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MAP of GHANA

コフォリドゥア Koforidua

ベゴロ Begoro

ガーナの首都

Share stepが支援する
孤児院がある町

ベゴロに近い地方都市

ガーナ第二の都市

北部の交通の要所
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ブルキナファソ

日本からガーナまで、1万3800km !!

・特産品…もちろんカカオ！

・言語…英語と現地語

・人口…2740万人

～さらっとガーナ豆知識～

・現地語（チュイ語）で
「元気だよ」

“メホンイェ!”

・国民性…明るくて陽気♪

・治安
アフリカの中では優等生

クーデターとか起こってない歴35年（優秀）

・国旗
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活動理念

『物を与える、お金を与えるという”一方的な支援”というものはとても簡単。
すぐに良い結果を得ることができる。しかし、”一方的な支援”で良いのだろうか？』

初代代表がふと疑問に思い、私たちshare stepが生まれました。

私たちが関わっているガーナの孤児院は、ガーナのある大学教授が良心で

立ち上げたものです。そのこと自体はとても素晴らしいのですが、経営はほとんどが
寄付金頼り。寄付金が途絶えれば孤児院の存続も危うい状況にありました。

ここから抜け出すには一方的・一時的な支援ではなく、孤児院の自立を目的とする
“自立支援”が必要です。そのためにはガーナの人々と私たち外部の人間がともに
協力し、活動しなくてはなりません。

「ガーナの人と共に歩むこと（share step）」 それが私たちの理想です。

それでは、“自立支援”とはなんでしょうか。

私たちは、「孤児院が食糧・教育・就職などの問題を、孤児院自身の力
で解決できるようになるための支援」が”自立支援”だと考えています。
これが達成されれば、支援慣れがおきることを防ぎ、持続的で安定的な
経営ができる。

とは言っても、この目標を達成するまでの道のりは
遠く長いものがあります。たとえば、

「自立するためには経営資金を稼がないといけない
が、どうやって稼ぐのか」 など問題が山積みです。

「現地で本当に必要なものは何か？」
「この支援は１０年後、２０年後続いてくれるのか？」
「本当に現地の人たちがやりたいことなのか？」
という疑問もつきまといます。
ですが私たちshare stepは、それらの悩みに自問自答
しながら、現地の人たちと自立を目指します。

現在、私たちの一つの答えとして農地プロジェクトが
あります。詳細をまとめたので、ぜひそちらも
ご覧下さい。（⇒5ページ）

自立支援
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農業プロジェクト

Share Step
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農業プロジェクト

孤児院のオーナーが農業を運営し、収穫できた作物で孤児院の
食費をまかなう計画です。私たちはまず４エーカーの耕作を目指します。

80m

100m

4エーカー

share stepはガーナの孤児院で様々な活動を行っています。たとえば、
孤児院にある裏庭畑の開墾を手伝ったり、扉や柵を修理したり、
ゴミ箱を設置したりetc。
孤児院のためになることなら、思いついたら実行します！

しかし、私たちの活動の柱は、やはり自立支援。私たちは自立支援
の一つの手段として、「農業プロジェクト」に取り組んでいます。

でも、なぜ農業なのか？？
自立支援の手段としてほかにも様々なプロジェクトをかんがえましたが、

・ガーナには農家が多いので、ノウハウを聞きやすい。（オーナーの父親も農家）
・子供たちにも教育の場として、本格的な農業の作業風景を見せられる。
・オーナーが農業するうえで優良な土地をみつけてくれた。
・失敗しても大きな損失にはならない。
・複雑な事業を現地の人に任せられるか正直不安。

