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Introduction
I studied briefly in the Philippines after graduating from junior high school. I heard that
many people do not have jobs because the population of the Philippines is high.I was thinking about
what I can do for them. I first heard the words “ fair trade” from a presentation by Junten High
School students who had been to the Philippines. When I heard that fair trade was a way to provide
jobs for the people of the Philippines, I became interested in fair trade, the focus of this paper.
I believe the most serious problem for fair trade is low awareness. Low awareness causes
low demand. It is then difficult for businesses to succeed and create jobs. That is why I thought about
how to raise awareness of free trade in Japan and the Philippines.
I tried to raise awareness of fair trade in the following three ways. First, I conducted
questionnaires and interviews of Japanese consumer and venders, as well as producers and people
engaged in trade in the Philippines. Second, I explained the system of fair trade to children of the
Philippines using posters. Third, I held a Valentine fair trade sale at my school and conducted a
questionnaire to see how well Japanese high school students understand the fair trade system.
1 What is fair trade?
1-1 Overview
Fair trade is a system of trade in which producers and vendors are on equal terms with
respect to materials and goods. It is a system of trade that works well as a way of raising the incomes
of disadvantaged producers.
When we buy things at low prices, producers can only receive a small amount of money.
Producers then cannot send their children to school. Illiterate and innumerate, these children
become adults who fail to take notice of their negative circumstances, and a vicious cycle ensues.
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By getting fair trade jobs, producers get the income they deserve, and can then send their
children to school and make their own living without aid. Fair trade works better than volunteer
assistance or donations at making people self-sufficient. Using a fair trade system could well
eliminate economic disparity in the Philippines.
If a fair trade system were to spread in the Philippines and Japan, the lives of people
working under unfair conditions would be better than before.
1-2 Fair trade efforts around the world
In the United Kingdom, which has the highest sales of fair trade products in the world,
there are also fair trade towns, churches, and universities. These places have been designated as
such to promote national awareness of fair trade, and all actively sell or provide fair trade products.
As a result, there is a high awareness of fair trade in the UK, and it has been taken up as one way to
make a contribution to the world.
2 Awareness of fair trade
2-1 Awareness of fair trade in Japan
According to a 2015 Japan Fairtrade Forum internet survey of 1076 people, 30% were aware
of fair trade. I thought that this percentage was small, so I felt it was necessary to raise this
awareness.
2-2 Fairtrade Labeling Organizations International (FLO) mark
One means of raising awareness of fair trade is the FLO mark, which is a label that certifies
that a product has completely met all the standards established by Fairtrade International at every
stage of production, from the initial level of materials through exporting and onto processing. The
FLO mark has expanded fair trade sales volume and consumer awareness.
In this way, fair trade labeling benefits many producers and gives big companies an
opportunity to get involved in fair trade.
2-2 Problems with the FLO mark
I think fair trade has three problems.
1): It is not common in Japan. Procedures are complicated and expensive, and products can be sold
without the certification.
2): There is little use of the FLO mark in Japan. It is only used by big companies like Starbucks,
Kaldy, Muji, and Aeon, because of the reasons in 1) above.
3): It is difficult to know if “fair trade” products sold without the FLO mark have satisfied the same
conditions for earning the FLO mark, and because there is no accountability, consumers trust
these products less
For these reasons, few fair trade products carry the FLO mark, consumers have fewer
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opportunities to become aware of fair trade, and as a result awareness is low.
A topic for future consideration is how to increase use of the FLO mark and raise awareness
of fair trade.
3 Field work in Phillipines
I explained the fairtrade system by making a poster to explain labor rights to children. They can
learn more about trade when they become university students.
Also, by using a trade game, I could promote greater understanding.
３－２Survey about knowledge of fairtrade
I did a survey about knowledge of fairtrade for Japanese and Filipinos.
Q1 Do you know fairtrade?

Graph1 The knowledge of Junten high school

Graph2 The knowledge of Phillipines

Junten high school student’s knowledge of fairtrade is higher than that of survey participants at the
Japan fairtrade forum.
That reason why is that Junten students learned about fairtrade in social studies class and most
people know I am researching fair trade.
Filipinos did not know about fairtrade at all, but some people knew about equal kinds of trading done
internationally.
Q2 Do you want to buy products that help others.

29%

29%

71%

Yes

71%

No

Yes

Graph3 people who knowing about Fairtrade

No

Graph4 people who not knowing about Fairtrade

I think that fairtrade products are expensive and it is difficult to find the fairtrade value.
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3-3 Interviews with fairtrade producers in Phillipines
I had an interview with producers who are working for fairtrade companies.
They couldn’t understand the fairtrade system, but they were satisfied with the money.
They were working at a “garbage mountain” before that. Now, they are making stuffed animals and
knitted items. Changing their work made not only increased their income but also gave them
confidence to do housework and child care.
More women workers means improved situations for women.
However, in the Philippines, knowledge of fairtrade is very low. If they don’t know the correct system,
they couldn’t slip back into a low-wage system and continue have difficult lives.
Also, Filipinos should learn about the fairtrade system at an early age.
Students should know their rights to earn proper money
3-4 Interviews with fairtrade producers in Japan.
Fair trade producers felt that Japanese knowledge is low, but recently Japanese young people tend to
know more about fairtrade.
They gave me some ideas for increasing awareness of fairtrade.
1 Selling the products in the school festival,
2 Producing products for a big company.
3 Selling products for a big company
3-5 Interviews with consumers
We interviewed people who bought items at JICA's shop and Nagano's fair trade shop. The price of
Fair Trade products is high, which is an obstacle to popularization. I though that looking at the
motivation of people who actually purchased these products would lead to ideas for the spread of fair
trade. The reasons for purchases that I obtained through these interviews are as follows.
1 Because the quality of goods is good and international cooperation is possible.
2 Because what I was seeking happens to be sold as a fair trade commodity.
3 Because I was engaged in environmental education, I have a strong interest in fair trade.
Hearing some opinions that the quality of Fair Trade products purchased in the past was good, and I
thought this was important in spreading fair trade.
When buying things, I think that the big things are quality and price of goods. However, I think that
it is also important to buy things from various perspectives such as being environmentally friendly
rather than the good being reasonable because it is cheap. There are many aspects to products. It
was impressive that everyone who purchased Fair Trade products understood this kind of thought.
I felt that fairtrade sales would be improved by increasing the items that are daily necessities, such
as coffee and cotton, and that cannot be produced in Japan. It is because you will have to buy it as a
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daily necessity. While interviewing, I one subject said that it would be better to sell these items at
the station so that I could get fairtrade products in the eyes of people. I also felt it was important to
raise the recognition of Fair Trade. Additionally, these products could also be sold at convenience
stores.
Although the recognition level is still low at present, a few people do know about the merits of fair
trade.
4 Valentine's campus fair trade sale
In a previous survey, I found that there were many students that responded "I do not know where
Fairtrade products are sold" or "I do not know but I am interested". I wanted to create an opportunity
to let people come into contact with Fair Trade, to increase awareness of Fair Trade by putting
products in familiar places and to contribute to its development. At the cafeteria of my school, I sold
ACE Fair Trade Chocolate from an NPO. I also sold stuffed animals from the NPO ICAN. The goal
was to raise awareness of Fair Trade by selling chocolate in the Valentine season at a cafeteria,
where chocolate is not usually sold. Also, it was an opportunity to distribute flyers related to fair
trade and display posters in the school, so that students can get to know the mechanism of fair trade.
As a result, we sold 15 stuffed bears, 5 strawberry keychains, and 94 ladybug chocolates. The
proceeds were all donated to NPO corporation ICAN which supports children in the Philippines.
As there were many opinions and the prices were still high, I thought that it is necessary to lower the
price to some extent in order to promote Fair Trade products. However, simply lowering the unit
price may reduce the money that goes to producers, so it is necessary to make innovations. Reducing
the manufacturing cost by increasing the demand for fair trade products can reduce the unit price
while maintaining the fair trade structure.
Also, even some of those who hesitated to purchase when looking at the price bought it after hearing
an explanation and understanding the value of Fair Trade. However, only junior high school students
bought the goods. Because junior high school students have fewer opportunities to spend money than
high school students, they were eager to buy things. What I understood from these things is that it is
worth recommending goods to those who can afford to purchase them.
In the awareness survey conducted at the time of sale, the percentage of people who said they knew
about Fair Trade was 70%. Since it was 64% in the previous survey, it is only an increase of 6%, so
may there be room for changing styles of promotion and selling.
4 Conclusion
I felt that research on fair trade so far shows that the degree of recognition in Japan is still low. Also,
I actually tried selling Fair Trade products and realized the difficulty of explaining their value. We
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also learned that it is necessary to raise awareness and promote Fairtrade products in order to
empower people in the Philippines through fair trade.
Money gained by the Fair Trade structure is supporting people's livelihoods just like donations do. If
you donate money, you can see how the money donated by you is used concretely, but I felt Fair Trade
had a greater contribution in that it helps people to become independent.
I realized that various people would want to work under the mechanism of fair trade if the
awareness were higher, but there are still few companies that are introducing a fair trade
mechanism for production. Not only Japan, which is a consumer country, but also the producers of
the Philippines need to raise awareness.
Also, companies need to publicize fairtrade better. By linking to the image of the company CSR
activities that companies, the fair trade products will be lined up in many shops.
I think that fair trade should be the standard around the world. For that reason, we, consumers,
should change the way we choose things. Fair trade is a mechanism that makes it easy for those who
want to contribute to developing countries. So, if consumers' consciousness changes and Fair Trade
spreads out, I felt it would be possible to solve problems in the Philippines.The future task is to think
about how Fair Trade will lead to success with reference to the UK.
I am learning about the British fair trade town, so that such efforts can be made in Japan and the
Philippines.
Reference
佐藤寛（2011）
「フェアトレードをまなぶひとのために」世界思想社、 2017 年 1 月 29 日 朝日新聞「く
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赤石史織

（英語・日本語）

髙橋三奈

落合紫星

はじめに
2015 年にフィールドワークに参加した先輩が研究した「手洗いの普及」を受けて、私たちは、
「手を
石鹸で洗浄する時に使用する水そのものが綺麗なのか」という疑問を持った。水について調べていくと、
フィリピンの人々の生活の中においても水は極めて重要度が高いので、市販されている水を買うことが
一般であるという事を、現地で活動するＮＧＯスタッフから聞いた。また、買うお金がないという場合
でも自宅から自転車で 15 分ほど離れたところにある井戸で安全な水を汲んでいるということだった。
私たちは、感染症のリスクを減らすために「手洗いの普及」に取り組んだという先輩の研究の原点に戻
り、日本では「手洗い・うがい」がセットで衛生教育として行われていることから、「うがいの普及」
を

含めた衛生教育を行う事で、感染症のリスクを少しでも軽減できないかと考え、この活動を計

画し取り組むことにした。
1. うがいの効果
私たちはまず、日本とフィリピンで、どのようにうがいを行っているか調べ、うがいの効果について
も調べた。
1-1. うがいの習慣
日本では、手洗いとうがいは感染症の予防策の一つとして、感染症の病原体を体の中に持ち込まない
ために、学校や家庭で日常的に行われている。
また、保育園や幼稚園などの集団生活の中で手洗いとうがいを学び、小・中学校でも、インフルエン
ザ等の集団感染症の予防の意味から、日常的に学級担任や保健の先生から指導されている。
東京都北区のホームページの、
「学校感染症のインフルエンザの予防」のページでも、
「インフルエン
ザの予防のために、十分な休養とバランスのとれた食事、流行時の外出の際のマスク着用、帰宅時の
・ ・ ・ ・

・

・

・

手洗い・うがい、流行前のワクチン接種等をお願いいたします。」と掲載されていて、帰宅後の「手洗
い・うがい」を推奨している。１）
また、静岡県島田市では、市立五和小学校で試験的に給茶器を学校内に設置し、全校でうがいを実施
した。市教委のアンケートによると、児童や保護者の反応は良く、インフルエンザＡ型の罹患（りかん）
率が市内の平均より低かった。２）この小学校場合お茶を使用しているが、全校で「うがい」に取り組
むことで、インフルエンザの予防に効果を上げている。
このように、日本においては小さいことから手洗いとうがいを実践していることや、インフルエンザ
の時期には保健センターやマスコミなどで呼びかけをすることもあることから、日本人は手洗いとうが
いを行う意味についても理解し、それが習慣となっているといえる。
一方、フィリピンにおいて、
「うがい」に関する文献を探すことはで
きなかった。フィリピンでも薬局などで「うがい薬（Betadine Oral Gargle
Hexetidine Bactidil 等）
」は販売されている。写真①
http://ph.betadine.com/en/ph/throat-and-oral-care
https://www.bactidol.com.ph/directions-for-use

写真①
しかし、フィリピン出身で ALT のシェバ先生に伺ったところ、フィリピンでは日本のような「のどう
がい」の習慣はなく、
「うがい（gargle）
」とは、
「口をゆすぐ（mouthwash）
」の意味として使われること
が多いという事がわかった。
実際にインターネットで検索してみると、マウスウォッシュ製品の広告のほうがが多くみられること
も分かった。
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1-2. うがいの効果
私たちは、ヨード液等の医薬品を含むうがい薬を使用してうがいをすると効果が高くなると考えてい
る。ところが、京都大学保健管理センターの研究で、水うがいを 1 日 3 回行うと普段の上気道感染症（か
ぜ症候群）予防の効果があることがわかった。
この研究では、18 歳から 65 歳までの健康な人 387 人を、
「水うがいを行う群」、
「ヨードうがいを行う
群」
、
「対照群」の３群にランダムに分け、60 日間経過を観察し、上気道感染症の発症数を比較した。う
がいは 15 秒を 2 度行い、1 日 3 回以上実施した。その結果、
「水うがい」によって上気道感染症が 36％
減ったことがわかり、うがいの上気道感染症予防の効果が実証された。しかし、「ヨードうがい群」で
は、はっきりした予防効果がみられなかた。３） これにより、うがい薬を使わず水だけでも十分効果
が得られることがわかった。
この理由として考えられることは２つある。物理的な洗浄効果と、本来ののど機能を高めることであ
る。のどの粘膜にある繊毛は、1 分間に約 1,000 回振動する繊毛運動で粘液を外へ送り出すことで、の
どから入ったウイルスなどの異物を排除している。しかし、気温が低く空気が乾燥すると、粘膜の表面
が傷つき、繊毛運動が弱くなったり、止まったりすると、ウイルスが侵入しやすくなる。うがいをする
ことで、ホコリなどを粘液とともに上気道から洗い流すという物理的な洗浄効果に加え、乾燥している
のどに潤いを与えて粘膜の働きが弱まるのを防ぎ、のど本来が持つ防御機能を高めることができるので、
感染症の予防効果が得られる。４）
以上のことから、上気道感染症予防に効果がある「水うがい」は、フィリピンの貧困地域など医薬品
を購入する余裕のない地域において、費用をかけることないうえ、うがい薬を用いるよりも簡単に行う
ことができ、感染症の予防効果が得られるのではないかと考えられる。
2. 現地調査及び活動
私たちは、2016 年にフィリピンフィールドワークに参加し、ルソン島パンガシナン州スアル市パギワ
ン村で「手洗い・うがい」普及のためのアクティビティを計画し、同時に水質の検査やアンケート調査
を行った。
2-1. 水質検査
うがいに使用する水は口に含むものなので、まず水の安全について確認するため、水質検査を実施し
た。精密な検査は実際にはできないので、今回は簡易検査キットを日本から持参し、訪問した地域にお
いて、サンプルを採取して検査した。
・日程：フィリピンフィールドワーク 2016 年 9 月 21 日（水）～9 月 28 日（木）
・場所 ルソン島 パンガシナン州 ダグーパン市

ゴミ処理場（コミュニティ）写真②

ルソン島 パンガシナン州

ダグーパン市 カリカーン（都市スラム）写真③

ルソン島 パンガシナン州

スアル市 パギワン村（農村部の村）

②ゴミ処理場

ゴミ処理場 井戸

3
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ゴミ処理場 飲み水

③カリカーン（スラム）

カリカーンスラム 井戸

井戸と食器洗い用水の結果

・検査キット 共立理化学研究所 パックテスト ZAK-COD 化学的酸素要求量 10 本 写真④

０

5

10

13

写真④

20

50 100
mg/ℓ （ppm）
30℃ 4 分

表１ 水質検査結果
地域

ゴミ処理場横 コミュニティ

カリカーン（都市スラム）

パギワン村

場所

井戸水

飲用水

井戸水

水道水
（飲用）

井戸水
（兼飲用）

色

黄

赤紫

青

紫

赤

COD 濃度

100

5

17

7

0

検査方法は、チューブに水を取って色の変化を見るもので、指標にあるように黄色いものほど COD
濃度が高い。COD （Chemical Oxygen Demand）とは水質汚濁の指標で、水中にある物質（主に有機物）
が酸化剤によって酸化や分解される時に消費される酸素量を表す。COD 値が高いということは、水中に
酸素と反応しやすい物質がたくさん入っていると考えられる。５）
表１の結果からもわかるように、ゴミ処理場横のコミュニティの井戸では COD 濃度が最も高く、
水質がよくないことがわかった。このことは住民もわかっているようで、写真②右にポリタンクが写っ
ているように、飲用として使用している水は、15 分ほど離れた井戸まで行き、ポリタンクに汲んできた
水を使用していた。
私たちはアクティビティを計画しているパギワン村の井戸水は、日常的に飲用にも使っていて、この
井戸水の数値は 0 だった。
この水質調査から、私たちが「手洗い・うがい」のアクティビティを計画しているパギワン村の井戸
水は、うがいに使用しても問題ないと判断した。
4
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2-2. インタビュー調査
私たちはゴミ処理場横のコミュニティ、カリカーン（都市スラム）、パギワン村（農村部）で水質検
査をすると同時に、その水を使っている人にインタビュー調査を実施した。
グラフ１

5%

Q1 うがいを毎日していますか？

している

95%

していない

グラフ２

Q２どのようなうがいをしていますか？
6%
口ゆすぎ

15%

のどうがい
79%

その他

グラフ１のように、うがいをしていると答えた人は多かったものの、グラフ２からもわかるように、
フィリピンの「うがい」は、日本で「口をゆすぐ（マウスウォッシュ）」という行為であることがわか
った。
ALT のシェバ先生が教えてくださったように、フィリピンの「うがい」は日本の「のどうがい」とは
異なり、うがいの概念に違いがあることがはっきりした。
また、私たちはインタビューの相手に、
「1 日 3 回喉うがいをすると風邪予防の効果がみられる」こと
と伝え、これから「のどうがい」を続けていきたいかどうか質問したところ、多くの人が「うがいを続
けたい」と答えた。
しかし、
「うがいをしないことが習慣であるから、続けようとは思わない」
「神様にお祈りして風邪や病気を起こすことが無いようにする」
といった答えもあり、説明しただけでは、
「うがいの実行」に結びつかないという印象を持った。
2-3. バキワン村

「うがい普及」アクティビティ(紙芝居型)

ルソン島パンガシナン州スアル市パギワン村（農村部の村）で、「うがいのアクティビティ」を実施
した。
5
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実施日 2016 年 9 月 25 日
対象年齢 幼児から小学生程の年齢の子どもたち（自由に出入りしていたので、正確な人数は把握でき
なかったが 25 名程度が参加した）
最も重要だと考えたことは、いかに子どもたちに伝えるかということで、五感に訴えかける方法で伝
えようと紙芝居を準備した。ストーリーや絵は自分たちで考え、「のどうがい」の効果がわかるように
した。
（※資料に添付）
。学校に行っていない小さな子どもは、英語がわからないということだったので、
村の高校生と事前に打ち合わせをし、紙芝居のタガログ語通訳をお願いした。写真⑤・⑥
紙芝居は、初めに私たちが英語で説明し、続いて村の高校生にタガログ語で説明してもらった。続い
て、私たちが「のどうがい」の模範を示し、子どもたちの代表が実際にうがいをした。周りの子どもた
ち参加して全員が「のどうがい」を体験した。

⑤打ち合わせ（中央が村の高校生） ⑥紙芝居

⑦のどうがい実践

⑧手洗い歌の確認

⑩サンドイッチ試食

⑨手洗い指導

うがいのあとは、昨年と同様に手洗いうたの歌詞を確認し、歌を唄いながら手洗いの指導を行った。
その後、サンドイッチを配布した。 写真⑨⑩
「うがいの普及のアクティビティ」終了後にインタビュー調査をした。表 2 は、
「のどうがい」をし
た後どのように感じたのかと聞いた結果である。
表２ アクティビティ終了後の感想
感想

人数

リフレッシュ

13 人

口の中の清潔感が気持ちいい

8人

ごはんがいつもより美味しい

4人

楽しかった

3人

他の子にも教えたい

3人

一番多かった感想はリフレッシュであり、喉うがいに対する好印象を得られた。また、「他の子にも
教えてあげたい」、という感想もあり、習慣として広がる可能性があると考えられる興味深い結果だっ
た。
6
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3. 考察
うがい薬を使用しなくても、
「水うがい」で効果が得られることがわかっていたので費用をかけるこ
となくアクティビティを実行することができ、水質検査の結果から、水質に問題もなく実行することが
できた。
インタビューの結果から、フィリピンでは、
「のどうがい」の習慣はないが、
「口うがい」は行うので、
うがいそのものには抵抗がない。また、
「のどうがい」の効果を話すと興味を持ってもらえることがわ
かった。しかし、口頭で説明しただけでは、実際にやってもらうことは難しい。だから、紙芝居を使っ
て「のどうがい」の説明をすることは意味があると思う。
私たちは、五感に訴えかける方法として、紙芝居によるアクティビティを計画した。紙芝居を用いる
ことで視覚・聴覚を使って「のどうがい」の必要性を訴え、実際に「のどうがい」を体験することで、
実感の伴った理解を深めることができると思う。さらに、全員がやってみたいと手を挙げたので、村の
高校生に加わってもらうことで、より興味を持ってもらえたと思う。
2015 年に参加した先輩方も私たちと同じバキワン村で「歌で伝える手洗いのアクティビティ」を行っ
た。しかし、その後の現地調査ができなかったので、私たちは昨年参加した子どもたちが、どれほど「手
洗いの歌」覚えているのか気になり、通訳を手伝ってくれていた高校生に聞いたところ、歌詞を全部覚
えていた。写真⑪ タガログ語の歌詞カードも準備したが、説明する必要はとくになかった。
先輩方の事例では、
「歌を歌う」ということで手洗いの手順を覚えやすかったようだ。これは、娯楽
的要素で注目を得たということ、みんなで洗った体験が好印象につ
ながったこと、現地の高校生などの協力で、周囲の子どもたちの興
味関心が高まったことなどが記憶に繋がったと考えられる。
今年実施した「うがい」については、アクティビティを終えてリ
フレッシュしたなどのうがいをした実体験による感想が多かった。
紙芝居の効果がどれほどあるか測定できないが、他の子に教えてあ
げたいという感想もあることから、習慣として広まることも期待で
きる。
⑪歌詞の確認作業の様子
結論
私たちは水で行う「のどうがい」をフィリピンで広める意義を見出した。
水だけのうがいでも、上気道感染症（かぜ症候群）予防の効果がある。そのうえ、フィリピンでは飲
用水は買うものであり、また、安全な水を確保することに注意を払っていることから、飲用水を使った
うがいを行える環境にあることがわかった。
さらに、フィリピンの人々にはうがいの習慣は存在しても、口ゆすぎの意味で行われていることが多
く、のどうがいはあまり普及していない。インタビューやアクティビティで行ったように、私たちが「口
ゆすぎ」と「のどうがい」の区別を説明すれば、抵抗なく実践してもらえた。
フィリピンの貧困地域では、ほとんどの人が 1 日に使えるお金に限りがあり、いままで行っていなか
ったことに対してお金を払うことは難しいと考えられる。このことから、水を使った「のどうがい」の
普及を続け、子どもたちの感染症のリスクを少しでも下げたいと思う。
文献目録
１）
北区 HP http://www.city.kita.tokyo.jp/gakkoshien/kosodate/shogakko/gakkohoken/kansensho.html
（最終アクセス日 2018 年 2 月 28 日）
２）
中日新聞（2010）1 月 21 日付朝刊 「静岡 緑茶うがいで インフル予防」
３）
里村一成, 川村孝, うがいによる風邪の予防効果. Medical Practice, 23(8)：1460-1461 , 2006.
４）
株式会社サラヤ http://pro.saraya.com/kansen-yobo/gargle/ （最終アクセス日 2018 年 3 月 1 日）
５）
株式会社共立理化学研究所 http://kyoritsu-lab.co.jp/seihin/list/packtest/codd.html
（最終アクセス日 2018 年 2 月 28 日）
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添付資料 アクティビティ紙芝居

（英語・日本語）

①
I am the bacteria.
I’m present at your mouth.
There’re 2millions of us inside your mouth and we do something bad.
Look at your friend’s mouth.
But you can’t see me, right?
If I do something mean, I usually gives you and a bad condition.
俺はばい菌だぞ。
俺は君らの口の中に住んでいるぞ。
俺らの仲間は大体 2 億いて時々悪さをするんだ。
君らの友達の口の中を見てみろ。俺らは見えないだろ。
もし俺らが悪さをしたら、俺らはいつも悪影響を与えるぞ。

14

8

②
I am a fairy.
I’ll protect you from bacteria.
Will you cooperate with me?
こんにちは。私は妖精よ。
私はばい菌からあなたたちを守っているの。
協力してくれる?

