
主催 /文部科学省　共催 /宇都宮大学　協力 /社会的責任に関する円卓会議　
後援 /消費者庁、栃木県、栃木県教育委員会、宇都宮市、宇都宮市教育委員会、日本消費者教育学会

プログラム

10：20～
10：40

実証研究の概要・授業の目的について
佐々木和也氏（宇都宮大学教育学部教授）

10：40～
11：30

中学校技術・家庭科（家庭分野）での授業公開
星野めぐみ氏（宇都宮大学教育学部附属中学校教諭）

11：40～
12：00

授業の振り返り・まとめ
石渡美穂氏（栃木県教育委員会学校教育課副主幹）

13：00～
14：20

講演
「衣生活からみた持続可能な消費」
鈴木啓美氏（フェアトレードカンパニー株式会社広報啓発担当）

14：25～
16：00

パネルディスカッション
「学びを重ね、視野を広げる消費者教育の可能性」
コーディネーター

上村協子氏（東京家政学院大学現代生活学部教授）

パネリスト
赤塚朋子氏（宇都宮大学教育学部教授）
石渡美穂氏（栃木県教育委員会学校教育課副主幹）
内田　守氏（柏市教育委員会教育研究所長）
水川和彦氏（岐阜県教育委員会義務教育総括監）

平成28年12月8日（木）
宇都宮大学教育学部附属中学校体育館
（栃木県宇都宮市松原1-7-38）

～学びを重ね、視野を広げる消費者教育の可能性～
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佐々木 和也氏
宇都宮大学教育学部　教授

衣生活からみた持続可能性
　私たち 毎日衣服を着 いますが、衣生活 い 深く

考える機会 あまり い いか 思います。い た

い私たち 、 ん 衣生活 ら 豊か いえる しょう

か。量的 こ も質的 こ もあるか 思いますが、私た

ちが持 いる衣服を家 中 広げる 、 よう 状況

る しょうか。

　繊維産業 、バブル崩壊ま 主 輸出産業 したが、

現在 完全 輸入 依存する形 います。輸入依

存が進行し いく中、低価格 そこそこ 質が いう「ファ

ストファッション」 満ちあふれた生活環境 私たち 衣

生活を営ん います。

　輸入浸透率を見る 、数量ベース 97〜98％ い

ます。100着 服があ たら、98着 made in Japan

い いうこ ります。日本国内 繊維関連事業所数

従業員数 、圧倒的 衰退し い います。しかし、日

本 ある企業 グローバル化・多国籍化し、多く 外貨

を獲得し いる いう状況もあります。

　繊維、衣生活を考える き 、す 完全 グローバル

化した社会 中 問題を把握し、自分たち 衣生活をし

かり 見据える能力を育成し いか けれ りません。

衣生活と環境問題
　衣生活が引き起こす環境問題を解決し いか い限り、

持続可能性を実現し いくこ 不可能 す。生産段階か

ら廃棄段階 至るま 、さまざま 問題が山積し います。

　経産省 データ よる 、繊維製品 リサイクル率

14％。日本アパレル産業協会 データ よる 、衣料品

使用年数 約５年 算出 きますが、ゴミ 増え続け、使

用年数 ん ん短く います。これが私たち 衣生

活 現状 す。

実証研究の概要・公開授業の目的について

繊維生産に関する問題の例
農薬，塩害 （天然繊維）

染色等 よる水質汚濁

過酷 労働、格差・貧困

使用・洗濯に関する問題
死蔵問題

界面活性剤等 環境負荷

繊維消費に関する問題
リサイクル・廃棄 資源・ごみ問題

衣生活と環境問題

教員に対する『衣』生活を通した
消費者教育の実践力の
育成事業

私は繊維の町で育ったので、幼少期は毎日このような川を見ました。
今、こうした状況が全地球的にどこかで起こっているということです。
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　衣服 いう 膨大 エネルギーを使 生産されるも

