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─ フェアトレードから考える
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世界中の人が愛してやまない飲みもの、
コーヒー。コーヒーはどのように生まれ、
なぜおいしいのでしょう？
その答えを探るべく、フェアトレードやコーヒーに長年携わってこられた方がたを講師に招いて、コーヒー
の実が生まれ、私たちの口に入るまでの一連の流れを追いかけます。地球と人に優しい「フェアトレード」
という輸出入や流通について具体的に学ぶと同時に、
実際に焙煎やコーヒーの美味しい淹れ方も体験します。
１杯の美味しいコーヒーが持つ物語を一緒にひもときながら、コーヒーの向こう側にある産地の風景や生産
者の暮らしを感じてみましょう。

● 2011 年５月〜 11 月 ● 基本的に毎月第四金曜日 19:00 〜 21:00
● 全６回 / 定員 30 名 ● 受講料 20,000 円

● 2011 年５月〜 11 月 ● 基本的に毎月第２金曜日 19:00 〜 21:00
● 全６回 / 定員 30 名 ● 受講料 20,000 円
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9/10（⼟）10:00 〜 12:00

コーヒーとフェアトレード
─東ティモールの経験

井上礼 子 （NPO 法人パルシック代表理事）
香しいコーヒーは、もはや私たちの生活にとって
なくてはならぬもの。
「うちカフェ」がブームと言
われ、自宅でコーヒーの焙煎までする人が増えて
いる。その香りのなかで、このコーヒーを１粒１
粒摘み取り、果肉を除去し…という作業をする生産者たちに
も思いを馳せたい。

「キリマンジャロ」の産地・ルカニ村
─フェアトレードの役割と課題

辻村英 之 （京都大学教員）
私が主導しているルカニ村・フェアトレード・プ
ロジェクトを事例とし、写真をふんだんに利用し
て、フェアトレードの意義と困難さについて具体
的に説明します。
●主著：
『おいしいコーヒーの経済論─「キリマンジャロ」の苦い現実』太田
出版 2009/『コーヒーと南北問題─「キリマンジャロ」のフードシステム』日本
経済評論社 2004 ●参考文献：辻村英之『おいしいコーヒーの経済論─「キリ
マンジャロ」の苦い現実』太田出版 2009

東京都文京区を訪ねる

珈琲の焙煎を体感しよう！
河 野 雅 信 （珈琲サイフォン株式会社 代表取締役社長）
一般消費者の方は生豆を見たことがなく、黒く煎っ
た豆が輸入されていると勘違いしている方も多く
いらっしゃいます。生豆がどの様にして焙煎され
るのか体験してみましょう。
●主著：
『知識ゼロからのコーヒー入門』幻冬舎 2009

良いコーヒー、悪いコーヒー、普通のコー
ヒー。美味しいコーヒーとまずいコーヒー
松 本 勝 芳 （石光商事株式会社 東京コーヒーチーム）
「コーヒーは嗜好品だから個性に見合った味わいが
良いよね！」でも、それって本当？ 品質って何？
味覚って何？ 味作りって何？「良いコーヒー」と
「美味しいコーヒー」の違いを考えましょう。
●編集協力：河野雅信『知識ゼロからのコーヒー入門』幻冬舎 2009 ●参考文
献：全日本コーヒー検定委員会『コーヒー検定教本（改定版）』全日本コーヒー
商工組合連合会 2006/ 広瀬幸雄『もっと知りたいコーヒー学─工学屋が探究
する焙煎・抽出・粉砕・鑑定 etc.』旭屋出版 2007

─生産者の暮らしとインド・タミールの歴史

中 村 尚 司 （パルシック理事）
紅茶を味わうとき、生産者が誰か気にしない。美
味しくて安全なら十分だ。しかし、時には生産者
が「ハウルの動く城」のような苦労を背負ってい
ることも考えてみよう。
●主著：
『地域自立の経済学』日本評論社 1998/『人びとのアジア─民際学の
視座から』岩波新書 1994 ●参考文献：中村尚司『スリランカ水利研究序説
─灌漑農業の史的考察』論創社 1988/ 反差別国際運動アジア委員会・反差
別国際運動日本委員会編『スリランカの内戦と人権』解放出版社 2008

6/18（⼟）10:00 〜 16:00

メキシコでのフェアトレード・
コーヒーショップ作りをめざして
山本純 一 （慶應義塾大学教員）
日本にメキシコ・マヤビニック生産者協同組合の
フェアトレード・コーヒーを紹介するだけでなく、
メキシコ国内でのフェアトレード・コーヒーショッ
プ作りをめざしています。
●主著：
『メキシコから世界が見える』集英社新書 2004/『インターネットを武
器にした〈ゲリラ〉─反グローバリズムとしてのサパティスタ運動』慶應義塾
大学出版会 2002 ●参考文献：山本純一・田島英一（共編著）
『協働体主義─
中間組織が開くオルタナティブ』慶應義塾大学出版会 2009/ 山本純一「コー
ヒーのフェアトレードの可能性と課題」山本純一・野村亨（共編著）
『グローバ
ル・ナショナル・ローカルの現在』慶應義塾大学出版会 2006
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コーヒーの輸入、焙煎から販売まで
岩 田 斉 （コーヒー鑑定士）
コーヒー価格は現在、世界需給バランス、投機対
象など様々な要因で急騰しており、品質と価格をしっかりと
目利きできることがますます重要になってきたと思います。
このような状況下での貿易取引、品質、価格とコーヒーに関
わる目利きの話を中心にしたいと思っています。