という理由から、最終的に「農業プロジェクト」に決定しました。

農業プロジェクトとは？

私たちは現地のガーナ人（主に孤児院のオーナー）と協力して、
4エーカーの農業を目指しています！
栽培する作物は、育てやすく年2回収穫できるトウモロコシです。

4エーカーの土地で農業した場合に
かかる費用と利益は、
次ページにまとめました！

ちなみに、4エーカー

= 平均的な25mプール20面分!!
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品目 cedi

種（トウモロコシ） 160

肥料 500

除草剤 120

人件費 2000

輸送費 1200

合計 3980

4エーカーのトウモロコシ畑で得られる孤児院運営費削減効果について試算しました。
ちなみに「cedi（セディ）」はガーナの通貨単位で、2016年12月時点では1cedi=27円程です。

Total 1620cediの孤児院運営費削減
これは日本円に直すと44,260円ですが、農業の効率化や今後の
農地拡大によって、これ以上の削減効果が期待できます。

運営費用

年間 3980cedi
の運営費用

初期費用
土地
農具 4366cedi

計

初期費用については
share stepが負担するので

年間 5600cedi
の運営利益

1エーカー当たりの一回の収量は
そして4エーカーだと、

ガーナではトウモロコシは
年2回収穫できるので、
一年間の収穫量は

孤児院では年間840kg（買値2400cedi）
のトウモロコシを消費しているので、
その分を引くと1400kg残る。

運営利益

280kg

2240kg!!

1120kg

2400cediの食費削減
3200cediの資金入手

トウモロコシのガーナでの売値は
35kg（収穫袋の1/2）で100cediなので、
1400kgのトウモロコシを売ると
3200cediが得られる。

通常運営費

試算

12月30日のレートで計算しています。（1cedi=27.3円）7



2016年の軌跡

2016年 活動内容

1月 渡航準備 ミーティング

2月 春渡航

3月 春渡航、新歓準備

4月 新歓

5月

6月 アフリカン・カフェ、合宿

7月 渡航準備

8月 夏渡航、アフリカン・カフェ

9月 夏渡航、新町手作り市出店

10月 アフリカン・カフェ

11月 学園祭出店、GLION協賛活動、
アフリカン・カフェ

12月
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in 日本

Share Step
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4月、新歓

4月は春、大学入りたてで市バスの路線図
もわからない新入生を各サークルが血眼
になって言葉巧みに言いくるめ、メンバ
ーを獲得する、そんな季節です。そんな
中、私たちshare stepは穏やかな春風の
ようにゆったりした新歓をしました(^^)/

まずはじめに新歓説明会。
大学の教室で渡航経験者がガーナ
という国、団体の活動内容について
プレゼンしました。説明会の途中、
ある日はガーナから持ち帰ったチョ
コレートを提供し、またある日は京
大カレー部さんとコラボした「ガー
ナ風カレー」をふるまいながら説明
会を行いました。

またほかの日は鴨川で料理を食べなが
ら、新入生にshare stepのこと、アフ
リカのこと、その他諸々くだらないこ
とを含め楽しく話しました^^
鴨川の桜はきれいです☆

そうやってshare stepはとうとう
新しいメンバーを迎え入れ、新年度の
活動に突入します!!

春だ!! 新歓だ!!
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そのあとはお楽しみ、バーベキュー！
やっぱり外で食べる肉は最高ちゃう☆
初代の代表も浮かれてガーナダンスを踊りだす！
ひと段落ついたら今度はテントの中でお酒を飲みながら談笑。将来の
夢といった、まじめな話もしました。気づくといつの間にか雨は止ん
でいたので、外を散歩することに。まさか蛍も見ることができる
とは。。ふだんコンクリートジャングルで生きている僕らには最高の
息抜きでした！

6月、銚子川合宿
活動といっても、まずは新入生と仲を深めることが大切！
というわけで、三重県の銚子川へ一泊二日の合宿に出かけました!!

