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1. はじめに・謝辞 

 

はじめに、本報告書を手に取っていただきありがとうございます。本報告書は、MPJユース 2015

年度ルワンダ研修を通じて参加メンバー11人が学んだこと、体験したことを皆様にお伝えできれ

ばと作成したものです。本報告書に最後まで目を通していただき、少しでもルワンダという国、そし

て我々ミレニアムプロミスジャパンユースの会（MPJユース）の活動に興味を持っていただけまし

たら、この上ない喜びです。 

 

今回の研修は 2016年 2月 17日～3月 1日の日程で現地に渡航しましたが、事前の準備は約

半年ほど前より始まりました。これらの準備を進めていく過程では、幾度も計画を立て直し、最終

的な予定は直前になるまで決定できず、現地に行ってからも変更が起きるという状況が続きまし

た。こうした状況の中で、我々が無事に二週間の研修を遂行できたのは、一重に多大なるご支

援・ご協力をいただきました皆様のおかげです。まずは、国際交流基金様に資金面で貴重なご支

援をいただきました。いただいたご支援のお陰で、特に学生会議では現地のルワンダ人学生のみ

ならず、タンザニアからも学生を招致することができ、非常に多様な議論の場を設けることが出来

ました。厚く御礼申し上げます。また、現地でのホテルや交通手段の手配、その他ロジ全般をお願

いした株式会社エイチ・アイ・エス、担当の伊藤様には、いつも非常に迅速なご対応をいただきま

した。今回の研修では、現地で体調不良のメンバーが出るなどトラブルが続いた中で、伊藤様に

いただきました手厚いサポートには、参加メンバー一同心より感謝しております。 

 

また、現地では East Africa Eco Explorer様のガイド、Rwagasana Muzana Carine氏に大変お

世話になりました。流動的な我々の予定に常に柔軟に対応していただき、また的確なアドバイスを

いただきましたこと、心より感謝申し上げます。そして、直前のアポイントメントにも関わらず、我々

一同を温かく迎えていただきました訪問機関の皆様のお陰で、今回の研修は非常に実りあるもの

となりました。日本で事前に自分達で学んでいるだけでは、やはり情報量・質ともに限界がありま

す。現地で訪問させていただいた各機関で、皆様にお話しいただき、質疑応答の時間設けていた

だいたことで、初めて分かることが非常に多くありました。このような機会を設けていただき、本当

にありがとうございました。 

 

そして、普段のMPJユースの活動のご支援から、本研修の準備に始まり、現地での活動中も続

けてサポートいただきました、認定 NPO法人ミレニアム・プロミス・ジャパンの鈴木りえこ理事長、

そして職員の皆様に心より感謝申し上げます。また、ご心配やご不安もあった中、今回我々をル

ワンダへ送り出していただいた、メンバー一同の保護者の皆様にも感謝申し上げます。 
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最後に、2009年の MPJユース設立以来、毎年このアフリカ研修の歴史を繋いで来てくださった

諸先輩方にお礼申し上げます。先輩方がこれまで着実に研修の実績を積みあげてこられたからこ

そ、我々は多くの方にご支援を賜わることができ、本研修を遂行できました。個人的には、代表と

してアフリカ研修を率いる立場になり、これまで以上に諸先輩方の偉大さを感じると共に、なんと

か自分も同じように頑張らねばといつも目標にさせていただいておりました。 

 

今回の研修は、本報告書と、今後予定しております複数回の報告会にて一旦区切りを迎えます

が、「学び、発信する」ということを活動方針としている我々MPJユースとしましては、まだまだ活

動の本番はこれからであります。最近では少しずつ国内のメディア等でアフリカについて目にする

機会も増えてきましたが、やはりそれでも、非常に限定的なイメージの上での紹介が多いように感

じます。そうした状況の中で、現地で今回の研修を経た我々が、今後のユースでの活動、そしてこ

れからの生活の中で皆様に自分たちの経験を伝えていくことで、「アフリカ」と決して一括りにはで

きない、ルワンダの現在の本当の姿を知ってもらい、そこから更に、少しでもルワンダに興味を持

っていただければ、それが我々のゴールなのではと考えております。また参加メンバーにとって、

今回の研修で学んだこと・感じたことが、これからの彼らの人生の中で、それぞれの夢を追う何か

しらの糧になってくれればと願っております。 

 

最後になりますが、改めて本研修に携わってくださった全ての皆様に、心より御礼申し上げます。

本当にありがとうございました。 

 

研修代表 東京大学文学部 4年 

福谷佳苗 
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2. 研修概要 

 

MPJユースは 2月 17日～3月 1日の日程でルワンダ研修を実施しました。 

私達の研修は、現地機関訪問、ミレニアム・ビレッジでのホームステイ、現地大学生との国際学生

会議の３つの大きな柱から成り立っています。 

 

研修の前半では、kLab（IT起業家育成のための協働スペース）、RDB（ルワンダ開発局）、

Agaseke Promotion Project（女性の就労支援団体）といった現地の機関、そして日本に関連す

る機関として日本大使館と JICAルワンダオフィスを訪問させていただきました。 

現地の機関では、ルワンダの発展に向けて非常に意欲的な取り組みを進めているお話を伺い、

今後のルワンダの成長を確信すると共に、1994年に起こったジェノサイドから 20年間の間に「ア

フリカの奇跡」とも呼ばれるほどの飛躍的な復興・発展を遂げた理由が分かった気がしました。ル

ワンダは内陸国で国民の 8割は農業従事者という現状ですが、政府は IT立国を目指し、現在

ICT（情報通信技術）の普及・整備に力を入れています。実際にお話を伺っている中でも、現地の

機関では非常に速いスピードで ICTの整備を進めている印象を受けました。 

 

また、こうした機関の他に、ルワンダの歴史の中で避けて通ることのできない、民族間での大虐殺

の歴史に関連して、首都 Kigali と郊外のMurambi という街にあるジェノサイドメモリアルを 2か

所見学しました。こちらでは、大虐殺に至るまでの歴史からその後の復興までの詳細な展示と、亡

くなられた犠牲者のお墓や祈念碑が並んでいました。そうした展示を見学していると、わずか 20

年前に、こうした悲劇が繰り広げられたことが信じられないという思いに圧倒され、同時に、二度と

同じ過ちを繰り返さないという、ルワンダの人々の強い決意も感じました。 

また、大虐殺当時を描いた映画「ホテル・ルワンダ」の舞台となったミルコリンズというホテルにて、

MPJ理事長の鈴木と共に、前駐日大使のシャルル・ムリガンデご夫妻と会食の場をいただきまし

た。 

 

その他に、北東部に位置するアカゲラ国立公園にてサファリツアーに参加しました。日本ではなか

なか見ることの出来ない、野生で暮らす動物の様子を間近で観察することができ、過密な日程の

中での良い息抜きとなりました。 

 

研修半ばからは、ミレニアム・プロミス・ジャパン（MPJ）が支援するミレニアム・ビレッジの一つであ

る、Mayangeビレッジにて 2日間ホームステイを行いました。研修メンバーは 2人または 1人ご

とに村のご家庭に泊めていただき、それぞれのご家族に村の生活を体験させていただきました。

小学校やヘルスセンターを訪問したり、ルワンダ名産の籠である Agaseke作りを体験させていた

だいたりと、短い期間ではありましたが、各々現地の暮らしを楽しみました。2日目の夜には、歓
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迎のパーティーを開いていただき、村の学生たちがルワンダの伝統ダンスを披露してくれました。

なお、こうしたホームステイは、村の新しい事業として始まったエコツーリズム事業の一環で、今回

ユースも初めて利用させていただきました。 

 

研修の最後は現地の大学生、タンザニアから招待した学生との 3日間にわたる学生会議を行い

ました。ここでは、政治外交・経済・ビジネス・教育の 4つのグループに分かれ、日本とルワンダの

今後の発展に向けて何が必要なのかということを話し合いました。一つ嬉しい誤算としては、今回

集まってくれた現地学生の中に、ルワンダ人だけではなく、隣国のブルンジやケニア、ウガンダ、

ボツワナといった国から来た留学生がおり、非常にバラエティに富んだ議論を行うことが出来まし

た。 

 

今回の研修を通じて、我々研修メンバーは様々な観点からルワンダについて学び、体験してきま

した。この中で見えてきたのは「アフリカ」という言葉では決して一括りにできない、新たな発見に

満ちたルワンダの姿です。そしてそれらの発見は、当報告書並びに研修報告会にて皆様にお伝

えできればと思っております。どうぞご期待ください。 
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3. 研修参加者名簿 

本年度研修には以下表の通り、10名が参加した。 

役職 名前 所属（参加時） 学年（参加時） 

代表 福谷佳苗 東京大学文学部歴史文化学科 4年 

副代表 土屋潔浩 東京大学工学部システム創成学科 3年 

 高瀬美緒 玉川大学文学部比較文化学科 3年 

 青野将大 東京大学理科 2類 2年 

 伊藤里紗 立教大学観光学部 2年 

 大畑毅志 東京大学文科 1類 2年 

 黒川拓海 東京大学文科 1類 2年 

 萩尾公貴 東京大学文科 2類 2年 

 三浦健 東京大学理科 1類 2年 

 永井麻菜 東京外国語大学国際社会学部国際社会学科 1年 
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4. 研修スケジュール 

