：为什么啊 

A：你去看啊个个都讲华语啊，讲普通话 

B：他们在哪学的呢？ 

A：中国政府来收去读 

B：是吗 

A：有啊，现在的那些翻译，都是老挝人去读来的 

B：那就是说中国来收留学生的时候就要求他们学中文 

A：交流嘛 

B：我也想去哈哈哈，但是为什么说是中国热呢 

A；现在个个都走向中国嘛，越南柬埔寨，现在去中国读书，找工作很容易 

B：真的吗 

A：现在你去外国啊，法国哪里了，反而难找工作 

B：对 

A：中国来投资很多啊，以前嘛，我小的时候是法国统治老挝，一见面就是 ALO～（法语发音省

略）现在老挝越南人见面说你好，都会讲。 

B：都会讲啊 

A：对啊，现在是将你好，不是 ALO 了，时代变了 

B；是吗，哈哈哈有点开心 

A：光荣啦，中国人哈哈哈好 

B：对，很少能感觉到这些变化， 

那如果您想让孩子学习中文的话，您是希望他们去中国留学吗还是说这边有中文学校？ 

A：我们这里在 Packson，有华侨公学，我们就不会忘了普通话 

B：就是说生活在这样的环境里，就会自然地讲了对不对，那您在家里讲什么语呢 

A：也是老挝话，他们讲老挝话就老挝话对，中国话来就讲中国话。就这样啊，穿穿插插啊。 

B：那你讲中文的时候，就是和现在一样是讲普通话的对吗 

A：有时候我们也有一点点潮语，潮州话 

B：就是还会有一些方言，然后他们也都懂？ 

A：都懂 

B：真有意思，有点像马来西亚那边 

A：我们海外的就是这样啊，他们越南人就有带越南音嘛。柬埔寨带柬埔寨.... 

B：太有意思了，我都不知道的，您吃饼干啊（说着把我的饼干递过去） 

A：谢谢，我不吃了，你今天吃早餐了吗 

B：吃了，今天的早餐特别好吃 

A：如果不好吃，你可以讲，我可以更改 
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B：您真的是什么都能做啊 

A：哎呀，很辛苦啊，我要去顾厨房，我要去看他们那边（指向远处的高级旅馆） 

B：那边就是说， 

A：旅店，那边的价钱就比较高 

B：我们学生出不了那么多钱，不好意思 

A：你们的领导就来讲了，所以你们住的那边我们就不敢收客，几乎满了就剩下 3间 

B：啊不好意思 

A：没什么啊，你们来我们很高兴 

B：来这边的客人是哪里的要多一些呢 

A：泰国 

B：还是泰国要多一些啊 

A：因为我们是邻国嘛，语言也差不多 

B：对哦，我觉得您家大业大的，不好意思啊，就感觉不是很苦，生活真的挺不错 

A：现在可以过得去 

B：您太谦虚了 

A：以前父母是真的苦，我们就比我们父母比较好，我们的孩子就比我们这一代好，那孙子就更

加好了，哈哈哈有国语也可以读中文， 

B：嗯嗯，那大概就是，您想让孩子以后怎么发展？ 

A：现在我们也管不了，他们自己的思想啊，我们不是父母那代，可以管，我们现在管不了咯。 

B：个个都有自己的想法了哈 

A：随他们的意，我们也不能够说像这样你要这样这样 

B：现在中国也是一样哈哈 

A：都一样管不了 

B：你们的生活就像是，中国人，也是老挝人的感觉 

A：嗯，他们老挝人也很尊敬我们，就像朋友一样，我们也是，跟他们和和气气，我的媳妇也是

老挝人，女婿也是老挝人 

B：真的啊，大家就是。。 

A：通婚啦，已经通婚啦，我们孙女也是，老挝，归化成老挝 

B：嗯嗯，如果说真的是有机会来中国，或者是来日本的话，记得联系我 

A：你给我们一个电话 

B：好的，当然啦 

A：还有地址 

B：嗯好啊 

A：我找一张纸给你写 

B：好嘞 

B：对了，刚刚提到社会福利，老挝没有类似于低保这些制度吗。 
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A：没有的，就是有也是老挝本地人才能拿得到了。 

