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日本フェアトレード委員会の、スリランカコーヒー復活の活動が本になりました。ぜひご一読ください。

セイロンコーヒーを消滅させた 大英帝国の野望
～貴族趣味の紅茶の陰にタミル人と現地人の奴隷労働

140 年前、「さび病」で全滅した
といわれるスリランカコーヒー。
しかしその裏側には、イギリスの
植民地支配と奴隷労働があった。
膨大な資料をひもときながら、ス
リランカコーヒー消滅の真実に迫
る1冊。2013年刊。

清田和之 著
合同フォレスト1728円

コーヒーを通して見たフェアトレード

幻のスリランカコーヒーを探して
10 年。やっと見つけたアラビカ
コーヒー、工場建設、植樹活動…。
世界のコーヒー取り引きの裏側か
らスリランカコーヒーの復活、
フェアトレードの実践まで、まる
ごと詰まった1冊。2010年刊。

清田和之 著
書肆侃侃房 1620円

～スリランカ山岳地帯を行く

●商品番号 010 
●商品番号 011

日本フェアトレード委員会の本

■香り高い上質のアラビカ

　コーヒーをお試しください。

●商品番号006
スリランカコーヒー　各1050円

シティーロースト（中煎）200ｇ／豆
●商品番号007
フルシティーロースト（深煎）200ｇ／豆
●商品番号008
シティーロースト（中煎）200ｇ／粉
●商品番号009
フルシティーロースト（深煎）200ｇ／粉

●フェアトレードについて
先進国と発展途上国の間で行われる貿易は、搾取や劣悪な生
産環境、児童労働など様々な問題を抱えているものが少なく
ありません。それに対しフェアトレードは「公正な貿易」を意味
します。生産者に適正な賃金や報酬を支払ったり、また労働や
雇用の機会を生みだすことで持続的にものづくりが続けられ、
暮らしが向上するよう支援します。私たちは、現地の生産者と
直接交流を深めながら、ともにものづくりを行っています。ブ
ランド化や一時的なブームに終わらない、現地に根ざした「本
当のフェアトレード」を進めていきます。

　　　二次世界大戦後、70年を迎える日本。
　　　国内では、沖縄の普天間飛行場の辺野古移設や高江の米軍
ヘリパット建設、福島で未だ収束しない原発問題など、さまざまな問
題があり、住民同士が分断しています。
　海外では、イラクやシリアなどで紛争が続き、この2月にはイスラム
国によって日本人の人質が殺害されるという事態まで起こってしまい
ました。
　ひとたび何かが起こり、平穏が崩れたとき、真っ先に命や健康を奪
われるのは、子どもたちです。シリア・イラクの戦乱では、1400万人も
の子どもたちの将来に危機が想定されているともいわれています。戦
争は、子どもたちを殺人を行う兵士に変え、住まいや食べ物や教育の
機会を奪い、子どもらしく楽しく過ごす時間を奪います。
　日本は過去2度参加した世界大戦において、そしてまた、スリランカ

においても2009年に終結した内戦で、多くの子どもたちが犠牲に
なっています。
　国内の問題も、海外の紛争も、自分がいま住んでいる地域に直接
の関係はなくても、同じ空の下で起こっていることです。
　いつ、どこの空の下においても、子どもたちが心からの笑顔でい
られるように。そんな世界をつくっていくことが、私たち大人ひとりひ
とりの役割ではないでしょうか。

　　　号の「Lassanai」では、スリランカの女児孤児院で暮らす子
　　　どもたちにスポットを当ててみました。国や言葉、肌の色や
宗教は違っても、夢を持った瞳の輝きは一緒です。同じ空の下、同じ
ように未来に向かって生きる子どもたちに、少しの間、思いを馳せて
みてください。