す。長く使わ い いうこ 、結局、地球 資源をた

いへん無駄遣いし いるこ ります。

　衣服を作る 使われる水 量をみ みましょう。一般

的 洋食スタイル 朝食を食べる 、1,400リットル 水を

使います。一方、Tシャツ ジーパン いう夏 定番スタイル

、 ん １万リットルも 水が使われ います。私たち

地球 資源を奪 豊か 衣生活を送 いる いうこ

ります。そ 豊かさ 「見かけ」かもしれませんが。

　衣生活 環境問題を改善し いくため 、現在 リサ

イクルをしたり、循環型社会や持続可能 消費 あり方を

考える取組がされ います。しかし、繊維分野 関し 、

リサイクルが非常 難しい状況 あります。したが 、や

り入口 ある「消費」 部分 、消費者がスマート 賢い

生活者 正しい選択を行い、持続可能性が担保 き

る形 変え いか けれ りません。

エシカル・ファッション
～持続可能な消費に向けて～
　こうした背景を抱え、国 し も持続可能 消費 あり

方を模索し、担い手を う育成し いく かが消費者教育

いうこ ります。

　現状 学校教育 家庭科、社会科 相互 リンク

し がら取り組ん いますが、教育現場 いう 決めら

れた時間 中 新た 課題 対応し いか けれ ら

い いう宿命を持 います。環境教育や消費者教育

新しいトピック 速やか 対応し けれ ら いこ

分か いますが、 か か十分 時間が い。そこ 、

環境教育や消費者教育 広く生涯教育 位置 けられ い

る 、学校 み 依存する く、子 も・大人・地

域が一体 た教育環境を創造し いく必要があります。

　衣生活 、フェアトレード、オーガニック素材、地域が育

ん きた伝統文化 継承 を考え がらファッションを

楽しむ「エシカルファッション」 形 いく必要があ

ります。アップサイクル・リサイクルしやすい素材、フェアト

レードやオーガニックコットン 社会的アプローチ

推進、伝統的 産業やそ 地域が育ん きた衣生活を見直

し がら、人、自然、社会が共生し いける持続可能 消

費を考え いくこ が大事 す。

受託研究概要と公開授業の目的
　生産現場が見え らい、不連続 いる状況がある

衣生活を通し 「 ちぎ消費者教育推進研究会」 、教員

養成 おける消費者教育 対し、各方面 連携し よ

う アプローチをし いくかを研究し います。衣生活から

見え くるさまざま 問題を、実証研究を通じ 改め 見

据え、学校 授業 ん 実践が きる か、そし 学校

現場を支える教員養成学部 し ん 教育をや いけ

いい か、私たち 文部科学省 委託事業 支援を受け

研究し います。

　今年度 成果 １ し 、衣生活 おける「発達段階を

ふまえた消費行動目標 具体化」を行いました。発達段階

応じ 連続的 教育し いく必要がある いう認識 も

、上 図 よう 形 提案しました。本日 こ 後、中学

生期 公開授業があります。主題 「ライフサイクル 関心

を持 う」 、そ 場し ぎ く LCA 概念 視野を

広げ いく授業 あり方を構想し います。

　また、今年度 発達段階 応じた授業研究 中 「地域

伝統文化を取り入れた取組」を展開し います。栃木県

ユネスコ無形文化遺産 も登録された結城紬、真岡木

綿、野州麻 伝統文化資源があり、絹・綿・麻 三大天然

繊維 文化が継承され きました。これら 地域資産を、

環境教育や消費者教育を通し ローカル 学ぶ視点が重要

ある 考え います。

発達段階 おける消費行動目標 具体化
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星野 めぐみ氏　宇都宮大学教育学部附属中学校 教諭

