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 第３３回２０１７年ＡＣＡＰ消費者問題に関する「わたしの提言」   優秀賞 「ＡＣＡＰ理事長賞」 

 

「M―SIPP」 

― 高校生がつくる エシカルタウン ― 

 

静岡県立駿河総合高等学校(静岡県在住)  

指導教諭 大川 慎介 

 生徒代表３年 小田巻 春花 

１ はじめに 

1-1 研究の構想 

 私たちは、自分が買っているものが、誰がどこで、どうやってつくったものなのか、ほとんど知らないと思いませ

んか？途上国では、最低限の生活に必要な賃金さえ受け取れない人がいます。それらがもし、私たちが買って

いる「安い」商品をつくるためだとしたら？  

商品の背景を知らずに買ってしまうと、私たちは気づかぬうちに環境破壊や貧困に加担しているかもしれない

のです。もし、私たちが「つくる人にも環境にも優しい商品」を選んで買えば、どうでしょう？ 

M-SIPP とは、M・未来の、S・静岡を、I・アイデアで、P・プロデュースする、P・プロジェクト の略である。私たち

は、課題研究の時間を中心に取り組んでいる。 

 このプロジェクトでは、誰しもがもつ「人をサポートしたい・笑顔にしてあげたい」と願う純粋で優しい気持ちと、

おのおのの得意分野を組み合わせたカタチを【笑顔の種】と例えた。私たちの取り組みの種からやがて笑顔の

花が咲き、笑顔と出会った人は、笑顔を広げ、一人ひとりが笑顔になる。そして静岡全体も笑顔になり、やがて

は世界が笑顔に包まれる、そんな平和な世界に貢献したいという思いからこのプロジェクトはスタートした。 

1-2 研究テーマ 

 エシカル消費は、身近なお買い物で世界の問題とともに地域の問題、そして地球の問題も解決しながら、途上

国や弱い立場の人々に仕事を生み出し、森林伐採や農薬による土壌汚染などの環境破壊からも地球を守る。

そして国内でもグローバル社会となり激しい価格競争に職人仕事が消え、小さな企業・商店も少なくなってきて

いる。世界に対しても地域に対しても地球に対してもフェアでありたいとの思いから、さらには、地球・宇宙からい

ただいている自然の恵みである、水・空気・土・光などに対しても、謙虚に正しく享受し、未来に美しい地球を残

せるようなフェアな使い方で暮らしているのかを今一度問うという理念から「エシカル消費」を推進している。 

 また、自分さえ良ければ、生産者や地球はどうなっても構わないというひとりよがりな態度の対極にエシカルは

位置する。そのエシカルな商品を消費者が選択して購入していくことは、企業のがむしゃらな利益追求にもブレ

ーキを掛けると同時に、誰かの役に立っているという自負やプライドをまとわせてくれる。善意を持っていても、

寄付やボランティアには腰が引ける人でも、ショッピングという形であれば、気負わずに参加しやすい。これにお

しゃれがかかるのであればなおさらだろう。 

 近年、環境に配慮した製品の購入を推進するグリーン購入の流れともあいまって、精神的豊かさや社会への

貢献を重視する消費への価値観が生まれてきた。そのため、倫理的な消費である「エシカル消費」に注目した。 

 眠れる社会貢献マインドを引き出してくれる意味でも、エシカル消費やフェアトレード商品を日本で定着させた

い。本来は途上国に対しての貧困削減・国際協力の意義である「フェアトレード」という言葉を、私たちは、自分

たちの足元にある地域の問題解決にもつなげ、地域に根ざして、地産地消・地域活性化、国内での立場の弱い

方々への仕事の創出など、地域貢献としてフェア(公正)であることを目指している。物事の背景や裏側に思いを



2 

 