日付 滞在地 時間 訪問機関・活動 

2月 17日 成田空港  成田空港出発 

2月 18日 （アブダビ）

（ナイロビ） 

キガリ 

 乗り継ぎ 

乗り継ぎ 

キガリ国際空港到着 

2月 19日 キガリ 午前 kLab訪問 

午後 ルワンダ政府開発局（RDB）訪問 

2月 20日 ムランビ 

ブタレ 

 ムランビ虐殺記念館訪問 

ルワンダ国立博物館訪問 

2月 21日 アカゲラ国

立公園 

 アカゲラ国立公園訪問 

2月 22日 キガリ 午前 在ルワンダ日本大使館訪問 

午後 JICAキガリ事務所訪問 

JICA職員と夕食 

2月 23日 キガリ 午前 キガリ虐殺記念館訪問 

午後 Agaseke Promotion Project、Joseph さんと会食 

2月 24日 キガリ 

マヤンゲ村 

午前 Agaseke Promotion Project見学 

午後 マヤンゲ村に移動、各自ホームステイ先に解散 

2月 25日 マヤンゲ村 午前 各自ホームステイ先でアクティビティ 

午後 

夕方 

同上 

マヤンゲカルチャーセンターでの歓迎パーティー 

2月 26日 マヤンゲ村 

キガリ 

午前 現地テレビ局取材、キガリへ移動 

午後 学生会議：文化交流 

2月 27日 キガリ 午前 学生会議：テーマ別ディスカッション 

午後 同上 

2月 28日 キガリ 午前 学生会議：プレゼンテーション準備 

午後 各テーマ班ディスカッション 

2月 29日 キガリ 

（ナイロビ） 

（アブダビ） 

 キガリ国際空港出発 

乗り継ぎ 

乗り継ぎ 

3月 1日 東京  成田空港到着、解散 
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5. 会計報告 

本研修では、独立行政法人国際交流基金様より、○○事業として助成金 60万円をご支援いただ

きました。助成金に関しては、○○及び○○の用途で利用しました。 

その他、研修全体の収支としては、以下に示す表のようになっています。 

 

収入 支出 

国際交流基金助成金   ¥600,000 航空券費用   ¥1,448,040 

参加者参加費   現地費用（HIS委託費用）  ¥1,560,000 

  航空券代徴収金  ¥1,448,040 アカゲラ国立公園サファリ費用  ¥303,360 

  現地滞在費徴収金  ¥1,377,600 海外旅行保険費用  ¥117,600 

  現地食費徴収金  ¥201,600 食費  ¥160,644 

  研修後調整徴収金  ¥99,000 通信費  ¥23,691 

MPJ助成金  ¥100,000 ビレッジ滞在費  ¥77,961 

    タンザニア人学生渡航費  ¥100,000 

    報告書印刷費  ¥20,000 

      雑費   ¥14,943 

収入計   ¥3,826,240 支出計   ¥3,826,240 

※収支表計算時の計算レートは 1 ドル 117.32円（2016/2/16三井住友銀行渋谷外貨両替コーナード

ル購入レート）及び 1ルワンダフラン 0.00129 ドル（2016/2/28 キガリ市内 UAEXCHANGEルワンダフラ

ン購入レート） 
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6. 現地訪問機関報告 

① kLab 

2/19の午前、今回の研修の最初の訪問先として kLabを訪問した。前日のフライトの疲労から

か、もしくはルワンダという異国の雰囲気がまだ分からなかったからか、メンバー全員から多少

の緊張感が感じられた。kLabでは Aphrodice Mutangana さんがオフィスを案内してくださり、

質問にも答えてくださった。またこのオフィスでは後に Rwanda Development Board（ルワン

ダ開発庁）に行った際に、お話をしてくださった ICT部門投資戦略長の Steve Mutabazi さん

とも偶然お会いした。 

 

kLab とはルワンダの ITに関わる人全般が繋がるためのハブとしての役割を持つスペースで

ある。またそれと同時にベンチャーをやりたい人の育成やメンター、出資者と起業家をつなぐ役

割を担っており、kLabからベンチャー企業が 100個誕生することを目標に活動している。また

ルワンダ全体では 200,000 もの会社が毎年起業されているとおっしゃっていた。kLabの協賛

企業には The Rwanda Private Sector Federation（ルワンダ中小企業組合）やルワンダ開

発庁、英米の期間などが名を連ねる中、日本の JICA も kLabに協賛を行っている。kLabに

登録している人はルワンダ人や East Africa Community域内のケニア人やタンザニア人の他

に、アメリカ人やアイルランド人など多様な人種の方が登録している。過去には千人規模の人

が登録している人がいたが、登録しているだけの人がほとんどであったため、現在は 190人

ほどに登録人数を限っているという話であった。 

 

kLabのオフィスの中には、Fablab と Open Terrace, Work Spaceなどの場所があった。

Work Spaceは登録者がビジネスモデルを考案しており、時々来るメンターに相談する場所で

あった。Fablabは主に 3Dプリンターといった最新のハードウェアの展示会が開かれるための

スペースである。Open Terraceでは週に一回プレゼンの場が設けられ、起業家たちが集まっ

た人たちに自分のビジネスプランのプレゼンテーションを行い、フィードバックをもらったり、自

分のビジネスプランに共感して支持してくれる人を探したりするということであった。 

 

一通り kLabについての説明が終わった後、質問の時間が設けられ、ITやルワンダの外資、

ベンチャー企業の状況などビジネスに関する質問をそれぞれのメンバーがしており、この質問

に一つ一つ丁寧に答えてくださった。中でもルワンダでビジネスを行う際に難しいことで、ルワ

ンダ特有のことをお聞きした際に、税制や資本へのアクセスの悪さなどを挙げる中で、ルワン

ダ人のマインドセットがまだ低い状態であるとおっしゃっていたのは印象的であった。ルワンダ

では国を挙げて ITでの国の発展を目指していて、実際に今のところは「アフリカの奇跡」と呼

ばれるほどの経済成長を成し遂げていたためにルワンダの国民も ICT環境に適したスピリット
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をすでに兼ね備えていたのではないかと思っていたが、まだまだその点は発展途上であるとい

うことらしい。 

だが、Doing Business RankingやWorld Competitive Rankingでアフリカ大陸内のみなら

ず、世界的に見ても上位にランクインするほどにはルワンダの経済、ビジネス、ICT環境は成

熟しており、この kLab もさらに拡大して量・質ともにベンチャー企業の輩出という点においても

向上するのであろうと感じられた。アフリカ大陸のハブになることを目指すルワンダが今後アフ

リカ大陸の中で貿易上、どれほど重要な立場になるのかということは注視すべき点であると考

えられる。 

 

kLabのオフィスの前で撮った集合写真 

 

② Rwanda Development Board （ルワンダ政府開発局） 

2/19、午前中に kLabを訪問した我々は午後に RDBを訪れた。簡単な RDBの説明の後、

個々のメンバーの関心に沿った質問にお答え頂いた。RDBはルワンダの経済成長を担う重

要な政府機関であり、職員の方から様々な貴重なお話やご意見を頂き、各自個人研究や学生

会議等に役立てることができた。 

 

現在のルワンダを一言で表すとすれば、必ず挙がるワードは経済成長であろう。年 7%という

高水準の経済成長を続ける東アフリカの小国は、ビジネスの世界では熱い注目を浴びている

と聞く。そのため、メンバーの個人研究や興味の対象も、ルワンダの経済発展にフォーカスし

たものが多く、RDB訪問に期待していた。 
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RDBの概況と日本との関係性 

元々8つあった政府機関を統合し、各々の機関が持っていた機能を集約した上で効率化と合

理化を図った結果、RDBが誕生した。中小企業や外国企業等と幅広く協力し、プライベートセ

クターを通じて経済成長を促進することを目的としている組織である。 

 

RDBの概要及び日本との関係性について簡単なプレゼンを用意して頂いた。RDBでは 1980

年代以降のアジアの急成長を踏まえたうえで、現在のアフリカ及びルワンダに必要なものは、

テクノロジーであるとの考えを念頭に置いている。アフリカに対する信頼を醸成し、ビジネスを

快適に行ってもらう環境を作るためには優れたテクノロジーが必要であるから、そのために

RDBは多様な投資を行っていると説明して頂いた。 

 

一方、日本との関係については、日本の巨大な経済をこれ以降支えるならば、アフリカと協力

していくことが一つの解決策になるだろうとおっしゃっていた。重要なファクターはヒューマンキ

ャピタルであり、日本は教育などを通じて産業を健全化、改善することができる。即ちアフリカ

にとっては成長のチャンスであるが、同時に日本にとってもアフリカでビジネスに参入すること

で利益をもたらすだろうという見解であった。 

 