9
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③
Okay,

I will explain to you how to get rid bacteria and we call it gargling.

So, now, Shiori will show you how to do it.
At first, We’ll teach you a Japanese word “MAHO”

which means magic.

Repeat after me “MAHO” ×3
これからみんなにどのようにしてばい菌をいなくするのか説明するね!
私はその退治する方法をうがいと呼んでいるよ。
史織がこれからどのようにうがいをするのか見せるね。
その前に私がおまじないの言葉を教えるよ。それは MAHO だよ。
みんなで言ってみよう。せーの。

10
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④
Look at Shiori and ジャネル doing MAHO.
At first, put some water on your mouth but don’t drink it yet.
Make sure the water will reach your “throat” and looking sky, say MAHO.
Then, throw the water out.
史織とジャネルがいまからおまじないをやるよ!
まず、水を口の中にいれてね。でもそれは飲み込んだらだめだよ。
水を喉の奥まで入れた後、顔を上げて、MAHO と言ってね。
そうしたら、水ははきだしていいよ。
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モリンガを日本で広める
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井上鈴菜 三須葉月

はじめに
フィリピン＝スモーキーマウンテン＝貧困といったイメージがある。フィリピン各地のゴミ集積場に
はゴミを拾って生活する子どもたちが沢山いると知って、私たちは衝撃を受けた。しかもフィリピンに
は安定した仕事があまりなく、こうした生活をしなければならない状況は簡単に解決できるものではな
い。
フィリピンは 7000 の島々からなる地理的条件や熱帯の気候、歴史的には植民地時代のスペインやア
メリカ文化の影響など、様々な要素が混じりあった環境にあり、日本人に知られていないものが沢山あ
る。（１）
私たちは、日本人とフィリピン人のどちらにとっても身近で、共通して考えることができる食べ物に
注目することにした。フィリピンには「モリンガ」というスーパーフードがある。葉は栄養素に優れ、
（２）
すべての部分に利用価値があり、CO２の削減にも役立つ植物である。

そこで、モリンガ商品を開発し日本で広めれば、今までのフィリピン＝貧困といったイメージではな
く、新しいイメージを作り出すことが出来るのではないかと考え、モリンガを研究して商品開発に取り
組み、試作品を作り企業に提案した。
1. モリンガと日本人の健康
1-1.モリンガの特性
モリンガはワサビノキ科に属する植物で、アフリカ・インド・フィリピンなど熱帯・亜熱帯地域に広
く自生し、高温や乾燥などの環境にも耐える植物とされている。葉、花が食用で用いられる他、種子か
（３）
らは油脂が回収され、水を浄化する作用も報告されている。
栄養価が豊富で、ビタミン C はみかんの
（２）
モリンガの摂取により母乳の栄養価が高まることが分かり、
5 倍、鉄分はほうれん草の 28 倍である。
（４）
フィリピン政府も推奨している。
モリンガは CO2 を杉の木の 50 倍以上も吸収し、地球温暖化防止

にも大きく貢献できる有効樹木である。極貧地域の人々の栄養補給、CO2 削減の両面から、WHO もモリ
（５）
ンガの植樹を推奨している。

モリンガは、熱帯の植物なので日本の気候では栽培が難しく、広島県内および沖縄地方の一部で栽培
されているが生産規模は小さい。また、生の葉は腐りやすく、乾燥した葉は発火しやすいので（広島県
総合技術研究所食品工業技術チーム調べ）、日本への未加工品のモリンガを輸出するのは難しい。そこ
で、現在日本国内においては、モリンガのパウダー・タブレットが輸入されている。また、一般財団法
人スーパーフード協会のスーパーフードの定義と基準（５）には当てはまらないので、協会から認定され
てはいないが、手軽に多くの栄養素を摂取することができることから、スーパーフードと呼ばれること
が多い。
フィリピンではモリンガがいたるところに生えている。特に何もしなくても成長するので、庭先や道
路わきにも生えている。
（写真１）親指の爪ほどの葉で、形状は丸く、柔らかく指で摘むことができる。
（写真２）

写真１ 道路わきに生えているモリンガ

写真２
2
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モリンガの葉

1-2. 日本人の健康
世界保健機関（WHO）が発表している「世界保健統計」
（2016 版）（６）によると、15 年の日本人平均
寿命は 83.7 で、世界で首位である。しかし、日本人の健康度は OECD 調査（2011）（７）の主観的健康項
目において、健康と回答した人の割合が低く、34 ヵ国中 34 位だった。厚生労働省が実施した平成 27 年
「国民健康・栄養調査」によると、若い世代ほど主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を食べられてい
ない傾向にあり、特に 20～30 代の女性では、タンパク質、カルシウム、食物繊維及びカリウムなどの
摂取量が、60 歳以上に比べて少ない傾向にある。また、仕事、育児や家事の睡眠の妨げにより、1 日の
平均睡眠が 6 時間未満の割合はここ数年で増加傾向にある。これらのことより日本人の健康状態はいい
とは言えず、改善する必要があると考えられる。

2. モリンガの調査
2-1. 日本での認知度（順天高校の場合）
日本でのモリンガの認知度を調べるために、9 月 14，15 日に順天高校 2 年生 191 人に「モリンガ
を知っているか」という質問をアンケート調査で行った。グラフ１からもわかるように、モリンガを
知っている（Yes）と答えた人が 14％もいるが、その理由として、私たちと同じクラスの生徒 28 名
が調査対象者に含まれていて、この調査を行った時点で、研究内容を知っている対象者がいたため、
このような結果になったと考えられる。これをふまえて改めて結果をみると、モリンガの認知度は極
めて低いといえる。
図１ モリンガの認知度（順天高校）

表１ モリンガの認知度調査結果
調査実施日：2016 年 9 月 14 日～15 日
調査対象：順天高校 2 年生
回答者：191 名
モリンガを知っている（Yes）

26 名

モリンガを知らない （No）

164 名

2-2. フィリピンフィールドワーク
フィリピンフィールドワークに参加し、現地でモリンガの認知度や使い方などについて調査した。
実施日： 2016 年 9 月 21 日～9 月 28 日
訪問場所：フィリピンルソン島 パンガシナン州 ダグーパン市 カリカーンスラム地区
ダグーパン市ゴミ最終処分場内コミュニティー
ラサレット高校（私立）
、マガルダン高校（公立）
、
パンガシナン州 スアル市パギワン村
対象年齢：5 歳～50 歳までの男女計 65 人
調査形式：インタビュー形式
調査項目：①「モリンガを知っているか」
②「モリンガをどのくらいの頻度で摂取しているか」
③「モリンガはどのように調理して食べるか」
④「モリンガをなぜ食べているのか また、その理由をどのような方法で知ったのか」
⑤「モリンガはどこで買っているのか」

3
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図２ モリンガの認知度（フィリピン）
回答数 65 名

図３ モリンガの摂取回数
回答数 40 名

調査の結果、図２に示したように、モリンガの認知度は非常に高く、身近な食材であることがわかる。
「どのくらいの頻度で摂取しているか」という質問では、図３からもわかるように、毎日あるいは週
１回以上摂取すると答えた人が 75％となり、頻繁に摂取していることが読み取れる。
「モリンガはどのように調理して食べるか」という質問では、以下の料理が挙げられた。
・スープ（ティノーラ）
・チキン料理
・サラダ
・離乳食
・豆料理
・お茶
・麺類
・パン（市販のモリンガパン）
ティノーラ（写真３）は、フィリピンではモリンガを使
った代表的な料理として知られており、ほとんどの回答者
がモリンガを使った料理の回答で、まず、最初に思い浮か
べたようだ。チキンスープの中にモリンガが入っていて、
モリンガは生で食べた時と違い、苦みが消え日本人の口に
も合う。写真で見ると丸い黒いものがモリンガである。日
本でいうわかめのような役割をしている。また、モリンガ
パンは、主に市内のパン屋で比較的安く購入できる。これ
らの料理の多くは、簡単に誰でもすぐに作れる。生のまま
使う、煮込む、生地に練りこむ、抽出するなど、あらゆる
調理法にも対応していて、多種多様な食材との組み合わせ
が可能である。
写真３ ティノーラ
写真４ インタビュー

表 2 モリンガをなぜ食べているのか。
理由
健康を維持するため
栄養価が高いから
野菜だから
ビタミンを多く含んでいるから
緑色だから
風邪予防のため
家の庭に生えているから

人数
25 人
７人
１人
１人
１人
１人
１人
4
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表 3 表 2 はどのような方法で知ったのか。
主な方法
・小さい頃から親に教えられてきた
・理科の授業で一般知識として教えられた
・インターネット ニュース ＣＭ ＴＶなど
・イメージ
・ヘルスワーカーから聞いた
表 2 から、多く人がモリンガには豊富な栄養が含まれていることを理解して摂取していることが分か
った。写真４はパギワン村でインタビューした男性であるが、モリンガに対する絶大な信頼があり、糖
尿病が治ったと話してくれた。海外では漢方薬のような使われ方もしていたようで、糖尿病治療に効果
（８）
が見られたという研究がある。
表 3 にあるように、フィリピンでは親から子へ伝統的にその価値が継承されている。一方で、メディ
アでも多く取り上げられており、モリンガがフィリピン人にとっていかに身近なものであるか感じ取る
ことができる。
また、日本で質問項目を設定していた時には想定していなかったが、1-1.の写真からもわかるように、
モリンガは道のいたるところに生えているので、スーパーマーケットや市場では販売していない。した
がって、どこで買っているかという質問の回答は得られなかった。一般に、モリンガを料理に使用する
ときは、自分の家の庭や近くの道路わきなどに生えているものを採取して使っていた。

2-3．実践活動
1-1.で述べたように、モリンガの葉は発火しやすいため日本へ生のモリンガの輸出は難しい。そこ
で、実際に生のモリンガを使ってサンドイッチを試作し、フィリピン人に食べてもらおうという考えか
らモリンガを使った料理の試作を行った。
この活動の主な目的は、モリンガという食材にはどのような長所があるのかを知る事と、新しいメニ
ューの提案である。今回提案したのは「モリンガの卵焼きサンドイッチ」で、日本の「ほうれん草の卵
焼き」を参考にした。
「モリンガの卵焼きサンドイッチ」の作り方は現地の状況も踏まえて簡単にした。
A) 庭に生えているモリンガの葉を採取し、水で洗う。
B) それを溶いた卵と混ぜ合わせ、フライパンで厚さ１センチ程度の卵焼きを作る。
（写真４）
C) 出来上がった卵焼きはマヨネーズを塗った食パンではさむ。
D) 好みの形に切ったら完成。
（写真６・７）

モリンガの卵焼きサンドイッチ
写真５

写真６

写真７

5
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完成したモリンガの卵焼きサンドイッチを バキワン村（パンガシナン州スアル市）の子どもを含む
住人約 30 人と、フィールドワークに参加した生徒と先生 20 人に「モリンガ卵焼きのサンドイッチ」を
試食してもらい、インタビュー形式で「モリンガの卵焼きサンドイッチ」の感想を聞いた。
インタビューの結果「簡単だから誰でも作れてよい」や「日本人の口にもフィリピン人の口にも合う」
などの回答が多くみられた。

3．考察
日本とフィリピンのそれぞれのモリンガの認知度は、日本では大変低く、フィリピンではとても高か
った。現在日本では、モリンガの栽培はほとんど行われておらず、また、需要も少ないことから、一部
の会社や NGO が販売しているタブレットなどの加工食品しか手に入れることができない。したがって、
日本ではモリンガの製品は高価なものとなってしまい、ラグジュアリーなものとして扱われている。し
かし、フィリピンではその真逆で、モリンガの食材としての位置づけはとても身近なものであり、頻繁
に食されている。さらに、実践活動からは手軽に使えることがわかり、そのものの味に苦みなどの特徴
はなく、他の食材とあわせることができる。
「モリンガ卵焼きのサンドイッチ」はフィリピン人の口にも日本人の口にも合うことから日本での商
品化もフィリピンでの販売も可能であると考えられる。
4.商品開発とその提案
4-1.モリンガクッキーの開発
現地ではモリンガの効果や栄養価の高さを理解したうえで食べている人が多いことがインタビュー
でわかったので、日本でもその栄養価の高さなどをたくさんの人に知ってもらいたいと思い、日本でモ
リンガの普及活動を行うことを考え、その一環としてモリンガの商品の提案を考えた。
日本で売られているモリンガ商品の多くは、タブレットやパウダーなどで、ターゲットも健康を気に
する 30 代くらいの女性で、手に取りにくい価格なのが現状である。その中で、ターゲットを流行や・
健康食品に敏感な女子高校生において、身近で手に取りやすい価格で提供したいと考え、シフォンケー
キ・桜餅などいくつかの商品を考えた。その中で女子高校生が最も手軽に手に取ることが出来る「モリ
ンガクッキー」が適していると考え、試作品を作ることにした。
4-2. 試作品の提案
モリンガクッキーは、東京都北区にある洋菓子店「ランギャール」に協力していただいて試作品を作
った。材料となるモリンガはパウダーを使用し、モリンガパウダーは福岡にある「Girls, be Ambitious」
に提供していただいた。
作り方は一般的に売られているクッキーと同じで、クッキー生地にモリンガパウダーを加えることに
よって、モリンガの色と風味を楽しむことができるク
ッキーが完成した。（写真７）見た目は「抹茶のクッ
キー」を連想させるようなきれいなグリーンで、味に
はモリンガの葉の自然な味がしっかり残っている。

写真８ モリンガクッキー
6
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（洋菓子店「ランギャール」）

4-3.販売計画と結果
販売計画
目的：身近な人からモリンガを知ってもらう
日時：2017 年 2 月 8、14、15 日の 3 日間
場所：順天高校 2 階カフェテリア横
価格：クッキー2 枚セットで 100 円
数量：3 日間で 250 枚
販売と同時に、校内の各クラスを訪問してモリンがクッキーの宣伝や、モリンガクッキーを食べた感
想などをアンケート形式で集計した。アンケート結果の中には「もっとモリンガについて知りたい」
、
「抹
茶クッキーと似ていて馴染みがある」などのほかに「日本人の健康悪化を防ぐために考案したのになぜ
バターの多いクッキーを選んだのか」などの意見も得られた。
4-4.企業への提案
2017 年 4 月 7 日、株式会社伊藤忠商事会社食料カンパニー食品流通部食品流通課の福本亘さんに学校
にお越しいただき、フィリピンでの活動報告とともに、「モリンガクッキーの商品化の提案」のプレゼ
ンテーション行った。しかし、現状では認知度が低いということで、残念ながら今回は商品化には至ら
なかった。
≪プレゼンテーションの内容≫
プラン名「元気モリモリンガ」
コンセプト「日本・フィリピン・地球を元気にする」
日本でモリンガを広めることで栄養のバランスを整え、製品を作ることでフィリピンに新しい仕事を
創出し、さらに、売り上げの一部で苗木を寄付することで、CO2 を削減することで地球環境にも役立て
という意味が込められている。
成長戦略

成長戦略

発信源

高校生
モリンガクッキー
＜目的＞
・認知度を上げる
<方法＞
・ホームページ作成
・SNS

妊婦
母乳に良い成分
（鉄分、タンパク質、ビタミン B1,B2）
→高齢出産が増えている現状の対策
20 代女性
美容・健康
スーパーフードと同等のブランド化

中高年
健康志向
生活習慣病対策
（肥満、糖尿病）

まず、高校生を対象に認知度を上げ、SNS などで発信してもらう。妊婦には母乳に良いことをアピー
ルし、20 代女性は美容健康の商品のブランド化をし、さらに、健康志向の中高年には、生活習慣病の対
策として商品開発をしていくという成長戦略である。
これは、フィリピンで活動する NGO の CFF のスタッフから、過去に日本でナタデココがブームにな
った時、ブームが終わったあとのフィリピンの生産者が苦労したという話を聞いたことから、一時的な
ブームにならないように、長く食べ続けてくれる消費者（リピーター）を作ることが大事だと考えて提
案した。
7
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社会的貢献
・環境保全
モリンガの木は CO２を杉の木の 25 倍吸収するので、モリンガの苗を購入して植林することで、CO２
の削減につながる。例として、Girls, be Ambitious は、ネームタグ付きで一苗 150 円で購入するプロジ
ェクトを行っているので、実現可能である。
・就学支援
フィリピンでは、CFF・ユニカセなどの貧困地域の子どもたちための NGO や NPO が沢山あるので、
こうした団体を通して、売り上げの一部を寄付し、社会で使えるビジネスを学ぶための教育費にする。
こうした取り組みについて、順天高校では毎年フィリピンのフィールドワークを実施しているので、
どこでどのように使われているのかなど、その効果を後輩が確認することができ、確認後も学校の
HP や SNS を通じて、消費者に報告することが可能である。
このプレゼンテーションの内容は、2017 年 6 月 11 日に公益財団法人日本財団で行われた NPO 法人ユ
ニカセ・ジャパン主催「NGO 創立者と考える！みんなで広げる国際協力のはじめの一歩」において発
表し、一定の評価を得ることができた。ここではファシリテーターの麻田玲さん・岡田麻未さんから「モ
リンガの認知度を上げること。モリンガの代名詞のような食品を見つけなければならない。」アドバイ
スをいただいた。外部に向けた発信が足りないなどの指摘を受け、SNS の活用方法や今後活動をするに
あたりどうしたらいいのかなど、さらに検討が必要であることが明らかになった。

5．結論
モリンガは日本ではほとんど知られていないが、フィリピンでは一般的な食材で、日常的に良く使わ
れていることがわかった。また、いたるところに自生しているため、フィリピンでは市場に流通してい
ない。栄養価に優れた食材であることが認知されていて、母乳の栄養価が高くなることや、糖尿病に効
果があることが知られている。
このような利点の多いモリンガを使ったクッキーの商品開発を行ったところ、味などの評判は良かっ
たが、健康食品なのにバターを使うなどの矛盾点があり、課題を残すことになった。
また、各世代にあわせた商品開発など成長戦略を立てたが、日本での認知度の低さから、実際に商品
化するまでには至らなかった。
しかしながら、モリンガは食材だけでなく、CO2 削減に役立つなどの多くの利点をもっている。私た
ちは、新商品開発をすることでフィリピンに新たな雇用を創出し、ゴミ山で生活する子どもたちを少し
でも減らしたいと考えているので、いただいたアドバイスなどを生かし、これからも SNS などを通して
モリンガのことを多くの人に知ってもらう工夫をしたいと考えている。
今後もっと研究を重ね、SNS などをどのように利用していけば効果的にモリンガの認知度を高めてい
けるのか、具体的な方策を考えていきたい。

「元気モリモリンガ」は、株式会社日本政策金融公庫主催「第 5 回創造力無限大∞高校生ビジネスプ
ラングランプリ」に応募し、
「高校生ビジネスプランベスト 100」に選ばれた。
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フィリピンと日本の戦争の歴史からみえた平和における他者理解の重要性
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坂藤

仁美

はじめに
第 2 次世界大戦中、アメリカの支配下にあったフィリピンは、真珠湾攻撃の直後に日本軍によって爆
撃された。そして、日本軍はフィリピンに侵攻し、1942 年～1945 年まで占領した。筆者は 2015 年に参
加したフィリピン・フィールドワークにおいてフィリピン人の戦争体験者の話を聞く機会があり、そこ
で日本とフィリピンで歴史のとらえ方に違いがあることを知った。さらに現地での同世代の人との交流
を通し、お互いの歴史を知り、平和について意見交換をすることの重要性を学んだ。
そこで、両国の歴史教科書の記述を比較し、第二次世界大戦中の日本がどのように扱われているのか
を調べ、さらに、現地高校生とのディスカッション、戦争体験者へのインタビュー、平和構築に関する
アンケート調査を行い、平和に関する個人の考えを議論することによって、日本とフィリピンの間にお
ける平和構築ために、日本人としてできることはなにかを考え、他者理解を深め平和構築のための基盤
づくりについて考察する。

1. フィリピンの歴史的背景
フィリピンは太平洋に位置し、1571 年 スペインはマニラ市を設置して植民地首府とし、19 世紀まで
スペインの統治が続いた。
（大野拓司他 2001：P30）この間、キリスト教の布教活動が行われ、現在、
国民の 83％がカトリック，その他のキリスト教が 10％で、9 割以上の国民がキリスト教の信者である。
（外務省 HP）
1898 年に起こったアメリカ合衆国とスペインの戦争の結果、アメリカはフィリピン全土を軍政下にお
き、アメリカの統治が開始される。アメリカの植民地期においては、フィリピンの政治システムにアメ
リカ議会を取り入れ、教育用語はすべて英語とされた。
（大野拓司他 2001：P44）
1941 年 12 月 8 日、
日本軍が真珠湾攻撃をするとフィリピンにも爆撃を開始し、
1945 年まで占領した。
しかし、戦況が悪化し、物資や食糧も不足し、末期には各地で日本軍に対する抵抗があった。日米の激
しい戦闘を通じてフィリピンは焦土と化し、およそ 111 万人に上る戦争犠牲者と 60 億ドル（1950 年当
時）もの物的損害を与え、日本人もまた 50 万人余りの戦没者をフィリピンに残した。
（大野拓司他 2001：
P50）
1-1. 日本とフィリピンの戦争の歴史
第 2 次世界大戦において、日本軍は真珠湾を攻撃後、フィリピンのルソン島に上陸する。1942 年 1 月
にはマニラが陥落し日本軍がフィリピンを占領するが、その後も各地でアメリカ軍と統合されたフィリ
ピン軍は日本軍と激しく戦い、ゲリラ戦が繰り広げられた。
（大野拓司他 2016 p118）
平成 28 年 1 月 26 日（火）
、フィリピンご訪問の出発に当たって東京国際空港で述べられた、天皇陛
下のおことばの中にも、マニラの戦火のことが指摘されている。
「フィリピンでは、先の戦争において、フィリピン人、米国人、日本人の多くの命が失われました。
中でもマニラの市街戦においては、膨大な数に及ぶ無
辜のフィリピン市民が犠牲になりました。私どもはこ
のことを常に心に置き、この度の訪問を果たしていき
たいと思っています。
」(宮内庁 HP)
「中でもマニラの市街戦において」というのは、1945
年 2 月から 3 月におこった マニラ市街戦のことを指し
ており、10 万人が犠牲になったとされる。
筆者が高校 1 年生の時、平成 27 年 9 月 28 日～10 月
5 日にフィリピン プレフィールドワーク派遣に参加し、
2 年生の時には、平成 28 年 9 月 21 日～9 月 28 日に、
2
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写真

１

フィリピン フィールドワーク本派遣に参加した。写真１はマニラ市内のイントラムロス（スペイン統
治時代の城壁内）を見学したときのもので、マニラ市街戦の犠牲者を悼む石碑である。この碑には具体
的に日本という記述は見られないが、ここで多くのフィリピン市民が犠牲になったことを伝えている。
1-2. 歴史教科書の比較
高校の歴史の教科書において、第二次世界大戦前後の記述を日本とフィリピンで比較すると、その記
述に違いがみられることがわかった。
フィリピンの教科書に書かれた第二次世界大戦では、主に日本軍の侵略、抗日ゲリラの動き、及び利
敵行為への糾弾が中心となっている。PHILIPPINE HISTORY AND GOVERNMENT （全 255 ページ）
では、Chapter22 The Second World War (p154～p160) の中で、
・日本軍が真珠湾を攻撃した後、フィリピンのダバオ市を攻撃してフィリピンを占領した。
・バターン死の行進（The Death March）では、捕虜となった 62,000 のフィリピン兵と 11,000 のアメ
リカ兵を炎天下という過酷な条件のもとオドネル収容所まで（Camp O’Dnnell）120 ㎞も飲み水や食料も
与えず歩かせた。
・アメリカ軍に協力して戦い、抗日ゲリラ戦を繰り広げた。
・広島、長崎の原爆の投下によって終戦に至った。
といった内容が記載されている。
WORLD HISTORY FOR THE POSTMODERN WORLD（6th Edition 全 485 ページ）にも、同様の記
述がみられる。

写真

２

写真

佐藤らによると（1997：p25-p29）
、フィリピンでは、ほとんどの年代が日本や日本人について学校教
育で学んでいる。また、戦争中の日本軍の残虐な事件について、世代を問わず知っていると答えている。
どのようにしてそれらの残虐な事件を知ったかという質問に対しては、20 代以上の人は親戚などから聞
かされていると答えているが、10 代になると教科書などを通して知ったと答えた人もいる。戦争体験者
が高齢化し、そうした事実を教科書で学んでいることがわかる。
フィールドワークで訪れたバターン死の行進のモニュメントは、当時の写真などをもとに作られたレ
リーフである。モチーフとなっている「逆さ V 字」は、Victory の頭文字の V を逆さにしたもので、
「勝
利者はいない」という意味がある。
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３