6月4日、レンタカーを借りて京都を出発！ドライバーは代表の平野で
すが、さすが敏腕のペーパードライバー、目的地に2時間遅れで到着(^^;
アクシデントに見舞われながら、現地で待機していたＯＢの方々と久し
ぶりの再会を果たしました！
（二時間待たせてスイマセン！）
こうやって会うのは何か月ぶりでしょうか。

ちなみに、次の日は川でカヌー、というかもはや水遊び。
ちょっとさむいのに。。
そのあと風邪をひいたのは絶対にこれのせいです笑

そんな感動的な瞬間を祝うかのような恵みの雨
（皮肉）が降ったので急いでテントを張ります。

先輩！肉！雨！カヌ～



アフリカン・カフェ（４回開催）

私たちShareStepは資金調達の一環として、
ガーナ料理を提供する「アフリカン・カフェ」を開催しました！
今年度は6月、8月、10月、11月の計4回です。

Menu
・ガーナチリソース
・ガーナチョコレート
・プランテーンチップス
・ケニアティー
・エチオピアコーヒー
・アマルーラ
・カカオワイン etc..

たべものにはその国の風土や文化が
表れます。アフリカを頭からではなく
舌から感じることで、遥か遠いアフリカ
の魅力を、多くの人に発信できたので
はないでしょうか。
また、私たちが出店したのはカウンタ
ータイプのお店なので、来店者の方々
と私たちshare stepの活動について
お話しする良い機会にもなりました！

私たちが場所をお借りしていた「bar転々」
は、2016年を以て看板を降ろされるという
ことで、2017年のカフェ運営についてはま
だ決定していません。しかし、「bar転々」で
の活動は今でも強く印象に残ってます。

「bar転々」さん、ありがとうございました！
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11月、企業協賛・GLION

私たちは株式会社G-LIONが主催する
インターンに参加させて頂きました。
このインターンは「広報」をテーマに学生
団体対象に開催されたものです。
10/29の説明後、「11/1～15の約二週間
G-LIONの学生広報部としてG-LIONの
広報活動に携わり、その広報の成果
（GLIONのHPへのアクセス数）に応じて
協賛金を受けることができる」
という協賛のお話を頂きました。

広報は、「GLION-MUSEUM」のプロモーションに焦点を
あてました。Facebookやインスタグラム、Twitterといった
SNSを通じ、MUSEUMの魅力を発信することで情報の拡
散を狙いました。
また私たちは更なる情報拡散を狙い、MUSEUM内で使用
可能なランチ券を賞品としてSNS上で抽選を行いました。

結果、目標アクセス数を達成！さらに後日、
協賛企業様からGLION特別賞を頂くことができました！！

今回頂いた賞金13万円は
ガーナでの活動資金に充てる
予定です。また、GLION様から
新しい広報のチャレンジも頂い
ています。今回、広報で反省
すべき点、もっと学べる点も
数多くあったので、その反省を
元にさらなる飛躍を狙います！

GLIONインターン

協賛に挑戦!!

私たちは賞金13万円の獲得を目指すことに！



in ガーナ

Share Step
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２０１６年渡航の軌跡

現地での活動

現地での活動

春渡航

夏渡航

コフォリドゥア Koforidua

ベゴロ Begoro

ニアリガ村

孤児院集中滞在型

ガーナ長距離移動型

・孤児院での活動
裏庭開墾
ゴミ箱の設置
ゴミの分別を促す紙芝居披露
先生・生徒へのヒアリング
オーナーと農地計画について対話
こどもと遊ぶ

・ガーナの農家訪問
・ガーナで活躍する日本人との話
・首都アクラのリサイクル工場視察

・孤児院での活動
扉の改造
裏庭の農作業
農具の値段調査・購入
こどもと遊ぶ

・カカオ研究所見学
・ガーナの農家訪問
・学校の建設現場を見学
・ガーナ北部への観光
・ガーナ大学教授との対話
・ガーナで活躍する日本人との話

地図は「Google Maps」より引用15

アブリ（農家訪問先）



春渡航簡易報告書（2/15～2/27）

2016年の春渡航で実行したのは、大きくは3つ。
「裏庭の開墾」、「農業プロジェクト」、「リサイクルプロジェクト」です。

裏庭の開墾
裏庭プロジェクトは2014年から始めたプロジェクトで、孤児院の裏

庭を使ってキャッサバを作っています。今回の裏庭プロジェクトでは
荒れた畑を耕し直してキャッサバや野菜を植え、再び荒れることの
ないように定期的に手入れをしてと伝えることに。