1　題材名　「衣生活の自立～自分らしく快適に着るために～」　 C 衣生活・住生活 自立（1）

2　題材の目標
（1）自分 衣生活 関心をも 学習活動 取り組み、学習したこ を実生活 生かし、計画的 営もう する。

【生活や技術へ 関心・意欲・態度】

（2）自分 計画的 衣生活 い 課題をもち、環境 も配慮し 、課題 解決を目指し 工夫する。

【生活を工夫し創造する能力】

（3）衣服 選択、着用、手入れ い 基礎的・基本的 技術を身 付けるこ が きる。　　　　　　　【生活 技能】

（4）衣服 働きが分かり、T.P.O. 応じた選択、着用、手入れ 方法及 衣服 計画的 活用 必要性 い 理解する

こ が きる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生活や技術 い 知識・理解】

3　題材について
　本題材 、中学生 し 初め 家庭分野を学ぶ1年生が、家族 任せきり いる自分 衣生活を見 め、衣生活

自立へ 目標をも 学習 きるよう 、次 よう 点 留意し構成した。

・題材前半 自分 持 いる衣服 状態を調べさせ、生徒一人 り 衣生活 課題をもたせる。

・衣服 働き 2時間目 、伝統的 衣装 し 和服 ふれ、日本 衣生活 営み 素晴らしさ い 考えさせる。

・生徒 身近 綿、ポリエステル、毛 衣服材料 い 扱い、生徒自身 生活 密接 関わ いるこ を実

感させる。

・生徒 課題をもたせ、解決させるこ 、衣生活を計画的 営むこ 大切さを理解させる。また、そうするこ が環境

配慮した生活 がるこ を理解させる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【環境教育 視点】

・生徒 、自分 衣生活を見 める初め 機会 る。衣生活 営み方がよりよい消費生活を送るこ がる

こ を考えるき かけ させる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【消費者教育 視点】

4　指導計画（17時間扱い）
（1）衣服 働きを考えよう   　2時間

（2）自分らしい衣服をコーディネートしよう 　2時間

（3）衣服 手入れを身 付けよう  　9時間

・衣服材料 特徴 手入れ

・衣服 洗濯 保管

・衣服 補修方法

（4）衣服を計画的 活用しよう  　3時間（本時2/3時間）

（5）資源や環境 配慮した衣生活を考えよう　1時間

5　本時の指導
（1）小題材名　衣服を計画的 活用しよう

（2）目標　衣服 計画的 活用 必要性を理解 きる。【生活や技術 い 知識・理解】

（3）本時の指導方針
　これま 生徒 、衣服 働きや衣服 材料 特徴、衣服 補修方法 を学習し きた。本時 、これま 家族 頼る

こ が多か た生徒が、ワードローブ調べや提示資料から自分 衣生活 課題 気付き、そ 課題を解決し いく方法を考

える学習を行う。こ 学習活動を通し 、衣生活を計画的 営ん いく必要性 気付かせたい。また、ワードローブ調べか

ら着用され い い衣服 多さ 気付かせ、そ 解決策 い 生活する主体者 し 考えさせたい。

中学校技術・家庭科（家庭分野）の授業公開：学習指導案

本時の授業風景
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（4）本時の展開

（5）評価
［評価規準］自分 ワードローブ調べや提示された事例から見付けた衣生活 課題 対する解決策を考えるこ を通し 、

計画的 衣生活 必要性を理解し いる。　　　　　　　　　　　　　【生活や技術 い 知識・理解】

［評価方法］観察・ワークシート

おおむ 満足 きる状況
ワードローブ調べや提示された事例を基 、着 い服を少 くするこ から計画的 衣生
活を送る必要性を記入し いる。

十分満足 きる状況　
ワードローブ調べや提示された事例を基 、購入から処分ま を一連 流れ 捉え 、計
画的 衣生活を送る必要性を記入し いる。

おおむ 満足 状況 達し
い い生徒へ 手だ

ワードローブ調べ 結果を見直すこ 、衣服を着 く た理由を思い起こさせる。

学習活動 時間 指導上 留意点 備考

1 ワードローブ調べ 結果から気付い

たこ を発表する。

5 ・ワードローブを調べた時 様子を思い起こさ

せる も 、ワードローブ調べ 結果をグラ

フ 示し、着 い い衣服 多さ 気付かせ

る。

パワーポイント

ワードローブ調べ 結果

ワークシート

写真

2 提示された衣服 様子を見 、多く

衣服が着 い い状態 いる理

由 い 考え、話し合う。

10 ・生徒 ワードローブ調べ 挙げられた課題を

取り上げた事例を提示し、自分 問題 し 捉

えさせる。

・提示したよう 状態だ 日常生活 「衣服を

見 ける 時間がかかる」、「着よう した

き着られ い」 いうよう 不都合が起こるこ

気付かせる。

3 提示された課題 解決策をグループ

考え、カード ま め、発表する。

15 ・これま 学習した衣服 手入れや補修

い 思い起こさせ、日常生活 中 自分 行

える解決策を考えさせる。

・無駄を省き、手持ち 衣服 十分 活用を図

れるよう 、衣服 購入、使用、処分 場

面ご 改善策を考えさせる。

カード

4 自分 ワードローブ調べ 用紙 も、

提示された事例 同じよう 課題が

いか点検し、解決策を考える。

12 ・着 い衣服を少 くするため 自分 きる

解決策を考えさせる。

・衣生活 課題を解決するこ が、衣服を長持

ちさせ計画的 衣生活を営むこ がるこ

気付かせる。

5 これから 生活 何が きるか考え、

ワークシート 記入する。

5 ・これま 学習から実生活 生かし いきた

いこ をま めさせる。

6 本時 振り返りを行う。 3 ・本時を振り返る も 、次時 実際 解決

向け 実践計画を立 るこ を予告する。

提示する写真の様子
・サイズが合わ い
　（小さく しま た）
・しみが残 たまま いる
・衣服がタンス 入りきら い
・買 も着 い い服がある

◇自分のワードローブ調べや提示された事例から見付けた衣生活の課題に対する解決策を考えることを
通して、計画的な衣生活を送る必要性を理解している。
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生徒が作成した「ワードローブ調べ」の例
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石渡 美穂氏
栃木県教育委員会学校教育課  副主幹