巡らして、社会や環境に優しいか、関わる人みんなが喜んでいるのか、人も自然も、地球上すべての命がハッピ

ーであるよう、思いやる心がエシカルの美意識である。作る人も売る人も買う人もみんなが幸せな、誰も犠牲にし

ない穏やかな地球のために、買うものを「選択」することで新しい未来が始まる。私たちは、エシカル消費の普及

をとおして、未来の子どもたちに豊かな美しい地球をバトンタッチすることができると信じている。 

1-3 研究目的 

 今、日本や世界に目を向ければ、環境問題、貧困問題、心の問題など様々な問題が山積している。こうした社

会問題を解決し、希望ある未来を創るには、高い社会貢献意識と経営視点の両面 を備えた実践力のある若者

たちが多数社会に輩出されることが重要である。「新しい日本を創る人物になりたい」という高い志を持ち、社会

貢献活動を実践することで、実際に社会の役に立ちながら学びを深めていくことを目的とする。 

1-4 研究経過 

 このプロジェクトは、社会問題を解決しながら、高い経営力を持つ「ソーシャルアントレプレナー」という次世代リ

ーダーの育成を目指している。社会問題の解決の一方策として、フェアトレードの推進に取り組んだ。フェアトレ

ードとは、発展途上国で作られた原料や商品を適正な価格で取引し、生産者の生活向上につなげる貿易の仕

組みである。研究は、フェアトレードに関わる商品の選定と企画、商品の委託生産、商品の認知度向上、販売ル

ートの開拓の順に進めた。現在、ペルー産コーヒーについて、委託生産から定常的な店舗での販売までつなげ

ることが可能となった。 

1-5  研究方法 

 商業科目「課題研究」の時間をとおして、課題ごとのグループによる研究を進める。 

またＮＧＯ、大学、企業、国際交流協会との連携により、外国人との交流やイベントへの参加を推進する。な

お、高校三年生の授業科目「課題研究」選択生徒 ４０名が中心グループである。 

（課外活動時に有志で参加している１・２年生もいる）  

 

グループＡ モンゴル国の名産と羊毛フェルトを使ったアクセサリー 

Ｂ カンボジアの黒胡椒や本校栽培のハーブを使用した商品開発 

Ｃ ペルー（アチャマルムラ）のコーヒー豆の商品開発・販路開拓 

Ｄ アフリカザンビアのバナナぺーパーを使用した商品開発   

Ｅ フィリピンの環境・雇用・教育問題への取り組み（今回発表） 

 

２ これまでの活動（H28.10～H29.7）  

【平成 28年 10月】        

グランシップで行われた「世界お茶まつり」に出店した。多世代交流をとおしてフェアトレードやエシカルにつ

いての普及はもちろん貴重なご意見などもいただいた。 

 その他、静岡県国際交流協会主催「アースカレッジ」にも継続的に参加し、徐々に 

活動の認知度を高めていくことができた。また、東京都港区立エコプラザにて「ワンプ 

ラネットペーパーフェス ２０１６」が開催された。 

 今回のイベントは、昨年９月にニューヨークの国連本部において、１５０を超える 

加盟国のもとに採択された、「持続可能な開発目標（SDGｓ）」を実現するために、 

企業・組織・行政や学生がさまざまな立場で、自分たちにできることは何か、自分 

たちの力で社会を変えよう、という趣旨で開催された。本校の卒業証書をバナナペ 
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ーパーとしたことから M-SIPP を代表して２名の生徒がパネリストとして登壇した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同年 6 月に訪ねた「アフリカ・ローズ」（東京都港区麻布）の取締役社長である、萩生田愛様を本校にお招き

し、講義を行っていただいた。 

 この講義では、授業教員と講師とでチームティーチングの形式をとり、講義後半 

では生徒と講師とのフリートークという展開とした。 

 

                                                                       

【平成 28年 11月】 

“静岡を元気に”“子どもたちの未来に”にスポットを当て、静岡の魅力を発掘していく「明日へのチカラ」（静岡

朝日テレビ）の取材・撮影が行われ、M-SIPP の活動を取り上げていただく機会に恵まれた。メインパーソナリティ

は春風亭昇太師匠で、記念写真やサインにも快く応じてくださった。 

【平成 28年 12月】 

7 月にも本校にお招きした、一般社団法人エシカル代表の末吉里花様を本校にお招きし、フェアトレードやエ

シカルについて 3 時間にわたり、自由に質疑応答を行った。講義形式ではないため、生徒も積極的に質問し、

大変盛り上がり、意義深い時間であった。 

【平成 29年 2月】 

 静岡市日本平動物園で、羊毛アクセサリー作り体験「もこもこワールド」を開催した。 

 ※来年度は、動物園で飼育されている羊の毛を刈り取り、洗浄し、その羊毛を使いアクセサリー作りの体験をし

ていただこうと企画している。 

 また、「みんなの社協」による取材をしていただいた。 

 

 

 

 

 

これまでも、社会福祉協議会の会合等で、本校オリジナルドリップコーヒーを紹介してきたことから、より広い普及

につながればということでご提案をいただき、掲載の実現に至った。 

 

３ 提案：「高校生が力を合わせれば世界は変えられる！」  

エシカル消費が目指す公正な取引・社会とは何か。そしてエシカル消費が重視される思想的背景を考察した。
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その中心価値は他人に対する誠実さであり、まず「人」との出会いが大切であることはこれまでの活動から確信し

