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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： オコロ（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）  

オコロ（仮名）さん（42歳） 
妻 （32歳 専業主婦） 
長女（11歳） 
長男（3歳） 
次女（2歳） 
次男（1ヶ月） 

700,000ナイラ/月 

衣料品輸入 

月週6日 

エヌグ州ウディ（Udi） 

  

支出内訳 

食料費(20%) 

住居費(10%) 

水光熱費(5%) 

衣服(10%) 

預金(15%) 

教育費(10%) 

交通費(10%) 

両親の扶養(5%) 

通信費(5%) 

保険医療費(10%) 

 家族について 
• 家族は6人。4年前に結婚。 
• 長女は結婚するずっと前に生まれ、今11歳
に。他の3人の子供はまだ幼く、それぞれ3歳、
2歳と1ヶ月。 

• それぞれの子供の写真を撮って、もっと小さ
かった頃の記録として壁に掛けている。 

• オコロさんは家でただ一人の働き手で、時々
家族をレストランや映画、海岸へ連れて行っ
ている。 

• 米国やイタリアに住む親類を訪ねて旅行をし
ている。 

• 来年の学校の長期休暇時に一度イタリアに
旅行しようと考えている。 
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なし（賃借） 

全ての部屋は人造大理石敷き 

おそらく30年以上 

年65万ナイラ 

あり 

なし 道路向かいから運んでくる 

水洗 こざっぱりしており、壁は陶
製タイル張り 

サムスン 2年前に530米ドルで、夫が米国で購入 

GSM-Blackberry 46,000ナイラ 1年 

サムスン 2年前に355米ドルで、夫が米国で購入 

Royal fridge 75,000ナイラ 2007年に購入 

ガスコンロ 4,500ナイラ 1年 

子供用が2台 35,000ナイラと28,000ナイラ 共に1年 

Infinity セダン 1年前に米国から輸入 4,400米ドル  

2年前に50米ドルで、夫が米国で購入 

• 家はイケジャの低密度住宅地域にある2階建て。 
• 付近はのどかで、路上駐車の車は少ない。 
• 道路は舗装されているが、多くの家は築30～40年が経っている。 
• 敷地に4つのアパートがあり、オコロさんはその中の一つの2階に住む。 

Infinity セダン  

居間 

子供部屋 オコロ夫
人の部
屋 

 トイレ 

トイレ 

オコロさん
の部屋 

台所 

廊 下 

 
廊

 
下

 

玄 
関 
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 ゆったりと家具が配置された居間。こぎれいにされている。ベビーベッドが見える。 
 革張りソファ、センターテーブル、テレビ、食卓があり、食卓の上には飲料や穀類、薬、その他朝食のた
めの物が置かれている。 

 絵やカレンダーが壁に掛かっている 
 床は人造大理石 

 ガスコンロや冷凍庫、調理器具類が揃った台所。壁に陶製タイルが張られ、床は人造大理石。壁
に吊戸棚、床に収納棚がある。 

地域に水道がないため台所のドラム
型プラスチック容器に水を溜めている。 

 浴室が狭いため台所に洗濯機を
据えている。 

廊下に置いた大きな冷蔵庫に野菜、ビー
ル、飲料、ジュースなどを入れている。 

植物油、香辛料、調味料は吊戸棚にある。 作ったスープやシチュウは週を通して冷凍
庫に保管する 

食品は台所に保
管する。穀類は
プラスチック容器
に入れて保存す
る。調理済みの
食品は週を通し
て冷凍庫に保管
している。 
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アパートは3部屋あり、1室はオコロ夫人、1室は子供たち、1室はオコロさんが使う。オコ

ロさんの部屋は、触られたくないいくつかの貴重品があるため、いつも鍵がかけられて
誰も部屋に入れない。 

妻の部屋には浴
槽と水洗トイレが
あり、壁と床に青
いタイルが張られ
ている。赤ちゃん
の服が浴室内に
干されている。バ
ケツやプラスチッ
ク容器などが浴室
の床上にある。浴
用のスポンジやタ
オルが壁際に掛
かっている。 

