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■調査実施日：2013年10月 
■調査場所： ラゴス市郊外のイケジャ（Ikeja） 
■調査対象： オグンラジャ（仮名）さんの一家 
■換算レート：  1米ドル≒160ナイラ（ナイジェリア ナイラ 2013年10月末）  

オグンラジャさん（47歳）  
妻 （33歳） 
長男（9歳） 
長女（6歳） 

300,000ナイラ/月 

本人：コンピュータ技術者 
妻 ：ケータリング業（菓子製造） 

本人 週6日 
妻  週6日 

ラゴス州エペ地区 

  

 家族について① 

• 子供が二人いる。家事手伝いのお手伝いを
雇っている。 

• 中間所得層です。 

• 家はきれいに保たれた快適な寝室二つのア
パートで、メインの建物の裏にあります。 

• ソファーがゆったりと配置され、壁に絵が掛
かっている。 

• お手伝いは17歳で、住み込みで家族のため
にあらゆる家事をこなしている。 

お手伝い 17歳 
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家族について② 
 

• オグンラジャさんはヨルバ人（西アフリカ最大の民族）です。教育を
受けて快適な生活をしている。  

• 二人の子供は既に小学生。 

• オグンラジャさんはコンピュータ技術の会社を持っており、職場は
家から歩いて10分の所にある。男3人と女2人のスタッフがいる。 

• オグンラジャ夫人は家でケータリング業（菓子製造）をしている。ア
パートの1階を事務所と製造場所として使っている。 

• オグンラジャ夫妻は共に働いて収入を得ている。 
• 夫妻は気分転換と楽しみのために時々外食している。 
• 夫妻は海外旅行をしたことがない。 
• 夫妻は子供二人だけだがこれ以上欲しいと思っていない。 

 

食料費(30%) 

住居費(10%) 

水光熱費(5%) 

衣服(10%) 

預金(5%) 

教育費(10%) 

交通費(10%) 

両親の扶養(5%) 

通信費(5%) 

保険医療費(7%) 

その他(3%) 
楽しい思い出の写真  
 
• 誕生日 
• パーティー 
• 家族の集合写真など 

発電機が階段
の下に置かれ
ている。 

オグンラジャ夫妻が住むアパートの 
メイン建物の正面（左下写真） 
 

オグンラジャ夫妻が住むのはメインの
建物裏の上下各１戸の建物の2階で、
築40年を超える。（左上および、右下
写真の左側） 
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なし（賃借） 

居間、寝室、台所、トイレ、浴室 

40年以上 

年35万ナイラ、1階は年25万ナイラ 

あり 

なし 通りの水売りから購入 

水洗でこぎれい 壁は陶製タイル張り 

シャープ 50,000ナイラ 今年購入 
もう1台は2年前に35,000ナイラで購入
（ブランド不明） 

Brevill  10,000ナイラ 1年 

ヤマハ(2台) 購入価格不明1年 

サムスン 55,000ナイラ 2年 

Haier 50,000ナイラ 1年 
Thermo cool（中型）  60,000ナイラ 
（冷蔵室と冷凍室付き） 

Scanfrost(国産) 45,000ナイラ 2年 

2台 Kenwood それぞれ35,000ナイラ
と75,000ナイラ 

Dell 60,000ナイラ 1年 

あり（Siena） 120万ナイラ 1年 

パナソニック 30,000ナイラ  今年購入 

サムスン 55,000ナイラ 2年 

 10年前に引っ越してきた。 
 家に電気が来ている。 
 水道はなく、水売りから買っている。  
 敷地内の地面はセメントが張られている。 
 中型の発電機を持ち、階段下に据えている。 
電力供給が不規則なので代替電力の使用
が必要となっている。 

 他の住民も自分たちの発電機を階段下に
据えている。 

 居住地はラゴス州イケジャ地区の中で人口
密度が低い所 

 周辺は主として住宅地で少し事務所もある 
 車は路上に駐車されている。 

 

居間 

廊下 台
所 

浴室 
子供の
部屋 

夫婦
の部
屋 

廊
下

 