価値創出に重きを置いた経済成長 ―教育及び ICTの側面から― 

教育、観光業、雇用問題、ICT等様々な分野での質問をしたが、一つ RDBが強調している点

が見えてきたように思う。特に教育、ICTの分野において顕著であったのが、「価値を創出する

コミュニティー」という概念である。ルワンダのような市場規模が小さく内需が限定的な経済構

造を持つ国においては、しばしば価値集約型の産業形成に注力するケースが見られる。現に

経済成長の要因を尋ねた質問に対しては、やらねばならないことをやることができただけであ

り、他に選択肢はなかったと答えていたのが印象的だった。ルワンダの経済発展を支えている

経済政策については我々が口を挟む余地はないが、ルワンダ政府の意向としては知識・価値

集約型産業へ投資を集中させることにより発展を持続させていこうというものであろう。 

 

教育とビジネスの連携についての質問に対し、ビジネスを創出するようなイノベーティブな共同

体を創出することで、ルワンダにおいて新たなビジネスを発展させていきたい。その中核となる

のが、教育であると答えられた。アメリカの有名な大学であるカーネギーメロン大学をルワンダ

に誘致し、現在その教育を受けられるようになっているそうである。また、日本の神戸電子専

門学校とも提携し、ルワンダ人学生を受け入れてもらっている。教育を通じてヒューマンキャピ

タルをビジネスへと還元していくシステムづくりの一環として教育は定義づけられているよう

だ。 

失業対策に対しても、第一にはプライベートセクターを発展させ雇用を促進させていくことが一

番重要であるとされた。しかし、ユニークなビジネスのアイディアを持っている若い人々を支援
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するようなプログラムも考えているとのことであり、kLab もその一環であるようだ。通常の途上

国においてはあまり類を見ないような、先見の明のある試みであろう。 

 

また、ICTの重要性については次のように説明して下さった。キガリを中心にイノベーティブな

共同体を作る上で、ICTが重要になってくる。高度な教育を受けた人間と、ビジネスフレンドリ

ーな環境を揃えたテクノロジークラスターを実現することを目指している。ICTについては、20

年前に一から始まったがこれからセカンドフェーズに入っていく段階であり、以降は EAC（東ア

フリカ共同体）のハブとなることを目指していく。 

 

具体的には、教育のための手段としてパソコンを学校に導入し始めているそうだ。主眼は小学

校と中学校であり、ディジットリテラシーを提供、及びデジタルカリキュラムも導入しているそう

だ。実際に現地の学校において確認する機会がなかったのが残念である。また、コミュニティ

ーベースのものとしては、コミュニティーにあり人々がそこで様々な情報を得ることができるテレ

センターというものがあるらしい。こちらも現地で直接目にすることはなく、あくまで整備中という

ことであろう。 

 

ルワンダの経済成長について 

一概に、ルワンダの経済発展の要因を断定することは無論できないが、RDBの訪問を経て感

じたことが一つある。それは、自国の置かれた状況を適切に判断し、適切な決定を下すことが

できる能力があるということである。お話を伺った職員の方々は、やはり日本やアジア諸国の

経済発展について詳しく、高度な教育を受けたことが窺えた。トップダウン型の政治構造も相ま

って、ルワンダは確かに経済成長を続けている。また、途上国に不足するものとしてよく指摘さ

れる中長期的な視点もきちんと持ちあわせており、長いスパンでの目標設定と政策実行が可

能である。これからの世界経済がどのように変遷するかは分からないが、それに応じて柔軟に

変化していくルワンダの経済成長には注目していきたい。 

 

③ ムランビ虐殺記念館 

現在記念館となっている建物は、虐殺当時、学校として使われる予定であった。1994年 4月

21日フツ族から逃げるため、フランス人の保護を期待してその学校に集まったツチ族の人々

は、フツ族民兵により虐殺された。その後、周辺の教会へと逃れたツチ族も大半が虐殺され

た。被害者数は 2万から 6万ともいわれるが、その数ははっきりしていない。 

 

敷地の手前側に技術学校となるはずだった建物があり、背後に虐殺当時の建物が残されてい

る。ミイラ化された遺体やへこんだ頭蓋骨、不自然に折れ曲がった人骨が山のように収容され
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ている。穴の開いた骨、苦痛がわかるミイラ、死臭のような独特な臭い、など数あるルワンダの

虐殺記念館の中でも独特な展示方法である。 

 

キガリからバスで 3時間ほど進んだフイエ(旧名ブタレ)にある。 

民族を記載した IDカードの導入など植民地支配政策に端を発し、1950年代から徐々に発生

したフツ族によるツチ族への小規模な虐殺が正当に罰されずに見過ごされていった結果、悲

劇は起こった。 

敷地内にはその他にも、ツチ族への虐殺がされている横でフランス軍はバスケットボールをし

て遊んでいたことを示す記念碑や、国連の介入後、虐殺を隠蔽しようと死体を埋めた穴の跡な

どが残っていった。当時の悲しみと苦痛を生々しく今に伝えている。なぜ人はこのような虐殺を

繰り返してしまうのか、と問いかけざるを得ず、また女、子供含め数十万人の被害者を出したこ

の残虐な出来事を二度と繰り返してはいけない、繰り返さないために何ができるのかを考えな

ければならないと感じさせる場所であった。 

 

ムランビ虐殺記念館にある遺体の公開・安置施設。10の小部屋がある建物が 10棟以上並んでいる 

 

④ ルワンダ国立博物館（ルワンダ国立博物館郡 民族学博物館） 

ガイドさんからの提案を受け、ムランビ虐殺記念館の帰路の途中にあった、INSTITUTE OF 

NATIONAL MUSEUMS RWANDA, Ethnographic Museum(国立民族学博物館)へ訪問し

た。民族学博物館はキガリから 130ｋｍほど離れた Huye という都市に位置していて、ルワン

ダにある６つの国立博物館のうちの一つである。1987年に設立されたこの博物館は、7つの
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ギャラリーによって構成されていて、民族学と考古学に関する展示品を鑑賞することができる。

展示品の多さから東アフリカの中でも有数の博物館だそうだ。 

 

私たちが訪問した際、閉館時間が迫っていたにも拘らず、館内には多くの現地の高校生や、観

光客で賑わっていた。ガイドさんの話によれば、この博物館は現地の人々だけではなく外国人

観光客にも人気のスポットであるそうだ。そのためか動物の形をした木彫りの置物や、伝統的

な太鼓などの楽器、ルワンダバスケットなど品揃えが充実したお土産コーナーも存在した。観

光客の中には、博物館のスタッフによる解説を受けながら館内を回っている人も見られた。展

示品はルワンダの民族の伝統的な衣装・工芸品・武器・農具・様々な生活用品や、かつて王が

暮らしていた家を再現した大型の模型などがあった。その模型の中には実際に中に入ること

ができる。ガイドさんの話によれば、この家は葦などを使って作られているそうなのだが、やは

り王の家ということもあって植物だけで作られているとは思えないような頑丈さで、王がどれだ

け力を持っていたのかということが伺えた。床はまるで日本の畳を薄くした茣蓙の様な感触で

あったり、室内をぐるりと回ると王の寝室があるのだが、そこ部屋を仕切っているものがどこか

日本の屏風を感じさせるものであったり、思わぬところでルワンダに対する親近感を感じた。ま

た他には動物の毛皮が原型をかなり留めた状態で展示されていたため、ガイドさんに用途を

伺ったところ腰回りを覆うような形で着られていた服とおっしゃっていた。私の知識が浅かった

こともあり、毛皮というものは極寒の地域で防寒を目的として用いられるものだと思っていたの

で、アフリカ大陸でもこのようなスタイルが存在していたことにとても衝撃を受けた。ルワンダの

民族の生活を肌で感じられた。 

 

私たちのような観光客、それだけではなくルワンダ国民である現地の人々や学生にとっても、

ルワンダにおける民族の当時の生活を体感できる機会というものはとても限られている。その

ような状況の中で、当時の写真や人々が日々使っていた物を、自分の目で実際に見て、自分

の手で触れることによって、確かにここルワンダで今の私たちとは全く違う生活を送っていた

人々がいたことを感じられた。同時に、展示品一つ一つから、この国で培われた技術や人々の

努力や思いが伝わってきた。また博物館を訪れていた高校生の女の子たち皆がとても楽しそ

うにしていたのを見て、この博物館はただ植民地時代以前の当時の生活を知るだけではなく、

人々が築いてきた様々なものを私たちに伝え、それらをこれからのルワンダに役立てることが

できるのではないかと感じた。何を感じ、何を学ぶかは人それぞれだと思うが、この博物館を

訪問したお陰で、かつてどのような民族社会が存在していたのか、私たち一人一人が想像でき

るようになり、大変勉強になった。ルワンダでこのような場所を訪問できたことにより、自分の母

国である日本の歴史についても、しっかりと理解を深めていきたいと強く感じさせられる良い機

会となった。 
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国立博物館正面より。中学生が社会科見学に訪れていた 

