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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： エノクさん（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： エノクさん（仮名 47歳） 
妻：  （35歳   主婦） 
長男：（15歳  双子） 
次男：（15歳  双子） 
長女：（7歳） 
三男：（9ヶ月） 

月収 50,000ナイラ 

工場労働者（塗料会社) 

週5日勤務 

  

食料費(30%) 

家賃(15%) 

水光熱費(10%) 

衣服代(10%) 

貯蓄(5%) 

学費(10%) 

交通費(15%) 

通信費(5%) 

 エノク家は4人家族（双子の兄弟はすでに中

学生で、離れた村でおばと住んでいる。村は中
学校に近く、おばの家から通うのが便利なた
め）。 

 エノクさんは塗料会社の工場労働者として働
いているが、収入は多くない。奥さんは専業主
婦で、子供たちの面倒をよく見ている。エノクさ
んが主な稼ぎ手である。 

 給与以外の収入はなく、収入の範囲内で生活
している。 

 婦人は時々髪を編んだり衣服を仕立てる顧客
があったが、最近はめったに依頼がない。 

 エノクさんは時間の都合で家で朝食を食べず
に出かけ、また奥さんも朝食前に子供の世話と
家事を済ますようにしている。 

 末っ子はまだ乳飲み子で主に母乳とパン粥を
与えている。 
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 家はオグバの人口密集地にある2階建て。道路は舗装されておらず、建てられてから30-40年経っている。アパートの
設備は共用で、各家族は1～2部屋を使っている。 
 水道はなく、各家庭は水を買ってプラスチック容器に溜めて使っている。 
 衣服は中庭で洗い、壁にロープに掛けて干している。 
 夫妻の部屋に通じる狭い階段がある  

  

なし（賃借） 

でこぼこあり  

築30年以上 

年８万ナイラ 

あり 

なし  

共用、水洗 

テレビ LG 28,000ナイラ 3年前購入 

なし 

ノキア 8,000ナイラ 

LG 小型 28,000ナイラ 

なし  

寝室に小型コンロ 

なし（バイクタクシーや三輪タクシー、バスで通勤）          

寝室 

子供部屋 

出入口 
 居間  

玄関 
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寝室一つだけの部屋は、寝室の用途のみならず台所にも水置き場にもなっている。 
部屋は物で溢れ、壁に衣服の掛かったハンガーやバッグが、床にはスーツケースやバッグが置かれている。 
部屋の一角が、台所と水置き場になっている。 
食品はプラスチック容器に入れて床に置いている。 
部屋の片隅で料理をしている。 

狭い居間に、テレビ(LG)、ミシン（Butterfly 中国製)、ヘアドライヤーとソファ
セットがある。 
音響システム（LG)も持っている。 
資金不足のため裁縫と理容のビジネスをまだ始められない状況にある。 

テレビ(LG) 
音響システム（LG) 

ミシン（Butterfly) ヘアドライヤー 

ソファセット 

寝室が一つだけのアパート 水置き場 部屋は物で溢れている 

部屋の片隅で料理している。 食品はプラスチック容器に入れて床に置いている。 
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• 廊下は同じ階のすべての部屋につながっている。ナイジェリアによくある部屋のドアの向かいに隣人のド
アがある建物の構造になっている。 

• 住民によっては所有物や水の容器、ゴミ箱を廊下に置いている。 
• トイレは廊下の突き当たりにある。 
• トイレと浴室は共用で、住民は週当番で掃除している。 
• その週は夫人の当番だった。 
• 彼女は浴室とトイレを消毒剤とブラシで掃除した。 
• 清潔を保つため週に3回清掃されている。 

居間の壁に家族と子供たちの写真を飾っている。 
普段から子供たちの幼い頃を記録するため写真を撮るようにしている。 

 ゴミ処理は政府委託業者のトラックが来て
運んでいく。 
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エノク家は朝昼晩の3食をとっている。 
外食することはない。 
普段の食事の一例は写真のとおり 

 エノクさんは露店でも近所の雑貨店やスーパーでも物を買っている。その
日の料理に使う日持ちのしない物は毎日買っている。 

  

1回の買い物の購入額 

トマト 250ナイラ 

コショー 50ナイラ 

にんにく 20ナイラ 

パン 100ナイラ 

牛乳 30ナイラ 

紙おむつ 350ナイラ 

子供にパンとバターを
ココアと一緒に 

末っ子は母乳と
粥を哺乳瓶で飲
んでいる。 麺は主に子供のため 

昼食に茹でたヤム芋とエッグ
ソース 



6:00 am 起床、教会に行く用意 

7:00  am 教会に出かける   

8:00～11：00  am 教会   

12:00～5：00  pm 教会から戻る 
家族で昼食 

6:00  pm 家でくつろぐ 

8:00 pm 家族で夕食 テレビを見る 

9:00～10：00  pm 就寝 

6:00 am 起床、教会に行く用意 

7:00  am 教会に出かける   

8:00～11：00  am 子供たちは朝食に教会で軽食をとる 

12:00～5：00  pm 教会から戻る、昼食の用意、 
家族で昼食 

6:00 pm 夕食の用意 

8:00 pm 家族で夕食 テレビを見る 

9:00～10：00  pm 就寝 

5:30 am 起床、朝の祈り 

6:00 am 娘の学校の用意 

7:00 am 娘が登校のため家を出る 

8:00～11：00 am  家事、昼食の用意  

12:00～5：00 pm 休憩 

友人/隣人に会う、ヘア・アレンジ（編みこ

み等）の要望があれば出かける、雑貨屋

で不足している物を購入する 

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 
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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 

6:00～11：00  am 仕事に出る バスで約35分かか
る 

12:00 pm 近くの食堂で朝食 

2:00 pm 事務所のカフェテリアで昼食  

4:30～7：00  pm 事務所で残業 

8:00 pm 帰宅 夕食 テレビを見る 

9:00～10:00 pm 就寝 

夫 妻 

5:30 am 起床、朝の祈り 
母を手伝い兄弟の登校準備 

6:00 am 登校準備終了  

7:00 am 家を出る 

8:00～10:00 am 授業   

11:00 am 休み時間（軽食） 

12:00～3:00 pm 授業(間に1時間の休み） 

4:00～5:00 pm 補講を受け5時に下校 

6:00 pm 帰宅 宿題をする 

8:00 pm 家族で夕食 テレビを見る 

9:00～10:00 pm 就寝 

長
女 

6:00 am 起床、教会に行く用意 

7:00  am 教会に出かける   

8:00～11：00  am 教会で朝食に軽食をとる 

12:00～5：00  pm 教会から戻る 
昼食をとる 
友達と遊びに行く 

6:00～7:00 pm 遊ぶ 

8:00 pm 家族で夕食 テレビを見る 

9:00～10：00  pm 就寝 