写真

４

写真

５

タルラック州カパスには、オドネル捕虜収容所跡地に造られた国立祈念堂があり、跡地には塔が建て
られている（写真４）
。塔の足元は 3 本に分かれ先端部分で 1 つになっていて、フィリピン・アメリカ・
日本の参加国の平和を願いの象徴となっている。そして、塔の周囲の壁には犠牲となった兵士の名前が
記載されている（写真５）
。
一方、日本の教科書には、
「緒戦の日本軍は、ハワイでアメリカ太平洋艦隊、マレー沖でイギリス東
洋艦隊に打撃をあたえ、開戦後から半年ほどの間に、イギリス領のマレー半島・シンガポール・香港・
ビルマ（ミャンマー）
、オランダ領東インド（インドネシア）
、アメリカ領・フィリピンなど東南アジア
から南太平洋にかけての広大な地位を制圧して軍政下にしておいた。」老川慶喜(2012：p363)と記述さ
れている。第二次世界大戦におけるフィリピンに関する記述は他に見られない。
資料集では、
「新詳説日本史」
（2017 浜島書店：p285）には「バターン死の行進」1942(昭和 17)年 4
月の地図・写真・米比兵の捕虜数と死者数が掲載され、
「1942 年、アメリカのマッカーサーがオースト
ラリアへ脱出した後、フィリピンのバターン半島を日本軍が占領。本間雅晴中将は、捕虜となったアメ
リカ兵とフィリピン兵を炎天下に 60 ㎞歩かせ多数の死者を出した。
」と解説が書かれていた。しかし、
こうした資料集を購入して授業で使用しなければ、教科書のみの学習でこうした記述を読むことはない。

2. 現地での調査及び結果
2-1. スラムでのインタビュー
平成 28 年 9 月 23 日（金）
、ダグーパン市内のカリカーン地区（スラム）を訪問し、戦争体験者の
インタビューを行った。
Gregorio Quinto さん（85 歳）写真６・７
彼の叔父はバターン死の行進で日本兵の残虐行為を目の当たりにした。その話によると、当時の日本
軍はフィリピン人を人間として扱わず、逆らっただけでたくさんの血が流れたという。また、日本軍の
占領時代は、食料の補給路がアメリカによって断たれたので大変な食料不足となり、日本軍が村を荒ら
すようになった。少しの野菜と木の根、塩で生活したということだった。
Gregorio 氏は「命令に従っている彼らを責めることはできないが、沢山の犠牲が出た。だから、広島
や長崎で原爆が落とされたと聞いて、やっとこの戦争が終わると思い幸せな気持ち（Happy）になった。
けれども、今日本の高校生がスラムの子どもたちと交流する様子をみて、それもまた幸せな気持ち
（Happy）だと思う。」と語った。
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写真

６

（写真左 左側の黄緑のＴシャツ

写真

写真右

中央ののシャツ姿

７

が Gregorio Quinto さん）

2-2.ラサレット校（ディスカッション）
平成 28 年 9 月 26 日（月）
、フィリピン（ルソン島）パンガシナン州ダグーパン市にある、私立のラ
サレット校（La Salette School）を訪問し、ディスカッションを行った。5～6 名のグループに分かれてデ
ィスカッションを行い、お互いの意見を交換し、代表者が最後に発表した。
ディスカッションのテーマは、
「平和とは何か」・「平和の反対とは何か」・「平和構築のために私たち
ができることは何か」の 3 つに絞った。
日本人からは、
「平和とは戦争がないこと」という意見が多く出た。それに対してフィリピン人は「周
りの人と仲良くできること」といった身近な視点からの意見が多かった。

写真９

写真８

2-3. 現地校

アンケート調査

平成 28 年 9 月 26 日（月）
、私立のラサレット校（La Salette School）と公立のマガルダン校（Mangaldang
high school）を訪問し、アンケート調査を行った。比較のため、フィリピン出発前に順天高校 2 年 3 組
においてもアンケート調査を行った。

平和に関する アンケート質問事項写真 10

写真

5
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11

Ｑ：平和構築のために大切な事は何だと思いますか？
回答数 フィリピン高校生
100 名
日本の高校生
103 名
日本

フィリピン

内容
寛大な心を持つこと
歴史や相手の背景を知ること
お互いを理解すること
その他

％
１９％
１３％
２４％
４５％

内容
相手の思いやりを受け入れること
自分の損得ばかり考えない事
トラブルを解決するときは話し合う事
その他

％
２８％
２２％
１６％
３５％

フィリピンの高校生の回答のうち４５％は、それぞれが考えた答えが書かれていて、各自が平和構築
に関する意見をもっていることがわかった。また、フィリピンの高校生は、
「歴史や相手の背景を知る」
といった、主体的な姿勢ことが大切な事だと回答している。それに対して日本の高校生は、その約３割
が「相手の思いやりを受け入れる」と回答し、受け入れることが大切と考えている生徒が多い。
3. 考察
第二次世界大戦中のフィリピン人に対する日本人の残虐行為の記憶が、今日でもの彼らの心の中に色
濃く残されていることが、オドネル捕虜収容所跡地のレリーフやフィリピンの教科書の記述から読み取
れた。インタビュー調査の結果からも、加害者側である日本が忘れているアジアでの侵略を被害者は忘
れていないと言えるだろう。フィリピンの歴史教科書には、日本軍に関することが詳細に書かれている
ので、戦争体験者から直接話を聞く機会がなくなったとしても、教科書に記載してあるということは、
学校の授業で学ぶことになる。その一方で、日本の教科書にフィリピンのことはあまり書かれていない。
戦争体験者の話からは、フィリピンには日本とは違う原爆に対する感情があることがわかった。フ
ィリピン人の立場からすれば日本の占領はいわば地獄の時期であり、日本軍に少しでも刃向かえば、十
分な調査もなく殺されてしまうと恐れ、黙っているしかないという現実があった。日本が被爆国となり
降伏したことは、敵である日本を原爆が一気に討ってくれたことになり、これ以上苦しめられないとい
うことを意味していた。
日本国内で、被爆国ならではの原爆に対する感情にとらわれていては、この事実に気づくことができ
ない。このギャップをどう埋めるかという努力をこれからも継続していくことが必要だと考えられる。
私立ラサレット校で行ったディスカッションでは、フィリピンの高校生にとっての平和と日本の高校
生にとっての平和の認識に違いがあることがわかった。互いにその相違点を認識し、自分たちにできる
ことを話し合う事で、普段口にすることのなかった平和に対する考え方を深めることができた。さらに、
この活動を通して他国の人と意見交換することの重要性が見えた。
また、今回のアンケート調査を通して、順天高校の生徒もフィリピンの生徒も平和に対する意見は持
っているが、その考えを深めたり、それを行動に移すきっかけがなされていないことがわかった。

結論
以上、本稿においてはフィリピンと日本の歴史を踏まえ、平和を構築するうえで必要なことを検討し
てきた。現在、良好に思える両国の関係であるが、歴史的背景、教科書の比較から、日本軍によるフィ
リピン人に対する残虐行為や、フィリピン人による抗日ゲリラといったような、表面的にはわからない
複雑な感情などがあり、そうしたことを踏まえたうえで認識する必要があるといえる。
スラムのインタビューでは、戦争体験者の話を通して、日本人とフィリピン人の原爆に対する認識の
違いや、現在、フィリピン人が日本に対して抱いている感情の一例が明らかになった。
ディスカッションでは、お互いに意見交換をしながら平和に対する理解を共有し、いろいろな視点か
ら平和構築を考えることの重要性がみえた。
将来私たち日本人が国際社会の中で他国の人々と関わる機会が増えた時、互いに平和に対する認識に
違いがあるからこそ、その違いを認め合い、理解しなければならない。私たちは１０代のうちから、異
6
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なる国の様々な意見や考えを共有し、共有したことでできることを、自分たちから行動にしていく必要
がある。相手の立場になって考えることは重要であることは言うまでもなく、こうしたことが、草の根
レベルで確かな平和を築いていくことになると考える。今後も、平和構築のために、他者理解について
深く学んでいきたい。
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日本･タイ･フィリピンのデング熱の罹患率及び対策から考察する、
日本でもできるデング熱対策
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はじめに
グローバル化が進んでいる今の世の中では、ビジネスでもプライベートでもたくさんの人が様々な
国へ行き来しているため、デング熱はもちろん、今の日本にない病気が持ち込まれるリスクが高くな
ると考えられる。しかし、日本人の私たちがデング熱の予防として知っている方法は少ない。外務省
がデング熱対策としてホームページに挙げているのは「外出する際には長袖シャツ・長ズボンの着用
により肌の露出を少なくし、肌の露出した部分には昆虫忌避剤を塗布する」や「室内においても、電
気蚊取り器・蚊取り線香や殺虫剤・蚊帳等を効果的に使用する」といった内容であるが、忌避剤には
化学物質のディートが使用されており、小児科の医師はその使用を薦めていない。
また、私がクラスでアンケートを取ったところ、「デング熱にかかっても風邪と同じくらいだから
大丈夫だと思う。」と答えた生徒は 1 割で、9 割の生徒がデング熱は恐いと感じていることがわかっ
た。
そこで、デング熱が日本よりも身近であるタイとフィリピンでの対策を調査・比較し、日本でもで
きるデング熱対策について考えることで、デング熱に対する過剰な恐怖心を取り除き正しい情報を知
ってもらうことを目的に研究した。
現地ではタイ・フィリピンで、それぞれ身近にある政府の対策を調べ、さらに、現地の高校生を主
な対象者としてアンケート・インタビューを行った。これらの調査の結果などから、シトロネラを利
用することが有効であることがわかったので、日本でディートを使用せずに予防する方法について考
察することにした。

1. デング熱とは
1-1. 定義・発生状況や治療について
デング熱とは、ネッタイシマカなどの蚊によって媒介されるデングウイルスの感染症である。デン
グウイルスはフラビウイルス科に属し、4 種の血清型が存在する。比較的軽症のデング熱と、重症型
のデング出血熱とがある。主な発生地域はアフリカ地域、東地中海地域、東南アジア地域などであ
る。ここでは主にデング熱について調査した。
表１に示したように、タイやフィリピンでは毎年多くのデング熱感染者が出ている。しかし、致死
率はタイが 0.1％、フィリピンは 0.003％と極めて低い。
表１ デング熱感染者数と致死率 （厚生労働省 FORTH 筆者作成）
発生状況
感染者
死者数
致死率
タイ（2014）
41,082 人
49 人
0.1％
フィリピン（2015）
169,435 人
511 人
0.003％

デング熱を媒介する蚊は、空き缶に溜まった少量の水や水たまりなどでも発生し、主に日中に活動
する。都市部やリゾート地でも流行するため十分に注意する必要がある。
症状は発熱や頭痛から始まるので、初期の風邪と症状が似ており区別がつきにくい。アスピリンや
イブプロフェンなど、通常の風邪の際に飲む解熱剤を服用すると症状が悪化する可能性があるため、
アセトアミノフェンを服用する必要がある。特別な治療法はなく対処療法となるので、医療機関では
点滴など症状に応じた治療が行われる。
予防接種に関しては、2015 年にフランスの製薬会社サノフィが「デングワクシア（Dengvaxia）」ワ
クチンを開発し、メキシコとフィリピンで認可された。2016 年にはタイでも認可されたが、日本では
まだ認可されていない。日本では、武田薬品工業がワクチンの開発中で、現在臨床試験中である。
私はクラスの生徒３０人にデング熱についてどう思うかアンケートを取った。表２に結果を示す。
この結果からのほとんどの生徒が怖いあるいは少し怖いと思っていることがわかる。
表 2 デング熱についてどう思いますか。 （調査 2017 年 7 月 人数 30 名）
項目
・かかっても風邪と同じくらいだから大丈夫だと思う。
・かかっても大丈夫だとは思うけれどかかると辛そうで少し怖い。
・死んでしまうかもしれないし、怖い。
2
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人数
３人
１３人
１４人

1-2. 症状・体験談
２～１４日(通常３日～７日)の潜伏期間の後およそ２～４割の人が３８～４０度の発熱で苦しみ、
激しい頭痛、関節痛、発疹などの症状を伴う。発疹は小さな紅斑で痒みや痛みはなく、うすいあざが
でることもある。人によって症状が異なり風邪との判別が難しいため注意が必要である。症状は１週
間程度で回復する。
フィリピンでインタビューしたデング熱罹患経験者の高校生は、熱は最高で 41 度まで上がり完治ま
でに７日かかったそうである。そして、医師からの指示は、薬を飲み、水をたくさん飲むことであっ
た。薬とは解熱剤などであったと考えられるが、アスピリンは症状が悪化することがあるので、アセ
トアミノフェンを含む薬を処方されたと考えられる。また、フィリピンでは日頃から熱中症の対策な
どで、１日に 2 リットルの水を飲むように指導されていという事なので、たくさん飲むというのは 1
日 2 リットル以上の水を飲むことを意味している。
デングウイルスに感染、あるいは発症後、ごくまれに一部患者において突然、血漿漏出と出血傾向
を主症状とするデング出血熱となることがあり、重篤な症状となることもある。
タイ在住の日本人コーディネータはデング出血熱経験者で、その症状は、高熱（41 度）、目の内出
血、肝臓の内出血などの症状で、完治までには１０日程かかったそうである。入院中は毎日朝晩血液
検査を受け、2～3 袋の血小板輸血を行った。
このようなデング出血熱の症状や、アスピリンなどを服用し出血傾向が悪化したケースを聞いて、
日本の高校生は蚊に刺されデング熱を発症すると怖いというイメージをもった可能性がある。
2. タイ
私は、2017 年 7 月 24 日～8 月 8 日までタイ研修旅行に参加し、
インタビューやアンケート調査を行った。訪問地域は、チェンライ
県、パヤオ県、チェンマイ県及び首都のバンコクである。
2-1. 政府の対策
7 月 29 日（土）にタイ北部のチェンライ県に住む少数山岳民族
ラフ族のローチョ村を訪問し、インタビュー調査を行った。
ローチョ村（写真１）は標高約 1300 メートルの山にあり、農業
を中心に生活していて、裕福とはいえない地域である。
タイ外務省（公衆衛生省疾病管理局）が、看護師による定期的な
指導を行っていて、看護師は 6 月から 10 月に月 1 回村を訪問し、
蚊を媒介する病気に関する知識を教えている。指導内容は家の周り
をきれいにする、ゴミはゴミ箱へ、水をためず蓋を閉めるなどであ
った。
また、村の集会場には地域の病院が配布したデング熱対策啓蒙ポ
スター（写真２）が貼ってあり、政府が山岳地帯の人々にもデング
熱の対策を周知しているということが分かった。

2-2. ピッタヤーコム校アンケート 及びインタビュー
パヤオ県ピッタヤーコム校（公立）でアンケート調査を行った。
・実施日：2017 年 7 月 26 日
・調査対象数：15 歳～18 歳の高校生 92 名 （写真３・４）
・内容：蚊の対策として知られている対策から、
実際に行っているものを 1 つだけ選択する。
写真３
写真４
ピッタヤーコム校
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写真１ローチョ村の風景

写真２啓蒙ポスター

表３ ピッタヤーコム校のアンケート結果（複数回答可）
項目
回答数
・長袖、長ズボンを着用する。
３２
・昆虫忌避剤を２～３時間ごとにつける
２８
・蚊の嫌いな匂いをつける
２２
・その他
９
・何もしていない
５
合計
９６
結果を表３に示した。
「長袖、長ズボンを着用する」という答えも多いが、「昆虫忌避剤を２～３時間ごとにつける」と回
答した生徒も多かったので、どのようなものをつけるのかインタビューしたところ、虫除けに使う植
物として「レモングラス」が最も多く挙がった。
このことからタイの高校生にはデング熱についての知識があり、しっかり対策をしていることがわか
った。
2-3.レモングラス
レモングラスとはシトロネラ油を含む植物のことである。シトロネラ油とはレモンの香りのする植
物の精油でレモングラスの葉はとても強いレモンの香りがする。抗菌、抗カビ作用があり、昆虫忌避
効果も期待されている。
レモングラスはタイ料理に頻繁に使用されるので、現地のコーディネータさんから、タイ人はいつ
も食べているから蚊に刺されにくいのではないかという意見が出されるほどだったが、これに関する
科学的根拠はなかった。
タイで市販されている忌避剤の例を表４に示した。１は自然由来のもので、タイ公立アパイプーペ
病院製で価格が高い。２はコンビニ等で購入でき、価格も安価である。
表４ タイで市販されている昆虫忌避剤
１.自然由来の商品
タイ公立アパイプーペ病院製
アパイプーペ病院直営店で購入可
主成分 シトロネラオイル
価格
130 バーツ（120ml）
日本でもインターネットで購入可

２．化学物質入りの商品
コンビニや薬局などで購入可
主成分 ディート 12％
価格
30 バーツ

2. フィリピン
私は 2017 年 9 月 25 日～10 月 2 日まで、フィリピンフィールドワークに参加した。
訪問地域はパンガシナン州ダグーパン市、スアル市パギワン村及び首都のマニラである。ダグーパ
ン市では、マガルダン高校とラサレット校の 2 校を訪問した。
3-1. 政府の対策
2017 年 9 月 29 日、サントニーニョホスピタルを訪問
し、インタビューを行った。
フィリピンの病院には政府（保健省）から配布されたデ
ング熱予防のポスターが貼ってあった。（写真５）これに
はデング熱ワクチン(デングワクシア)の有効性、安全性に
ついて書かれていた。

4

写真５ デング熱対策のポスター
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医師によると、最近はみんなデング熱に対する正しい知識を持っていると話していた。また、テレ
ビから情報を得ている人もいた。フィリピンの人たちも、デング熱に関する知識を持ち、対策を行っ
ているといえる。
3-2. 高校生の対策(マガルダン高校)、現地の人へのインタビュー
パンガシナン州ダグーパン市マガルダン高校（公立）で、
アンケート調査を行った。
・実施日：2017 年 9 月 28 日
・調査対象数:10 歳～16 歳の生徒 61 名 （写真６）
・内容：蚊の対策として知られている対策から、実際に行っているもの
を選択する。
表５マガルダン校のアンケート結果（複数回答可）
項目
・長袖、長ズボンを着用する。
・昆虫忌避剤を２～３時間ごとにつける
・蚊の嫌いな匂いをつける
・蚊取り線香や蚊帳を使用する。
・何もしていない
合計

写真６マガルダン高校
人数
１８
１３
１２
２２
７
６５

結果を表５に示した。この結果では、蚊取り線香や蚊帳を使うという回答が多かった。
結果を踏まえて、マガルダン高校の生徒や、ホームステイをしたラサレット校の生徒、病院スタッ
フ、スアル市にあるＣＦＦ子ども寮のスタッフなどを対象に、デング熱対策として何を行っているか
インタビューした。その結果、「シトロネラを植える」「家の周りをきれいに保つ」「食事管理など
をしっかりして免疫力を高める」などの回答が得られた。またインタビューでは、虫除けに使う植物
としてシトロネラが多く挙げられた。
そのほか、高齢者の中にはタワタワとい植物の効果を信じて
いる人もいた。写真７はラサレット校の中庭に生えていたタワ
タワである。現地スタッフが教えてくれたが、高校生では知ら
ない生徒もいた。
スアル市パギワン村でインタビューした女性によると、「デ
ング熱にかかった時は、タワタワを沸騰したお湯に入れて煎じ
て飲むとよい」と言い伝えられているようで、「血小板の数値
を上げる働きがあり、解熱作用がある」と考えられていたよう
だ。マニラのスーパーマーケットでも写真８のように、蚊のマ
ークがついているタワタワ茶などの商品が市販されている。し
かし、科学的根拠はなく、インタビューに答えた医師はこの方
写真７タワタワ
写真８タワタワ茶
法を薦めなかった。
以上のことから、昔ながらの対処法を信じている高齢者もいたが、フィリピン人もデング熱の対策
知識が十分にあることがわかった。
3-3.シトロネラ
シトロネラは、イネ科の植物で、レモンに似た柑橘系の香りで、香りに昆虫忌避作用があり、天然
の虫除け商品も売られている。レモングラスよりもシトロネラの方が、昆虫忌避作用が強く、米国環
境保護局で昆虫忌避効果があると証明されている。

考察
タイ・フィリピンのどちらも、政府が村や病院に対策啓蒙ポスターを配布し掲示したり、地域の看
護師が蚊を媒介とする病気を教えたりテレビで情報を流したりなどの活動を行っていた。しかし、独
5

38

自の対策で科学的に効果があると思われるものは見られなかった。
アンケートの調査結果から、二ヵ国の高校生に共通している点は、デング熱に対する意識が高く、
様々なデング熱対策 たとえば、蚊の嫌いな匂いを使うなどの対策をしていた。異なっていたのはデ
ング熱対策に効果的だと思う植物で、タイではレモングラス、フィリピンではシトロネラで、レモン
グラスよりもシトロネラの方が、昆虫忌避作用が強い。
日本で売られている昆虫忌避にはディートが使用されている。法律で認められた配合量の上限は
30％までで、薬局などでは 3％～30％まで様々の昆虫忌避剤が売られている。しかし、ディートは子ど
もに悪影響があるとされ、日本の小児科の医師は使用することを推奨していない。また、米国小児学
会は子どもの使用に関して、高い濃度のディートは使用しないように注意喚起していて、ディートの
濃度が 10％以下の昆虫忌避剤の使用を推奨している。さらに、カナダでは生後 6 か月未満の子どもに
は、ディート入りの昆虫忌避剤の使用を禁止している。一方で、アメリカの実験結果で、シトロネラ
オイルにバニリンを 5％加えるとディートと同様の効果があり、3 時間の持続効果があるということも
証明されている。
こうしたことから、フィリピンで対策として挙げられたシトロネラを利用して、日本でデング熱対
策をすることは、効果があるのではないかと考えられる。日本では、シトロネラはアロマオイルとし
て市販されている。

結論
ここまでタイとフィリピンのデング熱対策について調査してきた。両国の政府が国民にデング熱に
対する正しい知識を持ってもらえるよう取り組んでいることや、実際両国の高校生がデング熱に対す
る正しい知識を十分に持っていることがわかった。また、高校生に限らず両国とも、国民のデング熱
に対する意識は高く、様々なデング熱対策を行っていることがわかった。
両国を比較して虫除けに使う植物として、タイではレモングラス、フィリピンではシトロネラと、
認識に違いがあることもわかった。忌避剤の効果としてはシトロネラの方が高い。
今後の展望としては、この忌避剤を作り、効果がどれだけあるのか実験していきたい。また、デン
グ熱の基本情報や、シトロネラを活用した日本でもできる予防策をチラシにして高校生に広めていき
たい。
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2年5組㻌 鈴木万理華

フィリピンの現状
問題点

出稼ぎ
• フィリピン＝出稼ぎ大国 出稼ぎ労働者を推奨
• 出稼ぎ労働者数約万人（国民の割）
• 送金総額    約億ドル（年）

国内労働
• 雇用が少ない
• 低収入
• 縁故雇用が主流

調査内容  

出稼ぎ労働者自身の心身の負担が大きい
国内の職、不足
コネクションの有無で就職先が決まり、
不平等である
縁故雇用により、本人の就きたい職とは
限らないため、失業率が高くなる  㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌

•
•
•
•

出稼ぎが推奨されているが、ᴾ
フィリピン国内の職にも目を向ける必要があるのではないか？ᴾ

                           

㻌

 調査期間：年月日～月日㻌 㻌

 調査対象者㻌
アンケート調査㻌

㻔人）㻌 インタビュー調査（人）㻌

アンケート内容
・就職先を調べる際不都合だった点
・職業紹介サイトの認知度
・求人情報を得るための手段 など

私立ラサレット校 生徒（12歳～18歳）

インタビュー内容
・就職の際の不都合
・雇用機会
・職業紹介サイトの利用の有無
・採用の際に重視している点など

国立マガルダン校 教職員㻌

私立ラサレット校 教職員㻌
国立マガルダン校 生徒（10歳～24歳）
レストランの従業員
ゴミ集積所職員㻌
職業訓練所の受講者・職員
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21
60
7
14
17
24

㻔人）㻌

貧困層（ゴミ集積所労働者）㻌
貧困層（スラム居住者）㻌
出稼ぎからの帰国者
経営者（日本車のディーラー）㻌
経営者（病院）
経営者（日本人レストラン経営）㻌
職業訓練所の受講者（溶接）㻌
職業訓練所の職員（縫製）㻌

表１

７％

６％

就職活動で大変だったことは何か㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 対象者：現労働者（㻢㻞名）㻌

2
5
2
1
1
1
1
2

就職情報サイトを利用したいか㻌
対象者：学生（９７名）㻌

表２

コネクションが無かった㻌

２５％

３２％

求人情報が少ない㻌

５６％

求める給与をみたす会社が少ない㻌

３０％

４４％
はい㻌 いいえ㻌

学歴が低かった㻌
スキルが足りなかった㻌

情報が不足している けれど 就職情報サイトは使いたくない！
インタビューの結果

＊求職者
・就職サイト詐欺
・労働条件の偽り  

なぜ？

＊雇用主
・時間を守らない、会社のお金は盗まないか
・見込んでいたスキルがない

情報の信頼性に欠けるから！
解決策
 正確な情報を提供し、信頼性に優れた就職情報サイトのようなものが必要
㻌 㻌 ・今まで情報コネクションのなかった人々（特に低所得者）にも広く公開された情報の獲得
㻌 㻌 ・求職者、雇用主の情報の信頼性を担保
㻌 㻌 ・再就職の支援
その結果
 国内における職でのミスマッチがなくなり、国外に向いていた就労先の選択が国内に向けられる
 優秀な人材の流出を防ぐことができる