また、キャッサバと野菜を同時に作るには、荒れていた畑の部分を
耕し直すだけでは面積が足りなかったので、新しく野菜用の畑も作
りました。

農業プロジェクト
以前クラウドファンディングでいただいた資金で孤児院のオーナー
が4エーカーの農地を購入しましたが、その農地の現状を視察しま
した。また孤児院のオーナーと話し合い、4エーカーの土地で作物

作りが上手くいけば、その作物を売って得た資金で残りの土地を購
入し、農地を拡大しようという話になりました。農地作りについては、
雨季が始まる2016年の3〜4月頃に始めることを約束しました。
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リサイクルプロジェクト
ガーナではゴミをゴミ箱に捨てるという習慣が定着しておらず、孤児
院でもゴミは床に捨てることが当たり前になっていました。今回の渡
航では、各教室にゴミ箱を設置し、分別する目的を紙芝居を使って
子どもたちに教えました。紙芝居では主に「ゴミをゴミ箱に捨てると
孤児院が綺麗になること」「分別するとゴミを燃やしたときに有害ガ
スが発生せず、リサイクルもできること」を伝えました。紙芝居をした
あと、設置したゴミ箱を覗くと早速ゴミが分別されており、半ば驚きな
がら分別することがきちんと生徒に伝わっていたことを確認できて安
心しました。
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春渡航後
春渡航がおわってから、孤児院のオーナーから連絡が届きました。
そろそろ農業プロジェクトの農地づくりが始まったのかな、と思いき
や、まったく始まっていない様子。必要な道具などを買う資金はもう
渡していたのですが。。どうしてまだ始まらないの？と聞いてみても、
返ってくるのは「忙しい。」という返事ばかり。。。改めてガーナ人と付
き合うことの難しさを感じました。次の夏渡航では道具をできる限り
購入し、いつでも農業できる環境を整えることになりました。



夏渡航簡易報告書（8/30～9/22）
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孤児院での活動
2016年の春に裏庭を開墾し、キャッサバ等を植え現在順調に育っ

ているところを確認しました。ですが、近隣のヤギや鶏などが孤児院
内に侵入し、キャッサバを倒してしまうことが多々あったので、

孤児院の正門にバネを設置することで、自動的に門が閉まるようにし
ました。また、孤児院の裏側の塀が崩れており、そこからヤギが侵入
してきてしまっていたので、その部分も塞ぎました。

農業プロジェクトに関して
今回は、農業プロジェクトを進めるために日本で集めたお金で農業用
の道具や肥料を孤児院のオーナと一緒に買い付けにいきました。特に
チェーンソーを買うのか借りるのかで、オーナーと意見が別れてしまい
何度も交渉を重ねたり、様々なところに値段をききに行ったりしました。
最終的には借りることに帰着し、オーナーに値段の交渉を任せるという
ことになりました。ちなみに肝心の農業の開始時期ですが、夏渡航後
に連絡があり、2017年の4月からということになりそうです。

オーナーとの話し合いの様子

ヤギが入らないための応急処置自動で閉まる門
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・現地で活躍する日本人との話
ガーナでビジネスをしていたり、青年海外協力隊として在中している

日本人の方々とお食事をいただく機会がありました。そこでは、ガー
ナの現状に関する様々なお話しを聞くことができました。なかでも印
象に残ったのは、ガーナ北部ではもう海外ボランティアなどの支援が
ない村を探す方が、支援がある村を探すよりも難しいのではないかと
いうお話しでした。それほど多くの支援があるなかで、ボランティアが
本当に現地の人々のためになっているのか、自分たちの団体の活動
はどういう影響を与えているのだろうかと改めて考えさせられる
言葉でした。

