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調査実施日：  2013年9月 
調査場所：  バングラデシュ北部に位置するボグラ県ガブタリ地区. 
調査対象：  ラーマンさん（仮名）の一家 
換算レート：   1ドル≒77.88タカ  (BDT2013年12月現在) 

   ラーマンさん （60歳）、妻（50歳）、長男：海外在住
（38歳）、姪：主婦（34歳）、次男：農業（30歳）、三男：
学生（25歳）、孫(5歳） 

イスラム教  

学士卒 

月27,000タカ（海外在住の息子からの仕送りを含む） 

夫：農業、店舗経営  妻：教師  

 ラーマンさんは田畑の管理と市場の近くで零細文房具店を経営。野
良仕事には日雇いを数名雇っており、田畑や店には自転車で通って
いる。田畑の管理は43年になるが、収穫が少ないため、3年前から文
房具店を始め軌道に乗っている。店は自宅から自転車で5分の近さに

ある。他畑と店の仕事のスケジュールは特に決めておらず、都合の良
いときや必要なとき、あるいは気の向いたときに田畑に出かけ、それ
以外の時間に休養がてら店に行く。文房具店の営業時間は、通常朝8
時から12時半頃まで、昼食で一旦店を閉め、午後5時頃に再び店を開
け、8時まで店にいる。 

長男以外一緒に暮らしており、長男は5年前からシンガポールに暮らし仕送りをしてい
る。ラーマンさんは家長として全ての物事を決め、一家を取り仕切っている。 

収入 

農業 

店舗経営 

妻の給与 

長男の送金 

支出 

食費 
教育費 
電気代 
調理用燃料 
交通費 
通信費 
医療費 
衣料費 
祭礼 
娯楽 

支出内訳 

食費 12,000 

教育費 2,000 

電気代 1,000 

調理用燃料 800 

交通費  4,000 

通信費  2,500 

医療費  600 

衣料費 2,000 

祭礼 600 

娯楽 500 

合計 26,000 

収入内訳 

農業 6,000 

店舗経営 4,000 

妻の給与 11,000 

長男の送金 6,000 

合計 27,000 



 ラーマンさんの家は2004年に建て、床面積約400平米。トタン製で、浴室だけ半セメント製。トタン板やセメントなどの建
材購入に300,000タカ掛かった。間取りは３ベッドルームとダイニング1部屋、浴室１、そしてキッチンとなっている。家は木
の多い空き地に囲まれており、子供たちの遊び場となっている。家の横には竹林があり、ここから炊事の燃料をとってい
る。 
 浄化不要の井戸水をその都度汲み上げて使用し、溜めた水は使わない。田畑では販売用と自家消費用、非常用の備
蓄に米、唐辛子、ジャガイモ、人参を栽培している。種子は収穫したものを使うが、地元業者からも購入している。尿素や
燐など年間使用する肥料の購入は相当の量になり、最近では牛糞で肥料を作ろうとしているが、近隣の農家と同様に、
経費が収益を上回るため徐々に農業への熱意を失っている。もし来年も同じような状況が続けば、農業を辞めて店舗経
営に専念するとラーマンさんは話している。これは、同じ村の他の自作農も同様。 
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種類  数量 ブランド  好きなブランド  使用年数  

テレビ 1 LG サムソン  2年半 

冷蔵庫 1 東芝  LG ８年 

自転車 1 フェニックス ブリジストン  12年 

ガスコンロ 2 ジェネリック  ジェネリック  4年 

バイオバス＊ 1 ハイテック ハイテック 2年 

携帯電話 5 ｼﾝﾌｫﾆｰ、ｻﾑｿﾝ サムソン 4年から7年 

アイロン  1 ジェネリック ジャックポット 8年  

カメラ 1 ソニー キャノン 4年 

炊飯器  1 ホッキング ブラックベリー 3年 

ミシン  1 バタフライ  シンガー 12年 

 ラーマンさん一家は、ブランドより価格に拘る。まず自転車を買い換えたいと思っており、コ
ンクリート製の家を建てるのが将来の夢だ。一家の主な資産は、田畑と家畜で、田畑はラー
マンさんの父から相続した。 
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浴室と井戸ポンプ 