 

⑤ アカゲラ国立公園 

アカゲラ国立公園概要 

ルワンダの北東部に位置し、タンザニアとの国境を成す。現在の面積は 1,122平方キロメートル

で多様な生物種が生息する中央アフリカ最大の湿地保護地区として著名である。1934年のベル

ギー植民地時代に動物保護区として創設され、当時は 2,700平方キロメートルもの面積を誇って

いた。しかし、その多くは農地へと変えられ、またジェノサイドの最中にはこのアカゲラに難民が流

入したことから、その面積は今日では半分以下に縮小した。2010年 3月から African Parks とい

う NGO と RDB（Rwanda Development Board）がタッグを組み、Akagera Management 

Company (AMC)という会社を創設し、経営を行っている。現在では年間 15,000人を超える観光

客が訪れ、ルワンダの重要な観光資源となっている。 

 

特徴はその植生にある。ルワンダは多くの丘陵により知られているが、アカゲラでは広大な平原

が広がり、地理学上のサバナ（疎林及び低木により熱帯地方に形成された長草草原）が形成され

ている。またナイル川の源流の一つとも呼ばれるアカゲラ川が流れており、多数の湖沼とサバナ

平原が高原上に広がることになり、多様な生物多様性を実現している。生息する動物種は 500

種を超えると言われている。有名なものとしては、象、バッファロー、キリン、シマウマ、インパラ、

カバ、クロコダイル、たまにライオン等。しかし実は移入種が多い。例えば、キリンはかつてケニア

の生息地から移されてきたものである。 

 



2015MPJY ルワンダ研修報告書 

 

16 
 

アカゲラ国立公園を訪問して 

ルワンダ到着後３日目の日曜日、我々は 2台のランドクルーザーに乗り、アカゲラ国立公園へ向

かった。首都のキガリから約 2時間車に揺られ、公園に近づくにつれて道路の舗装された道路の

割合も下がりつつ、現地に到着した。到着後、公園南部に位置する受付にて、ガイドの方から園

内の動物の情報について簡単なブリーフィングを受けた。南北に縦長の公園では、南の端から北

の端まで行って帰ってくるのに 4，5時間かかるとのことだったので、今回は主に、南部の一帯を

回って帰るコースで案内してもらうことにした。 

 

公園内に入ると、そこはもうどこまでもサバナが広がっていた。車が通る道も辛うじて道の体裁を

保っているものの、ほとんど道なき道を行く、というような状態で、でこぼこの地面を 4WDで進ん

で行った。 

 

まず目に飛び込んできたのは、シマウマの群れである。ただ、群れといっても想像していたほどの

大群ではなく、広大な平原に数頭ずつ散らばっているような状態だった。ガイドブックによると、公

園は他のタンザニア等近隣諸国に比べると、動物の総数はそれほど多くないようであった。 

 

その後、バッファロー、インパラの群れに遭遇し、丘陵を上った先で車を降り、しばし休息を取っ

た。この場所はキャンプのできる設備が整えられており、周囲は動物たちが入り込まないようにと

金網の柵で囲まれていた。また、この場所からは園内の湖が見下ろすことができ、穏やかで雄大

な景色を楽しむことができた。その後、丘陵を下り、麓の湖の水際まで向かった。この道程、サル

の群れや湖面から目と鼻だけを出したクロコダイル等に遭遇し、いよいよ水辺に降り立つという

頃、陸を歩くカバを発見した。カバは１日のほとんどを水中で過ごすため、陸にいる姿を見られる

のは貴重ということだった。そして更に進んで行くと、「ブォーブォー」という大きな鳴き声が聞こえ

てきた。聞こえてきた方に目をやると、まさに２頭のカバが水際で喧嘩をしている最中だった。片方

のカバがもう片方を高速で走って追いかけている姿は、のんびりとしたカバのイメージを大きく裏

切るもので、非常に新鮮な光景であった。 

 

そしてこの水際で再び車を降り、ランチボックスでお昼ごはんとなった。ここではガイドの方がカバ

について詳しく教えてくださった。特に驚いたのは、ルワンダで動物が原因の死亡者数で、カバは

蚊に続いて２番目に多いという事実だった。カバはそのユーモラスな外見から抱かれるようなイメ

ージとは裏腹に、獰猛な一面も持ち合わせており、特に陸上で、カバと水面の間に人間が位置し

てしまった場合は、ほぼ攻撃対象になるそうである。また、カバの皮膚は日光に弱く、普段は乾燥

を避けるため水中にいるのだが、それが陸上にいる場合は、喧嘩等で皮膚に出来た傷が水中で

は痛むため、陸に上がっているということだった。 
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そうした解説を聞いた後、再び来た道を車に揺られて帰路につき、サファリツアーは終了した。現

地のガイドによるとほぼ確実に観察できる、というキリンに遭遇できなかったのは残念だったが、

多くの種類の野生動物を見ることができ、貴重な経験となった。 

 

ルワンダ到着後、慌ただしいスケジュールが続いた研修前半だったが、この日ばかりはメンバー

一同ゆったりとツアーを楽しむことができ、良い息抜きとなった。個人的には、３年前に参加したタ

ンザニア研修でサファリツアーの予定が頓挫していたこともあって、念願叶った形となり、非常に

嬉しい体験となった。 

      

 

 

⑥ 在ルワンダ日本大使館 

（1） 大使館概要 

2010年 1月に在ルワンダ日本大使館は開館した（それまでは在ケニア日本大使館がルワン

ダも管轄していた）。 

以前はシンガポールにいた坂本様が現在臨時大使を務めていらした。またルワンダ赴任前は

フランスで勤務されていた岸様が書記官に着任してされていて、政務、経済協力を担当されて

いる。 

 

一般的な大使館の業務を挙げると、 

 外交活動の拠点 

受付にあった国立公園全図 サファリ中遭遇した、喧嘩するカバ 
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 ビザの発給 

 パスポートの発行・更新 

 滞在先での自国民の保護のような援助サービス 

 広報・文化交流活動 

 情報収集活動 

 JICAの活動を監督・広報 

などが挙げられる。 

 

また近年、在ルワンダ日本大使館が行っている具体的な業務は、 

 ルワンダ草の根・人間の安全保障無償資金協力署名式 

 ウムガンダの植林活動への参加 

 日本映画祭の開催 

 経済協力プレス・ツアー（JICAの活動にルワンダ記者を呼ぶ） 

 「日本ワインの夕べ」の開催 

などがある。 

 

（2） 坂本参事官（大使代理）からの業務説明 

相手国が先進国と発展途上国であるかによって外交の仕方は違う。特に違っていて重要とな

るのが、経済協力の分野である。 

 

発展途上国の開発は Bilateralから Multilateralなものへと変わりつつある。すなわち、途上国

と一つの国との関係ではなく、多数の国同士で協力してその国の開発に協力するということで

ある。また、各国の強みを生かして、開発プロジェクトの内容が被らないようにすることも求めら

れている。 

 

ルワンダは「援助効果にかかるパリ宣言（2005年 3月採択、ミレニアム開発目標達成に向け

て援助国と被援助国が一体となって援助効果向上を求める宣言となっている）」を十分に達成

できている優等生で、開発援助が非常にしやすい国である。日本の援助は農業や公衆衛生と

言った分野について、技術協力や無償資金協力と言った形で協力を行っている。 

 

経済協力において課題となっていることは 2点ある。一つは、電力の必要性である。最近で

は、ルワンダの発電量が少ないことから、隣国ケニア・エチオピアから電力を買っている。もう

一つは、市場が小さいことである。ルワンダ国内だと市場に限りがあるので、EAC（東アフリカ

共同体）単位での貿易を考える必要があります。 
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ルワンダでは、憲法改正がなされ、カガメの 3選目が可能になったことで選挙の体制が変化し

ている。政務分野では草の根のリーダーを選出するルワンダの地方選挙で監視をしていま

す。 

 

（3） 坂本参事官、岸書記官との質疑応答 

Q. ジェノサイド後に見られた大きな変化について教えて下さい。 

A. 一つ目は、車がかなり増えたことです。その結果として交通渋滞も起こるようになっていま

す。最近では、ブルンジ裕福層の難民の車を見ることもあります。二つ目は、ホテルの建設が

かなり増えていることです。というのは、World Economic Forum やダボス会議といったような、

ルワンダに国際会議を誘致しようとしているからです。三つ目は、経済発展がやはり目覚まし

く、政府も経済を発展させるべく様々な政策を行うようになったということです。経済特区を置い

ていることに加え、最近ではキガリ空港のハブ空港化を目指しています。また、ルワンダは内

陸国なので周辺国との道路を開通させることもしています。それに伴い、タンザニアとルワンダ

のどっちかでの通関手続きのみにして国境道路を利用しやくするといった事業（ワンストップボ

ーダーポストの導入支援）も行っています。 

 