 オコロ夫妻の寝室 旅行用トランクや服などが溢れ
ている。オコロ夫人は赤ちゃんと一緒に部屋を使う
ので、蚊に刺されないよう蚊帳を使っている。 

 子供部屋 床に旅行用トランクが置かれ、作りつけ
の衣装棚は服で一杯になっている。 

オコロ夫妻の寝室 子供部屋 

廊下突き当たりの水
洗トイレは家族全員が
使える。壁と床は白い
タイル張りで、シャ
ワーと水洗トイレがあ
る。室内にバケツやプ
ラスチック容器、石鹸
が見える。 

 アパートに二つのトイレがある。一つはオコロさんの妻の部屋に、もう一つは他の家族が
使えるようになっている。 

廊下は台所、寝室、トイレに繋がっている。寝室や台所、居間に
入りきらない物を置く場所となっており、水を溜めるプラスチック
容器や給水機、冷蔵庫、洗濯物干し、子供の自転車や三輪車な
どが置かれている。壁の色はピンクで床は人造大理石。 
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エバ（伝統食） 

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。 

トマト 300ナイラ分 

たまねぎ 50ナイラ分 

夫人が買ったのは 
（ネスレの穀物食品）Golden Morn 350ナイラ 
（ネスレの粉ミルク）Nido 250ナイラ 

・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 

道端の店での買い物（1回の買い物） 

在庫が切れた時に近所で最小限の買い物をする。 

  

  5.30am 起床 

6.00 am 子供に格好の準備をさせ、子供の朝食の用意をし、
食べさせる 

7.00am 子供たちが学校に出かける 

8.00am 家事をする、昼食を準備する 

9.00am 乳児を風呂に入れ、オムツを換え、母乳を与える 

10.00am くつろぐ 

11.00am 母乳を与える 

12.00pm 午睡 

1.00pm 友達や隣人と過ごす 
母乳を与える 

2.00pm 昼食の用意 

3.00pm 昼食 

4pm～
5.00pm 

くつろぐ 

6.00pm 夕食の用意 

 

子供の宿題を手伝う 
7.00pm 

8,00pm 家族で夕食 テレビを見る 

9.00pm テレビを見る 乳児に付き添う 

10.00pm 夜中まで乳児の世話 

1.am 就寝 

6.00am 起床 

7.00 am 子供を学校へ連れて行く 

7.30am 家に戻る 

8.00am 入浴 仕事に出かける準備 

9.00am 職場に出かける 

10.00am 職場でお客対応 

11.00am 職場でお客対応 

12.00pm 昼食 

1pm～
7.00pm    

職場でお客対応 

8.00pm 帰宅 夕食 テレビを見る. 

 

家族とくつろぐ テレビを見る 
子供とあそぶ 
 

就寝 

9.00pm 

10.00pm 

オコロさん 

妻 
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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。 

8.00am 起床 

9.00 am 子供を入浴させる 

10.00am 朝食を済ませ教会へ行く準備をしてでかける 

11.00am 教会で過ごす 

12.00pm 教会で過ごす 

1.00pm 教会から帰る 

2.00pm 友達と楽しむ 

3.00pm 映画を見る 

4.00pm～ 映画を見る 

5.00pm 映画を見る 

6.00pm 夕食の準備 

7.00pm 夕食の準備 

8.00pm 夕食・テレビを見る 

 
子供の世話 9.00pm 

10.00pm 子供の世話 

11.00pm 乳児の世話 

12.00 pm 夜中まで乳児の世話 

1.am 就寝 

8.00am 起床 

9.00 am 入浴 

10.00am 教会へ行く準備 

11.00am 教会へ行く 

12.00pm 教会 

1.00pm 教会から帰る 

2.00pm 友人と会う／楽しむ 

3.00pm 近所の集まりに参加 

4.00pm～ 近所の集まりに参加 

5.00pm 家族とくつろぐ 

6.00pm 

7.00pm 

8.00pm 夕食・テレビを見る 

9.00pm テレビを見る 

10.00pm 就寝 

オコロさん 妻 