授業の振り返り・まとめ

授業意図の解説
　小学校家庭科 、中学校技術・家庭科 家庭分野

下図 内容を学習します。小学校から中学校へ 学習 連

続性を重視し、内容構成 A〜 D 同一 枠組み

います。これら 学習指導要領 定められ おり、学校が

独自 学習内容を変えるこ きません。ただ、家庭科・

家庭分野 特徴 し 、何年生 何を学ぶか い 決

められ いません。

　これら 内容を小学校 5・6年生 2年間、中学校

3年間 、子 も 実態、学校 実情 応じ 学校が考

えた年間指導計画 従 学習を進めます。さきほ 公

開授業 1年生 実施し いました。

　家庭科 消費者教育 中心 る 、小・中学校 も

内容 D「身近 消費生活 環境」 すが、公開授業 、「C

（1）衣服 選択 手入れ　イ）衣服 計画的 活用 必要

性を理解し、適切 選択が きるこ 」 内容 した。

　こ よう 、「衣服 選択」 、今日 授業 よう 環

境や消費 かかわる内容を学習します。 まり、家庭科

行 いる消費者教育 、契約や悪徳商法、消費者 権利

だけ く、衣生活や食生活 生活 営み 中 も を

無駄 し いこ 、長く大切 使うこ を考え いける

よう するこ を大切 し います。自分 生活が環境 与

える影響を考え、環境 配慮した生活を送るこ 大切さ、

必要性、それを実現する知識や技能を学ぶこ ります。

題材・学習の流れ
　本日 授業 「衣服 活用：衣服 過不足や処分を考え

るこ を通し 、計画的 活用 必要性 い 理解 き

るよう する」こ を目的 し います。

　学習 流れを考える 、各学校 先生 す。附属中学

校 本題材を17時間 進めるこ い 、そ う

ち 14〜16時間目「衣服を計画的 活用しよう」 15時間

目が本時「計画的 入手 処分 必要性」 した。 すか

ら生徒たち 、今日 授業 前ま 「自分らしい衣服を

コーディネートしよう」「衣服 手入れを身 付けよう」を学

習し き います。色や形 調和、自分らしさを考えた着方、

衣服 手入れ（衣服材料 特徴 手入れ、洗濯 保管、補

修方法） 学習 す。そ ため、本日行 た「着用頻度 低

い衣服 着目し 解決策を考える活動」 、これま 学習

し きた知識や技能が活かされ いました。

　今日、子 もたちが導き出した解決策 ほ ん 、中

学生 ある自分が きる解決策 いました。中学校

家庭分野 生活 自立を目指し います 、こ あ

たりも大切 ポイント す。

　こ あ 、16時間目 解決策をも 実際 自分 衣

学びを広げ、
実践への意欲を高める工夫が
施された意義ある授業
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授業公開の様子