Q. 日本企業が進出するとしたらどのような分野ですか？ 

A. 例えば現在、日本企業が進出している例を挙げると、トヨタがアカゲラモーターズで販売を

しています。内陸国なので、商社など物流を取り扱う企業は参入が困難です。ICTの分野で

は、韓国とルワンダが 4年間の独占契約を結んでいて先を越されている状況です。内陸国な

のでサービス業での進出を考えるのがいいと思います。また、ルワンダ国内の市場の大きさに

は限界があるので、ルワンダよりも EAC単位の市場で考える方がいいと思います。 

 

Q. ルワンダとシンガポールは共通しているところもありますが、相違点はどういうところがあり

ますか？ 

A. シンガポールは教育水準が高く、金融分野で勝っています。 

 

Q. ルワンダでの市場が小さいのはなぜですか？ 

A. 一つには、インフラが整っておらず、道路の整備が進んでいないこと。二つには、購買力が

ないから高付加価値製品が売れないこと。三つには、教育水準が低いことです。三つ目に関

連して、小学校の先生は給料が支払われないことがあるなど待遇が悪いので、特に改善する

必要があると思います。 
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Q. ルワンダが観光分野を強化するにはどのような方法が良いと思われますか？ 

A. 今の所、目玉となるような観光資源は国立公園のみです。ルワンダ独自の歴史に根ざした

文化に触れることのできるカルチャーツーリズムや、先ほど述べたような国際会議の誘致によ

る観光客の増加といった方法があると思います。 

 

 

大使館にて、坂本参事官、岸政務官と 

⑦ JICAルワンダ事務所 

2/22の午後からは JICAルワンダ事務所を訪問し、所長の守屋様と水力関連を主に担当なさっ

ている籠田様のお話を伺った。この事務所は比較的最近設立されたと思われるような、外観の綺

麗な建物の中にオフィスがあった。 

 

まず、ルワンダ事務所設立の経緯についてお話してくださった。ルワンダ事務所は 1987年に設

立されたが、国内情勢の悪化に伴い、93年に一度閉鎖しており、2005年に再開してからは現在

まで活動を行っているということであった。 

 

ルワンダ事務所では JICA支援の柱として、運輸・交通、エネルギー、農業、職業訓練の 4本の

柱を中心に支援活動を行っていて、最近での主な支援事業としてルスモ橋の建替事業について

ご説明してくださった。ルワンダの運輸・交通面の問題点として輸送コストが高いということがあ

る。内陸国であるために隣国の港ダルエスサラームやモンバサまで数千キロかけて製品を輸送

する必要があるのでコストが他国よりかさむのである。特にタンザニアとの国境にかかっているル

スモ橋は老朽化が進んでおり、橋の重量制限、一車線しかない道路といった問題が山積してい
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た。JICAルワンダ事務所ではこのルスモ橋の建替に取り組んでおり、2015年に新たな橋の建替

が終了したということであった。 

 

運輸・交通以外の他分野についても様々な支援を行っており、農業部門では小規模経営の農家

の利益向上を目標に農家への栽培指導、市場情報の伝達といったことを JICA職員が取り組ん

でいらっしゃるということであった。この 4本の柱以外にもサービス業の発展を JICA としても重視

しているということであった。なぜサービス業を重視するかについて後に質問した際に、サービス

業を「重視せざるを得ない」という現状に基づいているとおっしゃっていたのは非常に印象的であ

った。ルワンダのインフラが未発達な点、鉄や石油といった原材料の産出が見込めない点から製

造業に着目するのは難しく、将来発生する人口の増加への対応としてサービス業であれば労働

力を吸収可能であると、現状の分析、そして将来へ向けての的確な対応を考えていらっしゃった。

こういった相手国への深い思慮というのは援助に非常に重要なことであり、日本政府、日系企業

が今後アフリカとどう関わっていくのかということにつながっていくと思われる。 

 

JICA職員の方々とお話をしていて感じたのは、この国の明確な指針と力強い行動力、そしてそれ

を援助する JICA もまた明確なビジョンをもって援助に取り組んでいるということである。ルワンダ

は VISION2020で発表した 2020年までの中所得国入りを並々ならぬ熱意で目指しており、それ

にむけて国家一丸となって取り組んでいるからこそ「アフリカの奇跡」と呼ばれるような経済発展を

成し遂げることができたのである、そして今後も道を違えぬ限り目標達成に向けて歩みを進めて

いくであろうと思った。そしてこの発展途上の国で「おもてなしの国」日本だからこそできる支援の

あり方というのをさらに突き詰めることが今後、日本がルワンダにて、アフリカにて、そして国際社

会においてプレゼンスを高めていくための大事な要素であると感じた。 

 

⑧ Kigali Genocide Memorial（キガリ虐殺記念館） 

キガリジェノサイドメモリアルは、キガリ西部にある施設である。私たちはメモリアルに 10時ごろ

到着し、同じ頃に北欧系の団体客も訪れていた。入ってまず、ルワンダの虐殺について紹介する

ビデオを見せていただいた。虐殺の概要、当時の映像、涙を流す遺族と、記念館の中を見るにあ

たって、訪問者に当時の様子を想像してもらいやすいようにしていた。記念館では職員に案内して

いただいて、中の様子を見て行った。 

 

この施設は 3つの側面を持っている。まず、1994年の虐殺当時キガリで殺された 25万人（全国

では 80万人）の犠牲者を追悼する墓地としての側面を持つ。敷地の中には、大きな石板が複数

横たわっており、その下に犠牲者の骨が安置されている。もちろん、25万人全員の骨があるわけ

ではなく、発見されたり、遺族の方が運び込んできたりしたもののみである。中には家族全員が殺
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されてしまったため、運び込まれるのが遅くなった方たちもいるという。私たちはビデオを見た後、

その場に案内され、職員の方に当時の様子を教えていただいた。 

 

次に、虐殺当時の様子や背景を訪問者に知ってもらうための、展示資料館としての側面である。

展示資料館は 2部構成となっており、ルワンダでの虐殺について説明を行う前半部と、世界中に

おける虐殺行為について説明した後半部である。前半部では、ベルギーから独立した当初から、

フツ・ツチという集団ができあがった経緯、虐殺に至るまでとその後のルワンダの状況について展

示があった。展示では繰り返しツチとフツが異なる民族ではなく、同じ民族の異なる社会階層の集

団であり、部族としての分類はベルギーにより導入され、強調されたものだったという説明があっ

た。また、虐殺時殺された子供たちの写真が大きく引き伸ばされ、一人ひとりの子供について分か

る限りの情報が記載された展示が印象的だった。前半部の最後には殺された犠牲者の遺品など

も多数展示されており、虐殺がまぎれもなく、この国で起こったことであることを如実に語ってい

た。後半部では世界中で起こった虐殺についての展示があり、ホロコーストやアルメニア人虐殺、

カンボジアのポルポト政権による大虐殺などについての説明がなされており、あらゆる形の虐殺

を非難していた。展示の全体的な姿勢としては、なるべく歴史的、社会的、政治的な冷静な説明を

心がけている印象があった。 

 

最後に、私たちは虐殺当時の資料図書館に案内された。これが記念館の 3番目の側面である。

記念館では現在、虐殺に関する資料のデジタルアーカイブの構築に力を入れており、各資料に年

代や地図の情報を追加することで、各資料をより検索しやすく、また連結させて可視化できるよう

な工夫が見られた。 

 

ルワンダ虐殺に関してはインターネットを介して多くの情報が手に入る。しかしながら、インターネ

ットという媒体では、私たちは自分が知りたい内容だけ検索して、見えてこない部分も多数ある。

キガリジェノサイドメモリアルへの訪問は、そのような私達の虐殺に対する固定観念や思い込みを

排除した上で、改めてルワンダ虐殺のことについて考え直させてもらえる機会になったと思ってい

る。 

 

⑨ Agaseke Promotion Project 

Agaseke Promotion Projectは 2007年にルワンダの首都キガリで興されたまだ新しい現地企

業で、ルワンダの手工業品に関するプロジェクトを行っている。ルワンダの投資や輸出を促進する

機関である RIEPAなどと協定を組み、活動している。Agasekeプロジェクトは目標として、「職や

土地を持たないキガリにいる女性に雇用機会をもたらし、自分自身や家族が自分の力で生活を

持続的に行えるような状況を作る手助けをすること」を掲げている。ルワンダでは貧困な生活を送

っている人の大半は女性だと言われている。1994年のジェノサイドの後、自分の夫を失った女性
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も多く、女性が一家の大黒柱とならざるを得ない状況に置かれていた。しかしながら、教育を受け