B：为什么咱们中国来这边没有帮补呢。 

A：我们是外侨啊，不是他们的民族啊。 

B：可是您都已经是住民了啊 

A：是住民也没有给我们什么，我们也没有申请。也不好领的，很麻烦。我们也好了，也不需要

了。而且我们的脸面也是外族人啊哈哈哈。 

B：是吗，有这么明显的区别吗？ 

A：有时候被人问：“大妈，你是越南人吗”，我说我的脸很像越南人吗？ 

B：就是他们还是能分辨的哈。 

A：可以啊 

B：我们比较白一些哈哈哈 

A：我们中国人就不知道，跟他们有一点不一样哈哈哈 

B：那您将老挝话时，就完全没有问题哈。 

A：我们就在这里出生的呀，没问题的。 

你有没有准备好行李啊，我看你的朋友们都走了。 

B：是，我也得出发了，不过真的谢谢您了。我以后还会来的。 

A：你来啊，你可以来呀，可以打电话给我女儿啊。 

（郭女士给了我店里她女儿的名片，我写下了我的名字和电话给郭女士） 

B：好的好的，谢谢您。再见 

A：那我去忙啦，一路顺风啊。 

B：好嘞，谢谢您。 

 

感谢郭女士一家的照顾与采访的配合。从他们一家身上了我感受了一种共同的东西，那是中国先

祖常常教导我们的，白手起家，吃苦耐劳，孝敬父母，落叶归根。我希望每个认真，努力生活的

人都可以幸福美满。感动，感谢，感恩！ 
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第 6 期ラオス班制作物 

I 紙芝居 

Our favorite life in LAOS （大好きなラオスの暮らし） 

ຊວີດິທີີ່ ເຮົາມກັທີີ່ ສດຸໃນເມອືງລາວ 

 

ナ: 子ネコはラオスの自然豊かな暮らし

が大好きです。そんな子ネコには最近悩

みがあります。 

Narration: A Kitten loves a rich 

nature in the village of Laos, but 

recently he has soothing that’s 

bothering him these days. 

ການບນັຍາຍ:ມລີກູແມວນອ້ຍໂຕໜ ີ່ ງມ ີ

ຄວາມມກັຮກັທ  າມະຊາດທີີ່ ອດຸມົສມົບູນຢູີ່ໃນ

ໝູີ່ບາ້ນຂອງປະເທດລາວ, ແຕີ່ວີ່າເມ ືີ່ອບ ີ່ ດນົ

ມານີລ້າວມບີາງສິີ່ ງບາງຢີ່າງທີີ່ ລບົກວນລາວໃນທກຸມືນ້ີ.້ 

 

子: この前ビンを踏んでケガをしちゃった

よ。 

Kitty: as I stepped on glass, my feet 

were injured. 

ລູກແມວ: ເວ້ົາວີ່າ ໃນຂະນະທີີ່ ຂອ້ຍກ  າລງັຍີ່າງ

ນ ັນ້ຂອ້ຍໄດຢ້ຽບເສບແກວ້, ໄດເ້ຮັດໃຫຕີ້ນ

ຂອງຂອ້ຍໄດຮ້ບັບາດເຈັບ. 

 

父：そうか、痛かっただろう。最近ゴミが

増えているね。 

Dad: oh, that is a pain. Did it hurt?  It has been increasing a lot of garbage lately. 

ພ ີ່ ແມວ:ເວ້ົາຂ ນ້ວີ່າ ໂອ,້ ຕີນເຈ້ົານ ັນ້ມບີາດແຜີ່. ມນັເຈັບບ ? ໃນບ ີ່ ດນົມານີຂ້ີເ້ຫຍືອ້ມກີານເພີີ່ ມຂ ນ້ຫຼາກ

ຫຼາຍ. 
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ナ：子ネコとお父さんは自然豊かなラオスにゴミが増えていることに悩んでいます。 

Narration: kitten and his dad are worried about garbage problem in the place 

with a rich nature. 

ການບນັຍາຍ: ລກູແມວ ແລະ ພ ີ່ ຂອງລາວໄດມ້ຄິວາມຮູສ້ກືກງັວນົກີ່ຽວກບັບນັຫາຂີເ້ຫຍືອ້ທີີ່ ມຢີູີ່ສະຖານທີ 

ທີີ່ ເຕັມໄປດວ້ຍຄວາມອດຸມົສມົບນູນ ັນ້. 

 

父：あのペットボトルはいつからあるか

知っているかい？ 

Dad: do you know since when that 

PET bottles have been there? 

ພ ີ່ ແມວ:ເວ້ົາຂື້ນມາວີ່າ ລກູເອ!ີ ເຈ້ົາຮູບ້ ນບັ

ຕ ັງ້ແຕີ່ຂວດລຽ້ງສດັກະຍງັຖກືຍກົຖິມ້ຢູີ່ທີີ່ ນ ັນ້

ໝດົ 

 

子：んー結構前からあるよね。 

Kitty: Umm… Have those been 

there from a whole, haven’t those? 