トイ
レ 

2階 

オグンラジャ夫人が菓
子を作る仕事場と事務
所がある。 

1階 
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 台所は広くない 

 壁に吊棚がある。中型の冷蔵
庫、卓上に灯油コンロ、電子レ
ンジ、調理器具－皿、ポット、
ボウルなどは吊棚や床の飾り
棚にきれいに収納されている。
プラスチックの大容器には水
が入っている。 

• 食品は飾り棚に保管されてい
る。 

 調理した食品は冷凍庫にも保
管されている。 

廊下は水の置き場所となっ
ている。廊下の反対側には
冷蔵庫や食材、日用品を置
いている。 

 調理済みの食品を冷蔵室に入れている。 

 野菜、飲料水、未調理の食品は冷蔵室に入
れている。 

 台所が狭くて入らないので廊下に置いている。 

 穀類や粉類はプラスチック容器に入れて台所
に保管している。 
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家には寝室が二つあり、一つは夫妻が、もう一つは子供たちとお手伝いが使っている。 

子供たちの部屋には、二つのベッドとパソコ
ンや玩具がある。夫人は子供たちと作りつ
けの衣装ダンスを一緒に使っている。汚れ
た衣服はプラスチックかごに入れられ整理
されている。 

 夫妻の寝室は、ベッド、テレビ、本棚などがゆったり
と置かれている。 

 小さな作りつけの衣装ダンスがあり主人の衣服が
掛かっている。 

 部屋は片付けられ衣服はよく整頓されている。 

夫婦の部屋 

家の中の小さな浴室にはシャワーがあるが水道が通じていないため使えない。壁と床には
陶製タイルが張られている。水洗のトイレはきれいに保たれている。トイレは家の中にある。 

子供部屋 



Copy rights(C) 2014 JETRO. All rights reserved. 

ガスオーブン 4年前に 
12万ナイラで購入 

 夫人はアパートの１階を事務所と仕事場に使っている。この仕事は彼女は2010年に始
めた。設備としてミキサーやガスオーブン、石油コンロ、食器、グラスなどが揃っている。 

 菓子とケーキをすぐに出せるように温めておく箱が部屋のコーナーにある。彼女は住み
込みの手伝いとつまみ作りのインストラクター以外雇っていない。 

飲料用グラスの棚 給仕用皿の棚 菓子の保温箱 

つまみ類を
作る練習中 

夫人は主に家から歩いて5分ほどの青空市場で買い物をしている。大きなスーパーマーケットでも
日用品やケータリングの材料を買う。 

  

市場が家から近く、主に1週間分の食品を買う。 
ケータリングの材料は必要になった時に買う。 
電気製品や車、その他大きな買い物は夫がしてい
る。 

道端の市場で買った食材は 
 冷凍チキン    1,600ナイラ分 
 コショウ         400ナイラ分 
 玉ねぎ            450ナイラ分 
 エビ              1,200ナイラ分 
 果物ジュース  800ナイラ分 
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調理用具（ポット、
スプーン、木製
しゃく、ナイフな
ど）。米は袋で買
い台所の床に置
いている。 

・道端の店での買い物1 
・１回の買い物 魚  600ナイラ分 
        胡椒 100ナイラ分 
        玉ねぎ  50ナイラ分 
        卵  120ナイラ分 

  

オグンラジャさん 

妻 

5.00am 起床、朝のお祈り 

6.00 am 妻を手伝って子供の学校の用意 

8.00am 職場へ行く 

9.00am 職場 

10.00am 朝食 職場で 

11.00am 顧客に会うため外出 

12.00pm 昼食 職場で 

1pm～
6.00pm 

顧客に対応 職場で 

7.00pm 帰宅 

8.00pm 家族で夕食 テレビを見る 

9.00pm 就寝 

10.00pm 

4.30am 起床、朝のお祈り 

6.00 am 子供の学校の用意 

6.30am 子供を学校に連れて行く 

7.30am 家に戻る 入浴 
仕事の準備 

 

1階の仕事場へ 

 