ワークシートの記述例 -1

●あまり着 い い T シャツ：合わせる服が い。だ

から合わせられる服を購入し ちら 活用度も上げ

るこ を考えた。

●着 い いキャミソール：派手だから着たく い。

も、こ 授業を通し や りも たい い 感じ

、上 地味 も を羽織れ 活用 きるんじゃ い

か 考えた。

●あまり着 い いスカート：真 白 汚したく い

ため か か着られ い。 も、そ まま し おく

それこそも たい い 、着る場面を考え 着

いこう 考えた。

●着 い いスカート：丈が長すぎる。裾を上げ 着

るこ を考えた。

服 改善を実践する計画を考える授業を行います。こ よ

う 、学校 学 を家庭生活 ぐこ が家庭科 大

き 目的 います。

　そ ため、今日 授業 生徒一人 りが自分 衣生活

を教材（ワードローブ調べ） し 学習を進められ いたこ

も実 大き 意味がありました。学 を広げ、実践へ

意欲を高める工夫がされ いた授業 した。自分 生活

実践が図られる大切さを考える 、消費者教育 し もた

いへん意義 あるも だ た 考え います。

授業の振り返り
（1）目標
　衣服 計画的 活用 必要性を理解 きるこ を目標

し います。

●自分 衣生活を見 めさせ、あまり着用し い い衣服

多さ 気 かせる。

●学んだこ を活かすこ 、着用し い い衣服を減らす

こ が きるこ 気 かせる。

●環境 配慮し衣服 計画的 活用を図る必要性 気

かせる。

　以上 こ を目的 、次 よう 活動を行いました。

（2）学習活動の流れ
①各自が行 きたワードローブ調べから気 いたこ を

確認。そこから、着用し い い衣服 多さ 目を向けさせ、

そ まま よい かを考えさせます。

②生徒たち 先生 タンス、衣服 状況 事例を共通

課題 し 、着 い い衣服がたくさんあるこ 生じる

問題 い 考え、着 い い衣服や着られ い衣服 少

いほうが良いこ 気 きました。そし 、着 い い衣

服 活用 仕方、活用度を上げる工夫を考え いきました。

着 い い衣服を減らす 、いろいろ 解決策があるこ

を友達 意見を交流し がら学 ました。解決策 、

これま 「着用 工夫」、「補修や手入れ」、「処分 方法」

学習を活かし いる様子がみられました。

　次 、ワードローブ点検表をも 自分 衣生活 い

考え いきました。数多く 解決策が黒板 示され、自

分 衣服 状況 照らし 、し かり 自分 生活

げ 考えられ いました（ワークシート 記述例 -1）。

　本日 授業 、子 もたち 、例え 廃棄 書くこ

躊躇したり、「着 い いけれ 思い出があ あげたく

いんだよ 」 話したり、「透けるから着 い い」服 い

「試着し い 透けるか うか分から いよ 」 話した

りする 、こ 活動を通し 自分 衣生活 い いろ

いろ 考えを巡らせ いる様子がありました。

③最後 、気 いたこ 、考えたこ をま めました。

　自分→事例からみん →自分 い 考える いう、

少しま ろ こしい 思えるよう 流れが、小中学生

も大事 す。こ よう 流れを るこ 、自分 衣生活

い 自信を持 作業を進められるよう ります。

か か思い か い子 も、友達 意見を活かし 自分

げるこ が きます。そ よう 工夫がされ いた授

業 した。
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ワークシートの記述例 -2

●売 たりし く も、自分 手入れをしたり、合わせ

る服を変え みるこ 見え方が変わり、着 みよう

思えるよう るこ 気 いた。

●気 入 着 いるも が多いから、手入れをきち

ん する 長く着られるんだ 思 た。

●少し補修をすれ 着られるも があるこ 気 い

た。

●合わせる服が く 着 い い服が何枚かあ た

、そ 服だけを見 買う く、 ん 服 合

わせられるかを考え 買おう 思 た。

●衝動買いし しまうから、合わせ くい服 かり

る 、これから 少し考え 買おう 思 た。

（3）「自分の衣生活を考える場面」について
　今日 「自分 手持ち 衣服 活用」 い 考えまし

たが、そうする 「使用」 「処分」 場面を多く考えるこ

が思考 自然 流れ り、 か か「購入」 方向へ 行

か い仕組み いました。 まり、衣服 入手（購入）

い 、「これを着 い いが、こういう服があれ 活

用 きる」 いう着用を工夫する考え方 延長 考え い

た いうこ す。あまりそこから購入 場面が広がら い

活動 す。それ 星野先生も十分理解され いました。た

だ、こ 後、こ 活動がすごく活き くる いうこ が分か

りました。

　 まり、生徒たち 着用 工夫、手入れ、補修 い た既

修 内容 加え 、よりよい衣服管理を行い衣生活を改善

するため 、衣服 購入・入手から考え けれ ら

い いうこ （ワークシート 記述例 -2 下線部） 気 い

いた す。本時 学習活動 よ 生徒たち 、衣服

を長く大切 使う、衣服を無駄 く買う 、衣服 計画

的 活用 必要性を理解 きた いうこ ります。

　家庭科・家庭分野 、消費者 し 意識を高める学

習を丁寧 進め います。家庭科 消費者教育 視点 お

い 、 も大切 役割を果たし いる いか 考

えます。
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鈴木 啓美氏
ピープルツリー（フェアトレードカンパニー株式会社）
広報啓発担当