第

今

同じ空
の下で・・

Ayubowan!
（こんにちは）

日本の国際教育支援団体「スプートニク」が運営
する、スリランカの女児孤児院「ガールズホーム」
の子どもたち。

From
Sri Lanka

　私は、スリランカのマータレと言う所で、仕事をしています。日本とスリランカを行き来
しています ( マータレは、スリランカの古都キャンディからバスで 1 時間位の所です )。
　Kafoga では、スリランカ国内、海外へのスリランカコーヒーの販売、輸出に力を入れてい
ます。オーガニックスパイスも取り扱っています。
　Kafoga では、アラビカコーヒー豆 100% を扱っています。Kafoga の意味は「kandyan 
forest gardens」です。スリランカの豊かな自然の中で育ったコーヒーです。
　Kafoga では、コーヒーチェリーの収穫の仕方等を指導しています。まだまだ収穫量は少な
いですが、これからもっと良い品質のコーヒーを生産していきたいと思います。
　スリランカは、10 月から 1 月まで、コーヒーの収穫シーズンです。写真は、ロジャーソン
ガマという村で撮影した写真です。コーヒーは、赤く色づいています。
　スリランカでは、ジャガリ ( ハクル ) と一緒にコーヒーを飲みます。紅茶の国、スリラン
カにもコーヒーの歴史は知られています。
　現在、街中でもコーヒーショップが見られます。スリランカの人々にも、コーヒー文化が
根付いてきていると思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Kafoga Products & Lassanai
ディレクター
清田　朋子

スリランカではゆったりと時間が流れます。

コーヒーの実が赤く色づいたら、１つ１つ手摘

みで収穫します。

Kafogaオフィスの前で。スタッフや生産者の皆

さんと一緒に。



api [アピ]

800

Ａ（約 9.5cm×14cm）
商品番号 003

アイリーンおばあちゃんが、スリランカの伝統衣装・サリ

で小さな花を作り、パッチワークでつなげたポーチです。

カラフルなサリの色使いがとってもかわいいです。

円

B （約 7cm×13cm）
商品番号 004

600円

B

イノーカさん＆クマーリさんという 2 人の女性が、牛革

をスリランカの紅茶で染めて作ったキータグ。丸い窓か

らのぞくバティック布は、１枚１枚色や柄が違います。※柄

の指定はできません。　　　　　　　　　　　

500円1個
商品番号 005

円商品番号 001
スリランカらしい鮮やかな色合いが魅力の、エキゾチッ

クなバングルです。日本ではなかなか見つけられない

アクセサリーですね。（サイズ／内径６cm）

※色・柄の指定はできません。ご了承ください。

●バングル

500

　ガ
ールズ

ホームの

子ど
もたち

に聞きました！

「スプートニク・インターナショナルスクール」日本語教師の佐川広人さん、女
児孤児院「ガールズホーム」スタッフの伊藤ゆうひさんに協力していただいて、
ガールズホームの少女たちに、今したいことや将来の夢を聞きました。「たくさ
ん勉強して、人の役にたつ仕事をしたい」。アンケートの結果から、ガールズ
ホームで暮らす少女たちのそんなまっすぐな想いが伝わってきます。

Q.いま一番ほしいもの、した　いことは？　
A.勉強する時間。
　ゆっくり本が読みたい。Q.将来の夢は？
A.医者になりたい。
　　　（アヌーシャ・12歳）

Q.１日のうちで一番楽しい

　時間は？　

A.遊んだり勉強する時間。

Q.将来の夢は？

A.一生懸命勉強して警官に

　なりたい。

Q.日本の人へメッセージを。

A.たくさん勉強して日本へ行

    きたいです。

　　　　（ワーサナ・13歳）

Q.いま一番したいことは？A.勉強、手芸品工作。Q.将来の夢は？
A.一生懸命勉強して医者に　なりたい。
Q.日本の人へメッセージを。A.日本へ行って旅行したい（ディヌーシャ・ラクマーリ・　　　　　　　　　13歳）

Q.いま一番ほしいものは？

A.本を読む時間。

Q.将来の夢は？

A.数学の先生。

Q.日本の人へメッセージを。

A.日本へ行きたいです。

（ドゥルガーニ・ヌワンギ・　

　　　　　　　　　12歳）

Q.いま一番ほしいものは？

A.遊ぶ時間と勉強する時間。

Q.将来の夢は？

A.医者になりたい。

Q.日本の人へメッセージを。

A.日本人に応援してほしい。

（ネットゥミ・サトゥサラニ・ワ

ナシンハ・６歳）

Q.将来の夢は？
A.英語の先生になりたい。
Q.日本の人へメッセージを。
A.日本語を勉強して日本へ
　行きたいです。
（サチニ・サジット・ディッサ
ナヤカ・13歳）