コネク

情報サ

ると考

学歴や

が特に

済的支

が容易
表１のアンケート調査の結果より、情報の不足を訴えている人が62％なのだが、表2では情報を得られるはずの就職情報サイトの利用
願望は過半数を下回った。この原因として考えられるのがインタビュー調査での回答によると、 情報の信頼性が低いからだということ
が分かった。さらに、企業が採用する際に一番重要視するのはタイムマネジメントと会社のお金を盗まないかという信用に関わることで
あった。これらより、縁故雇用に頼る理由がわかり、求職者、企業の双方が互いに信頼できるかを気にしている。
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フィリピンでの就職経路とその情報取得における課題―フィリピン㻌 ルソン島を事例としてー

★信用性をどうやって担保するか？
＜縁故雇用＞（新型案）

順天高等学校㻌 鈴木万理華

＜就職情報サイト＞（案②）

㻌 信頼のおける人の紹介を通すことで、自動的にその求職者の信頼度が上がる。地域間のつながりを強くさせる

＜就職情報サイト＞（案①）

＜イメージ＞

Job
information
site

一日中ゴミを拾っている
から、仕事を探しに行く
暇がない！

どこに行けばい
いのか分からな
い？

モバイル
があれば
仕事が探
せる！

・求職者のパーソナリティーがある程度わかる。
・使用頻度の高いFacebook上にサイトのリンクが可能なので認知度が高まる。
・これまで就職先をどのように調べたればいいのか分からなかった人でもわかるようになる。

利点

フィリピンで普及率の高いFacebookを活用し、Facebookからリンクして就職情報サイトに行くこ
とができる仕組み。Facebookと提携する必要がある。

会社の登録

写真㻌

信頼性を担保してくれる人、企業

その会社の退職者（㻞名程度）

・会社名㻌
・所在地㻌
・給与㻌
・休暇㻌
など㻌 㻌 㻌

• それぞれに評価者を付けることで信用のおける労働者または雇用主を見極めることができる。
• 学歴があまりない人でも就職のチャンスがある

求職者の登録
・名前㻌
・学歴㻌
・資格㻌
・職歴㻌
・自己推薦文㻌

求職者自身が信頼性担保してくれる人に
頼む（㻟名程度）㻌

スキルの担保㻌

パーソナリティーの担保

㻌
㻱㼤）村の長老、弁護士など

教員

前職の雇用主

効果

• これまでの雇用形態を活かした形であるため、なじみがあり、現地の人にも受け入れられやすいのではないか
• 信頼性が担保されるため、より多くの人が求職情報サイトを利用することで、需要が高まるので情報量や正確性においてより確かなものになる
• これまで低賃金であったために海外へ出稼ぎに行っていた人も、評価者として認められそれに見合った報酬がもらえれば優秀な人材が国内に残るため、頭脳流出が防げる
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手洗いワークショップを通しての活動報告
研究動機

高等部2年1組28番 戸村 有那

・1年時にフィリピンフィールドワークに参加し、ゴミ集積場で子どももゴミを拾って生活している姿を見た。
・フィリピンの5歳未満幼児の死亡率は日本の10倍であり、2016年本校の現地調査の結果、石鹸の利用率は低い。
・ユニセフも推奨 手洗いプログラム実施（インド）で急性呼吸器感染症の発生を20％低下させた。（ﾕﾆｾﾌHP）
・インドの事例では、ダンス・歌を活用した手洗いのプログラムで知識の習慣の定着に効果があった。
（太田稜眞・他 2017 「ダンス・歌がもたらす石鹸を使った手洗いの「知識と「習慣の定着 インド・ヒハール州Gyan NiketanSchoolの事例」 獨協大学 ）

・日本でも「手洗いの方法を学んだことがない45%」「学んだが覚えていない29%」と正しい方法を知らない。
(手洗い等に関する実態調査 2015年消費者庁）

目的
正しい洗い方が身につき、記憶に残る効果的な手洗いを指導方法を行う。

インタビュー
2017年9月28日（木） Mangaldang high school（公立） 訪問
にインタビュー(22名)の結果、貯めた水を使う」「時々使う」生徒が3割いる。

手を洗うときに使用する水

13
17 %
%

流水

時々流水

70%

貯めた水

Short drama を行う上でのポイント
Short drama ← フィリピンでは、ドラマ、歌、ダンスが人気
手洗いで注意するポイント
 ①水で手を濡らす
 ②石けんをつける
 ③手の腹・甲、指の間、指1本1本、手首、爪の間を洗う
 ④流水で流す（貯め水を使わない） ←ポイント‼
対象とする子供たちは、まだ英語が理解できない ⇒ タガログ語の台本が必要 → 現地の高校生の協力

ワークショップ(short drama・手洗い） 及び 考察
実施 2017年9月30日（土） ルソン島パンガシナン州スアル市 パギワン村
●用意するもの：石けん、綺麗な水、バケツ、たらい、手桶、手洗い練習スタンプ「おててポン」
●準備 手洗い歌の歌詞、short dramaのscript
●手順 1.short dramaを行う(タガログ語)
 2.石けんによる手洗いのポイントの説明 ←タガログ語
 3.手洗いの歌を教え、一緒に歌う
 4.スタンプの目的・効果を説明をする
 5.子供たちの手の平と甲にスタンプをつける
 6.歌を歌いながら洗い方のチェックを行う
 7.洗い残しのチェック ←おててポンで視覚化
 8.綺麗な手でサンドウィッチを食べる
●終了後のインタビュー
 参加した子ども21名中7名がドラマが楽しかったと答えた。←印象に残った
 参加した現地スタッフのインタビュー
タガログ語で話そうとしていたのがよかった。
健康に関することを題材としていたことがよかった。
病気を防ぐために手洗いは大切だということが伝わった。
子供たちが手洗いを楽しそうにしていた。
効果的だった点：現地の言葉で表現したので理解度が上がった。スタンプの使用で視覚的に確認できた。
改善すべき点：準備不足（表現力）子供たちの中に興味を示していないように見えた子どもいた。
今後の対策：伝わりにくい部分を明らかにし、より分かりやすく興味・感心を持ってもらえる活動にする。

結論 今後の展望
今回の活動では、手洗いをするうえで注意すべき点を、ドラマの内容で伝えるとともにスタンプで視覚化で
きたので、昨年よりも理解してもらえたと思う。今後は、もっと綿密な計画性をたてて準備をし、現地活動
では、自分の伝えたい内容を相手（対象者別）にどのようにアプローチするか、また、ワークショップ全体
をどのようにプロデュースしていくかについて研究していきたい。
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Wash hands !!
Tagalog

English（日本語）
Children
子ども

-They are playing-㻌
-遊んでいる-

Naglalaro sila.

Ate
姉

Hey guys, the meal is ready.
Let’s eat!
皆、ご飯の準備ができたよ。
さあ食べよう!

Mga bata, handa na ang pagkain.
Kain na tayo!

Children

Yeah!!㻌
やったー!!

Yehey!

Child A

What’s dinner today?
今日のご飯は何?

Ano po ang hapunan natin ngayon?

Child B

I want to eat meat.
私、お肉が食べたい。

Gusto ko ng karne.

Ate

Today’s dinner is … chicken!
今日の夕飯は…鶏肉よ!

Ang ulam natin ngayon ay …manok!

Children

Yeah! (They’re glad to hear)
やったー! (喜ぶ)

Yehey! (Masaya sila marinig iyon)

Child C

Hurry, let’s go!!
早く食べよう!!

Bilis! Punta na tayo.

Ate

However, we should wash our hands!
でも、その前に手を洗うべきね!

Pero, dapat maghugas muna tayo ng
kamay.

Children

All right.
わかった!

Sige po.

Child A

-Hands washing-手を洗う-

-Hugas ng Kamay-

I finished!
(She shows her hands to Ate)
終わったよ!
(姉に洗った手を見せる)

Tapos na!
(Pinakita niya ang kanyang kamay kay
Ate)
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Tagalog

English（日本語）
Ate

You washed your hands with only water?
You should wash it with soap.
石けんを使って洗いなさい!あなた、水だ
けでしか手を洗ってないでしょう。

Naghugas kayo ng kamay gamit ang
tubig? Dapat gumamit kayo ng sabon.

Child A

Ok.
わかった。

Ok po.

Child B

-Hands washing-手を洗う-

-Hugas ng Kamay-

I did!
やったよ!

Tapos na ako!

Mom

You used soap, but you used the same
water from beginning. You should change
the water.
あなたは石けんを使ったけれど、最初か
ら同じ水を使っていたでしょう。 水を変え
るべきよ。

Gumamit ka nga ng sabon pero ginamit
mo naman iyong tubig na pinanghugas
mo sa simula. Dapat pinalitan mo ‘yong
tubig.

Child B

Ok.
はい。

Ok po.

Child C

-Hands washing-手を洗う-

-Hugas ng Kamay-

I did!
できた!

Tapos na ako.

Oh, perfect! You used soap and changed
the water!
あら、完璧よ! 石けんを使っているし、水
も変えていたわ!

Wow! Magaling! Gumamit ka ng sabon sa
panghugas at pinalitan mo ang tubig!

Mom
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Explanation
From now, we’ll introduce the details of our handwashing activity. After playing or going out, we might
pick up the germs in our hands. Let’s fight germs! Below are the proper procedure in handwashing.
From now, we’ll introduce the details of our handwashing activity. After playing or going out, we might
pick up the germs in our hands. Let’s fight germs! Below are the proper procedure in handwashing.
Ngayon ituturo namin sa inyo ang tamang paghugas ng kamay.
今から、詳細について説明します。
私達は遊んだり外に出たりした後、手にはたくさんのばい菌が存在しています。
ばい菌と戦いましょう!!

１

Wash hands with water and apply soap
Hugasan ang kamay gamit ang sabon at tubig
水と石けんを使って手を洗う

２

Lather soap, rub hands together, palm-to-palm and in between fingers
Kuskusin ang mga palad at gitna ng daliri
石けんを泡立てて、両手の平と指の間を一緒にこする

３

Rub back of one hand with the palm of your other hand
Kuskusinang likod ng kamay
片方の手の甲をもう片方の手のひらでこする

４

Rub fingertips of each hand in opposite palm
Kuskusin ang mga likod ng daliri
それぞれの手の指先を反対の手の平でこする

５

Rub each thumb clasped in opposite hand
Kuskusin ang mga hinlalaki
それぞれの手の親指を反対の手で握ってこする

６

Rub both palms with fingers then rinse thoroughly with running water
Kuskusin ang mga palad at daliri tapos hugasan ng tubig
両手の平と指を洗う、そして流水で徹底的にすすぐ

７

Wash hands with fresh water. Avoid washing through used water.
Hugasan ang mga kamay gamit ang malinis na tubig. Iwasan ang paghugas ng
kamay gamit ang lumang tubig o tubig na nagamit na.
綺麗な水で手を洗うために水を交換する
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English

Tagalog

Wash hands with water and apply
soap
Lather soap, rub hands together,
palm-to-palm and in between
fingers
Rub back of one hand with the palm
of your other hand

Hugasan ang kamay gamit ang
sabon at tubig
Kuskusin ang mga palad at gitna ng
daliri
Kuskusinang likod ng kamay

Rub fingertips of each hand in
opposite palm

Kuskusin ang mga likod ng daliri

Rub each thumb clasped in
opposite hand

Kuskusin ang mga hinlalaki

Rub both palms with fingers then
rinse thoroughly with running water

Kuskusin ang mga palad at daliri
tapos hugasan ng tubig
Hugasan ang mga kamay gamit ang
malinis na tubig. Iwasan ang
paghugas ng kamay gamit ang
lumang tubig o tubig na nagamit na.

Wash hands with fresh water. Avoid
washing through used water.

English

日本

Wash hands with water and apply
soap
Lather soap, rub hands together,
palm-to-palm and in between
fingers
Rub back of one hand with the palm
of your other hand

水と石けんを使って手を洗う
石けんを泡立てて、両手の平と指
の間を一緒にこする
片方の手の甲をもう片方の手のひ
らでこする

Rub fingertips of each hand in
opposite palm

それぞれの手の指先を反対の手
の平でこする

Rub each thumb clasped in
opposite hand

それぞれの手の親指を反対の手で
握ってこする

Rub both palms with fingers then
rinse thoroughly with running water

両手の平と指を洗う、そして流水で
徹底的にすすぐ

Wash hands with fresh water. Avoid
washing through used water.

綺麗な水で手を洗うために水を交
換する
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フィリピン人の出稼ぎにおける諸問題や印象についてᴾ
目的：フィリピンからの出稼ぎ労働者（OFW）たちに
㻌 㻌 㻌 㻌 出稼ぎ先で諸問題がおきていると思い、具体的な問題を調べるため。
OFWの基礎データ:フィリピン政府の統計によると、在外フィリピン人は2015年で1000万人以上であり、人口の1割に達している
状況である。就労先は米国、サウジアラビア、アラブ首長国連邦の順になっている。中東への出稼ぎでは建設労働者、土木
者。米国では家政婦といった職種で働いている。
現地での研究方法
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ：「出稼ぎ経験者」「将来出稼ぎに行く予定の人」「出稼ぎ経験のない人」「高校生」
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 を対象に現地でインタビュー・アンケートを行う。

アンケート結果ᴾ
職業訓練場

レストラン

とても良い

とても良い

まあまあ良い

まあまあ良い

普通

普通

約14％

まあまあ悪い
約92％

Ｑ：出稼ぎについてどのように感じているか。‒
学校教職員

まあまあ良い
普通

あまり良くない
約29％

約57％

約38％

悪い

悪い

約44％

あまり良くない
悪い

計㻝㻠名㻌

計㻞㻠名㻌

とても良い

計㻝㻤名㻌

インタビュー内容ᴾ
－未経験者－

－経験者－

・職業訓練場：プレイシャス（男）㻌 㻟㻥歳㻌
①出稼ぎに行きたいと思いますか？㻌
→Ｙｅａ㻌
②どこに行きたいですか。また、なぜ行きたいと思いましたか？㻌
→日本、家族を支えるため㻌
③自国の公用語と出稼ぎ先の言語の違いに㻌
㻌 不安を感じると思いますか。㻌
→言語は学ぶことができ、時間が㻌
経つにつれて慣れていくと考えているから。㻌
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻌 㻌㻌 㻌㻌 㻌

・村民：リナ（女）㻌 47歳㻌
①どこの国へまた、何の職種で出稼ぎしましたか。
→シンガポール、house㻌 keeper
②出稼ぎ先で日常的な英語力を必要としましたか？
→シンガポールで働いている時に英語でコミュニケーションをとれた。
㻌 㻌 㻌 また、時間が経つにつれてシンガポールの言葉を覚え、かつ自ら
㻌 㻌 㻌 習いに行った。

考察ᴾ
・アンケートから職業訓練場での出稼ぎに対する印象が良い事がわかった。
日本や中東における出稼ぎ労働者の需要が建設現場や中小企業の組立ラインといった「単純労働」であることや同じ職に就いた場合フィ
リピン本国より高額な収入が手に入り家族を支えられる点などから予想できる。

・レストランと学校教職員の出稼ぎに対する印象は、職業訓練場よりややおとるものの、おおむね好印象であることがわかる。
・よくないと答えた年代は、２８歳～５９歳の間で見られた。
162の調査において、年齢が高くなるにつれて出稼ぎの割合が低くなる傾向があるので、それに伴って出稼ぎに対する悪い印象も多く
なったと予想できる。

結論‒
アンケートから出稼ぎに対してやや不満があるようにも見えるが、日本や中東で同じ職に就いたとするとフィリピン本国より高額な収入が
手に入りやすい点から高い確率で好印象であることがわかった。また、インタビューやフィリピン人が出稼ぎ先で就く職種について調べた
結果フィリピンの母国語は世界共通語でもある「英語」であり、かつ言語を最も必要とする職種ではないため出稼ぎ先の言語と母国語の
間で生じる言語問題は比較的起きにくいと予想される。

現在、日本で行われている出稼ぎ労働者への取り組みᴾ
①東京都、神奈川県、大阪市、３つの地域を対象としたhouse keeper（家事代行サービス）の養成プロジェクト。
②新宿区役所の、日本の暮らしについてまとめたガイドブックの配布や相談窓口の設立で日本語が話せず
こまっている外国人の支援。
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日本とフィリピンの英語力

                年  組 齊藤悠仁
   
＜研究の目的＞フィリピンの英語の学習状況を参考に、日本の英語力を向上するため必要なことを考察する。


＜日本の英語学習＞

現在、公立小学校の８割が総合的な学習の中で「英語」を扱っている。 文科省 +3 
  ・歌やゲームで英語を楽しむ
  ・簡単な英会話 挨拶など の練習

  ・英語の発音練習

年間平均授業実施時数→  年生  単位時間（ 単位時間： 分   分）

小学校外国語活動実施状況調査（+ 文科省）

  ・小学生  割が「英語が好き」
「英語の授業が好き」
  ・中学生の  割が「小学校の英語の授業（簡単な英会話）が役に立った」と回答。
⇒72()/ の平均スコアが  年で  点、アジア内でワースト２位！

☆ 筆記や文法中心で、実用の機会がないことが、定着率の低さに関係していると考えられる。

フィリピンの英語学習!

教育制度 . 制  年～ 
  ・アメリカ統治時代（ 年）に小学校開設。 
  ・小学校 ％が、全学年で週  日・毎日  時間英語の授業。
  ・小学校  年生から、国語と社会以外の教科は英語で授業。
  ・ 年生の授業時数  単位時間（ 単位  分   分）


中原功一朗（）「フィリピンの小学生の英語への取組」関東学院大学『経済系』第集







   ・授業はコミュニケーション重視になっており、英語で思考し、表現する訓練になっている。
 ・理科と数学は学力が低下傾向にある（国際教育到達度評価学会 ,($ の  年度の調査）
公用語が英語
 ・英語に触れる機会が多い。
（テレビ 映画 ネット）
 ・公的な場面では英語が重要視されることもあり、学習者の外的な動機付けが極めて高い。
⇒*OREDO(QJOLVK 社（米）が行った、
『ビジネス英語指数 %(, ランキング』で  位。
☆実用の機会が多く、コミュニケーション中心の授業が関係していると考えられる


インタビュー!
 年  月  日～ 月  日、ルソン島パンガシナン州での英語に対しての意識を調査した。
 マイクさん…弁護士をしている

「憲法や法律がすべて英語のため、高度な英語が使えなくてはいけない」
 *HUDOGLQH さん…病院を家族で経営している。
「医学を学ぶための医学書が英語のため、英語は大事」

 リナさん…シンガポールへの出稼ぎ経験あり

「英語は学校教育のみで身についた言葉です」
 学校…友達同士ではタガログ語

「どこでも使えるので英語は学びたい」


＜考察＞

フィリピンと日本は英語教育の内容の差と、英語に触れる機会の量が英語力の差に関係していると考えてい
た。実際フィリピンへ行ってみると将来の英語の必要性を考えているフィリピン人が多く、単純に内容や量
だけの問題ではなく、日本に比べて英語の学習や英語を身に着けることに対して積極的であるように感じた。





日本で行われている取り組みの例!

 学校
中・高等学校では、「文法や語彙等の知識がどれだけ身に付いたか」という観点ではなく「英語を用いて
何ができるようになったか」という観点で授業行い、コミュニケーション能力の育成を意識している。
 会社（楽天株式会社）
 年から「(QJOLVKQL]DWLRQ」というプログラムがはじまり、 年に社内公用語が正式に英語へ移行した。
72(,& の平均スコアは  点以上向上し、スタッフの ％以上  点以上の点数をとれるようになった。

＜結論 今後の展望＞
日本とフィリピンの英語力の差は、日常における英語の重要度と、使う頻度の差が影響していると考えられる。
フィリピンでは、安定した生活や職を得るために、英語を使うことが必要とされるケースが多い。そのため、
実践的な英語能力が上がったと思われる。日本が英訳・和訳の授業中心であることに対して、フィリピンでは
コミュニケーション中心の英語の授業であることもわかった。
日本でも学んだ英語を知識として蓄えるのではなく、活用する場を増やせば英語力が向上すると思われる。
今後は、国内で英語を活用している企業や市町村、団体などを調べて、フィリピンと比較していきたい。
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タイ研修旅行
日程

1

7/24（月）

場所

現地時間

羽田

8:00

バンコク

チェンマイ

内容

宿泊

羽田空港集合国際線ターミナル 3 階 I（アイ）カウンター付近

10:35

羽田空港発 TG683

15:05

バンコク着

17:20

バンコク発 TG１１６ → チェンマイ

18:30

チェンマイ空港 川口さん出迎え

チェンマイ
2

日程

ホテル１

チェンマイ ホテルでオリエンテーション → バーンロムサイ →

7/25（火）

ホテル１
ホテル 振り返り
チェンマイ

3

7/26（水）

チェンマイ→パヤオ（ピッタヤーコム校交流）

ホテル２

パヤオ
パヤオ
4

8：00

パヤオ → メーサイ（国境） → ゴールデントライアングル →

7/27（木）

農場
チェンライ

アヘン博物館（Opium museum） → ワットロンクン → 農場

5

7/28（金）

チェンライ

農作業体験 周辺の村散策

6

7/29（土）

チェンライ

農場→子ども寮（昼食）→山

民泊

7

7/30（日）

チェンライ

山→農場

農場

チェンライ

農場→ ドーイステープ →

8

7/31（月）
チェンマイ

チェンマイ → ナイトバザール散策

9

8/1（火）

10

8/2（水）

11

8/3（木）

振り返り

農場

振り返り

ホテル１

チェンマイ

愛の家 → VCDF → カントークディナーショー

ホテル１

象乗り体験 → 希望の家

ホテル１
ホームステイ

チェンマイ

15:10

ホテルで振り返り→

チェンマイ空港 TG111

バンコク

16:20

→ バンコク着

教員 ホテル

8:00

チトラダ（校長先生にご挨拶 ロイヤルプロジェクト 民族衣等）

ホームステイ

12

8/4（金）

バンコク

13

8/5（土）

バンコク

バンコク

ホームステイ

14

8/6（日）

バンコク

バンコク

ホームステイ

15

8/7（月）

バンコク

8:00

チトラダ（授業体験）

アユタヤ

10:30

アユタヤ へ → 昼食（カンタリホテル内ビュッフェ） → 遺跡見

バンコク

12:00

学 ワット・プラ・シーサンペット ワット・マハタート

22:45

チャイ・モンコン ワット・ロカヤスタ(寝仏の寺) 等 →
夕食（コカ：タイスキ） → 空港

16

8/8（火）

羽田

6:55

羽田 着

到着後 解散
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TG682

ワット・ヤイ・
バンコク

機内泊

海外研修・課題研究報告書【事前研究】
研究者

高等部二学年

５組

研究先名および

研究先：タイ

対象

対象：①出稼ぎ予定者

２７番

氏名

鈴木

万理華

②出稼ぎからの帰国者（しかし対象が限られているため、条件に

該当しないタイ人にも話を聞く場合がある）

研究期間

７月２４日～８月８日

Ａ

タイやフィリピンの人々にとっての幸せな出稼ぎとなるために

探究テーマ

～出稼ぎ環境下から幸せを阻んでいる要因を探る～

Ｂ

探究目的

近年、出稼ぎは様々な新興国で推奨され、数多くの出稼ぎ労働者が日本にも在住している
今日、はたして「出稼ぎ」とは良いものなのだろうか。確かにタイ人やフィリピン人でスキ
ルはあるのに活躍できる場が少ないために出稼ぎにやって来ているというタイプの出稼ぎは
大変良いと思っている。が、一方で残念なことに、学校に行けない人たちや毎日の生活に苦
労している人たちの弱みにつけこんで劣悪な条件下で出稼ぎに行かざるをえない人たちもい
る。そのようなことは絶対になくすべきだと思っている。だからどうすれば良いのかを、文
化・言語などが違いながらも出稼ぎ労働者が多いとされているタイ・フィリピンを比較した
いと思う。また、さらに日本と比べて何が原因で出稼ぎ労働者が多いのかを調査していきた
い。

Ｃ

テーマに対 劣悪な条件下で働く労働者が減少することで出稼ぎ先の様々な問題（いじめ、虐待、オーバ

する現時点での ーステイを避けるための計略結婚）による精神的・身体的苦痛を防止することができると予
見通し（仮説）

想する。また、タイでのブローカー被害（詐欺、不利な条件下での就労、人権侵害）を減少
させることができると考える。
① 出稼ぎにこれから行こうと考えている人
→日本の現状を把握して、出稼ぎは良い面だけではないということを十分に理解してい
るかをみるために、
「出稼ぎはもうかる」というイメージを持っているか否かを聞く。
「持っている」人の場合：現状を正しく認識するためのシステムや機会がないと仮定で
・
きる。よって、そのようなシステム等が必要であることがわかる。
「持っていない」人の場合：日本での劣悪な職の事情を認識しながらも出稼ぎが必要と
・
いうことなので、自国側の労働条件に問題があると仮定できる。よって必要なのは、タ
イ・フィリピン国内の労働の改善だと判断できる。

② 出稼ぎから帰ってきた人
→上記と同じ質問をし、それでも日本が良いということであれば、その理由を聞き、タ
イ・フィリピンで足りないものは何かを調査する。
また、日本のように自分に合った職業を見つけることができるシステム（例えば、ハロ
ーワークやリクルートなどの職業紹介会社を通じての就職）があるのかを聞く。

Ｄ

調査方法

数多くの人に質問して平均値を出すという方法ではなく、質問できる範囲も限られるため、
小さな範囲でインタビューを行う予定。さらに生活史法を用いて調査したいと考えている。
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海外研修・課題研究報告書【現地研究】
研究者