講 演

衣生活からみた持続可能な消費
～フェアトレード＆オーガニックでできること～

私とファッション
　最初 講演 お話をいただいた き、 も堅いテーマ

だ 思いました。けれ 、私 一般企業 会社員 ありごく

普通 生活人 す 、そ 観点からお話 きれ 思い

ました。

　私 、いわゆる「流行」 よく分から い すが、60〜

70年代 古着や民族衣装（着物も含む）が大好き す。ま

た、洋裁、編み物 手作りする も好き 、リメイク学校

通い、技術を身 付けました。洋服 自分を表現するも

し デザイン 目が行きがち すが、数年前 疲れか

ら蕁麻疹が頻発したこ があり、着心地を重視するよう

りました。

　み さん 、今着 いる洋服を こ 買いましたか？ 私

着 いる服 、インド 手織りしたコットン ウール 生

地 職人さんが刷毛 １本１本、線を描いたも す。

　み さんが着 いる洋服 、 こ 誰が よう 作

たも かご存じ すか。知ら い方が多い 思います。

それを知る機会が い いう も、本日 テーマ 1 す。

　私たち 身 回り も すべ 、自分 作ら い限り、

誰かが作 くれ 初め 使うこ が き います。 も、

買う き そ こ をあまり考え い 思います。だから

買う き それを考え みませんか？ いう が本日 お

話 一番 目的 す。

「持続可能」って、どういうことでしょう？
　タイトル もある「持続可能 」 意味 い 、買う人

、作る人 ２ 方向からみ いきたい 思

います。

　買う人 買い続けられるこ が持続可能 か、

作る人 作り続けられるこ が持続可能 か。

買い続けるため 誰かが作り続ける必要があります。

、作り続けるため うすれ いい しょうか。ここ

社会や環境 問題がかかわ きます。

　 ぜ私がこ よう お話をする か すが、私が勤め

るフェアトレードカンパニー 、「持続可能 消費」 解決

策 1 あるフェアトレードを行う会社 す。「ピープルツ

リー」 いうブランド名 衣料品、ファッション雑貨、生活

雑貨、食品 幅広い商品をオリジナル 企画・販売し

います。

「フェアトレード」って、何でしょう？
　「フェアトレード」 いう言葉を知 いる日本人 人口

５割、正しく理解し いる人 ３割 いわれ います。一

般社団法人日本フェアトレード・フォーラム 調査 よる 、

「フェアトレード 関係 ある言葉 れ すか？」 いう

質問 、株式、金融、貧困、環境、医療、メディア、スポーツ

うち正しく「貧困」 「環境」を選べた人 ３割 した。

　また、フェアトレード い 最もよく知 いる年代

10代 した。それ 学校教育 取り入れられ いるから

す。学校 習 たこ を家 保護者 方 も 詳しく聞こ

う し も、残念 がら親が知ら いためそこ 話が終わ

しまう、 いうこ もあるよう す。ただ、学校教育 よ

子 もから大人 広ま いくき かけ も るため、

も大切 こ だ 思 います。

　一方 、認知度が高い10代 、生まれた きからファスト

ファッションが当たり前 世代 す。それが問題 いわれ

もピン こ い、悪い いわれたら何を着たらいい か分か

ら い、 、まじめ 学生さんほ 悩ん しまうよう す。

　フェアトレードをごく簡単 定義する 、「貧困問題 環

境問題をビジネス 仕組み 中 解決しよう いう活動」

す。ここ 大事 「ビジネス」 あるこ 。 ぜか

いう 、ボランティアや慈善活動 、 きる き き い

きがあり、不安定 す。支援を受ける側も不安定 り
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ラナプラザの倒壊事故

左上：この女性は工場から排出される汚染水が生活用水に入り込み、
皮膚の色が抜け、内蔵疾患の被害にも遭ってしまいました。
左下：このゴミの山はほとんど衣料です。リサイクルに出しても古着
として活用されるのは1割ほどで、ほとんどはゴミとして廃棄されま
す。私たちの家の中はスッキリしても、その先にどうなるのかを考えな
いといけない、つまり、買うときに「本当に必要なのか」を考える必要
があります。大量生産、大量消費、その結果、大量廃棄という現状の
サイクルはとてもまずい状況であると考えます。

困 しまいます。一方、フェアトレード 企業 経済活動

中 組み込まれ いるこ が大事 ポイント す。ピープ

ルツリー 、「おしゃれ 服、かわいい雑貨、おいしい食べ

も 」 い た日々 暮らし 中 楽しめるも 、幸せ

れるも を提供するこ をモットー し います。

通常の貿易の裏側にあるもの
ラナプラザ崩壊事故
　日々 生活 中 幸せ れる商品を買う。私たち

当たり前 こ も、それを作る人 現実 厳し

く悲惨 す。2013年4月24日、バングラデシュ 首都ダッ

カ 縫製工場が崩落し、1100名以上が死亡しました。こ

ビル「ラナプラザ」 、も も 4階建 建物 違法増築

を繰り返し、8階建 し いました。それだけ も危うい

すが、そこ ミシンを大量 置き、縫う き 振動 壁

ヒビが入 いたそう す。崩落 前日、壁 大き 亀

裂が見 か た 、翌朝従業員たち 建物 中 入らず

抗議をした すが、工場主 、「それ ら今月分 給料

払わ い」 強制的 従業員を中 入れました。そ 結果、

数千台 ミシンが一斉 稼働し、振動 よ ビル 崩壊

しました。こ 事故 原因 、従業員を強制的 働かせた

工場主だけ ある しょうか。そう い 思います。

企業 オーナーや工場主 仕事を依頼し、「納期を守れ」

迫 た 先進国 いる私たち す。こ 事故 途上国だ

け 問題 く、途上国 生産し もらい買 いる側

問題 もあるこ を知 おく必要があります。

「ザ・トゥルー・コスト」
　ラナプラザ 事故 欧米 大き 反響を呼 、事故を

き かけ 映画作品が作られました。誰が本当 コストを

払 いる しょうか。こん 安い洋服 巷 あふれ

いるけれ 、作 いる人 それ 本当 生活 き いる

しょうか。華やか ファッション産業 裏側 スポット

を当 取材をしたドキュメンタリー映画 す。

貧困の「負のスパイラル」
　児童労働 いう 「子 も お手伝いさせるこ も児童労

働 すか？」 いう質問がきたりしますが、そう あ

りません。学校 行かせ もらえず、他 選択肢が い中

強制的 働か けれ ら い子 も こ をいいます。

　右 写真 インド 手工芸を作る子 も す。彼ら 小

さい きから働き め 、学校 も行け い 、読み書

き計算が き いまま大人 ります。する 、大人

も他 仕事 就けません。子 も ほうが賃金が安い
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インド：オーガニックコットンを作る人たち
オーガニックコットンを作ることで割増金が発生し、井戸や学校を作
れるなど地域コミュニティへの恩恵につながります。農薬を使わない
ため、健康的に働けて、作り続けられる環境づくりができます。