た。その普及のために、静岡市内外におけるさまざまなイベントに参加してきた。 

エシカル消費を普及するための企画・実践をとおし子供から大人まで幅広い年齢層に支持を得た。しかし、な

かには高校生がエシカル消費を普及することへの批判もあり、「高校生のお遊びには付き合えない」という厳し

いお言葉も戴いた。それでも私たちは、エシカル消費をより広く消費者に伝えることと、フェアトレード商品の「品

質」の良さを認識できる消費者を増やしていくことが大切であると考える。フェアトレードやエシカルは完璧なシス

テムではないし、矛盾も抱えている。しかし、誰かが動き出さねば、世界はかわらない。 

私たちも最初は「日本はどうなるんだろう」「どうせ世界は変わらない」と、ネガティブシンキングだったのだが、

様々な価値観と情熱を持った仲間と出会う場を通して、今の社会や未来の問題とのつながりに気づくことができ

た。その瞬間、未来をつくるのは自分たちだと強く自覚し、社会に対して動き出してきた。不安と諦めが、いつし

か自信と誇りに変わる。本気になれるものができると、人は輝き出し、特別な誰かではなく、誰もが輝ける。社会と

いう『しくみ』に働きかけ、だれもが挑戦しやすく、その挑戦を必要とする人々とつながることができる環境をつくり

あげたい。イベントは世界の片隅の出来事かも知れない。ただ、その場で感じた「気づき」を日常に持ち帰ること

で、お互いの周りから世界は変わっていくはずだと思う。その可能性に、私たちは挑戦し続け、持続可能な未来

に向けて、次世代を担う高校生が、課題解決に自ら参加する。このような想いもあり、各種イベントへの参加を継

続し、実践をしていくこととした。 

 

５ 実践 

5-1 エシカルをもっと身近に・・・ 

 毎年５月第２土曜日は、世界フェアトレード・デーで、世界中でフェアトレードをアピールする。 

この１年に１回の機会に、フェアトレードのみならず、エシカルな生産や消費、ライフスタイルを考え、発信するた

めに、エシカル協会がイベントを開催。東京都港区青山で開催されたエシカルフェスタ２０１７に出店した。 

私たちはフェアトレードやエシカルを普及するための商品を考案するとき、 

どうしてもグルメ商品を考えてしまっていた。 

しかし、私たちの日常生活に寄り添う商品はないかと考えていた時に素敵な 

出会いに恵まれた。株式会社リバースプロジェクトの福島様とＣＯＣＯ＆Ｋの 

大下様との出会いである。そこで、「高校生がほしいものとは？」「フェアトレード 

やエシカルをもっとみんなにも知ってもらうためにはどうしたらよいのだろう？」 

と私たちの想いをお伝えしたところ、「モノを自分たちで作る」という考えが生まれた。 

5-2 高校生の挑戦 

 高校生が「欲しい」と思うエシカルな商品を高校生と一緒につくる。 

普段使いのものを買う時にもエシカル要素を気にする人が少なくないこの頃。消費のあり方が大きな変化を見

せている。そんな変わりゆく時代の中で 若い人達は今何を「欲しい」と思っているのか？ 

自分達が「欲しい」と思うエシカルな商品を【株式会社リバースプロジェクト】【COCO&K】【東京都立総合芸術高

等学校】の皆様と私たちで一緒に作り未来を変えていく。 

そんな商品開発を行うこととなった。 

5-3 アップサイクル！！ 

 東京都北青山にある株式会社リバースプロジェクトのミーティングルームにて企画会議を行った。 

私たちは打ち合わせを通して、アップサイクルに取り組むことを決めた。 
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 アップサイクルとは不要になった物や素材をリサイクル（再循環）する際に、デザインなどの力によ

って元の物よりも価値や有用性を高めるリサイクルのことである。アップサイクルはエシカル・ファッ

ションの要素の一つであり、実際に「エシカル商品」とされるファッションや生活雑貨の領域では、ア

ップサイクルを手法としたものが多く見られる。私たちは飲み終えたアルミのジュースパックを使った

日用品の開発をすることにした。この商品はとっても「かわいい！」。アルミのジュースパックをきれい

に洗ってリサイクルして、回収、洗浄、乾燥、縫製、すべて手作業の工程を経て商品が作られている。

また、工場はフィリピンにあるので、商品の消費が増えれば、現地生産者の収入の増加にもつながる。

収入が増えることで、学校に通わせてもらえる子供たちも増える。環境、雇用、教育問題の改善につな

がる。まずはフィリピンの社会に貢献できるこの商品を、より多くの人に知ってもらうことを目的とし

た。何よりも、食べておしまい、イベントでおしまい、というわけではなく、購入したら長く使っても

らえるし、日常的に使用することでエシカルが身近に感じられるのではないかと考えたからである。 

 

