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■調査実施日：2013年9月  
■調査場所：  ラゴス都市部のオグバ（Ogba） 
■調査対象：   コリンズさん（仮名）の一家（下位中産階級） 
■換算レート：  1米ドル≒160ナイラ（ナイジェリア ナイラ 2013年9月末）  

夫：  コリンズさん（仮名 39歳） 
妻：  （29歳）/ 主婦 
長女：（6歳） 
長男：（5歳） 
次女：（3歳） 
次男：（9ヶ月） 

月収 約80,000ナイラ 

ミニスーパーマーケット経営 

週6日勤務 

イモ州オウェリ 

  

支出内訳 

食料費(35%) 

家賃(20%) 

水光熱費(5%) 

衣服費(10%) 

貯蓄(10%) 

学費等(10%) 

交通費(5%) 

通信費等(5%) 
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   コリンズさんは自宅から徒歩5分の道路沿いのミニスーパーマーケットを経営している。 

 中国で働く兄が、1年に2回、衣料品と家電（テレビと冷蔵庫）を販売用に送ってくれている。 
 店は週6日間営業し、化粧品、日用品、ワイン、家庭用品、おむつ、ティッシュなどを扱っている。 
 商売が小さく人を雇えないために妻も手伝っている。 
 時々、家で作った食事を妻が持ってこれない時に、近くの露店で食べ物を買っている。 

 店は二つの建物の間にあって、お客さんから見えるよう商品を店の外にも置いている。店はオグバの人口密集地の
通行車両が多い道路沿いにある。 

 4人の子供がいる家族をもつ夫コリンズさんの所得は少ないが妻はほぼ専業の主婦で、3つの寝室があるアパート
に住んでいる。トイレ、浴室、台所の床や壁には陶製のタイルが張られている。 

 家には充分な家具が備わっている。子供たちを行儀良く育てようとし、子供たちが食堂で食事する間、彼女は食事
作法を良くするよう見守っている。夫は仕事の時間の都合で家で朝食をとらない。彼女は自分の朝食の前に、子供た
ちの朝食と家事を済ませている。幼い末っ子はまだ主に母乳を飲んでいる。 
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 コリンズさん一家は、3つの建物で構成される住宅地の中に住んでいる。住むアパートのある建物は4軒のアパートに
分かれている。 
 一家は家族が増えたため、より広いアパートを求めて9ヶ月前にこのアパートに移ってきた。 
 敷地内に住民に水を供給する井戸があり、住民は個々に水をタンクに溜めて使っている。 
 住宅地の地面はセメントは打たれておらず、表面は土のままである。 

 住民は家の裏に発電機を置いている。発電機はこの地区でよく起きる停電時の照明の電源にしている。その他に、
個々の敷地内に段ボールやゴミ箱、オート三輪などが置かれている。 

 この住宅地は、オグバの主として低所得者の人口密集地にあり、近くには小さな教会と小学校がある。道路は未舗装
で大半の建物は塗装されておらず、道路は狭く、古い車が放置されていたりもする。 

  

賃借 

不明 

不明だが古い 

年20万ナイラ 

あり 

なし 敷地内に井戸がある 

壁が陶製タイルで小奇麗 

3年前購入 85,000ナイラ ロシアのブランド 

ノキア 夫用 15,000ナイラ 妻用 6,000ナイラ 

3年前購入  38,000ナイラ LG  

8年使用 

灯油コンロ 

なし 以前は所有していたが経済的理由で売  
    却した 

部屋 トイレ ベランダ 
子供部屋 

部屋 

玄関 
出入口 台所 

 居間  

出入口 

出入口 
出入口 

出入口 

出入口 
出入口 
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85,000ナイラ YAIVV-IHA（ロシアブランド） 3年前に購入 

6,000ナイラ Bentron  5年前に購入 

8年使用 

38,000ナイラ LG 3年前購入  

75,000ナイラ LG  4年前購入  
(上記2台とも修理に出しており写真なし） 

• 灯油コンロで調理している。 
• 吊り戸棚に食品類を収納している。 

• ミキサー、トースターなど電動の調理器具
も吊り戸棚にしまっている。 

• 台所に家の裏に出るドアがある。 

• アパート内に簡素な浴室がある。壁と床は陶製タイル張りになっている。 
• 子供たちは浴室で毎朝歯を磨いている。 
• きれいに保たれたトイレが室内にある。 

• 廊下は水の保管場所になっている。また、洗濯する場所にもなる。お手伝いさんはおらず、彼女は家事を自分
でこなしている。 
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子供部屋にはベッド、天井扇、テレビ（サムソン）がある。
壁のハンガーにはコリンズさんの衣服が掛かっている。
子供の服は衣装棚にある。あまり使われないクーラー
やその他家庭用品が部屋に置かれている。 
床に陶製タイルが張られている。 