ລູກແມວ: ຕອບວີ່າ ອືມ …ທກຸສິີ່ ງທກຸຢີ່າງ

ເຫົຼີ່ ານ ັນ້ຖກືຍກົຖີມ້ທີີ່ ນ ັນ້ທງັໝດົ, ແມ ີ່ນບ ? 

 

父：実はねお前が生まれる前からあるん

だよ。 

Dad: actually, those had been there 

before you were born. 

ພ ີ່ ແມວ: ເວ້ົາຂ ນ້ວີ່າ ອນັທີີ່ ຈງິແລວ້, ສິີ່ ງ

ຕີ່າງໆເຫລົີ່ ານ ັນ້ໄດຖ້ກືຖີມ້ທີີ່ ນ ັນ້ກ ີ່ອນທີີ່ ເຈ້ົາ

ຈະເກດີແລວ້ລກູເອຍີ ແລະ ທກຸມືນ້ີ້

ສະຖານທີີ່ ນ ັນ້ກ ຍງັຖີມ້ຂີ້ເຍືອ້ຢູີ່ຄເືກົີ່ າ. 

 

子：ええー！そんなに前からあるの？じゃあ、僕が大人になってもあのペットボトルはなくな

らないの？ 

Kitty: really? It’s really that old! Then, even after I was gown, will these bottles 

remain? 

ລູກແມວ: ເວ້ົາວີ່າ ແທ້ຫວາພ ີ່ ? ມນັມສີິີ່ ງເສບເຫືຼີ່ ອມາແຕີ່ດນົນມາແລວ້ແທ້ຫວາ ເຖງິແມ ີ່ນວີ່າຂອ້ຍຈະເຕີບ

ໃຫຍີ່ຂ ນ້ກ ີ່ວານີກ້ ຕາມແຕີ່ຂວດເຫົຼີ່ ານ ັນ້ກ ຍງັຄງົຢູີ່ບ ີ່ ຍອຍສະລາຍແມ ີ່ນບ ?. 
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父：そうなんだ。ごみには分解年数とい

うものがあるんだ。分解年数というのは

ね、ごみが自然にかえるまでにかかる年

数（時間）のことだよ。このペットボト

ルが完全になくなるのに 500年もかかる

んだ。 

Dad: that’s right. Garbage has 

decomposition years. 

Decomposition years mean the 

time. It takes for garbage to return 

to a soil with its shape disappearing. It takes 500 years for this pet bottle to fully 

decompose. 

ພ ີ່ ແມວ: ຕອບວີ່າ ແມ ີ່ນແລວ້. ເນືີ່ ອງຈາກຂີ້ເຫຍື້ອມນັອາຍກຸານຍີ່ອຍສະລາຍຫຼາຍປີ（ເນົີ່ າເປືີ່ ອຍ）. ອາຍຸ

ການຍີ່ອຍສະລາຍຫຼາຍປີຄຊື ີ່ວງໄລບະເວລາທີີ່ ມນັຈະເປັນຕວົຊີ່ວຍເຮັດໃຫຮ້ບູແບບຂອງຂີເ້ຫຍືອ້

ສນູຫາຍກາຍເປັນດນິໝດົ. ມນັຕອ້ງໃຊເ້ວລາ 500 ປີ ສ  າລບັຂວດລຽ້ງສດັນີຈ້  ີ່ງຈະເນົີ່ າເປືີ່ ອຍໝດົ. 

 

子：そうなんだ。放って置けばすぐにかくなるのかと思っていたよ。じゃあ、僕が踏んだ瓶は

何年かかるの？ 

Kitty: I never know it. I was thinking 

that it disappears quickly after I 

throw a pet bottle. Then, how long 

does it take to decompose the bottle 

which I stepped on by me? 

ລູກແມວ: ຕອບວີ່າ ລກູບ ີ່ ເຄຍີຮູເ້ລີຍກີ່ຽວກບັ

ເລືີ່ ອງນີ.້ ຂອ້ຍຄດິວີ່າມນັຈະຫາຍໄປຢີ່າງ

ງ ີ່າຍດາຍຫຼງັຈາກທີີ່ ຂອ້ຍຍກົຂວດສດັລຽ້ງອນັ

ໃດອນັໜ ີ່ ງຖີມ້ໄປ. ແລວ້ມນັຈະໃຊເ້ວລາດນົ

ປານໃດໃນການຍີ່ອຍສະລາຍ（ເນົີ່ າເປືີ່ ອຍ） 

ຂວດທີີ່ ຂອ້ຍໄດຢ້ຽບມືກ້ີນ້ີ?້ 

 

父：瓶はね、永遠になくならないんだ。 

Dad: it doesn’t disappear forever 

ພ ີ່ ແມວ: ຕອບວີ່າ ມນັຈະບ ີ່ ຍີ່ອຍລະລາຍຕະຫຼອດການ  
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子：うわあ、そうなんだあ…。じゃあ、僕がおじいちゃんになってもなくならないんだね。 

Kitten: Wow, really? It doesn’t disappear even when I become old as grandpa. 