ることのできなかった女性や、ある職に就くために必要なスキルも持たない女性も多かった。初め

はそのような女性たちは、生計を立てるためにキガリの路上で果物や野菜を売り少量のお金を稼

いでいたが、このような路上での商売はルワンダにおいて違法であるのに加え、家族を支えたり、

不自由のない暮らしをしたりするには到底足りるものではなかった。そこで、Agasekeプログラム

が始められた。今までのところ、16の協同組合がキガリ市内に作られ、約 400人もの女性がこの

プログラムにより利益を直接得ている。間接的に利益を受けている人としては、その女性の子供

や家族が挙げられる。これからも Agaseke Promotion Projectは女性に手工業のスキルを身に

着けさせることはもちろん、マーケティングなどビジネスに関するスキルにおいても重要な役割を

果たすことが期待されている。 

 

私たちが訪問した所はキガリの中心部から少し外れた場所にあり、10人弱の女性が作業を行っ

ていた。室内ではおよそ 3人ずつでアクセサリーを流れ作業で作ったり、個人で針仕事を行ったり

している様子を見学することができた。部屋の外には色とりどりに染められたビーズが乾燥させる

ために干されていた。室内を見学した限りでは作業をする部屋、出来上がった手工業品を置いて

おく部屋、さらにそれらを売っている部屋に分けられていた。 

 

 

アクセサリーを作る女性たち 

 

Agasekeプロジェクトにおいて彼女たちが作っているものはルワンダの伝統的なバスケットだけで

はない。実際に作っているところを見たのは、使い終わったカレンダーなどの紙を利用したアクセ

サリーであった。細長く割いた紙を玉状にのりで張りながら巻いていき 1センチほどのビーズのよ

うなものを作り、それに様々な色を付け、ネックレスやブレスレットに仕上げていた。その他にもカ
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ラフルな布を使ったピアスやカチューシャ、カーテン、アイパッドケース、細かい刺繍が施されたラ

ンチョンマット、テーブルクロス、クッション、照明カバー、ポストカードなどがかなりリーズナブルな

値段で売られていた。女性用のアクセサリーはもちろん、ネクタイなど男性が使うことのできるもの

も少なからず見受けられた。また、作られた商品には、作った人の名前が紙で記されていた。 

 

現地の方々の話を聞く中で、このような女性を支えることを目的とした協同組合が発展したうえ

で、94年のジェノサイドが大きな要因を果たしているのではないかと思われた。プロジェクトの代

表の方は、ジェノサイド以前、女性は家で家事全般をこなし、男性が外に出て働き、一家を養うと

いう考えが日本と同じく一般的だったが、ジェノサイド後、男性の数が少なくなり、女性が一家を支

えなければならない立場になり、そこで女性が働くことが自然な流れになったことが Agasekeプ

ロジェクトの発展に一役買ったように感じられた。しかし、そのような流れの中でも、女性が子育て

や家事全般をこなし、男性はそれを手助けするレベルだと話されていたことに加え、Agasekeプ

ロジェクトを案内してくださった男性に話を伺ったところ、ルワンダでは男女差別はほぼないと言い

ながらも、女性が家事をし、男性が外で仕事をする、という形式が自然なことのよう話されていた。

男女間の差別などの昔ながらの観念は消えておらず、まだ消えていないことを強く感じさせられ

た。 

 

国会議員の男女比などを見ると、女性議員の割合は 2015年時点で 63.8％と世界で一番の割合

を誇っており、ルワンダは男女の差別が少ない国として世界的に有名になった。しかし、農村部や

都市のはずれに住む女性にまでも男女間の差がないかというと話は異なり、女性の貧困率が高

く、高等教育になるほど女性の就学率が低いのも事実である。特に農村部における、このような

女性を取り巻く状況が、Agasekeのプロジェクトを通じて改善され、ルワンダの全地域において男

女間の差別が小さくなり、女性がより社会進出しやすい社会を作るきっかけになればよいのでは

ないかと思っている。 
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7. ミレニアムビレッジ滞在報告 

2月 24日から 26日の 2泊 3日、私たちは米 NGO団体 Millennium Promiseが行っている包

括的農村開発支援プロジェクトの現場である Millennium Villageに指定されている Mayange村

でホームステイを行った。今回のホームステイは、村で新たに導入されたエコツーリズム事業の一

環として行われた。現地では、1～2名のグループに分かれて様々な家庭でホームステイさせてい

ただいた。以下の報告は、家庭毎にまとめた滞在記録である。 

① 伊藤・永井ホームステイ先 

［1日目］ 

初めに、ビレッジでステイさせてもらった私たちの家庭はメンバーのほとんどが滞在していた地域

から、バンで 20分ほど車を走らせた場所にあった。最初はどんな所に家があるのか正直不安も

感じていたが、家に向かう道中の景色はとても印象的であった。車に木の枝がぶつかってしまうよ

うな細くて、舗装されていない道を通ったり、日本の家屋とは全く違う形の家が立ち並んでいたり、

小さなヤギが野放しになっていたり私たちにとってとても新鮮な光景であった。また少し進んでいく

と、所々で開けた場所があり、そこからルワンダの美しい大きな丘をたくさん見ることができた。 

私たちの家庭の家族構成はお母さん・お父さん・息子さん 2人・お兄さんの奥さん・娘さんであり、

お兄さんは同じ村の中にある家で暮らしているそうだ。家に着くと私たちが生活する部屋に案内し

てもらったが、大きな蚊帳がしっかりと付いたベッドがあり、少し安心した。そしてとても原始的なお

風呂・トイレ・キッチンを見せてもらい、とても驚いたり、ちょっとワクワクしたりして、お母さんと息子

さん２人で軽くお話をしたあと、近くの湖まで案内してくださることになった。初めて村を自分の足で

散策するのは少し緊張したが、歩いているといつの間にか小さな子ども達が私たちの後ろに着い

てきていた。その子ども達もまた様々な性格を持っていた。興味津々ではしゃいでついてくる子も

いれば、私たちが珍しいのかピタリと固まって遠くから見ている子、少し恥ずかしそうについてくる

子。ルワンダ人と日本人はシャイなところが似ているとは聞いていたが、恥ずかしそうにしている

子に手を振ってみると、笑顔になり手を振り返してくれる。日本ではなかなか味わうことのない感

覚で私たち二人もとても幸せな気分になれた。またその道の途中にはたくさんのバナナ・キャッサ

バ・芋の畑があり、私たちの家族も畑を持っているそうだ。 

 

そして 20分ほど歩くととても綺麗で大きな湖が見えた。そこにはルワンダではあまり見られない

針葉樹の様な木が生えていたり、岸辺には背の高い草が生い茂っていたりしていて、どこかヨー

ロッパの風景のように感じた。湖の対岸にはまた大きな丘が広がっていた。しばらく景色をみてい

るとそちらの方からボートを漕いで向かってくる人達がいた。こちらに着くのを待ってみるとボート

の上には食料や自転車が乗っていた。お兄さんに聞いてみると、対岸までいって生活用品などを

買い揃えているそうだ。生活用品を揃えることにもたくさんの労力が必要なのだと、まじまじと感じ
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る瞬間であった。そして時間がいつの間にか経っていたので日が暮れる前に帰ることにしたが、そ

の日は夕焼けがとても綺麗に湖に映っていたので私にとって忘れられない思い出の風景になっ

た。初めてのルワンダの家庭料理はとても緊張したが、どれも本当に美味しくお腹いっぱい食べ

ることができた。そしてその食事は村の畑から採れた食材を使っていると聞き、このようにして私

たちに美味しい貴重な食料を提供してくださることにとても感激した。そして家族の皆と少しお話を

してその日は就寝することにした。お母さんが蚊帳の上手な使い方を教えてくれたりして、いざ寝

ようとしたら、大きな虫が部屋に入ってきてしばらく戦っていたが、今となればそれもいい思い出だ

と感じる。 

 

［2日目］ 

この日の朝は早起きして、お風呂を貸してもらう予定であったが寝坊してしまった。しかし家族の

皆は温かく受け入れてくださった。お風呂はただ箱物だけがあり、大きなバケツに水を入れてもら

い、手で水をすくって洗うというスタイルだった。しかし水とお湯を混ぜてくれたので少し入りやすか

った。またその最中お風呂場は暗かったため 2人が交代でスマートフォンのライトを照らして入っ

た。 

 

その後朝食を頂いたが、前日に渡していたラップを早速使ってくださっていて、とても喜んでいる様

子だった。その後ルワンダバスケットを作ることのできるお母さんから、同じ要領で簡単に作れる

ブレスレットの作り方を教えていただいた。乾燥させたイシンギ草というものを束状にして、その周

りにサイザル麻というものから作られた糸のような物を巻きつけるという簡単な作業だったが、綺

麗に作るのは意外と難しくとても時間がかかってしまった。しかしお母さんは私たちのことをものす

ごく褒めて下さり、とてもほっこりした。完成したブレスレットを腕につけてみるととても達成感があ

り、ルワンダならではの物を自分たちで作れたことはとても嬉しかった。そしてそのあとアフリカの

女性が身につけている布を腰に巻いてもらい、その格好をしたままお皿洗いの手伝いをさせても

らった。日本では水のありがたみを感じることもなく、たくさんの水を無駄にしていたが、そこでは

限られた水を大切にしてお皿を洗った。水が沢山なくても食器はキレイになる、こんな簡単なこと

をここで初めて学んだ。 

 