コリンズさんの部屋 

夜、外気を入れたり、扇風機を使うために一人で寝て
いる。 
ベッドと衣装棚のみを置いている。 
窓は一つで、床に陶製タイルを張っている。 

客間にはベッドと壁にハンガーがある。ベ
ビーベッドが置いてあるのは、母親が深夜
に授乳するため。 

寝室は３つあり、コリンズさん、
子供たち、来客用にしている。 

 妻は自分の時間をほとんど持っていない。彼
女は服を作る時は仕立て屋に家に採寸に来て
もらっている。彼女は仕立て屋に直してもらいた
い服をいくつか持っている。 

 長女と長男は小学生で、次女は幼稚園であ
る。 

 質の高い教育を受けるため私立学校に通って
いる。調査を行った日は、子供たちは便利な近
くの学校に転校するため家にいた。その週内に
通い始めるという。 

 妻は皆が食べ終わり、家事も済ましてから食
事をとっている。  

 子供たちは普段から室内で遊んでいる。子供
らは住宅敷地外へ遊びに出ることを許されてい
ない。 
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コリンズさん一家は一日3食をとっている。一日の始めの朝食は軽
く、昼食と夕食は通常おいしい食べ物とスープで重くしている。 
外食はしない。食品によっては家で保存している。 

妻は、主に露店市場で、週に一度、一週間分の食材を買っている。 
彼女は来週から再び通学を始める子供たちの学用品を買った。 

  

米とシチュー エグシスープ（伝統食） エバ（伝統食） お茶とパン 

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。 

食材の価格 

トマト 400ナイラ（一週間分） 

コショー 200ナイラ（一週間分） 

たまねぎ 100ナイラ（一週間分） 

学校の昼
食キット 

2.500ナイラ 

靴下 3足50ナイラ 

学校鞄 700ナイラ（中古品） 
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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。 

  
5:00 am 起床 朝の祈り 

6:00 am 妻が子供の学校の準備をするの
を手伝う 

7:00 am 仕事に出かける 

8:00 am 開店準備   

9:00 am 開店 

11:00 am 朝食をとる 販売継続 

7:00 pm 閉店の準備 祭礼の時期は良く
よく売れるので深夜2時過ぎまで
まで店を開けている 

8:00 pm 夕食 テレビを見る 

9:00 pm 就寝 

夫 

5:00 am 起床 朝の祈り 

6:00 am 子供を起こす 

7:00 am 子供を学校に送り出す  

8:00～11：00 am  家事、昼食の用意  

12:00～4：00 pm 夫の昼食を運び、店に出る 

5:00 am 店から戻る。子供たちが学校から帰る 
子供らの世話、家事をする 

6:00～7：00  pm 夕食の用意  

8:00 pm 夕食 テレビを見る 

9:00 pm 就寝 

妻 

7:00 am 起床 朝のお祈り 

8:00～11：00  am （日曜）教会に行く   

12:00～5：00  pm （日曜）教会から戻り昼食を用意
する 友人と遊ぶ、友人と飲みに
出かける 来客を受ける 

6:00～7：00  am 帰宅 

8:00 pm 夕食 テレビを見る 

9:00 pm 就寝 

7:00 am 起床 朝のお祈り 

8:00～11：00  am （日曜）教会に行く   

12:00～5：00  pm （土曜）床掃除、洗濯など大きな家事を
する 

（日曜）教会から戻り昼食を用意する
子供と遊ぶ 

6:00～7：00  am 夕食の用意 

8:00 pm 夕食 テレビを見る 

9:00 pm 就寝 

5:00 am 起床 朝の祈り 

6:00 am 登校の準備 

7:00 am 学校へ出かける 

8:00 am 授業   

11:00 am 休み時間（食事） 

12:00～3:00 pm 授業(間に1時間の休み） 

3:00～5:00 pm 課外授業後 下校 

6:00 pm 帰宅 

7:00 pm 宿題をする 

8:00 pm 家族で夕食 テレビを見る 

9:00 pm 就寝 

長
男 

5:00 am 起床 朝の祈り 

6:00 am 母を助けて兄弟の学校の準備を手伝う 

7:00 am 学校へ出かける 

8:00 am 授業   

11:00 am 休み時間（食事） 

12:00～3:00 pm 授業(間に1時間の休み） 

3:00～5:00 pm 課外授業後 下校 

6:00～7:00 pm 帰宅 母を助け家事をする                       
兄弟の世話 宿題をする 

8:00 pm 家族で夕食 テレビを見る 

9:00 pm 就寝 

長
女 

7:00 am 起床 教会へ行く  

8:00  am （日曜）教会に行く   

12:00  pm （日曜）教会から戻り昼食 
兄弟と遊ぶ 

8:00 pm 家族で夕食 テレビを見る 

9:00 pm 就寝 

7:00 am 起床 教会へ行く  

8:00  am （日曜）教会に行く   

12:00  pm （日曜）教会から戻り昼食 
母の家事を手伝う 兄弟の世話をする 

8:00 pm 家族で夕食 テレビを見る 

9:00 pm 就寝 

夫 妻 

長
男 

長
女 