ລູກແມວ:ເວ້ົາວີ່າ ໂອ ແທ້ຫວາ. ເມ ືີ່ອຂອ້ຍເຖົ້າປານພ ີ່ຕູແ້ລວ້ ມນັຄງົຍງັບ ີ່ ສນູຫາຍໄປໃສີ່（ບ ີ່ຍີ່ອຍສະລາຍ）

ເລີຍແມ ີ່ນບ  

 

父：そうだよ、放って置いてもなくなるわけじゃないんだよ。 

Dad: that’s right. It doesn’t disappear automatically even if you throw the bottle 

on a soil. 

ພ ີ່ ແມວ: ຕອບ ແມ ີ່ນແລວ້. ມນັບ ີ່ ສນູຫາຍໄປໃສຫືຼບ ີ່ ຍີ່ອຍສະລາຍໄປຢີ່າງງາຍດາຍເລີຍເຖງິແມວ້ີ່າເຈ້ົາຍກົ

ຂວດເຫົຼີ່ ານ ັນ້ຖີມ້ຕາມດິນກະຕາມ. 

 

ナ：暗くなってきたので、A 君はいつも

のように火を起こしています。 

Narration: It is getting dark. A boy 

makes a fire for cocking as usual. 

ການບນັຍາຍ: ນີມ້ນັເລີີ່ ມມດືແລວ້. ເດັກນອ້ຍ

ຊາຍຄນົໜ ີ່ ງທີີ່ ແຕີ່ງກນິຕະຫຼອດ. 

 

子 はあ毎日僕が寝る時間になると隣で

黒い煙がモクモクしていて嫌だなあ。お

父さんにあの黒い煙は何なのか聞いてみよう。 

Kitty: I don’t like a black smoke in the night time because I cannot sleep well. I 

will ask my dad what is that smoke. 

ແມວນອ້ຍ: ຂອ້ຍບ ີ່ ມກັໃຫມ້ຄີວນັສີດ  າໃນເວລາກາງຄນືເພາະວີ່າຂອ້ຍນອນບ ີ່ຄີ່ອຍຈະຫຼບັດປີານໃດ. 

ດຽວຂອ້ຍຖາມພ ີ່ ກ ີ່ອນວີ່າຄວນັນ ັນ້ມາແຕີ່ໃສ? 

 

ナ：子ねこは煙のせいで悩んでいます。 

Narration: Kitten is worried about 

a black smoke 

ການບນັຍາຍ: ລກູແມວນອ້ຍມຄີວາມກງັວນົ

ຫຼາຍກີ່ຽວກບັຄວນັສດີ  າ. 
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父：あれはプラスチックを燃やして出る煙だよ。あの黒い煙を吸い続けると体に良くないんだ。 

Dad: That is a smoke created by burning plastics. Inhaling that black smoke too 

much can damage our health. 

ພ ີ່ ແມວ: ຄວນັສດີ  ານ ັນ້ເກດີມາຈາກການເຜົາຖງົຢາງພຼາສຕິກ. ການທີີ່ ເຮົາຫາຍໃຈເອົາຄວນັສດີ  ານ ັນ້ເຂ້ົາ

ໄປຫຼາຍເທົີ່ າໃດມນັຍິີ່ ງສາມາດທ  າລາຍສຂຸະພາບຂອງເຮົາໄດ.້ 

 

子：じゃあ、燃やしている A くんにも良くないの？ 

Kitty: So, isn’t it bad for the boy to burn plastics? 

ແມວ: ດ ັີ່ງນ ັນ້, ມນັບ ີ່ ດແີມ ີ່ນບ ີ່ ທີີ່ ເດັກນອ້ຍຄນົນ ັນ້ຈດູຖງົຢາງພຼາສຕິກ? 

 

父：そうだね 

Dad: Sure. 

ພ ີ່ ແມວ: ແມ ີ່ນແລວ້. 

 

子：えー！それは大変だ！このことを A くんに伝えなきゃ！ 

Kitty: Wow it is so big problem! I must tell him not to do it! 