 

5-4 デジタル班、発進！ 発信！！ 

 情報のデジタル化が進んだ今、ＳＮＳを使っている人がほとんどである。私たちの活動や想いを知っていただく

機会も少ない。そこで私たちは新たにデジタル班を設け、Instagram（インスタグラム）や Twitter（ツイッター）のア

カウントを作成した。 

 ＳＮＳとは「ソーシャル・ネットワーキング・サービス」という意味で、社会的ネットワークをインターネット上で構築

するサービスのこと。今やいろんなところで話題になっているし、使いこなしている高校生も増えている。友達だ

けじゃなく、芸能人ともつながれることも魅力なので、著名人からの「いいね」や「フォロー」にも期待を寄せた。こ

れらのメリットは、写真主体の SNS のため視覚的に分かりやすいところである。また、ハッシュタグの効果が高い

点も挙げられる。ハッシュタグは世界共通なので日本以外の国にも投稿を拡散することが可能である。 

※Instagramは、無料の写真共有アプリケーションソフトウェアである。 

※Twitterは、140文字以内の短文「ツイート」の投稿を共有するウェブ上の情報サービスである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E5%AD%97
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5-5 協会設立 

 どの分野でも高度な専門性、より本質重視がキーワードになっていると感じる。 

 イベント時のお客様や販路開拓時の交渉先からは、「高校生」ということで批判的なご意見が少なくない。もっ

と私たちの本気度を明確に伝える必要がある。 

 １ ブランディング 

   今後、私たちの活動の発展に繋げていくためにも、企業を協賛企業（スポンサー）として募ることも重要であ 

る。 

 ２ 収益モデル 

   持続可能な活動とするため、有益な協会として賛同してもらうことで、長期で安定的な収益を得ることにつな 

げる。 

 ３ 理念（想い） 

   継続して取り組んできた実績をもとに、賛同してくださる方々を募る。 

 ４ コミュニティ 

   理念（想い）を共有できる仲間（※）が集うコミュニティを主宰することで仲間の輪を広げる。（※）企業、大 

学、専門学校、高校、中学校、小学校など 

 

６ 検証                                          

6-1 振り返りとして 

（１）アイディアを地域で生かせる学びの場を作り、静岡の活性化に繋げることができた。 

（２）コンサルティングの意識を持ち、感性を生かしたマーケティング活動を学ぶ機会を得られた。 

（３）商品開発、販売促進、販路開拓で社会人と交渉をする過程で、社会人基礎力が身についた。 

（４）人権意識、郷土愛、勤労観、社会参画意識などを高め、国際貢献の意識が高まった。 

（５）計画から実施までの過程で、各教科とのつながりを持った実践力を身につけた。 

（６）活動のあらゆる場面において他者と関わるため、コミュニケーション能力が着実に向上した。 

（７）エシカル消費行動の前進が見られ、地域が活気づく様子を実感できた。 

（８）各種イベントに参加し、小さい子供が母国語と日本語を使い分け話している姿を目の当たりにすることで、

国際交流を進展させる共通言語としての英語運用力の重要性に気付いた。 

（９）多世代の交流をすることで、年齢に関係なく他者から評価を受けることで、探求するべき新たな課題に気付

くことができた。 

6-2 市場、消費者ニーズも上昇傾向 

 フェアトレードやエシカル消費について、企業の皆様とお話をする中で、商品の性能や価格だけでなく、最近

では「その商品が社会に与える影響」も商品の購入基準の 1つになっていることを学んだ。 
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エシカル消費についてのアンケートより           国内のフェアトレード認定商品の市場規模 

 

                                   

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マーケティング会社が実施した調査では、51%が「エシカル」に興味を持っており、特に 60代以上の女性が高