注文があった場合はパンを焼く 

9.00am 

10.00am 

11.00am 

12.00pm 市場へパン焼きの材料を仕入れに 

1pm～
4.00pm  

店で働く 

5.00pm 子供を迎えに学校へ 

6.00pm 子供と一緒に帰宅 

7.00pm 夕食の用意 

8.00pm 家族で夕食 テレビを見る 

9.00pm 子供と遊ぶ 

 

就寝 
10.00pm 

平日 

7.30am 起床、朝のお祈り 

8am～
9.00am 
 

教会に出かける準備 

10.00am 教会に出かける 

11.00am 教会 

12.00pm 教会から帰宅 

1.00pm 昼食の準備 

2pm～
3.00pm 

客の応接 

4.00pm パーティーなどへケータリング 

5.00pm パーティーなどへケータリング 

6.00pm お手伝いに手伝ってもらい夕食の用意 

8.00pm 家族で夕食 テレビを見る 子供と遊ぶ  

電話をかけ仕事上の注文取り・打ち合わ
せをする 

9.00pm テレビを見る 

10.00pm 就寝 

週末 

7.30am 起床、朝のお祈り 

8am～
9.00pm 

子供の教会に出かける準備 

10.00am 教会に出かける 

11.00am 教会 

12.00pm 帰宅 

1pm～
2.00pm 

客の応接 

3.00pm 近所の家を訪問 

4.00pm 午睡 

5.00pm 午睡 

6.00pm 家族とくつろぐ 

7.00pm 家族とくつろぐ 

8.00pm 家族で夕食 テレビを見る 子供
と遊ぶ  

9.00pm テレビを見る 

10.00pm 就寝 
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【免責事項】本レポートで提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。ジェトロでは、できる
だけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本レポートで提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事
態が生じたとしても、ジェトロ及び執筆者は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。 

長男 長女 

5.00am 起床、朝のお祈り 

5.30 am 学校の用意 

6.00am 朝食 

6.30am 家を出る 

8am～10.00am 学校到着・授業 

11.00am 休み時間 軽食 

12.00pm 授業 

1.00pm 長い休み時間 

2.00pm 授業 

3.00pm 終業 補講 

4.00pm 補講 

5.00pm 下校 

6.00pm 帰宅 

宿題をする 
7.00pm 

8.00pm 家族で夕食 テレビを見る 

9.00pm 就寝 

10.00pm 

5.00am 起床、朝のお祈り 

5.30 am 学校の用意 

6.00am 朝食 

6.30am 家を出る 

8am～10.00am 学校到着・授業 

11.00am 休み時間 軽食 

12.00pm 授業 

1.00pm 長い休み時間 

2.00pm 授業 

3.00pm 終業 補講 

4.00pm 補講 

5.00pm 下校 

6.00pm 帰宅 

宿題をする 
7.00pm 

8.00pm 家族で夕食 テレビを見る 

9.00pm 就寝 

10.00pm 

8.00am 起床、朝のお祈り 

9.00am 朝食 

9.30am 教会に出かける用意 

10.00am 教会へ出かける 

11.00am 教会 

12.00pm 帰宅 

1.00pm 昼食 

2.00pm 兄弟や友達と遊ぶ 
出かける 

3.00pm テレビを見る 

ピアノを弾く 

コンピュータゲームで遊ぶ 4.00pm 

5.00pm 

6.00pm 遊ぶ 

遊ぶ 
7.00pm 

8.30pm 家族で夕食 テレビを見る 

9.00pm 就寝 

10.00pm 

8.00am 起床、朝のお祈り 

9.00am 朝食 

9.30am 教会に出かける用意 

10.00am 教会へ出かける 
教会 

11.00am 

12.00pm 帰宅 

1.00pm 昼食 

2.00pm 兄弟や友達と遊ぶ 
出かける 
母と遊ぶ 
母の買い物についていく 

3.00pm テレビを見る 
ピアノを弾く 

5.00pm 

6.00pm 遊ぶ 

8.30pm 家族で夕食 テレビを見る 

9.00pm 就寝 

10.00pm 

平日 

週末 