Q.いま一番ほしいものは？

A.勉強する時間。毎日楽しく

　過ごしたい。

Q.将来の夢は？

A.警察官になりたい。

（ファーティマ・ファルシャナ

　・15歳）

Q.いま一番したいことは？

A.伝記を読む、勉強する。

Q.将来の夢は？

A.シンハラ語（スリランカ
の

　言葉）の先生。

Q.日本の人へメッセージ
を。

A.日本語を勉強したいです
。

（アヌラーダ・ニルミニ・
12歳）

Q.１日のうちで一番楽しい時間は？
A.遊んでいる時間。
Q.将来の夢は？

A.軍人
Q.日本の人へメッセージを。
A.日本語を勉強して５年後に日本
　へ行きたいです。
（スレーカ・サンダマリ・13歳）

Q.１日のうちで一番楽しい時間は？

A.お母さんと冗談を言い合う時間。

Q.将来の夢は？

A.よく勉強して、勉強を助けてくれ

　た家族を助けたい。

（ニローシャ・ルワンマリー・15歳）

Q.１日のうちで一番楽しい　

　時間は？

A.遊んでいる時間。

Q.将来の夢は？

A.踊りの先生。

（ランギカ・ルワンマリ・11歳）

Q.１日のうちで一番楽しい時間は？

A.料理をしている時間。
Q.いま一番したいことは？
A．手芸工作、勉強すること。
Q.将来の夢は？

A.お嫁さん。
（ニメーシャ・ディランジャニ・16歳）

Q.１日のうちで一番楽しい時間は？
A.遊ぶ時間。
Q.いま一番ほしいものは？
A.本を読む時間。
Q.将来の夢は？
A.踊りの先生。
（ランミャ・マドゥシャーニ・11歳）

Q.１日のうちで一番楽しい時間は？

A.小説を読んでいるとき。

Q.将来の夢は？

A.警察官。

Q.日本の人へメッセージを。

A.５年後に日本に行きたいです。

（ナディーシャ・マドゥシャーニ・15歳）

Q.いま一番ほしいものは？

A.勉強の時間、本を読む時間。

Q.将来の夢は？

A.医者。

Q.日本の人へメッセージを。

A.日本語を勉強して日本へ　

　行きたいです。

（ヴェロニカ・ラサンジャリー・

　クマーリ・12歳）

Q.１日のうちで一番楽しい　

　時間は？　

A.遊んでいるとき。

Q.将来の夢は？

A.絵の先生。

Q.日本の人へメッセージを。

A.日本語を勉強したいです。

（シャーミ・ナディーシャ・12歳）

Q.１日のうちで一番楽しい　時間は？　
A.午後の自由時間。
Q.いま一番したいことは？
A.本を読むこと。
Q.将来の夢は？
A.警察官。
（ディレーカ・サンダマリ―・　ティラカラトナ・15歳）

Q.いま一番ほしいものは？
A.勉強する時間。
Q.将来の夢は？
A.先生（公務員）。
Q.日本の人へメッセージを。
A.日本の方々に勉強するこ
　とを手伝ってほしいです。
（チェータナ・ギムハーニ・
　８歳）

Q.いま一番ほしいものは？

A.高校受験のために勉強

　する時間。

Q.将来の夢は？

A.踊りの先生。

Q.日本の人へメッセージを。

A.３年後に日本へ行きたい

　です。

（チャーパ・ピユマーリ・

　17歳）

●公務員が人気
スリランカでは、先生や警官などの公務
員は都会・田舎に関わらず子どもたちに
人気です。都市部では女の子は「女優」

「歌手」「ビジネスウーマン」など華やかな
職業を目指す子も。男子は「クリケットの
選手」も人気だそうです。 ●スリランカの女性の名前

スリランカの女性の名前はとても長いです。通常、結
婚すると変わる苗字が1つから3つ、名前が通常２つ

（1つの場合もある）、そして代々受け継ぐSirName
（結婚しても変わらずに受け継ぐ苗字。これであらか
たカーストがわかるとのこと）が1つから3つ。全て合
わせると、最低4つ、長ければ7つ～8つの単語が並
ぶことになります。 

●「踊りの先生」とは？
スリランカの伝統舞踏「キャン
ディアン・ダンス」の先生のこ
と。学校の授業にもあります。

Sri Lankan
Crafts
スリランカの伝統的なデザインや技法で作られた、
ナチュラルな雑貨たちです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●ペーパーナイフ

爽やかな水色のペイントが施された木のペーパーナ

イフ。スリランカの伝統的なハンディクラフトです。

（サイズ／長さ 19cm）

円商品番号 002 300

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
スリランカの女性の自立と

仕事創出プロジェクト

●花ポーチ

●紅茶染めの

　キータグ
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