手仕事を活かす
インフラ整備が整っていない地域も多いため電力をなるべく使わず、
少ない資本でも仕事を始めることができること、農村地帯に現金収
入を得る機会を作ること、伝統技法を継承し感性を活かした「作品」
のようなものづくりが可能。

編み物をするお母さんたち
家族と一緒に住み、育児をしながら働ける環境をつくっています。現
地の人たちにとって幸せな生活が続けられるよう働きを方を工夫す
るのもフェアトレードです。

、また子 もが働くこ ります。児童労働をし き

た子 もが親 る 、子 もを働かせ い 生活 き

いよう ります。学校教育を受け もらい「負 スパイラ

ル」を断ち切るこ が重要 ります。

フェアトレード・ファッションと
一般的なファッションの違い
　一般：利益を優先するため、値引き交渉をし 下請け

安く作らせるこ があります。大量生産 より効率良く生産

し います。支払 、少し も自分たち 元 お金がある時

間を延 すため きるだけ遅くします。労働条件 過酷 、

1週間 うち７日間、14〜16時間労働を強いられるこ もあ

ります。また、環境 配慮する コストがかかるため後回し、

いう も当たり前 います。

　フェアトレード：利益より人を大事 し います。そ た

め 継続的 関係性を築くこ を大切 し います。支払

必要 ら 前払いするこ もあります。価格 話し合い

決定します。手仕事 かかる時間 配慮し十分 制作期

間を設け、環境 も配慮します。

フェアトレードのものづくり

　ピープルツリー 商品 、それぞれ 国や地方、民族

伝統的 手法を受け継ぎ、 きるだけそ 地方 採れる天

然素材を用い 手仕事 作られ います。手仕事 味わい

深い製品を生むだけ く、経済的・社会的 不利 立場

ある人々 、それぞれ 能力を十分 活かせる仕事をも

たらし、収入を得る機会を くります。WFTO（世界フェアト

レード機関）が定める「フェアトレード10 指針」を守り、

フェアトレードを推進し います。

　「10 指針」 あるこ 、「仕事 機会を くる」「男女

平等」「個人や団体 能力を伸 す」「適正 金額を払う」

、当たり前 こ かり す。 まりフェアトレード 、

専門的 難しいこ く、「当たり前 こ をちゃん

やろう」 いう活動 す。

　例え 食 分野 、スーパー 野菜売場 「私が作り

ました」 生産者 写真付き 紹介があ たりします。する

消費者 、こ 人が作 いる か 安心し 買うこ

が きたり、農家を応援する気持ち 少し値段が高く も

買おう 思 たりします。作る人 顔が分か いれ 、そ

人を「騙し やろう」 あまり思わ いも す。しか

し私たち 衣料品 多くを輸入 頼 おり、 こからや

くる か、誰が作 いる か知ら いため、生産現場

無関心 りがち す。すべ も 誰かが作 い

ます。そ 「誰か」 思いを寄せ みる、それが大切
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いか 思います。