ແມວ: ອາ້ວ!! ຄນັຊ ັນ້ມນັກະເປັນບນັຫາໃຫີ່ຍແມ ີ່ນບ ີ່ ! ຂອ້ຍຕອ້ງບອກລາວບ ີ່ ໃຫເ້ຮັດມນັອກີ! 

 

ナ：子ネコは A くんのところに行きまし

た。 

Narration: Kitten moves to the 

place the boy is quickly by 

running. 

ການບນັຍາຍ: ລກູແມວນອ້ຍໄດແ້ລີ່ນໄປ

ບີ່ອນເດັກຊາຍຄນົນ ັນ້ຢີ່າງໄວ. 

 

子 A くん、実はね毎日 A くんがプラス

チックを燃やして出る黒い煙が嫌なんだ。

それで、お父さんにあの黒い煙が何か聞いてみたら、プラスチックを燃やしたときに出る煙で

ね、体に良くない煙なんだって！ 

Kitty: Hi, I don’t like that black smoke. I always feel bad by that smoke. So, as I 

asked my dad what the black smoke is, He told me it is a smoke generated by 

burning plastics and it is so bad for our health. 
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ແມວນອ້ຍ: ສະບາຍດ,ີ ຂອ້ຍບ ີ່ ມກັຄວນັສີດ  ານ ັນ້. ຂອ້ຍຮູສ້ກືບ ີ່ ດທີກຸຄ ັງ້ທີີ່ ສບູມນັເຂ້ົາໄປ. ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຕາມທີີ່

ຂອ້ຍໄດຖ້າມພ ີ່ ຂອງຂອ້ຍຄວນັສດີ  ານ ັນ້, ລາວບອກຂອ້ຍວີ່າມນັແມ ີ່ນຄວນັມາຈາກການເຜົາຖງົຢາງພຼາສ

ຕິກ ແລະ ແລວ້ຖາ້ຄນົເຮົາໄດສ້ບູດມົໄປແລວ້ມນັກ ີ່ບ ີ່ ດີຕ ີ່ ສຂຸະພາບຂອງຄນົເຮົາ. 

 

A：そうなの？プラスチックは燃えやすいからみんなよくやっているよ。けど、みんな体調悪

くなってないよ。 

Boy: Is that true? Everyone burns plastics because it is easy to burn them. But 

everyone is not getting sick.  

ເດັກຊາຍ: ແມ ີ່ນແທບ້ ີ່ ? ທກຸໆຄນົກ ີ່ພາກນັຈດຸຖງົພຼາສຕິກເພາະວີ່າມນັງ ີ່າຍຕ ີ່ ການຈດູເພືີ່ ອກ  າຈດັສິີ່ ງ

ເຫົຼີ່ ານ ັນ້. ແຕີ່ກະບ ີ່ ມໃີຜບ ີ່ ໄດເ້ຈັບປີ່ວຍຫຍງັໃດລະ. 

 

子：今は大丈夫かもしれないけど、煙を吸い続けることが良くないんだ！ 

Kitty: You may be fine now. Inhaling that black smoke repeatedly will damage 

your health gradually. 

ແມວນອ້ຍ: ແມ ີ່ນຢູີ່ຕອນນີເ້ຈ້ົາສະບາຍດ.ີ ແຕີ່ການທີີ່ ເຮົາສບູດມົເອົາຄວນັດ  ານ ັນ້ຊ  າ້ໆ ຈະເຮັດໃຫ້

ຮ ີ່າງກາຍຂອງເຮົາຖກູທ  າລາຍເທືີ່ ອລະໜ້ອຍ. 

 

A：えー！そうなんだ！じゃあ、もうやめる！ 

Boy: Wow, that is so bad. I will stop it! 

ເດັກນອ້ຍ: ໂອ!!!! ມນັບ ີ່ ດແີທ້ໆ. ຂອ້ຍຈະຢດຸມນັດຽວນີ!້ 

 

子：A くんも僕もずっと健康でくらすためにこのことを知ることができて良かったね。 

Kitty: We are glad to know it so that we could stay healthy!  

ແມວນອ້ຍ: ພວກເຮົາດໃີຈທີີ່ ຮູແ້ບບນ ັນ້ ດ ັີ່ງນ ັນ້ ພວກເຮົາຈະສາມາດຢູີ່ຢີ່າງແຂງແຮງໄດ.້ 

 

A：うん！教えてくれてありがとう！ 

Boy: Yeah! Thank you for teaching me! 