高等部二学年

５組

２７番

氏名

鈴木万理華

研究先名および対象 研修先：タイ
対象者：タイの大学の教授－ヌンさん、研修農場運営者－ダイエさん、ホームステイ
先のアイウンさん、現地の高校生９２名

研究期間
Ｅ

現地調査におけ

る目的の達成度

７月２４日～８月８日
目的の達成度はある程度達成できたと思う。理由は以下の通りである。
事前に行った調査により、出稼ぎ労働者の多さはタイ国内における求人情報の不足に
よるものだと仮定したが、現地調査で求人情報はあることがわかったからだ。
インタビュー調査
ヌンさん
タイには日本でいう、ハローワークのような職業仲介業者はあるがバンコクだけ
にしかない
→他の地域にはなく、そのような業者があること自体、知らない人が多い。
職業探しのもう一つの手段としては県庁の職業紹介所に行って探す方法がある。
ダイエさん
ダイエさんの考えてる出稼ぎ労働者は国内で行われる都市部への出稼ぎを考え、イン
タビューに受け応えたと考える。
出稼ぎに行くときは不作のときにバンコクなどの都会に行く。
大半の山岳地から降りてくる出稼ぎ労働者は現地で私営の就職先を紹介してく
れる業者を介して職探しをする
その業務の存在の認知度→ダイエさんのような、一度バンコクに行った人がいれ
ば話を聞いてその存在を知ることができるが、ダイエさんのような人がいなけれ
ば知ることはない。
主な就職先→ビニール袋の製作工場など
大抵、最低賃金で働かせる仕事場で働いている。
都市部におりてきて 100％就職できる
→最初に賃金は低めに設定されるがそれでもいいと答えれば誰でも就職可能。
駅などにタイ語で書かれている仕事探しの看板がある。
→教育を受けていない人は読めない
アイウンさん
どこに就職したいかは決めていない、アイウンさんの周りの友達も同じく決めて
いない
タイで就職したい場合、どこに行けばいいのか分からない
現地の高校生
夢を持っている生徒は 92 名中 90 名
以上が現地で得られたインタビュー結果である。これらから、コネクションの有無で
就職先が決まるという確率は低いように思われる。しかし、職業仲介業者には限りが
あることや、実際、出稼ぎに都市部へ行っても就職することはできるがあまり多くの
賃金をもらっていないと考える。また、同じ高校生でもアイウンさんのような王立校
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へいく子供たちは大学進学する子がほとんどなので将来の心配はあまりないように
見受けられた。また、公立高校で行ったアンケートではほとんどの学生が夢を持って
いることがわかった。

Ｆ

現地調査におけ

調査方法：インタビュー調査 3 名、アンケート調査

92 名

る手法の的確さ
今回は時間の関係上、現地の高校生にはアンケート調査を行った。もう少し訪問先
の人々の経済事情をふまえ、質問内容を練るべきだった。インタビュー調査はあまり
多くの人に聞くことはできなかったがインターネットに載っていないような情報も
得たり、その人が何を経験し、どう思ったのかなど、非常に深い話を聞いたりするこ
とができたので良かったと考える。また、ホームステイ先でも積極的に研究テーマに
ついての質問ができた。

Ｇ

現地調査を通し

た仮説の検証

上記にもあるが、出稼ぎ労働者の多さはタイ国内における求人情報の不足によるも
のだと仮定したが、現地調査で求人情報はあることがわかった。また、就職経路もコ
ネクションに頼った採用形態は現在ではほとんど行われておらず、求人情報を出して
求職者を募集していることが分かった。ただ、インタビュー調査をした結果新たな問
題点が見つけられた。それは、求人情報を必要としている人、全員に就職に関する情
報が届いていないということだ。詳しくは求職者と企業をつなぐエージェンシーがあ
るのは都市部のみということだ。タイには多くの山岳民族が居住しているが、そのよ
うな人々にまで情報が伝わらない、そのような問題があったのだ。この問題により、
山岳民族の人々が都市部へ働きに出たいときにどんな仕事があるのか、どこが社員を
募集していて、自分はどの会社で働くのが一番いいかが分からない。そのため働きに
行きたくても行けない人々がいる。このような問題は無くすべきだと考える。しかし、
都市部から離れたところに住んでいる人でもこのような問題に直面していない人が
いる。それは村落部の中に、定期的にある何らかの理由で都市部へ行っているダイエ
さんのような人がいる場合である。もし、村の中に都市部へ働きに行きたい人がいて
も、その人（ダイエさん）から多くの都市での経験や情報を得ることができる。これ
らから、都市部と村落部で情報格差がおきており、さらに村落部の中でも周辺に就職
情報を持っている人がいる、いないでの間にも情報格差が生じている。

海外研修・課題研究報告書【事後研究】
研究者

高等部二学年

研究先名および対象

研修先：タイ

５組

２７番

氏名鈴木万理華

対象者：タイの大学の教授－ヌンさん、研修農場運営者－ダイエさん（定期的に都市
部へ行っている）
、ホームステイ先のアイウンさん、現地の高校生９２名

研究期間

７月２４日～８月８日
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ＨおよびＩ

考察

大学教授や研修農場を運営している方、また、同年代の現地学生を対象にタイでの
就職情報の認知度や各自が将来のことについてどのように考えているのかを調査し
た。また、現地の学生にはより多くの意見を得るためにアンケート形式で行い、その
他はより深く調べたかったのでインタビュー形式をとった。
事前研究では現在の、出稼ぎさきでのいじめや心身の負担、契約条件と違った内容
で働くなどの劣悪な「出稼ぎ」から出稼ぎ労働者自身の誰もが幸せになれる「出稼ぎ」
にするためにどうすれば良いかというテーマだったが、その後、視点を変え、そもそ
も出稼ぎに行かなければこのような問題で苦しむ人が減るのではないかという見解か
ら国内で仕事に就くためには何が必要で現在どの点が不足しているために出稼ぎ労働
者が多いのかを調べたところ、フィリピンでは雇用形態がコネクションに頼っている
ために国内の求人情報が不足しており、そのために国外へ働きに出ているのではない
かという事前調査をもとに仮説を新たにたて、出国した。しかし現地で調査を進める
と、現在はコネクションによる採用はほとんど行われておらず、日本と同じように求
人情報を出していることが分かった。また、その求人情報の認知度の高かった。さら
に調査を進めると新たな問題点を見つけた。それは、村落部では求人情報の認知度は
かなり低いということだ。タイでは主にラフ、アカ、モン、ヤオ、リス、カレン族な
どの山岳民族が暮らしているがそれらの地域では就職に関する情報が届いていないこ
とが分かった。これによる問題はかつて日本の昭和３０年ごろの寒い地方の人々のよ
うに山岳民族の人々の収入が通常の仕事でもいつも通りの収入が得られなくなったと
きに村落部の人が都市部へ働きに出たいときに苦労するだろうと考えられる。ダイエ
さんが運営している研修農場はこのような非常事態のためにある。しかし、本当のも
しものときにはこの問題により働きに出られなくなったり、都市部へ降りてきてから
職を探すことによって時間の無駄が発生したりというさらなる問題が発生する。これ
により都市部と村落部の情報格差が挙げられる。
この情報格差を是正し、職業選択の幅を広げるために考えられることが２つある。
① ダイエさんのように各村の人が都市へ降りてきて就職情報などを得る。また都市
に住んでいる人と交流を図り、事前につながることで経済が活発になったり、非
常事態にも協力しあえたりという効果がある。
② 就職情報サイトを幅広く公開すること。ただし、各自の携帯電話所持率はわから
ないので研修農場を訪問した際を参考として、ダイエさんが Wi‐Fi を持っていた
ことから、ある程度、携帯電話を所持していると仮定したうえでの考えである。
先ほどの問題点から以上のことを具体的な改善案として考えた。

Ｊ 先行研究、参考文 www.geocities.co.jp/SilkRoad-Oasis/4525/introduction.html
献および資料

www.kita-iwa.info/situgyou/syu-k/syu-12.html
www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/seisaku/chousa/kihou/43/...

アブストラクト（報 本研究はタイによる都市部と村落部の就職情報に関する情報格差を是正する目的であ
告書概要）

る。高山部にある研修農場の人のインタビュー調査により就職情報自体はあるものの、
地域によってその情報伝達度合いの不平等さがあることが分かった。幅広い情報公開
が必要だ。
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海外研修・課題研究報告書【事前研究】
研究者
研究先名および

高等部二学年

2組

22 番

氏名

菅原凪紗

ゴールデントライアングル（タイ北部）

対象
研究期間

7 月 24 日～8 月 8 日

Ａ

探究テーマ

ゴールデントライアングルにおける 19，20 世紀から現在に至るまでの麻薬製造問題

Ｂ

探究目的

タイ・ミャンマー・ラオスの 3 か国が接する地帯はゴールデントライアングルと呼ばれて
いる。ここではかつて麻薬王クン・サ率いるモン・タイ軍によって、軍資金調達のために麻
薬の製造が行われ、当時世界最大の麻薬製造地帯を形成した。ここで作られた麻薬の売買に
はアメリカ（CIA）が関与していた。（フリー百科事典『Wikipedia』
）
こうした歴史的背景があるゴールデントライアングルでは現在、二極化が進んでいる。タ
イの隣国ミャンマーでは未だに麻薬の密造が後を絶たない。一方で、タイでは麻薬生産はほ
ぼ消滅し、現在治安は比較的安定している。(『在チェンマイ日本国総領事館 HP』)そこで、
タイが麻薬製造から抜け出せた要因は何なのかということに興味をもった。

Ｃ

テーマに対

タイの麻薬製造量が減少した理由として、タイ北部で麻薬を製造しにくくなったり、その

する現時点での 必要が無くなったことが考えられる。その根拠は３つ挙げられる。
見通し（仮説）

１つ目は、ロイヤルプロジェクトによる取り組みだ。ロイヤルプロジェクトとはタイ王室
の方々が自ら資金を提供し、タイ国民の生活向上のために 1950 年代から始まったものだ。タ
イ北部では、ケシ栽培と焼畑農業で生計を立てていた山岳民族を援助するために農業支援を
行っている。(『バンコクナビ』)

具体的には、ケシ畑をコーヒーやマカダミア農園に転用

するなどの取り組みが行われている。これにより、ケシ栽培の 99.9％を撲滅するという成果
を挙げた。(『Wikipedia』)
2 つ目は、タイでの麻薬取締が強化されたことだ。1980 年代からタイ政府は本格的な取締
を始めた。2003 年にはタックシン政権によって厳しい取締がなされ、麻薬密造・密売に関わ
る者、約 9 万人を逮捕した。(『タイを知るための 72 章-第 2 版-』)
3 つ目は、タイの経済成長だ。2005 年～2016 年の国全体における GDP は目立った成長が見
られない。しかし、それを人口で割った 1 人当たりの GDP 成長率は顕著に上昇している。(『IMF
HP』)
19・20 世紀のタイ北部では、貧しさのために麻薬密売に手を染めてしまう人がいたり、や
せた土地だったために山岳民族はケシを栽培するしかなかった。しかし、これら３つの事柄
により麻薬の製造量が減少したと考えている。

Ｄ

調査方法

オピウム(麻薬)博物館の見学を通し、タイ北部が麻薬製造を始めるきっかけとなった人物
クン・サに関する展示から、その人となりや経歴を詳しく知る。また、当時のゴールデント
ライアングルにおける麻薬製造の様子を知る。現地での調査に加え、文献(『ゴールデントラ
イアングル秘史』NHK 出版，
『消滅した国々：第二次世界大戦以降崩壊した 183 ヵ国』社会評
論社出版)も参考にしていく。
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海外研修・課題研究報告書【現地研究】
研究者

高等部二学年

二組

二十二番

氏名 菅原凪紗

研究先名および ゴールデントライアングル（タイ北部）
対象
研究期間
Ｅ

現地調査に

7 月 24 日～8 月 8 日
ローチョ村を訪れたとき、ロイヤルプロジェクトのビニールハウスを目撃しそれが実際に

おける目的の達 現地の山村で暮らす人々の手助けになっていることが分かった。ロイヤルプロジェクトは
成度

1969 年、プミポン国王がタイ北部を旅行した際に、貧困のために違法なアヘン栽培をせざる
を得なかった貧しい農民を見て、農民が自立したよりよい暮らしができるように援助をした
のが始まりだ。このプロジェクトはプミポン国王自らが牽引されてきた。かつてアヘンの生
産が世界一とまで言われたタイ北部では現在、ロイヤルプロジェクトの援助により、ケシの
代わりにそこの気候に適当なコーヒー豆の栽培がされている。下の写真はローチョ村から見
えたロイヤルプロジェクトのコーヒー豆を育てるビニールハウスだ。その右の写真はローチ
ョ村に植えられたコーヒー豆の木だ。

▲白いものがロイヤルプロジェクトのビニールハウス
ロイヤルプロジェクトの商品は質や安全性に長け、タイ国民からの信頼が厚い。
また、タイ人インストラクターの方へのインタビューにより、タイに加え隣国ミャンマー
の麻薬問題についても知ることができた。そこで、タイとミャンマーの 2 国間の関係性から、
タイの麻薬問題はまだ完全には解決されていないことが分かった。
ゴールデントライアングルと呼ばれるタイの北部はラオス、ミャンマーの 2 国と接してい
る。地図から分かるように、タイ・ミャンマー間の国境は長いため、山中に裏国境がいくつ
も存在し、隣国からの不法侵入や麻薬の持ち込みが完全には取り締まれていない。このため、
ミャンマーやラオスで作られた麻薬がタイ国内へ持ち込みやすい。持ち込まれた麻薬はタイ
を経由してカンボジアなどの他国へ密売されるという麻薬サイクルができあがってしまっ
た。確かにタイ政府による本格的な麻薬取締はタイの麻薬製造量を減少させたが、他国から
持ち込まれた麻薬の密売は未だになくなっていない。タイから完全に麻薬をなくすためには、
タイ国内で麻薬取締を強化するだけでなく、近隣の国々、特にミャンマー・ラオスの麻薬問
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題を改善しなければならない。

▲三角形で示された部分がゴールデントライアングル

Ｆ

現地調査に

実際にタイに住む人々の話を聞いたり、生活ぶりを見て、本やインターネットでは分から

おける手法の的 なかった情報を得ることができた。オピウム(麻薬)博物館の見学を通し、タイ北部が麻薬製
確さ

造を始めるきっかけとなった人物クン・サについて詳しく知ることができた。
このように、ロイヤルプロジェクト・タイ政府の麻薬取締の麻薬製造量減少を促進させた
効果がいかほどかが分かり、これらの点においては現地調査の手法が的確であったといえる。
しかしながら、タイの経済成長が麻薬製造量の減少に与えた影響については不明なことがま
だ多く、この点においては現地調査の手法を見直す必要がある。

Ｇ

現地調査を

E で述べたように、ロイヤルプロジェクトの取組みがタイでの麻薬密造の撲滅に大きく貢

通した仮説の検 献していることが現地調査を通して分かった。このことから、第 1 の仮説「麻薬の製造減少
証

の要因のひとつはロイヤルプロジェクトである」ということが正しいと言える。
タイ政府による麻薬取締は確かにタイ国内の麻薬生産を低下させることにつながったが、
麻薬の流通を断ち切ることはできず、隣国ミャンマーからタイへ麻薬が持ち込まれてしまっ
ている現状がある。第 2 の仮説「麻薬の製造減少の 2 つ目の要因は、タイでの麻薬取締が強
化されたことである」ということが必ずしも正しいとは言えない。
現地調査で、経済成長による麻薬生産への影響を調査することができなかった。そのため、
第 3 の仮説「タイの経済成長が麻薬製造量減少の要因の１つ」は検証ができなかった。
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海外研修・課題研究報告書【事後研究】
研究者

高等部二学年

二組

二十二番

研究先名および対象

ゴールデントライアングル（タイ北部）

研究期間

7 月 24 日～8 月 8 日

氏名 菅原凪紗

ＨおよびＩ

考察

タイの麻薬製造量が減少した主たる要因は、プミポン国王自らが牽引されてきたロイ
ヤルプロジェクトの取り組みだ。ロイヤルプロジェクトは、貧困のために違法なアヘン
栽培をせざるを得なかった貧しい農民たちの自立したよりよい暮らしを目指して 1969
年に始まった。かつてアヘンの生産が世界一とまで言われたタイ北部では現在、ロイヤ
ルプロジェクトの援助により、麻薬の原料のケシの代わりにそこの気候に適当なコーヒ
ー豆の栽培がされている。この取り組みはタイの麻薬製造量を減少させた。
しかしながら、タイの麻薬問題はまだ完全には解決されていない。
ゴールデントライアングルと呼ばれるタイの北部はラオス、ミャンマーの 2 国と接し
ている。タイ・ミャンマー間の国境は長く、この地理的要因から、山中の裏国境からの
不法侵入や麻薬の持ち込みを完全に取り締まることは難しい。このため、ミャンマーや
ラオスで作られた麻薬がタイ国内へ持ち込みやすい。持ち込まれた麻薬はタイを経由し
てカンボジアなどの他国へ密売するという麻薬サイクルができてしまっている。―
「2014 年のミャンマー及びラオスでのアヘンケシ栽培は、2013 年の 61,200 ヘクタール
から 63,800 ヘクタールに上昇した。これで過去８年間連続の増加となり、栽培量は 2006
年のほぼ３倍に達している」との発表が国連薬物犯罪事務所（UNODC）によってなされ
た。
（UNODC の報告書『2014 年東南アジアアヘン調査：ラオス、ミャンマー』
）この報告
書から、タイへの麻薬持ち込みおよび密売は増加すると思われる。この現状の打破する
ため、そしてタイから完全に麻薬を撲滅するためには、タイ国内で麻薬の取締をするだ
けでなく、ラオス・ミャンマーの麻薬問題を解決しなければならない。麻薬問題はもは
や一国のみの問題ではない。
タイでは、麻薬製造量減少は実現したものの、他国からの麻薬持ち込みが後を絶たな
いというのが現状だ。ラオス・ミャンマーの麻薬問題を解決することはタイの麻薬問題
を完全に解決することにつながると考えている。

Ｊ 先行研究、参考文 文献 鄧賢 (著),増田政広 (翻訳) 2005「ゴールデン・トライアングル秘史 ~アヘン王
献および資料

国 50 年の興亡 」NHK 出版

アブストラクト（報 ロイヤルプロジェクトの取組がタイの麻薬製造量を減少させた一方で、ラオス・ミ
告書概要）

ャンマーの製造量は減少しておらず、この２国からタイ国内へ麻薬が持ち込まれて
いる。タイの麻薬問題を完全に解決するにはラオス・ミャンマーの麻薬問題を解決
することが第一だ。
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すれ違いのない効率的な援助を考える
～タイの活動の事例から～㻌
目的㻌



2年2組㻌 潟永㻌 絵美

ニーズに合わない援助の原因や仕組みを考察し、タイの㻺㻳㻻の事例を参考に無駄のなく効率的な援助の在り方を考える。㻌

背景㻌
（デイビット・ヒューム㻌 㻞㻜㻝㻣㻌 『貧しい人を助ける理由』㻌 日本評論社㻌 ）
㻌
・㻟㻜億の人々が、㻌基本的人間的ニーズ（飲み水と食料、住居、基本的な保険医療サービス）を十分に満たしていない。㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 →㻌 先進国諸国は多種多様な援助活動を行っている。㻌
㻌
㻌 㻌 ⇒㻌 日本政府は㻻㻰㻭を通じて援助活動をしている。㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ⇒㻌 㻺㻳㻻㻌 民間も援助活動をしている。㻌 㻌
※ODA（㻻㼒㼒㼕㼏㼕㼍㼘㻌 㻰㼑㼢㼑㼘㼛㼜㼙㼑㼚㼠㻌㻭㼟㼟㼕㼟㼠㼍㼚㼏㼑）政府開発援助㻌 㻌 㻌 ＊㻺㻳㻻（ non-governmental organizations）；非政府組織㻌
資金源㻌 ⇒㻌 税金㻌 㻞㻜㻝㻣年㻌 予算㻡㻡㻞㻣億円㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 資金源⇒㻌 寄付・会費・事業収入・助成金など㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌✖被支援者のニーズにあわず、せっかくの援助が無駄になるケースがある！✖㻌
事例１㻌

 ―ナルマダ渓谷ダム計画（インド）―㻌
灌漑用水と電力を供給する巨大開発プロジェクト㻌
（予算㻠億㻡㻜㻜㻜万ドル㻌 㻌 㻝㻥㻤㻠年）㻌
アマルカンタク高原の森林地帯㻌 㻌
大規模ダム㻟㻜㻌 中・小規模ダム㻟㻜㻜㻜以上㻌
㻌
環境破壊が起こる！㻌
㻟㻡億ヘクタールの森林と㻞㻜万ヘクタールの農地が水没する㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ⇒㻌 森林破壊㻌 多様な形態の農業への影響㻌

事例２㻌
―大カラジャス計画（ブラジル）―
カラジャス鉄鋼山地域の鉄道を含む
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 総合的な開発プロジェクト
（日本からの融資㻌 5億ドル㻌 1981年）
アマゾン川西方のカラジャス山地
鉄道の総延長㻌 900キロメートル
入植者による焼き畑農場㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ⇒熱帯林の破壊
㻌 㻌 㻌 㻌 ⇒インディオの生活が奪われる㻌
（鷲見一夫㻌 1989㻌 『ODA援助の現実』㻌 岩波新書）

事例㻌１・２㻌の原因として考えられること㻌

・住民の意思の反映がされてない㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 課題は㻌 コミュニケーション不足㻌 
・強制移住㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 関わる人が多すぎるので簡単に解決できない！㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
・環境アセスメント不十分㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 
海外の現場ではどうなっているのか？
調査㻌
㻌
・インタビュー調査㻌 （㻞㻜㻝㻣年㻣月㻞㻡日）㻌
・場所㻌 バーンロムサイ㻌
㻌 㻌 㻌 （タイ㻌 チェンマイ㻌 㻴㻵㼂孤児のための施設）㻌
・対象㻌 代表㻌 名取美和さん㻌
㻌
考察㻌
㻌
・援助する人が情報不足で何がどのくらい必要か知らない㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 規模小さくてもコミュニケーション不足は起こる 
・食品が無駄になったこともある㻌 㻌 㻌    
バーンロムサイが宿泊施設や縫製工場を運営している。㻌
㻌・自ら運営することで、支援者㻔利用者）が支払う宿泊費等を運営資金にできることが最大のメリット。㻌
㻌・一般の宿泊客として利用した人も施設に興味を持ち、直接的・効率的に援助ができる。㻌
㻌
提案㻌
㻌

新しいシステムを利用して、効率的で無駄のない援助活動ができていた。㻌
これが必要㻌
だろう

良いものだ
お金を出そう

支援者

支援者（利用者）
お金

物資

えっ！？いらない
のに・・・

サービス
商品

被支援者

被支援者

今、何が必要
なのか考えよう

必要な時必要な物を用意できる
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神田外語大学

「第 1 回高校生東南アジア小論文コンテスト」＜タイ部門入選＞
高等部 2 年 2 組 北坂 理楽
タイ人は日本が大好きだ。これは、私がタイに訪れて感じたことだ。私が出会った多くのタイ人は日
本に興味・関心があり、日本語を勉強している学生も少なくない。私は、そんな彼らに日本の梅干を推
薦したい。
夏休みに学校の研修旅行でタイに行き、学校やさまざまな施設に訪問した。彼らと交流を図るために
折り紙や日本の食べ物を持参し、日本の文化を紹介した。
その一つにカリカリ梅を持て行った。きっと、彼らは梅干のすっぱさに驚くだろうとウキウキして渡
した。しかし、彼らは梅を口にしても、驚くどころか表情に何の変化もないまま平気な顔をして食べる。
その姿をみて、逆に私が驚いてしまった。日ごろからスパイシーな食べ物を摂取しているから、酸っぱ
いのにも慣れているのかなと思った。
梅干の味に問題がなければ話は早い。みなさんもご存知のとおり、梅干には身体に良いさまざまな効
果がある。
梅には、身体に必要なミネラルが多く含まれている。骨、歯、血液、組織液など人間の体を形成して
いるものの中にはミネラルが含まれている。一般的にミネラルと呼ばれる栄養素が不足すると、人間の
体バランスを崩しいろいろな病気を引き起こしてしまう。
ユニセフがタイの児童の成長を調査した結果、東北部、南部ともに平均よりも体が小さく、栄養失調
の傾向がわかっている。
そんな彼らにぜひとも梅干を食べてもらいたい。なぜなら、梅のミネラル含有量は、みかんやりんご、
ぶどうよりも多い。りんごに比べて小さい梅の実だが、カルシウムはりんごの四倍、鉄は六倍も多く含
まれている。マグネシウムや亜鉛も梅の実のほうが多いのである。また、梅干はカルシウムや鉄の吸収
を促す効果がある。梅干を毎日食べると、体内でのカルシウム定着率が徐々に高まっていくことが期待
できるのだ。カルシウムが必要な成長期の子供や高齢者にも大人たちにも、梅干は優れた効果を発揮し
てくれると思う。
他にも、梅には疲労回復や唾液の分泌による食欲増進、アルカリ性の梅干を摂取することで食事バラン
スの調整、肝機能を強化して血液を改善、微生物の繁殖を抑え食中毒予防などの効果がある。まだまだ
たくさんの効用を梅は持っている。
このような理由から、私はタイの人に梅干を推奨する。一日一個梅干食べるようにしてもらい、梅干を
食べて身体の調子を整えてもらいたい。きっと、毎日を今以上に元気に過ごすことができるだろう。
参考文献
梅肉エキスの健康効果を徹底分析 梅の健康効果
http://umehonpo.com/entry3.html
びんちょうたんコム