・農地見学
今回はガーナの様々な農地や、カカオ研究所などを見学しました。

まずはガーナでお世話になっているエマさんの農場を見学。パイナッ
プル畑とキャッサバ畑などを見せてもらいました。やはり、パイナップ
ルは肥料がいったりなど手間のかかる作物らしいのですが、反対に
キャッサバはなんの手入れもいらずただ植えていればいいそうです。
キャッサバにも何種類か存在するみたいです。

北部でも農地見学に行かせていただきました。北部ではアグロフォレ
ストリーという農法をおこなっている農家さんを訪問させていただきま
した。そこでは、アグロフォレストリーだけでなく、ガーナで育つものと
ブルキナファソで育つマンゴー同士を接ぎ木することによって、土壌
に負荷をあたえることなく、プレキナファソの大きなマンゴーを収穫し
ているなど、様々な試みが行われていました。

より詳しい報告書は、share stepのHPでご覧ください！

カカオ研究所での説明 ガーナ北部の農地
右下は北部のパーム農園



ガーナ渡航日誌～渡航体験者の素朴な感想～

入国審査の紙を職員が書いてくれたのはいいけど、
職業欄にはBusinessって書かれたり、住所聞かれた
から書いてたら途中で止められたりで、結局入国審
査のときに自分で説明する羽目に…

ガーナの奢る、奢られる文化が
難しい。お金を出してくれた時に
どのように反応するべきか迷う。

Go to GHANA!!

孤児院到着!!
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教会は相変わらずチュイ語でよくわ
からなかったけど、熱心さは伝わる。
ある程度所得とかが少なくてもジー
ザスを信じてやっていけるのかも。



夏休み、子どもたちが暇人過ぎて笑える。

子どもめっちゃ寄ってくるのわかるし、
かまって欲しいのもわかるし、
なんで殴ってくるのかもわかるけど、
作業中はやめてー笑

GHANAなんとなく3コマ
「フェイントの達人」
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孤児院でるときに子どもたちも
そうだけど、メアリー、マリリンとかが
部屋物色してて複雑な気持ち・・・



Go Back To JAPAN!

バスからの風景を
みていてもごみの山が
あったり、流れてる川は
めちゃくちゃ汚かったり、
まさに
発展途上国の環境問題が
ここに集まってるって
感じやった。

チョコの値段を調べる
ためにもう一回コフォ
レディアのマーケットへ。
いろいろ見て回るの楽
しい。

さらば、
ガーナ～

ガーナ大学の先生と食事。
おいしかったけど、全部辛
かった（笑）



会計報告～2016～

2016年の収入

2016年の支出

2016年12月31日最終残高 236,655円

新町手作り市場、物品販売
学園祭物品販売
アフリカン・カフェ（計４回）
協賛 （株）GLION GROUP
その他協賛

11,600
77,450
22,050

130,000
18,300

259,400円収入総計

2,143cedi
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2015年からの繰越し 75,600円

783(cedi)
440
297
400

春渡航
・裏庭プロジェクト
農具
種
農薬・肥料
人件費

・リサイクルプロジェクト
ゴミ箱（２６コ）

夏渡航

・農業プロジェクト
農具・農薬・肥料
種
チェーンソー

・販売用雑貨
・正門改修費

607(cedi)
40
600
271.6
45

1,563.6cedi

為替手数料など雑損 1,394円含め、 98,345円支出総計

春渡航は1cedi=27円 夏渡航は1cedi=25円=57,861円 =39,090円
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現状確認と来年の抱負

資金収集
↓
土地購入
↓
農具など購入
↓
土地の開墾
↓
耕作
↓
収穫
↓
孤児院での利用・市場に流通
↓
さらに生産性up、土地拡大

いまココ！
（2016年末時点）

来年こそは「農業の実行」にこぎつける！

農業の実行

そのほかにも。。
・裏庭を拡張する
・柵をつくる
・プラスチックのリサイクルを進める
・現地のさらなる情報収集 etc…

来年もやることいっぱいです笑

農業プロジェクトの現段階
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To Be 
Continued👉

2017年へ続く