い。また 73%が「活動を行っている企業は積極的に情報発信すべき」、55%が「同じような商品であれば、エシカ

ル活動を行っている企業の商品を選ぶ」としている。 

この消費者ニーズの高まりに伴い、市場規模も拡大している。フェアトレード認定商品の市場規模は毎年拡

大しており、現在 94億円。エシカル市場全体を示すものではないが、市場の広がりが分かる。各種イベントへの

参加、SNS の活用をとおして、「自己の利益だけでなく、消費者や社会に対して利益をもたらす商いこそ美徳で

ある」という三方よしという考え方を理解することができた。ただ、私たちは、ここに「作り手」と「未来」を加えた『五

方よし』を伝えていきたいと思う。実際に活動してみて、さまざまな作業を見ても、物と人のかかわりよりも人と人の

かかわりとして対人交渉による仕事の場が多く、その対応の仕方によっては直接仕事に影響する。また、私たち

も消費者としてのニーズを捉え、それを掘り下げ顧客の立場でビジネスを展開するモデルを積極的に取り入れ

なければならない。そのためには、消費者ニーズ（喜びや満足度）への対応や人と人とのつながりを基礎とした

ビジネス・マインド（精神・倫理）を取り入れる必要がある。 

 また、環境・雇用・人権・平和・多文化共生などにおいて、様々な領域が互いに影響を及ぼし合いながら形成

されてきたことを知った。これらを一度、俯瞰的にとらえ、自身が地域から持続可能な世界のために何が必要か、

何ができるかを捉えるべきであると学んだ。 

 こうした考え方や理念をしっかり持ち合わせていれば、高校生でも世界を変える一歩を踏み出し、その影響を

周囲に与えることができるのだと確信した。 

高校生のアイデアでも、積極的に取り組んでいけば何らかの繋がりが生まれ、その繋がりが、まとまりとしての

円と、出会いという縁に結ばれる。そして、その縁がやがては地域活性につながっていくものだと強く感じた。 

 

７ おわりに 

7-1 継続が大事 

これまで考案してきた商品の販売、販路開拓については継続して行っていきたい。また、その素材を 100％エ

シカルなものに近づけていきたい。まだ、パッケージ素材や瓶などまでエシカルと言えない。現在取り組んでい

るアップサイクル商品も、ファスナーや留め金の部分は既存の製品である。私たちの考案したデザインではすべ

てをリサイクル品でまかなうことは難しいようだ。 
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また、協会についても新設のため、これまで以上に一生懸命、広報活動や営業活動をしていく必要がある。そ

して、私たちの活動や商品をとおして、生産者の顔が見える商品がもっともっとたくさんの方に知られて、消費者

がそれを選択していく。こうしたことが当たり前になれば、過酷な労働や貧困に苦しむ子どもたちの現実を変えて

いく仕組みを世界に作り出していくことができるのだと考える。 

エシカル消費とは倫理的消費、つまり何を選び、何にお金を使うのか、そして、そうした消費は大事な課題解

決の手段の 1つである、という考え方である。 

私たちの課題は、この取り組みにどれだけの共感を得られるかだ。そして、ニッチではなく、いかにメインに転

換できるかも重要な課題としてとらえている。 

これからも世界に笑顔を届けるために子ども達の未来に何ができるのか、私たちは考え続ける人間でありたい。 

7-2 エシカルタウン構想  

 エシカルという大きな傘がある中に、フェアトレード、オーガニック、地産地消、地方創生、伝統工芸品、障害者

の作られたものを積極的に購入する、動物福祉、などいろいろな消費のかたちが含まれているとても間口のひろ

い概念である分、多くの方にどこか共感できる入り口があるのではないだろうか。ただ、エシカルってなんだろう、

とはじめに思う方は多いと思う。 

 これは無縁なところからきているのではなく、昔から日本人が大切にしてきた「思いやり」「おかげさま」「おたが

いさま」「もったいない」の精神性とつながっているのがエシカルである。こんなエシカルな考え方を街ぐるみで共

有して、エシカルタウンに来る人もハッピー、そこで活動する人もハッピー、そこに関わっている人も、エシカルと

いう概念を通してハッピー。この三拍子が揃ったのがエシカルタウン。日本は外国人観光客が多い街ですが、海

外から来るお客様が喜ぶのはもちろん、日本に在住されている方もハッピーであることが、国内インバウンドの成

功にもつながっていくのではないでしょうか。エシカルタウンの認証をとおして、エシカルが日本から世界に広ま

っていくことを期待して構想した。 

今後、賛同していただけるよう多方面にわたり提案していきたいと思う。 
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[審査委員長からのコメント] 

高校生によるエシカルタウン構想で一定の実践を重ねている。企画力、実行力、ＳＮＳでの情報発信や協会設

立など高く評価できる。「高校生が力を合わせれば世界は変えられる」という提案に期待したい。取り組みを広げ

る工夫についてもう少し考えがあると更に良い。 

                                      

 