その後兄弟の 2人とお互いの好きな音楽を教え合ったり、日本での写真を見せ合ったりと、様々

な話をした。会ってまだ二日目なのに二人はとても私たちに優しく家族のように接してくれた。この

時とても距離が縮んだ気がした。そしてその後村の方たちが催してくださった歓迎パーティーに参

加した。私たちと同じくらいの子達が、私たちのために沢山踊ってくださった。始まった時はまだ明

るかったのに、暗くなってからもたくさん歌って踊って歓迎してくれた。私たちも一緒に踊ってみて

分かったが、とても体力が必要な踊りだった。遠くから来た見ず知らずの私たちのためにこんなに

頑張ってくれるのだと考えたら本当に感動したし、とても迫力がありアフリカというものを感じる事

ができた。村の人々は私たちが来たことを本当に歓迎してくださっていて、明日村を去るのかと考
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えたらとても寂しくなってしまった。たくさん楽しんだあとは家に帰ってすぐに寝てしまった。その日

の帰り道の月がとても綺麗だった。 

 

 

［3日目］ 

3日目の朝もいつも通りシャワーを浴び、朝食を家族と一緒に食べた。その後、ビレッジを出発す

る前に近くの幼稚園(nursery)を訪問した。教室の中には椅子と机が並んでおり、教室前方には黒

板も設置されていた。大体の子供たちは緑のシャツに紺のズボン/スカートの制服を着ていたが、

私服の子供や、靴を履いていない子供もいた。最初は教室の中にとどまっていた子供たちだった

が、先生の合図で外に出て活発に遊んでいた。幼稚園では基本的なキニャルワンダ語や英語を

学ぶようで、子供たちが言語学習の一環として歌っている歌を歌ってくれた。40人を超える子供

たちに対し、先生は一人であった。その先生に話を伺うと、今はミレニアム・ビレッジに海外からの

支援があるからよいが、この先支援が終わった後に子供たちの飢餓などが心配だ、ということをお

っしゃっていた。資金などの関係上、支援の期間を設定せざるを得ないことはわかるが、支援を行

う相手の状況を踏まえずに期間を設定してしまうことに疑問を感じた。 

 

幼稚園から帰った後に、Rwanda National Televisionの方が私たちのステイ先にインタビューし

に来た。そこでは、ホームステイ先で私たちが行ったアクティビティ(食器洗いや伝統工芸)やルワ

ンダに来て感じた事について話した。インタビュー後、研修メンバーと集合し、ホストファミリーと最

後の挨拶をし、ホームステイを終えた。 

 

ホームステイを通して、改めてルワンダの人々の誠実さと優しさを感じた。ホストファミリーにジェノ

サイドについて聞いた時も、彼らが自分たちの歴史に正面から向き合っていることを感じ、だから

こそ今のルワンダが平和でいられるのではないかと思った。海外から支援を行う際などにも、現地

の人々の暮らしを理解しなければ的確な支援を行うことは難しいと感じたため、今回私たちが体

験したようなホームステイがさらに充実し、ルワンダのこれからの発展に関わっていければよいと

思う。 
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② 三浦・土屋ホームステイ先 

Villageでの主な活動は食事と会話、小学校訪問、企業訪問、インタビューの 4つである。ホーム

ステイ先の家族(Janvier一家)は、朝昼晩の 3回と夕方に 2回の間食という豪勢なもてなしで迎

えてくれた。最初はぎこちなかった会話もお互いの自己紹介から自国の紹介までを経るうちにだ

んだんと打ち解けていった。 

 

2日目には午前中に私立小学校訪問、午後にホームステイファミリーの経営する会社へと訪問し

た。最初、子供たちの前で授業をと言われたが人数などの都合上難しく、各教室を見学させてもら

った後で広場の前で大勢の子供に囲まれ、どんなに短くてもよいので心に残る話をしてほしいと

の要望であった。10年以上も教師をやっているベテランの先生に言われて最初は恐縮しがちで

あったが、夢をかなえるためには今勉学に励まなければならない、という趣旨のスピーチを行っ

た。それぞれの将来の夢は医者や警察官など多種多様であった。 

 

その後教師と Janvier とで学校の状況などを説明してもらい日本の教育についても適宜紹介し

た。主な問題点は、教科書や様々な器具が高くて買えない、先生の数が少ない、知識偏向教育に

なっており応用力が育たない、の 3点である。また、道具を使わないですむ遊び(鬼ごっこなど)に

ついて質問を受けるなど、日ごろの工夫が垣間見えた。週の授業予定は時間割で決めているな

ど日本と似た点もある一方で、チャイムや教室時計、運動会などは優先度や金銭的・物理的問題

から実現が難しいなど単純に日本の教育環境を移植することはできないことを感じた。 

 

また次に、企業訪問を行った。Janvierがほかのメンバーと協力して立ち上げた会社について各

種相談を受けた。ルワンダでは企業は珍しくない。公務員の数を引き締めた一方で市場の雇用不

足では労働の供給量を満足させることができないからだ。Janvierが立ち上げた事業は主に 2つ

ある。一つは虐殺で傷ついた人々の心のケアにあたる会社と、2つ目は雇用創出の手段として自

転車の輸送サービスを導入したことである。両事業とも資金や人材などの必要なものが不足して

おり、ノウハウや人材の紹介などを相談された。例えば、虐殺を経験した人々のカウンセラーがで

きる人の紹介などである。見つけるとの確約はできなかったが、資金援助だけでなく特に専門的

知識やノウハウのある人材が著しく欠けている現状があった。ルワンダは国として、歳入の半分を

援助に依存しているが、そういった人的資源への投資など成果が見えづらい部分への投資も怠ら

ずやっていくべきであろう。 
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最終日にルワンダの放送局からインタビューを受けたが、諸外国への関心の高さを感じる出来事

であった。また、お土産や送別会の伝統ダンスを踊ってくれるなど、ルワンダの人々の温かさとた

くましさを感じることができた滞在であった。 

ホストファミリーと 

③ 大畑ホームステイ先 

キガリでのホテル生活から離れて、二日間のビレッジでのホームステイは良い意味でも悪い意味

でも予想を裏切られたものとなった。つまるところ、キガリでの至極便利なホテル生活は、僕のア

フリカに来たという自覚や緊張感等を緩めてしまう代物であった。一方この村では、純粋な意味で

のルワンダ及びアフリカをとても身近に感じることができた気がする。 

 

マヤンゲ村での滞在において、僕が他の研修メンバーと大きく異なる点が一つある。それは”一人

で”ホームステイした点だ。他の日本人と完全に隔離された二日間は、僕をアフリカに没入させる

に最適な環境だった。同時に、経験したことのないタフな環境でもあった。その体験の一端をお伝

えできれば幸いである。 

 

一日目、僕を家まで連れて行ってくれた家の主人は英語もフランス語も話すことが出来なかった。

彼が喋ることができるのは、キニヤルワンダ（ルワンダ語）と幾許かのスワヒリ語のみ。無論彼が

良くしてくれたことは言うまでもないが、当初は不安しかないと言っても過言ではない。家は質素な

つくりの家であり、お世辞にも豪勢とは言い難い。そもそも家に来る前に、山羊が往来する未舗装

の道路、土の壁を見ていたが、これからは車窓の中にしかなかった”アフリカ”を経験できるので
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はないかという期待がようやく芽生えた。石の壁にトタンの屋根を一枚載せただけの家であった

が、案外内装はソファや戸棚、テーブル等”普通”の家のそれであった。英語が喋れる奥さんが仕

事から帰ってくるまでしばらく待てという意味合いのことを言われ、しばし待つ。アフリカにおいて

は、”しばし”は数時間を意味するようだ。村のヘルスセンターで働く奥さんが帰ってきて、夕食の

準備を始めた。夕食はパスタ、ほうれん草の煮物、パンを頂いた。アフリカらしい料理かと思いき

や、欧米系のスーパーで売られているようなものが出てきたことに驚いたが、デザートのフルーツ

はとてもおいしかった。採れたての美味しさというものなのか。 

 

近くに住む主人の祖父母宅にいた子ども(2歳と 4歳の遊び盛りであった)も合流し、一家+僕で囲

む夕食は、どこか懐かしい感じがして、陳腐ではあるが家族というものの普遍性を思い知らされ

た。子どもには怖がられ、結局彼らとは一言も会話を交わすことなくこの日は床に就いた。後から

聞いた話によれば、僕が初めての非”黒人”だったらしい。ちなみに近所の子どもには中国人と誤

解された。 

 