ເດັກນອ້ຍ: ຂອບໃຈເດີ້ທີີ່ ສອນຂອ້ຍ. 
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ナ：ある晴れの日、子ねことお父さんは

散歩をしていました。 

Narration: One sunny day, kitten 

and his dad were taking a walk. 

ການບນັຍາຍ: ໃນມືທີ້ີ່ ມແີສງແດດ. ແມວ

ນອ້ຍ ແລະ ພ ີ່ ຂອງລາວໄດຢ້ີ່າງຫ້ິຼນນ  າກນັ. 

 

子：今まで悩んできたことって、人間た

ちが原因のことが多いね。悩みは解決し

たけどどうするか考えないと。 

Kitty: Almost all the problems we are facing now might be caused by human-being. 

I have solved my problem, but we need to think about what to do in the next step. 

ແມວນອ້ຍ: ບນັຫາເກອືບໝດົທກຸຢີ່າງທີີ່ ພວກເຮົາປະເຊນີໜາ້ແມ ີ່ນຍອ້ນ ຝີມມືະນດຸເຮົາເປັນຄນົເຮັດ. 

ຂອ້ຍໄດແ້ກບ້ນັຫາຂອງຂອ້ຍແລວ້, ແຕີ່ ພວກເຮົາຕອ້ງການທີີ່ ຈະຄກິກີ່ຽວກບັສິີ່ ງທີີ່ ຈະເຮັດໃນຂ ັນ້ຕອນຕ ີ່

ໄປ. 

 

父：そうだね。人間のみんなにもこの状況をわかって行動してもらわないと。私たちもみんな

も大好きな自然豊かでのんびりしたラオスは失われてしまうね。 

Dad: You’re right. Let all humans understand this problem and make an action to 

solve it.If not, the distinctive feature we like such rich in nature and ‘sabaai 

sabaai’ in Laos would be lost in the near future. 

ພ ີ່ ແມວ: ແມ ີ່ນຄວາມລກູ. ມາເຮົາມາເຮັດໃຫມ້ະນດຸທກຸຄນົຮບັຮູ ້ເຂ້ົາໃຈບນັຫາ ແລະ ພາກນັແກໄ້ຂມນັນ  າ

ກນັ. ຖາ້ບ ີ່ ດ ັີ່ງນ ັນ້,  ລກັສະນະຈດຸເດັີ່ ນ ຄືກບັພວກເຮົາມຊີບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທີີ່ ອດຸມົສມົບູນ ແລະ 

ສະບາຍ ສະບາຍຢູີ່ໃນລາວທີີ່ ຈະບ ີ່ ໃຫສ້ນູເສຍພາຍໃນອະນາຄດົທີີ່ ໃກນ້ີ.້ 

 

子：そこのみんな！みんなのためにも僕た

ちのためにも環境にいい行動をしていこう

よ！ 

Kitty: Hey, you gays! Take good 

actions for our environment and our 

health! 

ແມວ: ພວກເຈ້ົາ ພວກເຈ້ົາ! ພວກເຮົາຈະຕອ້ງ

ເຮັດສິີ່ ງດີໆ ຕ ີ່ ສິີ່ ງແວດລອ້ມຂອງເຮົາ ແລະ 

ສຂຸະພາບຂອງເຮົານ  າ. ໂດຍການທີີ່ ຮກັສາ

ສິີ່ ງແວດລອ້ມຊີ່ວຍກນັ.  
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II 環境カルタのクイズ 

① ペットボトルと新聞紙のうち、どちらを燃やすと体に悪い煙が出るのか。 

Which of plastic bottles and newspaper will burn bad smoke when burned? 

ລະຫວີ່າງຕກຸຢາງກບັເຈຍ້ໜງັສືພ ມເມ ືີ່ອຖກືຈແູລວ້ ໂຕໃດຈະມຄີວນໄຟກິີ່ນຂິວທີີ່ ບ ີ່ ດີຕ ີ່ ສຂຸະພາບ 

ເມ ີ່ອລນົໄຟ? 

 ペットボトル, plastic bottles, ຕກຸຢາງ 

 

② ビニール袋の分解年数は何年か。 

How many years will it take for a plastic bag to decompose （break down）? 

ຕອ້ງໃຊເ້ວລາຈກັປີເພືີ່ ອໃຫຖ້ງົຢາງປຣາສະຕິກຍີ່ອຍສະຫຼາຍ（ເນົີ່ າເປືີ່ ອຍ）? 

 20 年, 20years, 20ປີ 

 

③ アルミ缶の分解年数は何年か。 

How many years will it take for an aluminum can to decompose （break down）? 

