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調査実施：2013年11月 
調査場所：クルナ管区 ドルクホラ地区    
調査対象：イスラム(仮名)さん一家    
換算レート：１ドル≒77.3バングラデシュ･タカ (2013年12月現在) 

  
家族構成 

イスラムさん（43歳） 
妻(32歳)、 
義母（57歳） 
長男（15歳） 
姪（9歳） 

世帯収入 28,000タカ 

職業 
夫：魚の卸小売業 
妻：主婦 

 イスラムさんは魚屋を始めて18年。2,000タカだけを元手

に、政府が管理する魚市場に開店するスペースを得た。販
売する魚介は主にエビが多い。魚河岸で仕入れ、市場の
店で売っている。店は週を通して休みなく営業しており、客
に売る切り身に魚を捌く手伝いを雇っている。通常12時半
に家を出て40分リキシャに乗って魚河岸に行き、仕入れた
魚を持って夕方5時に帰宅、昼食の後6時に市場の店を開
き、深夜1時まで営業している。深夜2時に店を閉めて帰宅
した後、2時半に夕食をとる。自宅から店まではリキシャで
10分の距離。 

 イスラムさんはクルナ管区の郊外に住んでおり、夫婦
とも無学で、息子には充分な教育を付けたいと思って
いる。イスラムさんは一家の長男として、義父が亡く
なって以降義母の面倒を見ており、ダッカから100km離

れたファリドプル県に住む彼の姉妹夫婦が子供の学費
を賄えないことから、姪の養育も行っている。 

質素な生活を送るイスラムさんの最大の関心事は仕事
と家族で、今一番ほしいものは長男用のパソコンと自
分が乗るバイクだ。世帯収入はイスラムさんの稼ぎだ
けで、全てのことを彼が決める。 

イスラムさんの
魚の売り上げ
28,000タカ/月以
外に収入はない。 

食費 15,000 

家賃(含;電気代) 4,000 

教育費 2,000 

交通費 1,600 

生命保険 1,500 

料理用燃料代 1,400 

衣料費 

(年11,000 ) 

900* 

医療費 450 

通信費 400 

合計 27,250 

支出 



冷凍庫 (Kelon) 

収納箱 

飾り棚 

 イスラムさん一家は、大通りに面した今の貸家に住んで3年になる。自宅は2部屋で、台所等を含め建坪は42平米、庭
はない。浴室に掘りぬき井戸があり、飲用その他に使用しているが、トイレは家の外にあり、隣戸3家族と共用で使用して
いる。近隣の住人は零細業者。 
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自宅の外観 

玄関 

自宅の裏側 

金庫 
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種類 数量 ブランド 好みのブランド 使用年数 価格 

テレビ 1 Kelon LG 4 12,000 

冷蔵庫 

  

冷凍庫 

1 

  

1 

Walton   

LG 

  

1 23,000 

  

Kelon 2日間 22,000 

携帯電話 2 Symphony 

  

  

Nokia 

  

1 

  

2,400 

  

Nokia 6 8,000 

ミキサー 1 Simizu Simizu 3 3,000 

電気釜 1  Simizu Simizu 2 2,400 

天井扇風機 2 国産 国産 7 3,800 

ミキサー 

食器 

天井扇風機-1 

天井扇風機-2 携帯電話 電気がま 

扇風機 

椅子 

  

化粧品 化粧品: 使用している化粧品はそれほど多くな

く、化粧用パウダー、練り歯磨き、髪油など。イ

スラム夫人は、冬に保湿用のリップクリーム、

ワセリン、などを使う。ブランドに拘りはなく、ほ

とんどが国産かインド製で、価格重視だ。 

市場内のイスラムさんの店 

魚河岸での競り 
魚河岸での魚の品
定め 

 イスラムさんは、資産を何

も持っていない。現在の収

入で土地を買うことは出来

ないが、将来父の土地334

平米を相続することになって

いる。月1,500タカで生命保

険に入っているが､貯金は

行っていない。必要に応じて

親戚や知人から借金し、期

限までに返済している。調

査時点では、未返済の借金

が5,000タカあった。 



 イスラム夫妻は、浴室やトイレを定期的に掃除しておらず、衛生観念が充分とは言えない。

壁や屋根も埃が付いており、服も週に１回洗剤で洗濯し、皿や家具も時々洗剤で洗うと言う

が、清潔でない。家の外も汚い。 
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米、塩、豆、香辛料などは毎日近くの

食料雑貨店で買い、肉、魚、野菜、果

物は週に2回市場で買う。家財は必

要に応じて。 

土のかまど 魚と野菜 

台所 香辛料、塩、食用油 

イスラム夫人は家族の料理を薪で煮炊きする。食材は

2回洗うようにしている。夫人の母が時々料理を手伝っ

ている。 

井戸のポンプ トイレ トイレの入り口 台所洗剤 

 ごみは近くのゴミ箱に捨てるが、この

地域の収集システムが整備されておら

ず、時々ゴミ箱から溢れて散らかってい

る。 

米料理を食べる
来客 

 家族の朝食は朝10時半。メ

ニューは通常パン、野菜、紅茶。

昼食は普通魚と野菜。肉は月に

2回食卓に上る。間食は普通伝

統のケーキやビスケット、チャナ

チュール(小麦粉の揚げ菓子)。 

台所道具 

  

八百屋 

  

果物屋 

ケーキとチャナチュール 

食料雑貨店 
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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  

イスラムさん 

  

平日 ( 週末休みはない) 

12:30 PM 起床、歯磨き、入浴、魚河岸に行く。ほとんどの場合朝食は食べない。 

～4:00 PM 魚河岸で魚の仕入れ 

5:00 PM 帰宅、昼食 

5:30 PM 魚市場に行く。 

6:00 PM 開店 

～1:00 AM 営業 

2:00 AM  帰宅 

2:30 AM 夕食、テレビを見る。 

3:30 AM 就寝 

平日 (週末休みはない) 

11:00 AM 起床、家の掃除、朝食用意 

11:30 AM 朝食 

12:00 AM 野菜や魚を捌き、料理 

2:00 PM 家族に昼食を出す。 

5:00 PM 夫と昼食 

6:00 PM ～10:00 PM テレビを見る、近所の人と井戸端会議 

10:00 PM 家族に夕食を出す 

～ 2:00 AM テレビを見る。 

2:30 AM 夫と夕食 

3:30 AM 就寝 

 長男の通う中学校は自宅の近くにあり、学校や塾には徒歩で通っている。学科は科学が好きで将来エンジニア
になるのが夢。イスラムさんは長男に魚屋を継がせたくないと思っている。イスラム夫人の母は10年来糖尿病を
患っている。食事に気をつけ、日に2回は30分歩くようにしているが、薬を飲むのを嫌がる。以前はイスラムさんが

薬を買い与えていたが、服用を止めてしまった。夫妻とも母を愛しており、何とか治そうとしている。イスラムさんは
質素な生活を好み、現在の暮らしに満足している。 
  