健康・美容・疲労回復にも万能な「梅」

https://www.binchoutan.com/index.html
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グローバルニュースアジア
タイのニュース 【タイ】地方の子どもたちの栄養状態が悪化=逆にバンコクでは肥満児が社会問題
http://www.globalnewsasia.com/article.php?id=550&&country=2&&p=2

神田外語大学

「第 1 回高校生東南アジア小論文コンテスト」＜タイ部門入選＞
高等部 2 年 4 組 前川 結香
タイの食文化は、お米を主食とする点では日本と同じである。汁物のスープ、肉料理、野菜料理など
多種のおかずから構成されている点など、
「一汁三菜」と共通点も多い。
私はタイの人たちに「ソース焼きそば」を紹介したい。これは中華麺を野菜や肉と炒める麺料理で、
現在日本でよく食べられている醤油やウスターソースをかけた「ソース焼きそば」は日本生まれのもの
である。
これを進める理由は二つある。一つは、タイの代表的な料理の「パッタイ」に似ているからである。
パッタイとは米粉でできたやや太めのビーフンを使用して作るタイの焼きそばのことで、材料は麺の他
に、卵、もやし、えび、鶏肉、ピーナッツ、パクチーなどが使われている。これに比べ、ソース焼きそ
ばには、鶏肉、キャベツ、もやし、人参などが使われており、味は異なるものの、材料から考えると似
ている部分もある。
二つ目の理由は、屋台での販売が可能である点にある。タイでは屋台文化が盛んで、縁日などでみら
れるソース焼きそばは、タイの人になじみやすいと考えた。
世界三大スープの一つであるトムヤムクンにも、日本食と共通している点がある。それは、健康的で
あるという事だ。トムヤムクンは健康に良いことは、使われるハーブに抗がん作用があることが、京都
大やタイのカセサート大学の研究によって明らかにされている。
私はタイに行くまで、タイの料理は口に合わないだろうと思っていた。実際は、辛くて大変だったこ
ともあったけれど、タイ料理はとてもおいしく大好きになった。
日本では鰹節や昆布などの旨味成分を使っているが、タイではイワシの内臓を発酵させたナンプラー
やカピなどが使われている。発酵調味料でコクや旨味を引き出していることは日本とタイとで似ている
ため、日本人でも食べやすいのだと思った。
私はタイに行って、日本の食べ物がかなり進出していることにも驚いた。特にコンビニに「東京バナ
ナ」があり、バイキングに行くと「のり巻き」があった。日本のものとはちょっと違うなと思うものも
あったけれど、日本の食文化が広まっていてうれしかった。
それぞれの国特有の料理は国境を越えてシェアしあうことで、その料理が広まり、またお互いの食文
化を守ることにもつながるのではないだろうか。
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台湾研修旅行
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海外研修・課題研究報告書【事前研究】
研究者
研究先名および

高等部二学年 4 組 36 番

氏名平澤 彩音

台湾

対象
研究期間
Ａ

探究テーマ

Ｂ

探究目的

平成 29 年度 7 月 25 日～7 月 29 日
台湾の朝食の文化～日本との比較を通して～

・「台湾の人は、朝食は外食で済ませることが多い｣ということが分かったので、本当にそうなのか、こ
の習慣は昔からなのか、レストランにある食べ物を知って、日本と比較するため。また、現地の人の
食事に対する意識を知るため。

Ｃ

テーマに対 ・複数の資料を見て、どれも、｢外食で朝ごはんを済ませる人が多い」とかかれていたので、実際も同

する現時点での じだと思う。
見通し（仮説）

・「食」が主なテーマなので、日本と台湾での食に対する意識の(味覚など)面で比較ができると思う。
・外食で朝ごはんを済ませる人の理由が分かる。
・屋台等で料理を実際に体験することで現地での食べ物の特徴などを肌で感じられて分かりやす
い。

Ｄ

調査方法

＜実施日＞
主に 4 日目（他、見学中一般の人にインタビュー）
＜場所＞
淡江大学生を通じて町の人に質問する。（夜市や、施設見学中にもできれば行う予定。）
＜質問内容＞
・朝食は家で食べますか？

・朝食はなにを食べることが多いか？

・なぜ家で食べるのか？

・どんな味付けが好きか？

・なぜ外食なのか？

→日本人と味覚を比べる。

・外食はいつから始めましたか？

・1 日に何回食事をとりますか？

・売られている食材は高いと思うか？
※フォントは明朝体・10.5point を使用すること。また、分量に応じて枠の幅は自由に調節可です。
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海外研修・課題研究報告書【現地研究】
研究者

高等部２学年

4組

36 番

氏名平澤 彩音

研究先名およ 台湾
び対象
研究期間
Ｅ

平成 29 年度 7 月 25 日から 7 月 29 日

現地調査 ●目的 1

における目的 現地調査においての探求目的は主に台湾の人は本当に朝食を外食で済ませているのかを確
の達成度

かめることであった。
<現地調査＞
・場所→新北市淡水区 淡江大学、故宮博物院、国立台湾博物館、九分
・期間→2017 年 7 月 25 日～29 日
・対象→大学生、高校生、ガイドさん、年配（男性）
・方法→インタビュー
○情報収集のため、現地でインタビューを行ったが、学生から高齢者までの幅広い年齢層を
意識したインタビューを行うことができた。
（結果は下の表）
方法

理由

いつから外食

★内容

★食事の回数

ガイドさん（女） 外食

便利だから

＊

豆乳・飯団

3

大学生（女）

家

節約のため

＊

おかゆ

3

年配（男）

外食

便利だから

24 歳から

飯団

3

高校 2 年生（女） 外食

便利だから

幼いときから

日によって

3

違う
高校 2 年生（男） 家

習慣

＊

お米

3

⇒本当に朝食を外食で済ませる人がいる。
⇒外食を利用している年齢層に偏りが見られない。
○朝食を家または外で済ませる主な理由
外食→安い、親が共働き、便利
家→習慣、節約のため
○台湾の朝食メニューに多いものは以下のものがあげられる。
・飯団・・・バリエーション豊富な具材がごはんで包まれた筒状になっている。日本で言う
おにぎりに相当する。
・豆乳・・・味の濃い日本の豆乳のは異なり、飲みやすいものになっている。
●目的 2
台湾の人の食事に対する意識について
訪れた先でさまざまな料理を頂いた。
・日本の料理よりも香辛料の使用が目立った。
※日本の料理の味付けと大して変わったところはない。
→実際にどのような味つけになっているのか肌で感じることができた。
・お店でも、日本と同じように料理が来る前にお茶を出す習慣があるように見受けられた。
⇒現地に行ってみると、料理の味付けだけでなく、食事に対する意識の 1 つとして上記のよ
うな点についても要所要所で見受けられたため、目的を達成した上、新たな発見をすること
ができた。
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●目的 3
この朝食の文化は昔から続いているのかという点については、直接話を伺うことができなか
ったので、帰国後、インターネットで調べた。
→現在の朝食の文化とのつながりが見出せた。
」
※詳細は「海外研修・課題研究報告書【事後研究】
☆台湾のひとが朝食を外食で済ませるのは、現地に行ってインタビューなどを通じてより分
かったが、何がそれにいたる背景としてあるのか疑問に思い、考察を深めた。
」
※詳細は「海外研修・課題研究報告書【事後研究】

Ｆ

現地調査 ・インタビューを行う上で特に対象者の年齢層に偏りが出ないように気をつけ、複数の生の

における手法 声を聞くことができたため、考察に使用できる情報を得ることができた。
の的確さ

・あらかじめ現地の言葉に直した質問文を用意しておいたため、それを見せるだけで現地の
方にすぐに理解してもらえたので、インタビューを行う上で特に気をつけていた上記の点を
踏まえかつ円滑に調査を進めることができた。
・しかし、現地調査では、インタビューの時間に限りがあり、インタビュー結果の情報量が
乏しかったので、今後はよりスムーズな調査方法を学び、情報量を増やしていく必要がある。

Ｇ

現地調査 ●仮説 1

を通した仮説 ・複数の資料に台湾の人は朝食を外食で済ませることが多いという記述があるので、実際も
の検証

同じである。
・朝食を外食で済ませる人の理由が分かる。
⇒現地調査でのインタビュー結果より朝食を外食で済ませる人が実際にいたことや、その理
由・食べているものなどが分かったため、仮説が検証された。
●仮説 2
・台湾の食事に対する意識調査につながる
⇒現地の料理の味付けで感じたことや、インタビューによる生の声が聞けたことによってこ
の仮説が一部検証された。しかし台湾の人が朝食を外食で済ませるようになった具体的な背
景はまだ不明点として残っているため、文献を見て検証する必要がある。

65

海外研修・課題研究報告書【事後研究】
研究者

高等部２学年

研究先名および対象

台湾

研究期間

平成 29 年度

ＨおよびＩ

考察

4組

36 番

氏名平澤 彩音

7 月 25 日から 7 月 29 日

＜比較調査＞
2 年 4 組でアンケート調査をした。
→①朝食はどこで済ませるか・・・家（全員）
②そこで食べる理由・・・用意されているから、朝食は家で食べるものだから、
時間がないから
③メニュー・・・ご飯、パン、ヨーグルト、卵料理
⇒パンやヨーグルトなど、時間がない中でもさっとすませられるような工夫が見られ
た。
●日本と台湾の共通点と相違点
共通点・・・朝食のメニューに大きな差が見られない。
相違点・・・朝食に対する常識（日本→家で食べるもの、台湾→外食で済ませるもの）
朝食専門店の普及率
さらに、これらの結果を踏まえて・・・
台湾の朝食の文化が日本と違うのは、台湾の人が朝食を外食で済ませる理由として挙げ
られる「親が共働き」
・
「便利」
・
「安い」の他に「朝食専門店」が関与している可能性が
あるとみる。
●朝食専門店の普及
・テレビが普及した頃、家にテレビがない人たちはある人の家に行って、一緒にテレビ
を観ながら朝食を済ませるというスタイルがあったり、子供たちはテレビを観るために
テレビがある部屋に箸と茶碗を持っていってそこで食べたり、外で友達と一緒に食べる
というものがあった。
・過去のこのようなスタイルから少しずつ変化を重ね、朝食専門店の誕生や、何らかの
影響を受けて現在の朝食専門店の高い普及・その利用者が幅広い年齢層（大人から子供
まで）になったいると考える。
●朝食専門店の詳細
・形式・・・店舗式から屋台式までいろいろあり、持ち帰りも日本と比べると簡単にで
きる。
・営業時間・・・早朝～昼ごろ
●朝食専門店の普及の背景
1990 年～男女平等参画社会の確立
⇒女性の社会進出（=夫婦共働き世帯の増加）
⇒家でご飯を作る余裕がなくなり、外食人工の増加につながる。
外食人口の増加=飲食業への需要の増加を受けて・・・
⇒飲食業は消費者の利用のしやすさを考え、規模拡大へ
外食人口増加と飲食業の繁栄がうまくリンクしたと考える。
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一方、日本では・・・
・幅広く普及しておらず、多くの人に根付いていない。（少なくとも、朝食は外食で済
ませるという常識を持つ学生はいない。）
・外食をすることに対してマイナスイメージがある。例えば、高価なもの、健康に悪い、
家で家族みんなそろって食事をすることでコミュニケーションをとる貴重な時間など
が挙げられる。
●まとめ
・台湾では、朝食を外食で済ませる人が多い。
・日本とは異なった社会形態の変化の影響により、1990 年ごろから始まった。
外食人口の増加、飲食業の拡大
⇒朝食専門店の普及につながったとみられる。
★日本と台湾とで、外食に対する価値観に差が生まれたと考える。
加えて、
日本では、一部で朝マックなどをやっているが、まだまだ朝食の飲食企業による供給力
が低い。もし、これらの企業がわたしたちのもつ外食のマイナスイメージを解消するよ
うな工夫によって生活を支える存在になれば自然と朝食の外食需要の高まりにつなが
ると考えている。

Ｊ 先行研究、参考文 ・ガイドブック『るるぶ台北’17 ちいサイズ』（2016）JTB パブリッシング（発行）
献および資料

・https://www.tai-way.com/ja/2016/08/14/285/ (2017/11/18 アクセス）
「中国の食事法ー歴史人類学的考察ー」要約
・
・アサヒグループホールディングスお客様生活文化研究所
第 585 回 あなたの朝を教えて？朝食、朝の習慣
調査対象・・・全国の 20 歳以上の男女
有効回答数・・・604 人
調査方法・・・インターネット調査
調査期間・・・2016 年 3 月 16 日～3 月 22 日
・インタビュー→7 名
・アンケート→人数（37 名）

アブストラクト（報
告書概要）

対象（高 2 の 4）

台湾の人は朝食を外食で済ませることを知り、現地で朝食のインタビューをした所、
本当だと分かり、クラスでも同じアンケートを行って相違点を調べた。さらに、台湾の
朝食文化の成立の背景に疑問を持ち調べた所、朝食専門店の普及が関与していることが
分かり、それは日本とは異なる社会形態の変化によるものだと考える。
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海外研修・課題研究報告書【事前研究】
研究者
研究先名および

高等部二学年

４組

３３番

氏名

髙橋 あさこ

台湾

対象
研究期間

７月２５日～７月２９日

Ａ

探究テーマ

台湾と日本の食文化比較（郷土料理と食事のマナーについて）

Ｂ

探究目的

・日本と台湾の食文化の特徴を知り、比較して、共通点や類似点、相違点を見つける。
・台湾の郷土料理のレシピや食材を知り、日本人も日常的に食べることができる料理や、日
本人の体に良い影響を与える料理などを見つける。そして、
「簡単に作れる台湾の郷土料理」
として、レシピとその効能を日本で報告する。

Ｃ

「残さず食べると、もてなしが足らないという意味になる」という考えを
テーマに対 ・中国人と同様に、

する現時点での もっているかもしれない。よって、「料理を少し残す」というマナーがあると予測する。
見通し（仮説）
・中国、日本、韓国、ベトナムなどの東アジアの国々では食事に箸が使われる。国や地域に
よって箸の作法は違うが、歴史的背景から台湾は、中国と日本との共通点が多いと思われる。
よって、
「箸をつき立ててはいけない」
「食べ終わったら平行に置く」
「つき刺してはいけない」
などのマナーがあると思う。
・「いただきます」「ごちそうさまでした」は日本独特の文化だと聞いたことがあるので、台
湾人は言わないと思う。
・郷土料理は、日本国内でも見られるように、地域によって特色があると考えられる。それ
は、その地域の気候や地形に影響を受けていると思う。

Ｄ

調査方法

郷土料理店の人と淡江大学の学生さんに質問をする予定。
・学生への質問
①スプーン、フォーク、ナイフ、お箸、どれを使っているか。それぞれの頻度はどれくらい
か。また、箸を使っている場合はそのマナーはどのようなものか。②郷土料理はどれくらい
の頻度で食べるか。どんな時に食べるか。③「いただきます」
「ごちそうさまでした」は言う
のかどうか。④食事中にしてはいけないマナーは何か。⑤完食は失礼なことかどうか。
・郷土料理店での質問
①主な食材の産地はどこか。②郷土料理において台湾南部と北部で大きく違う点は何か。③
健康に良い郷土料理としてお勧めする料理は何か。

海外研修・課題研究報告書【現地研究】
研究者

高等部２学年

研究先名および対象

台湾の、淡紅大学生１人、中学生２人、バスガイド１人

研究期間

平成２９年７月２５日～７月２９日

４組

３３番
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氏名 髙橋 あさこ

Ｅ

現 地 調 査 現地調査における目的は、

に お け る 目 的 ①事前研究で食事のマナーについて調べた内容が正しいのかを検証する。
の達成度

②日本と台湾、中国の食文化の共通点や類似点、相違点について更に深く知る。
③一般人がどれ程郷土料理になじんでいるかを検証し、もし馴染みがあったら、レシピを教
えてもらう。

の３つである。

調査方法は、大学生１人、中学生２人、バスガイド１人に対するインタビューだ。
また、以下は①の事前研究で調べた主な内容です。

台湾

中国

日本

完食

〇

〇

乾杯のとき

△

△

✕

〇

食器を持つ

✕

✕

〇

啜る

✕

✕

〇

ゲップをする

〇

〇

✕

食べカスを

〇

〇

✕

〇

✕

〇

飲み干さない

卓上に置く
割り勘
台湾

中国

日本

立て箸

✕

✕

✕

箸渡し

〇

〇

✕

刺し箸

〇

✕

✕

迷い箸

✕

✕

✕

渡し箸

〇

✕

✕

<インタビューの結果>
①スプーン、フォーク、ナイフ、お箸、どれを使っているか。
（また、日本は２０ｃｍ程の木の箸が多いが、台湾は
→全て使う。基本はお箸で食事をする。
３０ｃｍ程のプラスチック製の箸である。）
②お箸を使う時に気を付けているマナーはどのようなものか。
→ご飯にお箸を刺さない。寄せ箸、差し箸をしない。
③郷土料理はどれくらいの頻度で食べるか。どんな時に食べるか。
→ほとんど食べたことがない。
「ごちそうさまでした」は言うのかどうか。
④「いただきます」
（しかし、食べる前に「おいしそう」や「お腹がすいた」と言ったり、食べ終わ
→言わない。
った後に「おいしかったです」と言ったりする人もいるらしい。
）
⑤食事中のマナーで特に気を付けていることは何か。
→食器の音を立てない。食べながら口を開けて喋らない。肘をつけない。など。
⑥完食は失礼なことかどうか。
→全く失礼ではない。むしろ料理を作った人は喜ぶ。残した場合は持ち帰ることが主流。
インタビューの結果、事前研究の内容は実際に正しかったと分かった。また、一般人の声を
聴くことで、日本と台湾の日常的な食事文化について類似点、相違点を更に知ることができ
た。郷土料理については一般人にとって日常的な食べ物でないと分かった。３つの目的を達
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成できたと思う。また、現地で５日間台湾の料理を食べてみて、台湾の食は中国の影響がと
ても強いとわかった。それなのに、台湾では中国と違って完食を良いとする点が、仮説とは
異なっていたので意外であった。なぜ台湾では完食が良いとされ、食べ残しを持ち帰る文化
があるのかを、中国・日本・台湾の３か国の歴史的背景や地理的要因など、様々視点から調
べてみたいという新たな課題が見つかった。

Ｆ

現 地 調 査 郷土料理店の人と淡江大学の学生さんに質問をする予定であった。淡紅大学の学生には十分

に お け る 手 法 に質問をすることができたが、郷土料理店の人にはスケジュールの問題で十分に質問するこ
の的確さ

とができなかった。そのため急遽、故宮博物館で交流した中学生や、バスのガイドさんへ質
問をすることにした。郷土料理に関する専門的な話を聴くことはできなかったが、一般人の
食に対する意見を知ることができた。
計４人しかインタビュー出来なかった。インタビューは口頭で日本語または英語で行った。
時間があまりないなかでインタビューを多うするためには、中国語のインタビュー用紙を事
前に作成して選択肢に○をつけてもらう形式にすればよかったと思う。しかし、口頭で行う
ことで、質問の内容以外にも話が広がり、新たな発見をすることができたし、選択肢では伝
わらない微妙なニュアンスの違いまで正確に調査できた点では良かったと思う。年代や性別
に分けて統計を取るというのもやるべきだと思った。

Ｇ

現 地 調 査 事前に立てた仮説は以下の３つである。

を 通 し た 仮 説 ①中国と日本に占領されていたという歴史的背景から、台湾の食事マナーは中国と日本と共
の検証

通点が多いのではないか。
②中国では完食は「もてなしが足らない」という意味になる。
台湾でも、もてなしを受けるときは料理を食べ残すことが一般的なのではないか。
「ごちそうさまでした」は日本独特の文化なので、台湾人にその習慣はな
③「いただきます」
いのではないか。
①台湾の食事マナーは中国と日本と共通点が多いと分かった。違う点もあると分かった。仮
説は正しかった。
「食べきれ
②事前研究からわかったことによれば、中国や台湾では昔から料理を残すことで、
ないほどたくさんの料理で満足した」ということを示していましたが、現在ではむしろ、全
て食べる方が良いケースが多い。しかし、多くの中国人は、日本人のように料理を残すこと
を悪いと解釈していなく、簡単に食べ物を残す中国人が多い。例えば、タイのバンコクのビ
ュッフェで中国人が大量に食べ残しをして問題になったことがある。一方、台湾人は完食を
良いことだと考える人が比較的多く、レストランなどでは食べ残りを持ち帰るということが
一般的に行われている。また、現地調査でも、
「完食は良いことだと思う。」
「食べ残しは持ち
帰りが主流だ。
」などの声があったことから、仮説は間違っていた。
③インタビューの結果、台湾人は言わないと分かった。仮説は正しかった。

海外研修・課題研究報告書【事後研究】
研究者

高等部２学年

研究先名および対象

台湾

研究期間

平成２９年７月２５日～２９日

４組

３３番
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氏名 髙橋 あさこ

ＨおよびＩ

考察

事前研究とインタビューの結果、現地での実際の食事から、台湾と中国は大量の料理
で客をもてなすという共通点があるとわかった。しかし、中国では完食は特に良い事と
されていない一方で、台湾では完食をいいことだと考える人がいて、残り物を持ち帰る
ことが主流である。では、どのような経緯でこのようなことが起きたのか。この新たな
課題を克服するために、私は歴史的背景や地理的要因、宗教の影響など様々な観点から
中国、台湾、日本について調べ、考察した。その結果、台湾が中国と日本に統治されて
いて、両国の食の文化が混ざっているという考えにたどりついた。
江戸時代の日本は鎖国をしていて、かつ、人口が急激に増加していた。その結果、物
資が不足し、限られた物資でやりくりしなくてはならなかったため、リサイクル社会が
できた。「もったいない精神」をもっていた人々は、食事に関しても必要最低限の量を
作って食べていたと考えられる。そして、「食べ残し＝もったいないこと、申し訳のな
い事」「完食＝良い事」という考えが日本で生まれ、誰かをおもてなしする際も、大量
に提供することはできないため、「少量でもおいしい物を提供して、すべての料理を味
わってもらう」という、日本人独特のおもてなし精神ができたと考えられる。また、も
し食べきれない量を提供したら、「もったいないことをしてしまった」と客が罪悪感を
もってしまうため、おもてなしをする際は、食べきれる量を出すほうが良いと彼らは考
えたかもしれない。このような日本人の習慣や、食べ物に対する考え方が台湾に影響し、
台湾人が完食を良いことだと考えるようになったと考えた。
一方、台湾の大量の料理を提供するという特徴は、中国からの影響がある。中国は国
土が広大なため、南北に温度差があり、地形も多種多様だ。そのため、様々な食べ物資
源がある。食べ物の種類も量も豊富な中国では、大量の料理で十分にお腹いっぱいにな
ってもらうというのが、おもてなしの仕方だ。
中国から「大量の料理」という特徴が伝わり、日本から「完食＝良いこと」という考
え方が伝わった結果、台湾では食べきれなかったものを持ち帰り、家で完食するという
独自の習慣が生まれたと考察した。

Ｊ 先行研究、参考文 西澤 治彦 学位論文「中国の食事法～歴史人類学的考察」
献および資料

リュウ

メイ,鷲尾

紀吉「中日食文化の比較と相違」

浜田市ホームページ
百度百科
世界を覗く旅の窓
ゴダラボ
Taiwan Food Culture
日本総研
まっぷる
旅々台北.Com

アブストラクト（報 台湾の食事のマナーや方法は、中国と日本の両国からの影響がある。両国の人々の感覚
告書概要）

や習慣が、持ち帰りの文化のような台湾独自の習慣を作った。
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海外研修・課題研究報告書【事前研究】
研究者
研究先名および

高等部二学年

7組

37 番

氏名

山本

恵理

台湾

対象
研究期間

平成 29 年 7 月 25 日～29 日

Ａ

映画は台湾の人々の生活にどのように浸透しており、どのような影響を与えているか。ま

探究テーマ

た、台湾の映画は世界でどのように評価されているのか。

Ｂ

探究目的

前回の研究で台湾の中国統治時代の歴史を調べた時、戒厳令が無くなった直後に放映され
た有名な映画として「悲情城市」があった。この映画の監督は世界的な有名な侯孝賢監督で
あり、当時の実情を描いた映画を３作(台湾現代史三部作)を作り、これらの作品は世界中で
話題となった。現在でも台湾の映画は高い評価を得ているので、様々な監督の作品を実際に
見てみたい。また、台湾の人々は台湾の映画をどう思っているか、また彼らの中に映画とい
う文化はどのように息づいているのか、また日本の映画を現地の人々は知っているか、今は
どのような映画が現地で流行しているのかなどを知りたい。

Ｃ

テーマに対

する現時点での
見通し（仮説）

悲情城市が国民(本省人)や世界にどのような影響を与えたのか
数々の有名な賞を受賞したので国民の実情をうまく表した素晴らしい作品
映画は台湾にどのように息づいているか
人それぞれだとは思うが、恐らく日本よりも映画に親しんでいると思う