トイレ 

コンロ台 

寝室 

台所 

床の補修（泥塗り作業） 

家畜（ヤギ） 

家畜（牛） 

基本的調味料 

枕の綿を干している 

竹薮からの薪集め 

池：地域のほとんどの人々はここで水
浴びし、食材とするため魚を捕る。 

洗濯物干し風景.    

西洋烏瓜の棚：食材にすると共に、
売って収入を得ている。 

ラーマンさんの田圃での水稲栽培(米は
バングラデシュでの主要穀物)  
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一家は朝7時半頃に白飯、粥、ごった煮などの朝食をとり、時々魚や肉料理が食卓に上る。昼食は普通13時半で、白

飯、牛や鶏と野菜のカレーにマッシュポテトを加えたメニュー。夕食は21時頃で、白飯、ごった煮、野菜サラダ、野菜カ
レー、牛や鶏肉料理。しばしば現地伝統料理のピタパンを使ったスナックなどを作って間食にしている。料理は３食とも
ラーマン夫人が作るが、忙しいときには手伝いを雇うことも少なくない。  

ラーマンさん一家は化粧品にそれほど拘らない。よく購入するのはボ
ディー･ローション、シャンプー、歯磨き粉、シェービングクリーム、石鹸
で、よく使うのは石鹸とシェービングクリーム。近所の人や友達の勧める
ブランドを選んでおり、コンビニから購入している。  

飾り戸棚 2 ベッド  3 

食卓  1 椅子  6 

食器戸棚 1 衣装ダンス 1 

鏡台 1 机 1 

買い物の際、ラーマンさん一家はブランドより値段と共に品質に拘る。
肉、魚、野菜、果物は、毎日近くの市場で買い物をする。文房具は卸売
りから仕入れている。 

  
ラーマン夫人  

 夫人は１０年間高校の常勤教師として教壇に立ってきた。高校が
ラーマンさんの土地に建っているため、夫人が教師になることが出
来、給与面でも優遇されている。夫唱婦随の夫妻だ。  
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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。 

妻  

ラーマン さん 

平日 週末 

5:30 AM 起床、歯磨き  6:00AM 起床、歯磨き. 

7:30 AM 朝食 7:30AM 朝食  

8:00 AM 店の営業開始  9:00AM 店の営業開始 

12:50 PM 昼食のため一旦閉店 11:00AM 友達と喫茶 

3:30 PM 農作業 1:00PM 昼食のため一旦閉店 

5:00 PM 店の営業再開 3:00PM 農作業 

8:00 PM  閉店 5:00PM 店の営業再開 

9:00 PM 夕食 8:30PM 夕食 

10:00 PM 家族と会話、テレビを見る  9:30PM 家族と会話、テレビを見る 

11:30 PM 就寝  11:30PM 就寝 

平日 週末 

5:30 AM 起床、朝食の用意 6:00 AM 起床、朝食の用意 

7:30 AM 家族に朝食を出す 7:30 AM 家族に朝食を出す 

9:00 AM 登校 9:30 AM 洗濯物の仕分け 

10:00 AM 授業 10:00 AM 洗濯 

1:30 PM 昼食  12:00 PM 昼食の準備 

4:00 PM 家事 (洗濯、掃除) 1:30 PM 家族に昼食を出す 

5:30 PM  食材の下準備、冷蔵保存 5:30 PM 親戚の家を訪問、または買い物 

7:30 PM 夕食の準備 7:00 PM 夕食の準備 

9:00 PM 夕食 8:30 PM 夕食、家族との会話 

9:30 PM 家族と会話、テレビを見る 10:00 PM テレビを見る 

11:30 PM 就寝  11:00 PM 就寝 