〈８月〉東ティモール

フェアトレードコーヒー生産者を訪ねる旅
パルシックの人気商品「カフェ・ティモール」の生産者の村を訪ね、
コーヒーの生産を手伝いながら、農民とふれあう旅へ一緒に行き
ませんか。※別途参加費がかかります。詳細は P ２をご覧ください。

茶の味、色、成分を科学する
冨 田 勲 （静岡県立大学名誉教授 / 茶学術研究会前会長）
紅茶も緑茶も同じツバキ科のチヤの樹の葉から作
られる。しかし、その味や色が違うのは何故なの
だろう。それは製法が違い、含まれる成分が違う
からである。ここでは、紅茶が飲み物として、世
界に君臨している理由を考える。
●主著：
『茶の化学成分と機能』
（共著）弘学出版 2002 ●参考文献：佐野満昭・
斉藤由美『紅茶の保健機能と文化』アイケイコーポレーション 2008

10/21

セイロンティーの奥深い魅力
静岡県掛川市を訪ねる

茶摘み体験で、緑茶と紅茶の違いを知ろう！
服 部 吉 明 （株式会社流通サービス代表取締役 / ハットリ農園）
美味しいお茶は土作りから。畑を見ると、違いが
よく分かります。茶摘み、手もみを体験しながら、
緑茶と紅茶の違いを
知りましょう。品種
や茶園ごとのそれぞれの木の特
徴を、実際に飲んで試してみま
せんか。

堀 江 敏 樹 （ティーハウスムジカ オーナー）
2012 年は、紅茶の中でも日本人に最も親しみの
あるセイロンティーの、茶業 145 年記念の年に当
ります。個性的な優良品質茶が生産されますが、
日本の市場において RTD ─ TEA（ペットボトル・
缶紅茶）に商品化され、リーフティーの消費は減少の傾向に
あります。環境問題もあわせて今一度セイロンティーを見直
したいと思います。
●主著：
『紅茶の本 決定版』南船北馬舎 2006/『カルカッタのチャイ屋さん』
南船北馬舎 1996

11/25
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紅茶の本場、スリランカから

10/14

6/3

9/16

スリランカの茶園で過ごして

7/22

中 永 美 津 代 （セイロン紅茶専門店ミツティー店長）

茶のルーツに迫る
─中国茶文化の歴史

川 谷 眞 佐 枝（日本中国茶普及協会理事 /NPO 法人現代喫茶人の会副理事長）
緑茶・烏龍茶・紅茶、全てのお茶のルーツは中国
にあります。５千年の歴史を持つ中国茶ですが、
今回は、その文化面に焦点を絞り、じっくり歴史
を辿ってみたいと思います。
●主著：
『もっと気軽にティーパーティー 紅茶とお菓子』冬花社 2004 ●参考
文献：布目潮渢『茶経詳解』淡交社 2001/ 陳宗懋（編）
『中国茶経』上海文
化出版社 1992

※パルシックについては P48 をご参照下さい。

スリランカでの茶園滞在の体験をふまえ、セイロン
ティーの奥深い魅力、それぞれの産地による違いや、
スリランカの紅茶文化についてお話しします。
●主著：末広美津代『そんな紅茶で満足ですか―スリランカの本物の味と香り
を楽しむ秘訣』祥伝社黄金文庫 2002/ 末広美津代『泣いて笑ってスリランカ─
体当たり紅茶修業の１年日記』ダイヤモンド社 2006
（２冊とも著者名は刊行当時）

〈９月〉スリランカ

美味しい紅茶の故郷を訪ねる旅
スリランカ紅茶園を訪ね、有機紅茶生産の取り組みを見学すると
ともにスリランカの歴史を学ぶ旅も開催予定です。
※別途参加費がかかります。詳細は P ２をご覧下さい。
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私たちにホッと心安らぐ時間を与えてくれる紅茶。茶の木からは、紅茶、緑茶、ウーロン茶…、色も香りも
違うお茶ができあがります。 紀元前の中国で発祥したと言われる茶は、なぜ世界中の人びとに愛され、飲
まれるようになったのでしょうか。 このクラスでは、茶の文化が世界に広まるに至った歴史、紅茶から見
える世界の南北問題、同じ木から全く違う味の飲み物ができあがる理由、さらには、美味しく紅茶を飲むた
めの秘訣について学びます。オプショナルで、スリランカ料理店での食事会や、イギリス式のアフタヌーン
ティーを楽しむお茶会も企画しています。