ຕອ້ງໃຊເ້ວລາຈກັປີເພືີ່ ອໃຫກ້ະປ໋ອງອາລູມນີຽມຍີ່ອຍສະຫຼາຍ （ເນົີ່ າເປືີ່ ອຍ）? 

 200 年, 200 years, 200ປີ 

 

④ コットンシャツの分解年数は何ヶ月か。 

How many months will it take for a cotton shirt to decompose （break down）? 

ຕອ້ງໃຊເ້ວລາຈກັເດອືນເພືີ່ ອໃຫເ້ສືອ້ຜາ້, ແຜຝາ້ຍຍີ່ອຍສະຫຼາຍ （ເນົີ່ າເປືີ່ ອຍ）? 

 3 カ月, 3 months, 3ເດອືນ 

 

⑤ ペットボトルの分解年数は何年でしょうか。 

How many years will it take for a plastic bottle to decompose （break down）? 

ຕອ້ງໃຊເ້ວລາຈກັປີເພືີ່ ອໃຫຕ້ກຸຢາງຍີ່ອຍສະຫຼາຍ （ເນົີ່ າເປືີ່ ອຍ）? 

 500 年, 500 years, 500ປີ 

 

⑥ ビンの分解年数はどのくらいでしょうか。 

How many years will it take for a bottle to decompose （break down）? 

ຕອ້ງໃຊເ້ວລາຈກັປີເພືີ່ ອໃຫຂ້ວດແກວ້ຍີ່ອຍສະຫຼາຍ（ເນົີ່ າເປືີ່ ອຍ）? 

 永遠, The bottle will not return to nature forever. 
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ຂວດແກວ້ເປັນສິີ່ ງທີີ່ ບ ີ່ ຄືນສູີ່ທ  າມະຊາດ （ບ ີ່ສາມາດຍີ່ອຍສະຫຼາຍໂດຍທ  າມາຊາດໄດ）້  

 

⑦ ビンを放っておいたらすぐなくなるのか？○か✕か？ 

If the bottle is littered, will the bottle return to nature immediately? If you 

have this sentence, select a circle; if this sentence is incorrect, select a cross. 

ຖາ້ຫາກຂວດແກວ້ຖກືຖິມ້ລະເລີຍ, ຂວດແກວ້ຈະຄືນສູີ່ທ  າມະຊາດທນັທີີ່ ທນັໃດຫືຼບ ? ຖາ້ຫາກຄິດວີ່າ

ຖກື, ໃຫໜ້າຍວງົມນົ; ຖາ້ຫາກຄດິວີ່າຜິດ, ໃຫໜ້າຍໄຂວຕີນກາ. 

 ✕ cross, ໄຂວຕີນກາ 

 

⑧ 子ねこは何を踏んで怪我をしたのか。 

What did the kitten step on to injure and get injured? 

ສິີ່ ງໃດທີີ່ ເຮັດໃຫເ້ປັນອນັຕະລາຍຕ ີ່ ລກູແມວ ແລະ ເຮັດໃຫມ້ນັບາດເຈັບ? 

 ビン、bottle, ຂວດແກວ້ 

 

⑨ ラオスで自然豊かな暮らしをするには何をするのが良いか。 

What can we do in Laos to keep the good environment? 

ພວກເຮົາສາມາດເຮັດຫຍງັດແີດີ່ ເພືີ່ ອຮກັສາສິີ່ ງແວດລອ້ມຢູີ່ໃນປະເທດລາວ? 

 ゴミを拾う、We can pick up garbage. ພວກເຮົາສາມາດເກບັຂີ້ເຫຍືອ້. 

 

⑩ 子猫は寝る前に何を嫌がっていたか。 

What did kitten hate before going to bed? 

ສິີ່ ງໃດທີີ່ ເຮັດໃຫລູ້ກແມວບ ີ່ ມກັກີ່ອນທີີ່ ມນັຈະເຂ້ົານອນ? 

 煙、smoke, ຄວນໄຟ 

 

⑪ 缶とビニール袋のうち完全に分解されるまでに時間がかかるのはどちらか。 

Which takes more time to decompose （break down）, a used can or a plastic 

bag? 

ສິີ່ ງໃດທີີ່ ຕອ້ງໃຊເວລາຍີ່ອຍສະຫຼາຍດນົກີ່ວາກນັ（ເນົີ່ າເປືີ່ ອຍ）, ກະປ໋ອງອາລູມນີຽມ ຫືຼ ຖງົຢາງປຣາ

ສະຕິກ? 