　ピープルツリー 、職人さんたち 任せ きり する

く、日本 売れる商品を作るため国内 商品企画を

し、スタッフがサポートし がら生産を行 います。

いえ、一方的 「こういうも を作 ください」 お願いす

る く、「こういうも が作りたい すが」 相談

し、職人さんから「こういうふう すれ 」 か「これを使え

」 い たアイデアや提案をし いただきます。も く

り 誇りを持 働い もらうこ が何よりも大切だ 考え

います。

大好きな洋服のことを考えてみてください
　み さん 、 ん 服が、 ぜ好き しょうか。 ぜ

か捨 られ い服 ありませんか？

　私 60〜70年代 古着が好き 言いましたが、こ 頃

服 テキスタイルが も凝 い 、例え コート

生地も分厚く 、 も「ポイッ」 捨 られるも

ありません。また大量生産されたも 思え い、もし

かしたらオーダーメイド 新婚旅行 着 い た 思

い出 服 ？ 思えるよう も もあります。そう

いうも ご縁があ た き、自分 代 捨 しま い

い か？ いう気持ち ります。

　ファストファッションが日本 入 き もう20年、安い

こ が当たり前 しま います。私 祖母 和裁士

した 着物 「繰り回し」 いう言葉を使 いました。

形を変え 染め直し、布が傷ま い限り う かし 着

続ける、も を大事 する気持ちが生き いました。作

くれる人を大切 思い、そ 服 過ごす自分 生活を愛お

しい 思う気持ち、それ 自分を大事 するこ が

る いか 思います。

お買い物は、投票行為！
　「買う き “本当 必要か”を考えるこ が大切」 、公

開授業 女子生徒が発表し いる を聞い 感動しまし

た。自分 部屋から要ら い服が消えれ それ OK

い 申しましたが、そもそも入手する き 考え けれ

いけ いこ だ た す。

　お買い物 投票行為 す。投票 いう 、選挙 す。選挙

、 ん 社会を く くれるか １票を投じ います。

お買い物をするこ 、も やサービスを提供する会社

対し 利益をもたらし、商品を作り続ける、サービスを提供

し続けるため 資金源 ります。自分が好き も を作

り続け もらえるよう 応援する、そ ため お金を使う

考える 、お買い物 日常生活 誰 も何度 も きる

投票行為だ 思います。

　お金 使い方 、そ 人 価値観が表れる行為 す。「

りあえず買 た服」 存在を次 シーズン 忘れ しまうこ

ありませんか？ 衣替え 時 見 け 、「ああこん

服持 た け」 や 思い出すこ があります。存在も

覚え い い服を５枚10枚持 よりも、あこがれ いた1着

を買うほうが幸せだ 思うこ がよくあります。買う き

値段だけ 判断する 、それ 結局自分 幸せをもたらす

も か、分から く しまいます。

　買い物をする き、価格以外 基準 考えられるよう

る いい い しょうか。そ うち １ が「作り

手が誰 、 ん ふう 作 いる か」 あり、「素材」

あり、「 ぜこん 安い か、これを作 いる人 生活

大丈夫 か」だ たりします。

「持続可能」の秘訣
　分かりやすくチョコレート 考え みます。

　近年、カカオ 収穫量が減 き いるそう す。 ぜ

か いう 、プランテーション カカオ 木を一斉 植え

た が今から60〜70年前 、今まさ カカオ 木 寿命

を迎え いるから す。生産量が落ち いる 、中国や
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インド 人口 多い国から 需要が増え きた。豊か

るこ す らしいこ 、それを押し める理由 あ

りません。豊か る 高級嗜好品が好まれ需要が増え

いきます。 も生産 減 き いる。そう る 、経済

働き 希少 も 高い値が き、作り手が潤うよう

いる ず すが、実際 そう いません。カ

カオ 生産 食べ いけ い いうこ 、現地 カ

カオ 木からゴム 木 植え替える ころもあります。

　そ うち本物 おいしいチョコレートを食べられ く る

日が来るかもしれません。そう ら いため 、生産者

が本来 カカオ生産 生活 きるこ が大事 す。これ

カカオだけ 問題 く、日本 農家や漁師さんや、企

業 働く人もそう 、本来 仕事 きちん 生活 きる収

入を得られるよう 、お金を回し いく必要があります。私

たち買う側が賢く るこ 、企業もそれ 従わざるを得

く ります。

まずは「自分が幸せであるか」
　こ き大事 、「こうせ ら い」 く、

「そうしたほうが幸せ」 思えるこ す。「未来 ため ！

社会 ため ！」 思う 義務感が漂 き しまいます

が、それ 続か い 思います。まず、自分が幸

せ あるこ が大事だ 思います。買い物もそう 、欲し

い気持ちを抑え け 「何も買 ら い」 いう

間違いだし、欲望 まま 買 要ら い服が増え、罪

悪感を覚える も幸せ い 思います。そ ため

、自分が う た き 幸せ かをまず知るこ が

重要だ 思います。自分 好みを知るこ 、流行 く

自分 感覚を大事 するこ 、「 りあえず」をやめる 。

　「社会 ため 」「未来 ため 」「環境 ため 」 声高

言う 、今 言葉 「意識高い系」 言われ しまう

いう恐れがあ 、表 出せ い子たちがいます。

それ すごくも たい い 思います。「意識が高い」から

や いる く、「自分 幸せ」 ため 、おいしい

チョコが食べたいから「カカオを作 いる人 ちゃん お

金がいくよう する」、そういうシンプル 理由 いい

思います。

　ある人が、社会的 活動をする目的を尋 られ 「死

き 幸せ いたいから」 答え いました。「あ 頃 良

か た （今 良く い）」 思い がら死 よりも、今こ

き 幸せを感じ 死 たい 私も思います。そう思えるよ

う る 、今より未来 も 良く いる必要があ

る す。「そ ため 今、自分が きるこ をや いる」

そ 人 言 いました。

　自分 幸せ 、住ん いる場所や時代 無関係 いら

れません。戦争中 国 個人 幸せを追求しよう し も

難しい いう現実があります。だから、自分が幸せ いるた

め も、社会 こ 、未来 こ を自然 考えるよう る

思うん す。「やら けれ いけ いこ 」「難しいこ 」

思わず、自分が 、後ろめたく く幸せ いられ

るため 何が きる かを考えるこ が大事

いか思います。

　私たち も を通じ 世界 が います。自分

遠い か、自分１人がや も う も ら い 思

しま たら、自分 世界 関係 途切れ しまいます。まず

自分 生活が よう 成り立 いる かを考えるこ

から始め み いかが しょうか。
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