Ｄ

調査方法

現地の高校生(新北高校の高校二年生の生徒)と本校の二年生に実際にアンケートを取
り日本と比較する。

※フォントは明朝体・10.5point を使用すること。また、分量に応じて枠の幅は自由に調節可です。

72

海外研修・課題研究報告書【現地研究】
研究者
研究先名および

高等部２学年

７組

３７番

氏名

山本恵理

台湾

対象
研究期間

７月２５日～２９日

Ｅ

台湾の学生に研修旅行の前に実際にアンケートを取り集計してみた結果、台湾の高校生が

現地調査に

おける目的の達 自分の国の映画に対してどのように考えているか、日本の映画に対する印象、知名度など様々
成度

な結果を知ることができた。
また、これは現地での発見だったが、日本で上映されている人気の映画である「帝一の國」
や「名探偵コナン」、「チアダン！」なども台湾で公開されていた。特に「帝一の國」に関し
ては駅の巨大なスクリーンに映像の広告が写されており、台湾の人々が想像以上に日本の映
画に興味・関心を示していることが分かった。
事前アンケートと現地に行くことによって、台湾の人の映画への興味に加え、新たに日本
の映画が広く知られていることも分かった。

Ｆ

現地調査に

調査として事前アンケートを行ったが、答えてくれた人が２０人弱であり、データと

おける手法の的 して活用するには少し少ない人数だったと言える。紙でのアンケートが困難なため、ネ
確さ

ット上にアンケートを作り、その URL を現地にいる親友に拡散してもらったのだがそれ
でも回答してくれた人数が少なかった。現地で知り合った大学生の方にも協力してもら
い、より多くのデータを集めるべきだったと反省している。
また、大学生の方には８月に上映予定の映画が書いてあるホームページのスクリーン
ショットを後日送ってもらった。この資料は大変参考になり、今回の研究で大いに役立
ち、的確な方法をとれたと思う。

Ｇ

現地調査を

アンケートの結果、回答してくれた現地の高校生の 80%映画が「大好き」「好き」と答

通した仮説の検 えており、「あまり好きではない」「嫌い」と答えた人は一人もいなかった。また、台湾
証

ではジブリ作品が有名であることもこのアンケートから分かった。特に「となりのトト
ロ」「千と千尋の神隠し」は知名度も人気もだんとつであり、
「となりのトトロ」に至っ
ては１９人全員が見たことあると回答した。また、去年日本で大ブームとなった「君の
名は。」も 89%が見ていたが、好きだと答えた人は 52%しかいなかった。他にも「攻殻機
動隊シリーズ」など少しマニアックなアニメ映画を見ている人も 26%いた。
台湾の人は映画を好んでいる人が多いと推測した私の考えはほとんど合っていたと思
う。日本の映画は想像以上に知られていることがわかった。
また、台湾の映画が国際的に評価されていると考える人は全体の 58%で、思ったよりも
少ない結果となった。最近の台湾の映画は国際的にも評価されているものが多いのでこ
の結果は意外だった。
加えて映画を見る頻度は極端に少なく、52%が「半年に 1 回～年に一回」
、
「見ない」と
回答していた。台湾の高校生活は日本よりも忙しく多くの生徒が塾に通い、あまり自分
の時間が割けないからではないかと推測している。
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海外研修・課題研究報告書【事後研究】
研究者
研究先名および対

高等部２学年

7組

37 番

氏名

山本恵理

台湾

象
研究期間

７月２５日～２９日

ＨおよびＩ 考察

まず、台湾の映画界の大きな転換となった作品「悲情城市」を実際に見てみた。し
かし内容が難しく、分かりにくい部分もあったが強力な権力の前で消えていく個々の
幸せが痛々しく表現されており、当時の雰囲気がひしひしと伝わってきて、見た後に
何か余韻の残った作品だった。実際悲情城市を見た方のレビューを見ると、同じよう
な意見を持つ方が多く、圧政の下の台湾を描いたという以外にも一作品として評価さ
れていることがよくわかった。
また、現地の高校生 19 人にとった事前アンケートによると、台湾の映画は国際的に
評価されていると思っている人は予想より低く約 58%だった。一時期低迷したとはいえ
台湾の映画はこの頃また評価されつつあるので、この結果は意外だった。おそらくハ
リウッドや日本の映画が台湾で上映される映画の多くを占めているからだと思われ
る。
実際日本の映画は現地でも人気であり、いわゆる「オタク」と言われる人が見るよ
うなマニアックなアニメの映画も上映されていた。他にも日本で人気なメジャーな映
画の殆どが上映されていた。駅の大きなスクリーンに日本の映画の広告が流れていた
り、町のいたるところにポスターが貼ってあったりした。台湾は親日的だということ
は知っていたが、多くの人が日本の映画を愛し、人気を博しているということを現地
に実際に行くことで新たに知った。事前アンケートでも日本のアニメ映画を知らない
人はおらず、特にジブリ作品はだんとつで人気であった。
「千と千尋の神隠し」は見た
ことがあると答えた 18 人中 16 人が好きと答えていたほどだった。
しかしアンケートに回答した高校生の 80%が「映画が好き」と答えたが、映画を見る
頻度は極端に少なく、52%は「半年に一回～年に一回」「見ない」と答えていた。この
結果から台湾の高校生の多くが塾に通っており、日本以上に厳しい受験戦争であるこ
とが原因だと考えられる。

Ｊ 先行研究、参考 「ユーザーレビュー‐悲情城市‐作品‐<DKRR映画」
文献および資料

https://movies.yahoo.co.jp/movie/%E6%82%B2%E6%83%85%E5%9F%8E%E5%B8%82/19052/rev
iew/
「台湾映画

‐Wikipedia」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B0%E6%B9%BE%E6%98%A0%E7%94%BB
<給新北高中的各位同學填的問卷>
https://docs.google.com/a/junten.ed.jp/forms/d/1wUb6M-6Q3MqhjMkIOnaNPjew_glp_r4
i0ar7hHZHok/

ア ブ ス ト ラ ク ト 台湾の事前研究の内容で悩んでいるとき父に侯孝賢監督の映画を勧められ興味を持っ
（報告書概要）

た。

74

の食事マナー

2年4組 髙𣘺𣘺㻌 あさこ

③スプーン、フォーク、ナイフ、箸のどれを使っているか
㻌 →すべて使う。基本はお箸で食事をする。
④箸を使うとき気を付けているマナーは何か
㻌 →立て箸、食器をはしで引き寄せる(寄せ箸）、食事中
■仮説
に箸で人を指す（指し箸）
・中国と日本に占領されていたという歴史的背景から、台湾
⑤「いただきます」「ごちそうさまでした」は言うか
の食事マナーは中国と日本と共通点が多いのではないか。
・中国では「完食はもてなしが足らない」という意味になる。 㻌 →言わない
台湾でも、もてなしを受けるときは料理を食べ残すことが ■考察
㻌 インタビューの結果から
一般的なのではないか。
・「いただきます」「ごちそうさまでした」は日本独特の文化 台湾・中国＝大量の料理で客をもてなす。しかし
中国では完食△
なので、台湾人にその習慣はないのではないか。
台湾では日本と同様に完食が○。持ち帰りが主流。
台湾㻌
中国
日本
台湾は中国（１７Ｃ～１９Ｃ）と日本（２０Ｃ）に統治されて
完食
○
△
○
いて、両国の食の文化が混ざっている。
■研究の目的
日本と台湾、中国の食事のマナーについてその特徴を
比較し、共通点や類似点、相違点について考察する。

乾杯のとき
飲み干さない

△

✕

○

食器を持つ

✕

✕

○

啜る

✕

✕

○

ゲップをする

○

○

✕

食べカスを
卓上に置く

○

○

✕

割り勘

○

✕

江戸時代㻌 鎖国㻌 人口増加
物資の不足

・リサイクル社会
・もったいない精神
㻌 必要最低限の量
㻌 完食＝良い事

○

箸のマナー

✕㻌

中国

日本

広大な国土
（南北温度差、多様な地形）
様々な食べ物資源を人々に
与えられる

・中国人のおもてなし
大量の料理で、
十分にお腹いっぱいに
なってもらう

・おもてなし精神
少量でもおいし物を提供
すべての料理を味ってもらう

○

✕㻌

○

✕㻌
台湾
㻌 大量の料理
完食は○
残りを持ち帰る習慣

立て箸

箸渡し

刺し箸

参考文献,資料：西澤㻌 治彦㻌 学位論文「中国の食事法～歴史人類学的考察」
浜田市、リュウ㻌 メイ,鷲尾㻌 紀吉「中日食文化の比較と相違」ホームページ、百
度百科、世界を覗く旅の窓、ゴダラボ、Taiwan Food Culture、日本総研、まっぷ
る、旅々台北.Com

■現地調査㻌 㻌
対象：淡紅大学生1人、中学生2人、バスガイド1人
①完食は失礼なことかどうか
㻌 →全く失礼ではない。
㻌 むしろ料理を作った人が喜ぶと思う。

■結論
台湾の食事のマナーや方法は、中国と日本の両国から
の影響がある。両国の人々の感覚や習慣が、持ち帰り
の文化のような台湾独自の習慣を作った。
■今後の展望
・他のアジアの国々とも比較をする
・台湾人が完食を良いことだと考えるかどうかを、年代別
に割合を調べ、もう一度検証する
・台湾人は食べ残しをすることについてどう思っているか
を調査する
・完食を良い事だと考える理由を日本と台湾で比較する

②食事中のマナーで特に気を付けていることは何か
㻌 →食器の音を立てない。食べながら口を開けて喋らない。㻌
肘をつけない。など。
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シドニー

研修旅行

８月１８日（金）
20:00 □集合点呼
22:10 □羽田発
８月１９日（土）

日程

（全日空 NH879 便）

8:30 □シドニー空港着
10:15 □シドニー空港
13:30 □ジェノランケーブ
昼食

○２グループに分かれて見学。
鍾乳洞（ルーカスケーブ）ツアー
ストロマトライト（ネスルケーブ内）
◎バス乗車。ホテルに移動。
◎モーテル到着。

14:30 見学
17:45 □ホテルへ出発
□ジグザグモーテル

８月２０日（日）
7:00 □ホテルにて朝食
8:45 □ホテル出発
9:40 □ｼｰニックワールド

◎朝食。
○バス乗車。
◎ｼｰﾆｯｸﾚｲﾙｳｪｲ・ｹｰﾌﾞﾙｳｪｲなどに乗車。
◎ブルーマウンテン観光。
◎各ホストファミリーと面会後、移動。
☆昼食。

12:00 □ﾎｰｸｽﾍﾞﾘｰ到着
□ファーム体験

８月２１日（月）
終日
□ファーム体験
８月２２日（火）
8：00
9:00
12:45
14:00
17:15
20:00

◎朝食。
☆ホストとの最後のお別れ。

□朝食
□集合場所に到着
□ﾜｲﾙﾄﾞﾊﾟｰｸ入場
昼食
□市内見学
□夕食
□ホテル到着

ｲﾀﾘｱﾝﾚｽﾄﾗﾝ
◎オペラハウス・ミセスマッコリーポイント等。
シドニー湾サンセットディナークルーズ。
◎パークロイヤル シドニーホテル

８月２３日（水）
7:00 □ホテルにて朝食
8:00 □バス乗車
9:00 □ｾﾝﾄｱｲビス高校

◎朝食。
◎セントアイビス高校との学校交流。
◎昼食。
シドニー市内へ移動。

□学校交流
□昼食
□バス乗車
□班別行動
□セントメアリーズ大聖堂集合
□バス乗車
□シドニー空港到着
□ｼﾄﾞﾆｰ発

13:30
14:15
16:30
17:00
17:30
22:55
８月２４日（木）
5:25 □羽田空港到着

シドニー空港へ
（全日空 NH880 便）◎夕食（機内食）

◎朝軽食（機内食）
◎流れ解散。

□解散
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海外研修・課題研究報告書【事前研究】
研究者

高等部二学年

研究先名および

オーストラリア (シドニー)

対象

食習慣

研究期間

２０１７年 ８月１８日～８月２４日

Ａ

オーストラリアの食習慣がつくる健康問題について

探究テーマ

５ 組 ２０ 番

氏名 江川 莉奈

～日本食の推奨で問題解決の可能性を探る～

Ｂ

探究目的

まだ歴史が浅く、独自の食文化があまりないオーストラリアはどのような食習慣の特徴を
持っているのかを調べたいと思ったため。また、成人男女の６３％、子供の２５％が肥満で
あるという結果を出した背景には食習慣が影響を及ぼしているのか興味を持ったため。そし
て、ヘルシー料理の印象がある日本食の推奨で、少しでもこの問題を解決することができな
いかと考えたため。

Ｃ

テーマに対

オーストラリアは植民地であった。食文化も他国の文化の影響を受けており、脂っこいも

する現時点での のやカロリーが高いものなどが現在でも主食となっていると考えられる。そのため、オース
見通し（仮説）

トラリアで政策がつくられるほど、肥満などの健康問題が目立つようになった。そこでオー
ストラリアの食習慣を抑えたうえ、日本食の推奨をし、健康で新たな食文化を築くことによ
って健康問題解決への一歩の道を作る。

Ｄ

調査方法

研修前は、インターネットを利用して、オーストラリアで定番の料理を調べる。
研修中には、現地の飲食店で販売されている料理の特徴を見つける。またファームステイで
は、家庭での料理の特徴を見つけるとともに、頻繁に食べる料理や使う食料を質問する。

※フォントは明朝体・10.5point を使用すること。また、分量に応じて枠の幅は自由に調節可です。
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海外研修・課題研究報告書【現地研究】
研究者

高等部２学年

５

組

２０

番

氏名

江川 莉奈

研究先名および

オーストラリア (シドニー)

対象

食習慣

研究期間

２０１７年 ８月１８日～８月２４日

Ｅ

現地調査における目的は、現地の食習慣を観察し、高カロリーな食習慣が肥満の原因にな

現地調査に

おける目的の達 っているか確かめること、またスーパーマーケットなどで売られている食材、菓子を日本の
成度

ものとの相違点を見つけることであった。
〇確認したこと
・ホテルはもちろん、外出先やファームステイ先でも時間帯関係なく食後にはデザートが出
された。出されたのはチョコレート系の甘いものが多く、スーパーマーケットでもチョコレ
ート菓子がたくさん売られており、日本と比べてカロリーが高めの菓子が目立った。
・研修中は水かジュースを飲む機会が多く、特に食事の際にはジュースの方が用意されてい
て、より甘いものをたくさんとった。
・朝食はコーンフレークに日本よりカロリーが高く、濃厚で甘いミルクをかけて食べること
が多かった。他のファームステイ先に研修した友人に質問してみても、ほとんどの家庭がこ
のようなミルクを使った同じような朝食であった。
・私のファームステイ先の夕食は肉が中心で量が多かった。バーベキューの文化があるから
肉を食べることが多いとホストが教えてくれた。
だが、自主研究時のシドニー内では飲食店に注目せず、見つけることができなかった。さ
らに、現地に行く前に思い描いていたことと異なっていることがあった。
〇異なっていたこと
・５日間という短期間の滞在では肥満に悩む人に会うことがなく、深刻な健康問題を抱えて
いる国には思えなかった。
・レストランでは生野菜を多く摂取している人も見られた。
現地で実際に高カロリーな食習慣をしていることが確かめられたため達成度は高い。想像
と異なっていたことも知ることができ、新たな課題が見つかって良い現地調査になったと思
う。

Ｆ

現地調査に

食事時は食べる前に必ず写真を撮り、日本へ帰国をしてからも食事の特徴を忘れずに研修

おける手法の的 ができるようにした。ファームステイ先では、ホストマザーによく食べるものやデザート、
確さ

オーストラリアの伝統的な食事など、食に関する質問をすることができた。現地でしかでき
ないことをきちんと行えた。
しかし、現地で１日に摂取したカロリーを計算せず、カロリーにおいて普段との食事と比
較することができなかった。計算を行っていれば、高カロリーな食事をしているというより
良い結果が出たと思う。
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Ｇ

現地調査を 〇仮設１ 肉や糖分の多い食べ物を多く摂取し、このようなカロリーが高い食事が肥満の原

通した仮説の検 因になっている。
証

→現地での体験や食生活、スーパーマーケットの観察から検証できた。
〇仮設２ 日本食の推奨でオーストラリアの健康問題の改善に繋がる。
→肉中心の食事、菓子はチョコレート系に偏っていた。またオーストラリア政府が出した、
オーストラリア人に欠乏している食品は日本食で補える。日本食を推奨してバランスの良い
食事がとれると考えられた。
欠乏している食品例 （魚、エビ、海藻、スイカ、トマト、ブロッコリーなど）
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海外研修・課題研究報告書【事後研究】
研究者

高等部２学年 ５ 組 ２０ 番

研究先名および対象

氏名

江川 莉奈

オーストラリア（シドニー）
食習慣

研究期間
ＨおよびＩ

研修旅行終了後から２か月間

考察

オーストラリアに住んでいる人全員が、高カロリーな食事をしているとは思わない。
実際に、私がファームステイをした家庭は、健康志向で食事では必ず新鮮な野菜を取り
入れていたからだ。だが日本と比べると、
【現地研究】E であげた甘いものやカロリーが
高い食材、菓子が売られているスーパーマーケットが多く、手に入りやすいと感じた。
このようなカロリーが高い食材を使った食事をとったり、甘い菓子を食べたり、太りや
すい食事をしている人が他国と比べて多いことで肥満国と言われてしまっていると分か
った。
そこで、提案をした日本食でこの問題を少しでも解決への方向へ向くと思う。
まず、オーストラリアで人気のベジマイトという少しクセのある発酵食品を使って日
本食を作る。醤油や味噌のような風味に近いから、健康に良い味噌汁などに加える食材
としてベジマイトを販売すると良いと考えた。具材に野菜や海藻を多く使い、オースト
ラリア人の栄養価のバランスを取ることができる。日本食をもっと広め興味を持っても
らい、オーストラリアの飲食店でもっと日本食を見かけることが増えると良いと思う。
また、日本食の代表、寿司だ。肉の摂取を抑えることが可能で、欠乏している魚やエ
ビを手軽に摂取できる。
次に、デザートや菓子、ジュースに関してだ。オーストラリアで多いチョコレート系
やカロリーが高いものの、ジュースに代わりに、日本で売られているカカオ多めで低カ
ロリーのチョコレート、こんにゃく粉末を使ったゼリーを一緒に売ると良いと思う。カ
ロリー摂取の低下に期待ができる。
最後に、スーパーマーケットに日本食を紹介する場や日本の食材コーナーを設けるこ
とができると良い。客に必ず目に入る出入り口には菓子コーナーが置かれていることが
多かったが、それを日本食のコーナーや野菜コーナーなどに置き変えるべきだと考える。
また、レジ前では飲料水が売られていたから、そこには日本で販売されている健康的な
お茶などを並べることが効果的だと思う。
日本食の推奨は有効だと考えられるため、このような小さいことから始めていけば、
少しでもオーストラリアの健康問題の解決の可能性があると考えられる。機会があれば
もっと深く研究をし、にほんからも

Ｊ 先行研究、参考文 〈https://www.nuas.ac.jp/IHN/report/pdf/03/07.pdf〉
献および資料

〈http://tabippo.net/australia-food/〉
〈http://liveinperth.blogspot.jp〉
〈https://www.eatforhealth.gov.au/guidelines/australian-guide-healthy-eating〉

アブストラクト（報
告書概要）

研究テーマを食習慣とし、オーストラリアと日本の食習慣を比較した。オーストラリ
アの肥満と食習慣の問題について考え、健康問題の解決方法として日本食や日本で売ら
れているものを推奨した。また、現地で体験して感じたことや友人が教えてくれたこと
を参考に少しでも解決へ向かう方法を考察した。
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㻌 オーストラリアの食習慣がつくる健康問題について㻌 㻌 㻌 㻌 ～日本食の推奨で問題解決の可能性を探る～
２年５組㻌 㻌 氏名㻌 江川㻌 莉奈

Introduction
㻌 オーストラリア保健・福祉研究所（ＡＩＨＷ）の㻞㻜㻝㻝～㻞㻜㻝㻞年の調査によると、オーストラリアの成人は㻢㻟㻑が、㻌
子供の場合は㻞㻡㻑が肥満という結果になっている。早期死亡の㻟分の㻝以上が太りすぎなどの食事が関連する㻌 㻌
慢性疾患によって引き起こされていて、現在の傾向が続く場合、㻞㻜㻞㻡年までに㻞㻜歳以上の男性の㻤㻟％、女性の
㻣㻡％が太りすぎや肥満になると警告している。（㻺㼍㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻹㼑㼐㼕㼏㼍㼘㻌㻴㼑㼍㼘㼠㼔㻌㼍㼚㼐㻌㻹㼑㼐㼕㼏㼍㼘㻌㻾㼑㼟㼑㼍㼞㼏㼔㻌㻯㼛㼡㼚㼏㼕㼘㻌 㻌㻔㻺㻴㻹㻾㻯㻕㻌ＨＰ㻕㻌 㻌
㻌 先住民族のアボリジニは、ブッシュ・タッカー（㻮㼡㼟㼔㻌㼀㼡㼏㼗㼑㼞）という伝統的な食事をしてきた。㻌
ヨーロッパからの移民は多様な食文化を持ちこみ、英国植民地時代には肉を多く消費する文化が広まった。㻌
㻝㻥㻤㻜年代にアジアからの移民が増加し、㻝㻥㻥㻜年代には多文化主義の影響を受けた「モダン・オーストリア」が㻌
形成され、様々なレストランができた。㻌 （イルザ・シャープ㻌著坂本㻌憲一㻌訳(2000)『オーストラリア人』河出書房新社 ）㻌
㻌 しかし、現在も依然として高カロリーな食生活が問題となっているので、オーストラリアの食習慣を踏まえたうえ
で、ヘルシー料理の印象がある日本食の推奨することで、健康問題の解決を考える。㻌㻔㻺㻴㻹㻾㻯㻌 ＨＰ）

Research
オーストラリア研修旅行㻌 平成29年8月18日～8月24日㻌 訪問地：㻌 ニューサウス ウェールズ州 シドニー（Sydney）
食事例①㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 食事例②㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 食事例③

 ホテルや外出先やファームステイ先でも時間帯関係な  5日間という短期間の滞在では肥満に悩む人には
く食後にはデザートが出された。チョコレート系の甘い
会う事がなく、深刻な健康問題になっているように
は思えなかった。
ものが多く、スーパーマーケットでもチョコレート菓子
がたくさん売られており、カロリーが高めの菓子が目
 レストランでは生野菜などを多く摂取している人も
見られた。
㻌 㻌 立った。
 研修中はジュースを飲む機会が多く、食事の際には
ジュースが用意されていた。
㻌㻌
 ファームステイ先の朝食はコーンフレークに甘いミル
クをかけて食べることが多い。
 夕食は肉が中心で量が多い。
 インタビューの回答は、肉の摂取量は減っていない。
㻌 現地の体験や食生活の観察から糖分や肉などが多く、カロリーが高い食

㻌 事をしていることがわかる。このような食習慣が肥満をもたらす原因になっ
ていると考えられる。
 㻢㻟㻑が肥満という実感はなかったのは、滞在地域が都市部から離れていて、
外食の機会が少ないことなどが理由として考えられる。㻌
 ビクトリア州では、学校給食等でどのような食材を摂取すればよいかを指
導している。このような取り組みの効果が出ている可能性もある。

㻌

Suggestion
㻌 世界で健康であると称賛される日本食を推奨することは有効で、肥満対策の効果が期待できると考えれる。
スーパーマーケットの入り口に日本食コーナーを設けて、推奨する食品を広く紹介する。
㻌
★味噌汁・・・・具材に野菜や海草を使う事で、栄養価のバランスを取ることができ、オーストラリア人に欠乏して
いるカルシウムを補うことができる。ベジマイトを入れても相性がよい。塩分に注意する必要がある。
★寿司・・・・・・肉の摂取量を抑えることができる。カロリーの低い具材（ネタ）を使ったセットメニューを推奨すれ
ば、栄養価のバランスもよく、カロリーを気にすることもなく食べることができる。
★こんにゃくゼリー・・・チョコレートやジュースに代わるお菓子として、こんにゃくゼリーを推奨すれば、カロリー㻌
摂取を低下させることが期待できる。
㻌

Conclusion
㻌 オーストラリアの食生活は、肉や脂、チョコレートなどの菓子類が多く、肥満の原因となっていると考えられる。
しかし、実際に悩んでいる人に会わなかったので、今後機会があればインタビューしてみたい。また、栄養改善
に日本食が有効だと考えられるので、日本からも発信していきたい。
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  オーストラリア社会との比較から

  日本の男女格差を考える 

2年2組 古川昭至

はじめに

日本は世界の中でも有数の先進国であり、経済的、教育
政治的に安定しているにもかかわらず「男女の平 日本の高等学校の進学率の男女比
等性」という観点からみると、実は低い水準であ 女子：96.8％ 男子：96.2％(2012)
る。世界経済フォーラム(WEF)が2016年に発表し →男女比に差はない
た男女の平等の度合いを表す「ジェンダーギャッ また近年の大学進学率の男女比も差が小さ
プ指数」の世界ランキングでは日本が144か国中 くなっている
111位であった。それに対し、オーストラリアは46 政治
位と日本よりも高い順位に位置している。そこで、女性国会議員比率
この日本とオーストラリアとの差は要因を調べ、 オーストラリア：28.7％
日本：9.3％（2016）
日本の男女格差の現状と課題を考えた。
総合順位