 缶、can, ກະປ໋ອງ 
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⑫ 将来海洋プラスチックが魚の量を越えてしまいます。それは何年だと予測されているでし

ょうか。 

In the future, marine plastic waste will exceed the amount of fish. What year 

is it predicted? 

ໃນອານາຄດົ, ຂີເ້ຫຍື້ອປຣາສະຕິກທິີ່ ຢູີ່ໃນທະເລຈະມປີະລິມານຫຼາຍກວີ່າປາ. ຄາດການວີ່າປີໃດທີີ່

ປະລີມານຂີ້ເຫຍື້ອປຣາສະຕິກທິີ່ ຢູີ່ໃນທະເລຈະມປີະລິມານຫຼາຍກີ່ວາປາ? 

 2050 年、the year of 2050, ປີ 2050  

 

⑬ インドネシアでは食品包装を食べられるものに変える取り組みをしています。それは何の

食べ物から作られるでしょうか。 

In Indonesia, they are trying to change food packaging to something that can 

be eaten. What food is it made from? 

ໃນປະເທດອນິໂດເນເຊຍ , ພວກເຂົາພະຍາຍາມຈະປີ່ຽນບາງຜະລິຕະພນັທີີ່ ບນັຈອຸາຫານໃຫ້

ສາມາດກນິໄດ.້ ເຈ້ົາຄດິວີ່າສິີ່ ງນ ັນ້ເຮັດມາຈາກຫຍງັ? 

 海藻、Seaweeds, ສາລາຍທະເລ 

 

⑭ ラオスの首都ビエンチャンでは一日どれくらいの量のゴミが捨てられているでしょうか？ 

How much garbage is thrown away in a day in Vientiane, the capital of Laos? 

ຂີເ້ຫຍືອ້ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັໃນມືໜ້ ີ່ ງ ມປີະລິມານຫຼາຍເທົີ່ າໃດ? 

 650トン、650 tons, 650 ໂຕນ 

 

⑮ 川にゴミを捨て続けるとどうなるでしょうか？ 

What happens if you keep throwing garbage into the river? 

ຈະເກດີຫຍງັຂື້ນຖາ້ເຈ້ົາຖິມ້ຂີເ້ຫຍື້ອລງົສູີ່ແມ ີ່ນ  າ້? 

 ゴミのせいで、川に住む生物は生活できなくなってしまう 

Creatures living in the river cannot live because of garbage. 

ສິີ່ ງທີີ່ ມຊີີວທີິີ່ ອາໃສຢູີ່ໃນນ  າ້ຈະບ ີ່ ສາມາດອາໃສຢູີ່ໄດເ້ພາະຂີເ້ຫຍືອ້. 

 

⑯ 近年世界で森林が急速に失われているが、一日にどれくらいの種が絶滅しているでしょう

か？ 

In recent years, the world's forest area has been rapidly lost. How many 

species are extinct in a day? 
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ໃນ10ປີທີີ່ ຜີ່ານມາ, ເນືອ້ທີີ່ ປີ່າຂອງໂລກຫຸຼດລງົຢີ່າງໄວວາ. ໃນປະຈບຸນັມສີດັຈກັສະພນັທີີ່ ສນູພນັ ໃນ

ມືຫ້ນ ີ່ ງ? 

 100 種、100 species, 100 ສາຍພນັ 

 

⑰ SDGs という世界的な目標があります。SDGs とは持続可能な開発目標のことです（SDGs

とはより良い世界にするための目標です）。この目標の中の環境に関するマークはどれで

しょうか？ 

There is a global goal of SDGs. SDGs means sustainable development goals （SDGs 

goals are to create a better world）. Which is the environmental mark in the goals? 

ນີແ້ມ ີ່ນເປ້ົາໜາຍລະດບັໂລກຂອງ SDGs. SDGs （Sustainable Development Goals） ໜ

າຍເຖງີ ເປ້ົາໜາຍການພດັທະນາແບບຢືນຢງົ（ເປ້ົາໜາຍຂອງSDGs ແມ ີ່ນການສາ້ງໂລກໃຫດ້ຂີືນ້

ກວີ່າເກົີ່ າ）. ໃນບນັດາເປ້ົາໜາຍນີແ້ມ ີ່ນເນັນ້ໝກັໃສີ່ດາ້ນໃດຂອງສິີ່ ງແວດລອ້ມ?  

 海を守るマーク、This is the goals mark to protect the sea.  

ເຄືີ່ ອງໝາຍນີແ້ມ ີ່ນເນັນ້ໝກັດາ້ນການປກົປ້ອງທະເລ. 
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