経済活動

教育

健康

政治

日本

111

118

76

40

103

オーストラリア

42

42

1

72

61

日本と比べて経済活動、教育、政治
の評価が圧倒的に高い

ランキングの基準
経済活動
・労働力の男女比
・賃金の男女格差
・推定勤労所得の男女比
・管理的職業従事者の男女比
・専門・技術職の男女比

健康に関
しては点
数的には
どちらも
高い

教育
・識字率の男女比
・小学校～高校の男女比
政治
・国会議員の男女比
・閣僚の男女比
・国家元首の在任年数の
男女比(直近50年)

オーストラリアと日本の女性の現状
経済活動
上場企業の女性役員の率
オーストラリア：17.6％（2014） その差
13.9％!
↓
日本：3.7％（2017）
→労働人口の女性が占める割合が増えても役
員の数はまだ少ないまま

オーストラリアと日本の歴史の比較
オーストラリア
入植~

女性：家事、子育て
男性中心の社会

1900年
代後半
1970年
1993年
2012年

女性の権利拡張運動
既婚女性の32％しか働いてなかった
労働人口の42％が女性になる
職場ジェンダー平等推進法の制定
日本

戦後

女性の地位向上 伝統的な性別分業は
残る
1960年 高度経済成長期→男性:仕事女性:家事
代
1985年

男女雇用機会均等法の制定

1999年

男女参画社会基本法の制定

2014年

労働人口の42.9％が女性

・日本は依然として女性が家事、育児を
する傾向がある
・女性の労働人口は増加傾向だが、高い役職
につく女性は少ない
・日本の女性国会議員の割合が非常に少ない

結論
女性が政治家や役職に就きやすい環境づ
くりが必要になる
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ニュージーランド研修旅行
日

月日

都市名

数
1

現地時

日程

宿泊先
機内泊

間
８ ／ ３

東京

16:00

成田空港第一ターミナル集合

（木）

成田発

18:30

NZ90 にてニュージーランドへ向け
て出発

2

８ ／ ４

オークランド着

8:10

オークランド空港到着

（金）

オークランド発

11:00

乗り継ぎにてクライストチャーチ空

ホームステイ

港へ
クライストチャーチ着

12:25

クライストチャーチ到着後、市内観
光へ

カイアポイ着

14:15

＊市内観光終了後は各現地校へ送迎

ランギオラ着

14:30

＊現地校到着後、ウエルカムセレモ
ニー
＆オリエンテーション

3
〜

８ ／ ５

ランギオラ及びカイア

（土）

ポイ滞在

15:30

ホストファミリーのお出迎え

終日

＊現地校のクラス参加

〜

ホームステイ

＊動物園＆アドレナリンフォレスト
観光

18

８ ／ ２

＊サヨナラパーティー等

０（日）
19

ランギオラ発

8:15

各ステイ先から現地校に集合

１（月） カイアポイ発

8:45

＊ホストファミリーと別れてクライ

８ ／ ２

ホテル

ストチャーチ空港へ
クライストチャーチ発

11:00

オークランドへ向けて出発

オークランド着

12:25

オークランド到着後、市内レストラ
ンにて
ランチ及び市内観光
＊市内観光後は判別自主研修

20

８ ／ ２

オークランド

17:30

ホテルチェックイン

18:00

徒歩にてディナーへ

6:00

ホテルロビー集合

２（火）

＊ホテルチェックアウト後、空港へ
送迎
オークランド発

8:45

NZ99 にて東京へ向けて出発

成田着

16:50

成田空港第一ターミナル到着
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各家庭

海外研修・課題研究報告書【事前研究】
研究者
研究先名および

高等部二学年

三組

二十三番

氏名

千田青佳

ホストファミリー、カイアポイハイスクールの生徒及び教員

対象
研究期間

8 月 3 日～8 月 23 日

Ａ

探究テーマ

ニュージーランドの食文化をＢ級グルメを通して広める

Ｂ

探究目的

日本には「安価で一部の地域で親しまれている美味しいもの」と定義されるＢ級グルメが
ある。定義の通り、日本には各地に根付いたＢ級グルメがたくさんある。そして、グローバ
ル化によって外国の食べ物がたくさん入ってくる今、日本には世界のほとんどの国の料理が
ある。しかし、ニュージーランドの食べ物、料理と言われて思い浮かべることは難しい。そ
こで、親しみやすいニュージーランドの「Ｂ級グルメ」を調査し、日本に広めようと思う。

Ｃ

テーマに対

Ｂ級グルメの定義や日本の例を紹介した上で、イベントやそれに伴う経済効果についても

（ニュージーランドの一部で
する現時点での 説明する。そして、日本に紹介したいＢ級グルメがあるか聞く。

見通し（仮説）

知られていて、全土で知られていないようなもの）もしそのようなものがない場合、どうし
てないのか、ニュージーランドの食文化の背景や特徴を探る。
（北と南の島での食文化の違い
など）また、日本にはどうしてこんなにたくさんのＢ級グルメがあるのか調べる。

Ｄ

調査方法

ホストファミリーや現地校の生徒及び教員に、日本に紹介したいＢ級グルメがあるかを聞
く。もしない場合、Ｂ級グルメにしたらよいものを聞く。

84

海外研修・課題研究報告書【現地研究】
研究者
研究先名および

高等部２学年

３

組

２３

番

氏名 千田 青佳

カイアポイハイスクールの生徒とホームステイ先のホストファミリー

対象
研究期間
Ｅ

８月３日～８月２２日

現地調査に 現地調査における目的は、現地校の生徒とホストファミリーの３０人にアンケートを実施し、

おける目的の達 ニュージーランドにも日本の B 級グルメのような安くて美味しく一部の地域で親しまれてい
成度

る食べ物はあるのかどうか調べるためであった。
アンケートの内容：
・B 級グルメのようなものはありますか
→あります。(２１人)
→ありません。(９人)
→A 級グルメしかありません。
・具体的な料理名を教えてください。(あると答えた人)
→ミートパイ、フィッシュ＆チップス、ホーキーポーキー
アンケートの結果、ニュージーランドの B 級グルメはミートパイやフィッシュ＆チップス、
ホーキーポーキーという意見か、B 級グルメのようなものはないという意見の２つにわかれ
た。インターネットで調べるだけでは知ることのできない意見を聞くことができた点におい
て達成度は高かった。

Ｆ

現地調査に 調査対象：現地校の生徒とホストファミリー３０人

おける手法の的 調査方法：聞きたい項目をアンケートにし、配って答えてもらった。
確さ

調査目的：日本で調べ、立てた仮説が本当かどうか検証するため。
調査対象の設定においては私たちと同じ年代とホストファミリーの様々な年代の方の、生の
意見を聞くことができた点では的確であったと言える。しかし、調査方法の設定においては、
当初５０人にアンケートを行う予定だったが、３０人分のアンケートしか返ってこなかった
ため、そこに改善の余地があった。アンケートは紙でとるならその場で、あるいは直接イン
タビューするなど他に工夫できた点があったと思う。また、ニュージーランドの人は日本人
のように B 級グルメという概念があまり浸透していなかったため、B 級グルメを説明するの
は一苦労だった。B 級グルメという言葉を伝える方法も他に工夫できた点があったと思う。

Ｇ

現地調査を 仮説：ニュージーランドには B 級グルメのようなものがある。インターネットで調べたとこ

通した仮説の検 ろ、ミートパイやラムバーガーが B 級グルメとしてある。
証
結果：そもそもニュージーランドには B 級グルメという概念がなく、B 級グルメの定義を理
解してもらえなかった。また、ニュージーランドでいう B 級グルメのミートパイやフィッシ
ュ＆チップス、ホーキーポーキーなどは、国全体でよく食べられるものであり、やはり B 級
グルメとは少し違っていた。
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海外研修・課題研究報告書【事後研究】
研究者

高等部２学年

３組

２３番

氏名

千田青佳

研究先名および対象

カイアポイハイスクールの生徒とホームステイ先のホストファミリー

研究期間

８月３日～８月２２日

ＨおよびＩ

考察

親しみやすい B 級グルメを通して、ニュージーランドの食文化の理解とともに日本へ広
めることを目的に、ニュージーランドの B 級グルメを研究してきた。
実際に現地で調べた結果、ニュージーランドはオーガニックに注目しており、大量生産
の効率性より、品質を重視する傾向が強く、食に対するプライドの高い人が多いことが
わかった。そのため、B 級グルメはニュージーランドの人にとって馴染みのないもので
理解してもらえなかった。日本の B 級グルメは、味は A 級、値段は B 級、と値段は安く、
味は美味しいという意味である。しかし、ニュージーランドの人に B 級グルメを説明し
ても、値段も味も A 級のものしかないと言われてしまった。このことから、日本とニュ
ージーランドでは食に対する考え方の違いが大きいことがわかった。また、日本の B 級
グルメは地元の食材や味付けを活かした地域独特の料理で、庶民の暮らしの中に定着し
てきた。近年、このように地域で親しまれてきた独自の食文化を見直し、町おこしに活
用する動きも増えてきた。一方、ニュージーランドはかつてイギリスの植民地であった
ため、イギリスの影響を強く受けていた。そのため、イギリスから伝わった食べ物は国
全体に広まり、地域ごとの食べ物というものはあまり存在しないことがわかった。つま
り、食を町おこしに活用するという日本の考えと、ニュージーランドの食に対する考え
はかけ離れたものであった。
これらのことから、日本とニュージーランドでは食の歴史や食に対する考え方の違いが
大きいことがわかった。その国の食文化深く知り、理解することで、その国の考え方や
歴史の理解にもつながると思う。今後、ニュージーランドの食文化を日本へ広め、また、
日本の食文化を広めることで、お互いの文化を理解し、尊重合うことがその国の理解の
上で大切であると考える。

Ｊ 先行研究、参考文
献および資料

http://media.newzealand.com/ja-jp/story-ideas/new-zealands-culinary-culture
/

アブストラクト（報 B 級グルメを通して、ニュージーランドの食文化の理解に努めた。しかし、ニュージー
告書概要）

ランドには B 級グルメという概念がなく、日本と食に対する考え方の違いがあった。ま
た、食文化の理解はその国の歴史や考え方の理解にもつながることがわかった。今後、
もっと互いの食文化を理解し合い、日本の食文化を広めていきたいと思う。
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Detail about B-grade gourmet
Events which are related to B-grade

gourmet
Economic effects of B-grade gourmet
Something like a B-grade gourmet

Japanese × New Zealand
～Group２～

Cheap and delicious that is familiar

in a limited area

“taste is class A, price is classＢ”

Ｂ-grade gourmet

Takoyaki

Utsunomiyagyouza

Okonomiyaki

Monja-yaki

Nagasakicyanpon
Sanukiudon

1
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Target case
Grand
prize
Winning
Holding

Fujinomiya yakisoba
(The first time and the second time）

The economic
effect
Twenty-one billion seven hundred
million yen

Atsugi Shirokorohorumon
（The third time）

Three billion yen

Yokote yakisoba
（The fourth time）

Three billion four hundred million yen

Tsuyama horumon udon
（The fourth time about third）

Eight hundred million yen
（At the whole prefecture）
Tow hundred and thirty-seven million
yen （The advertising expenses）

B-1 grand prize in 2009
（Yokote city）

One billion three hundred million yen

B-1 grand prize in 2010
（Atsugi city）

Three billion six hundred million yen

Do you know New Zealand

Ferg Burger

also to have foods like a
B-grade gourmet?

Do you have foods like other

B-grade gourmet?

Ferg Baker

2
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http://e-food.jp/rest/
http://www.dex.ne.jp/download/map/
japan/tohoku.html
http://moneytips.at.webry.info/201211/article_1.html

Thank you !!!!!

3
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The Difference Between
New Zealand and Japan’s
Consciousness of
Public Holidays

Ranking of the number of Public Holidays

QUESTION

Japan➡ 3rd
New Zealand➡ 35th

⇒Japan has more number of public holidays,
but that may be the reason why the
consciousness of Japanese are low

Yu Takagi / Sayo Akazawa / Seira Nagaoka / Yume Sato

The reference point of being high in
consciousness

Do you celebrate the
public holiday with the
understanding of the meaning it
has?

If people are celebrating the public holiday with
the understanding of the meaning

３９．３％

NO

６０．６％

YES

Survey respondent: class 3/ 33students

We took a survey based on this

New Year’s Day

1day

Do you know the meaning of
Japans National Foundation day?

YES
９.１％

NO
９０.９％

/15days

⇒know the name of the holiday,
but don’t actually know the meaning

⇒low in consciousness

Survey respondent: class 3/ 33students

1
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Celebration
parade

National Foundation Day

Celebration parades are done but…

celebrate the foundation of Japan

the day emperor Jinbu was chosen
＝not celebration of Japans foundation day!
Thank the country, and its people
Just to celebrate the fact that Japan became free

If you know what a celebrating parade is

A public holiday in
New Zealand which has a
close meaning with the
Japanese National
Foundation Day…

3.1％
No

96.9％
YES

Survey respondent: class 3/ 33students

Only few people celebrate
➡low awareness, minority event

What’s Waitangi?
・Place
・Where water drops

2
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JAPAN

Many Waitangi Day involving events

People know the existence of the public holiday,
but don’t know the meaning

Ex. Music festivals, Art Festivals

⇒consciousness of public holidays is low
How about in New Zealand？

https://www.mercer.co.jp/newsroom/2014-global-public-holidayentitlements.html
https://www.nipponkaigi.org/activity/archives/7009
http://www.arukikata.co.nz/feature/nature-culture/waitangi-day.html
http://nothing-serch.com/ozouni-1655.html
http://www.tenki.jp/suppl/rsakai/2016/02/10/10111.html
http://iroha-japan.net/iroha/A02_holiday/03_kenkoku.html
http://www.arukikata.co.nz/feature/nature-culture/waitangi-day.html
http://www.newzealand.com/jp/feature/treaty-of-waitangi/

3
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カナダ

研修旅行

93

Victoria
・面積は？
→東京ドーム個分

・気候は？
→湿気が少なく過ごしやすい

・公用語は？
→英語、フランス語


語学研修成功させたくないですか？ᴾ
カナダコース ３班
２－５ 荒井 詢大
２－５ 宮本 真怜
２－６ 山崎 優
２－７ 稲場 健将
２－７ 三石 陸

大学見学‒

現地での生活‒

Sports day

Question Time!!!

ダウンタウン観光ᴾ

①言葉の壁ᴾ

・平日は現地の学校へ登校

・放課後は友達と遊んだりホストと過
ごしたりする


・週末はホストと過ごす



1
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②経済面ᴾ

③一人じゃ不安ᴾ

正解は….‒

二つの質問ᴾ

英検取得状況

 ホストの言ってることが聞き取れま
したか？

２級以上ᴾ



７０％以上ᴾ

回答項目ᴾ
５ よくできた

４ 所々できないが支障はない

３ 困難を感じることが多かったが無力感は多く   
なかった 

２ 全くできないわけではないが無力感が多かっ
た

１ 全くできなくて無力感が多かった

 自分の言いたいことを伝えられまし
たか？

ホストの言ってることが聞き取れたか？ᴾ
５

自分の言いたいことを伝えられたか？ᴾ

よく聞き取れた
５

４ 所々わからないが支障
はない
３ 困難を感じたが無力感
が多くなかった
２ 全く分からないわけで
はないが無力感があった
１ 全く分からず無力感が
多かった

よく伝えられた

４ 所々伝えられない
が支障はなかった
３ 困難を感じたが無
力感は多くなかった
２ あまり伝わらず無
力感が多かった
１ 全く伝えられず無
力感が多かった

2
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二つのタイプᴾ

「研修旅行で
一番楽しかったことを
教えてください。」

マイナス型ᴾ
• 観光をしたこと

• お土産を買ったこと

• 普段話していない人 順天生）と話せ
たこと

Don’t be nervous
Don’t be shy

ᵏᵌ プラス型（５，４，３を選んだ人）



․† マイナス型（２，１を選んだ人）

プラス型ᴾ
• 現地の人と話したこと

• ホストと休日過ごしたこと

• ステューデントヘルパーとコミュニ
ケーションをとったこと

語学研修を成功させるためにはᴾ
• まずは中学レベルの英語力ᴾ

ᴾ
• コミュニケーション能力ᴾ

皆で‒
言ってみよう！！！‒

Have fun

言語力‒だけではなくᴾ
‒ ‒
コミュニケーション能力‒

Don’t be nervous
Don’t be shy
Have fun

3
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台風が日本に上陸する要因分析
～なぜ2016年は台風での休校が多かったのか～
背景

順天高校㻌 鈴木㻌 晴登

目的

2016年は台風上陸数が著しく多かった
そのため休校が多かった㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌

1)㻌 台風が日本に多く上陸するのは何が要因なのかをデータを基に解析する

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌2)㻌㻌 㻌2017年の台風経路を予想する
㻌㻌㻌㻌㻌

1)㻌 気象庁HPの図表・数値データを用いて台風とその他の気象条件の関連を分析㻌
・使用する主なデータ
・分析方法

方法

㻌
㻌
㻌
㻌

年・季節・各月の天候
台風経路図・統計資料
エルニーニョ・ラニーニャ現象
年・月平均海面水温

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌

① 台風発生数：㻌 発生数と海面水温の関係を調べる
② 台風の発生数と日本上陸数の関係： 相関の有無を調べる
③ 日本に上陸する台風の経路： 上陸した台風の経路と気圧配置の関係を調べる

2)㻌 1)の考察と気象庁発表の暖候期予報をもとに2017年の台風を予想する㻌

結果

②台風発生数と上陸数の関係

①台風の発生数
・月平均海面水温と月間の台風発生数

年間の台風上陸数

1951〜2016年の台風発生数と上陸数

発生数の
多い月

2006年8月：7回

2011年9月：7回

R=0.332479
R2=0.1105

R㻌 また㻌 R2>0.5相関関係強い
R㻌 また㻌 R2<0.5相関関係弱い
R=0.332479
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌

R2=0.1105

台風の上陸数と発生数の間の
相関は弱い
年間の台風発生数

③2016年の台風の経路と大気の特徴

発生数の
少ない月

c
2006年9月：3回

2016年8月

2016年9月

2011年8月：3回
気象庁HP「月平均海面水温」より図を引用

月平均海面水温と月間発生数はあまり関係が見られない

・年平均海面水温と年間の台風発生数㻌
発生数の多い2013年㻌 ：年平均海面水温最高点 30℃
発生数の少ない2010年：年平均海面水温最高点 28℃
年間発生数が多い年は年平均水温が高い傾向㻌 （検討中）

・エルニーニョ現象・ラニーニャ現象との関係㻌
台風の発生とエルニーニョ現象、ラニーニャ現象の関係は
あまり見られない

気象庁データを元に独自で作成

㻌 台風が日本に上陸する経路を多くとった2016年8月の特徴
㻌 ・気圧配置：チベット高気圧が東側に張り出していた
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 太平洋高気圧は日本付近への張り出しが弱く北へ張り出していた
㻌 ・偏西風：㻌 日本列島付近で平年よりも北に蛇行していた㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌

2018年㻌 台風経路

2018年 7月

2018年 9月

2018年 8月

2018年 10月

2017年度の台風の経路と気圧配置を比較するとおおまかチベット高気圧が日本海側に発達し、太平洋高気圧の張り出しが弱いと台風
が日本に沿って経路をとるということがいえる。また新たに、太平洋高気圧が日本側に発達しチベット高気圧の張り出しが弱いと日
本に沿った経路をとることが分かった。

総括
今回台風の発生と海面温度に関しては深く分析ができなかった。台風発生数と上陸数に関係はないことを前提にすると、台風の経
路だけに関して言えば日本東西にあるチベット高気圧と太平洋高気圧のどちらか一方の張り出しが弱くもう一方が発達すると日本
列島に沿った形の経路を台風がとることが分かった。
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背景ᴾ

風力発電機としてのパワー（電力）を求めると、発電
部分の変換効率が影響を与えるので、風車自身の得た
力学的パワー𝐏𝐏𝐛𝐛 を測定した。


 発展途上国村落部における理科教材の提供とエネルギー問題の解決を目
指し、現地で容易に入手できるポリバケツを利用したサボニウス風車を設
計した。名前をばけ丸君という。（写真）

   
   

2-2.風車が得たパワー

上からの図‒

𝐏𝐏𝐛𝐛 = 𝑸𝑸𝑸𝑸
ここでQは風車が風から得たトルク[Nm]、ωは風車の回
転角速度[rad/s]である。トルクを測定することにより
𝐏𝐏𝐛𝐛 が求められ、予備実験の結果と組み合わせてエネル
ギー効率を計算した。



ばけ丸君は材料の制約のため、最も効率が良いとさ
れる半径の縦横比が4.29：1のバッハ型と呼ばれるバ
ケット形状が異なる。使用した15Lのポリバケツでは
半径最大14.2ｃｍ、最小11.0ｃｍ、高さ
24.3ｃｍの半円錐台を4つつなげた形状である。バケ
ツの重なりを考慮すると、羽の最大半径は
23.5ｃｍ、最小半径は19.8ｃｍ、高さ58.6ｃｍであ
る。


ᴾ

・
M

実験 トルクの測定
トルクを測るには、通常トルク計を用いるが、高価な
ため、ブローニーブレーキ（写真）を自作して代用し
た。風車の軸に円盤を取り付けて中心から離れた円盤
上の点Mにかかる力をばねばかりで測定する。
ばねばかり
図2は、ブローニーブレーキの立面図と平面図である。
トルクQは、中心から点ｌまでの距離 𝒍𝒍＝𝟎𝟎. 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐mと、
横からの図‒
Mにかかる力Fの積Q= 𝒍𝒍𝒍𝒍＝𝟎𝟎. 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐Fで与えられる。

実験の目的‒
ᴾᴾ
周速比λを変化させたとき、エネルギー効率Cpの変化を測定し、Cpが最大に
なるλを決定する。典型的なサボニウス型風車ではλ＝１程度のときにCpが
最大値約0.2をとることが報告されている。（文献１）

ｖ

ｃ
ｃ

図2
ボルト

ここで
Cp（エネルギー効率）
この値は風のエネルギーをどれだけ風車が得られたかを表すもので、次
のように求める。
ᵡᶎᵛ 風車が得たパワー
風が持っているパワー
ᴾ
λ （周速比）
周速比とはバケツの先端のスピードと風速の比を表したものです。

図3

λ＝風車の先端の回転速度
風速

0.25
0.2

ᴾ
Ｃｐ

ᴾ
ᴾᴾ

0.15
0.1

測定値

0.05

文献1

0
0

0.5

1

1.5

2

実験によって得られたトルク
から計算したP_bをλに対して
プロットしたものが図3であ
る。ばけ丸君はλ＝1.1が最適
で、そのときのエネルギー効
率は約0.05である。

λ

ᵐᵋᵏᵌ風が持つパワーの測定ᴾ
風が持つエネルギーは空気が運動することで生じる運動エネルギーである
。風車の断面積をA、風速をVとすると、単位時間に風車を通過する空気の
体積はAVであるから、空気の体密度をρとすると、単位時間に風車を通過す
る風の持つエネルギー（風の持つパワー）は
1

ばけ丸君の最大エネルギー効率Cp は、典型的なサボニウス型風車の半分以
下である。
Cp が低い理由として考えられること
１．材料の制約による円錐台形の羽
２．制作技術の不足によるがたつき
Cp の測定誤差の理由として
1. ブローニーブレーキの摩擦によるトルクのロス

1

Pw=＝ 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌 𝑉𝑉 2 = 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑉𝑉 3 
2
2


と求まる。ここでρは1気圧、20℃の大気の密度1.225kg/ｍ3を用いた。1.で
述べた形状よりＡ＝0.2557 m2である。

ᴾ
風洞（写真）ᴾ
本校体育館に設置している大型扇風機を風源とし、全長3.4ｍ、吹き出し口
（写真手前）を87ｃｍ×91ｃｍ風洞を製作した。風速を安定させるために
5×5ｃｍのグリッド状の整流器を取り付けた。実験に使用した自作の風洞に
ついて、風速を測定した。
ᴾ
予備実験ᴾ 風速の測定ᴾ
図1は風車を設置する場所の風洞断面を10×10ｃｍに区切った各区画の風速
の測定値である。この結果より、風車の断面（黒枠部分）の平均風速は3.85
ｍ/ｓである。
図1

また今回のエネルギー効率のピークが周速比1.12近辺にCpのピークが来てし
まったことについて、本来この風車は抗力型のものなので周速比1.0を超え
てからのピークは考えにくい。この原因についても
1. 測定中の回転数の変化(瞬間の回転数ではなく15秒間の回転数のデータを
取ったため）
2. プローニーブレーキの問題
3. ブロッケージ効果(風洞内の風車の占める割合が高くなり風速が上がる現
象）の影響
と考えられた。

3.7 4.1 3.9 3.9 3.6 3.7 3.9 4.1 4.2

今回、プローニーブレーキが原因と考えられる誤差が大きかったことから
トルク計を使って実験したい。

3.5 4.2 4.2 4.0 3.8 3.7 4.2 4.4 4.7
3.8 4.0 4.0 3.8 3.5 3.5 3.7 4.2 4.7
4.0 4.1 3.7 3.7 3.6 3.5 3.8 4.2 4.2
4.1 4.2 3.7 3.5 3.6 3.6 3.7 4.1 3.9
4.2 4.2 4.1 3.7 4.1 4.2 4.2 4.4 4.0
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これより風のパワーは、 Ｐ＝8.93ｗである。
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