二日目は奥さんと共に村のヘルスセンターを訪れた。彼女は会計の仕事をしており、ヘルスセン

ター内を見学できるのかと思いきや一通りの案内の後、インターネットができる部屋に通されそこ

で待たされた。水道・ガスはなく、電気も明かりにしか使用できない村で日本人の僕がインターネッ

トをしているという状況はなんともシュールだった。これも後に聞いたことであるが、主人は英語を

喋れない上に病気を抱えており、奥さんが僕を案内してくれるのは自然の成り行きであり、その中

でも最大のもてなしがヘルスセンターだったのではないだろうか。変わらぬ日常を過ごしている日

本の友人たちをウェブ空間で眺めながらも、ふと外を見れば診療を待っている人々が大勢いた。

否が応でも貧困や、アフリカの持つ諸問題と言った事柄について考えを巡らせざるを得なかった。 

 

昼に帰宅した後は子どもたちと遊んだ。二日目の朝ぐらいから徐々に近づいてきてくれるようにな

った子どもたちに癒されながらも、なぜかアフリカに来て育児の大変さを痛感した。残念ながら子

どもたちはキニヤルワンダしか話せず、身振り手振りのコミュニケーションとなったが、僕に構って

くれるのも彼らしかいなかったので、きっと良き遊び相手という務めを果たしたのではないかなと思

っている。その後、三日目に別れる時には思わず悲しくなってしまう程仲良くなっただけに、ルワン

ダでの良き思い出として子どもたちは深く印象に残っている。 

 

さて、ここまでつらつらとホームステイ体験記を書いているが、一つ欠けている要素があることに

お気付きだろうか。僕の体験記には、ホストファミリーや村の住人から聞いたナマの情報が殆どな

い。実は、英語が喋れる、とされていたホストマザーの英語力はどう見積もっても初修者レベルと

いったところ。寧ろフランス語の方が話せるという程度であり、要は最低限のコミュニケーションし

か取れなかったのだ。僕も聞きたいことは山程あったのだ。子どもに将来何をして欲しいのか、と

か、彼らの生い立ち、とか。致し方無いことではあるが、言葉の壁は確かに存在する。彼らの厚意
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は痛いほど伝わってきたが、やはり個人の価値観に関わるような深い話ができなかったのはとて

も悔しかった。虫が這っているベッドルームや、水洗でもないトイレ、後々僕の腸を苦しめたであろ

う水、等興味深い経験は色々したが、わざわざマヤンゲ村という”たった一つしかない”村に来た

意味がなくなってしまうような気がした。無念。 

 

しかし、生活のほぼ全てをマヤンゲ村に委ねてしまった結果、日本及びキガリでは決してできない

体験ができたことに変わりはない。まず、僕が感じたのはこのような環境でも人々は生活を続けて

いるし、逆にそこには僕と変わらない人々の生活が存在しているということである。貧困問題は、

日本やキガリで話し合ったところで結局概念的なものに終始してしまう。アフリカの村に実際に行

って、実際に人と関わることにより、恥ずかしながらようやくアフリカが抱える諸問題が感じられた

という部分は大きい。 

 

また、異文化間での交流が初めてできた気がする。欧米に渡航しても、そこで感じられるのはあく

まで想像の範疇における異文化であり、アフリカのような完全に違う文化様式を持つ場所に行き

お互いにその一端を覗き合うような体験は初めてだった。こちらも、あちらの価値観からすれば珍

妙な行動を取った可能性も大いにあるが、ホストファミリーや村の人々はそれを温かく受け入れて

くれた。非常にありがたいことだと思うし、まさにそれこそが異文化交流の真髄なのではないだろう

か。 

 

④ 青野ホームステイ先 

ビレッジでは学校の校長先生でいらっしゃる方の家に一人でホームステイすることになった。村で

の 3日間は基本的にこの方の行くところについて回ったのだが、2日目は 1日ずっとこの方の学

校で時間を過ごすことになった。この学校に行くのには家からバイクタクシーに乗って数十分かけ

て山道を通って行く必要があり、非常に遠く感じられた。この学校は国の政府機関が支援している

特別学校であり、貧困で学校に通えることのできないような近隣の家の子供を集めた学校である

とおっしゃっていた。学校は幼稚園と小学校が同じ校舎の中に併設されていた。また隣にも小学

校が併設されていたのだが、その学校は支援している機関が民間の機関であり、管轄が違うもの

だとおっしゃっていた。 

 

小学校では小学 6年生の算数を 1時間急遽教えることになった。その時はそれまで算数の先生

が小数点のあるものの四捨五入を教えていたので、その続きを行うことになった。当然準備も何も

していないために当日渡された授業カリキュラムをその場で読みつつ、授業を進めていくという形

になった。小学校では 4年生の時点から英語の授業が始まるということで、最低限の英語は 6年



2015MPJY ルワンダ研修報告書 

 

32 
 

生の子供たちはわかっていたが、それでも自分の英語力不足も相まって概念を教えるのに非常

に苦労した。 

 

授業の形式はだいたいにおいて演習問題を黒板に書き、その答をわかった生徒に黒板で自分の

口で説明しつつ書いてもらうという流れで行っていた。ここで一つ驚いたのが、生徒たちの授業へ

の積極性である。日本であると間違えることを恥と感じて手をあげることを臆する生徒が少なくな

い。授業もだいたいは同じ生徒がいつも答えることがよくある風景である。だがルワンダの小学生

は正しい答がわかっていなくてもまず手をあげる。間違えを指摘されて一回席に戻っても、次の問

題の時にはまた当ててもらおうと手を挙げていた。彼らは間違えることを恐れていないように感じ

られた。これは日本人である私が学校にいるからみんなアピールしようと手を挙げているのかと私

は思っていたが、先生に後で聞くとこれが普段の風景であるということであった。 

 

授業が終わり次第、校長先生の部屋にてルワンダの教育についてお話を伺った。ルワンダでは 2

月に授業が始まり、12月に終わるという他の国とは少し異なるカリキュラムが組まれている。これ

は 1994年に起きたジェノサイドについて国民の理解を深めるためにジェノサイドが始まった 4月

7日を含む１週間がジェノサイド追悼期間として定められているからである。日本でいう幼稚園、

小学校、中学校、高校は国立である限り授業料は無料となっていて、制服の購入代などのみしか

家庭にはかからないとうことであった。他にも小学校の卒業認定試験の内容やその制度について

教えていただいた。小学校卒業時点ではすでに日本の中学校レベルの内容まで触れており、教

材自体のレベルの高さを感じられた。ただ卒業認定試験の生徒の出来は 10段階評価で 3〜5

の生徒がほとんどであり、まだ政府の求めるレベルに届いていないと思われる。教師の教える能

力や英語力向上に取り組むことが必須であると感じた。 

 

他にもホームステイ先の方は村のリーダーの一人として選ばれているということで週に一回裁判

所で裁判員をする義務があるということであった。今回の研修中にもその裁判員をする機会があ

ったので共に裁判所に向かうことになった。残念ながら裁判を傍聴することは時間的に厳しかった

のでできなかったが、主に民事裁判などを扱っているとのことであった。 

 

ひとつ気になったのはホームステイ先の方は学校の校長や村のリーダーに選ばれているが、彼

の家はお世辞にもあまり豪華なものではなかった。電気は通っているが、停電は日常茶飯事であ

り、水道は通っておらず、食べ物も最低限はあるというものであった。日本人の「普通」の生活とこ

の村の「普通」の生活の違いが如実に感じ、改めて今後も経済格差の解消に向けての取り組みを

継続する必要があることを実感した。 
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見学した小学校 

 

⑤ 高瀬・福谷ホームステイ先 

［ホームステイ先］ 

私たちがホームステイさせていただいた家庭は、村の観光センターから徒歩で 5分もかからない

距離にあり、数年前に新しく建て替えたという比較的広めの母屋、裏庭にある土造りの台所とウ

サギ小屋、トイレとお風呂用スペースから成り立っていた。 

 

家族は近くのヘルスセンターで働くお父さん、週に 2、3回ソーシャルワーカーとして働くお母さ

ん、そして小学生の娘さん、7か月の赤ちゃん、それにお母さんの妹の子供で 17歳の女の子が

お手伝いとして一緒に暮らしている。 

 

［1日目］ 

私たちが到着後、まずお母さんが家の中を案内してくれ、家族について色々と紹介してもらった。

途中、近くのお店から甘い菓子パンのようなパンの配達があり、それをおやつにお父さんとの馴

れ初めなどを楽しく聞いていると、ちょうどお父さんが仕事から帰宅。とても明るく陽気な方で、「今

日から君たちは私の娘だ！」と歓迎してもらった。続いて、娘さんが小学校の友達とともに帰宅し、

お手伝いさんと共に、庭先で大縄跳びをすることになった。ひとしきり遊んだ後は家族で順番にお

風呂の時間。このお風呂は、今回のホームステイでも特に印象的な体験の一つである。お風呂と

いっても、いわゆるシャワーとバスタブのようなものではなく、家の中に一部屋、排水溝と腰掛のよ
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うなものが一台だけ置かれた小さめの部屋があり、そこでポリタンクに汲んできた水を桶に入れて

身体を流す形である。普段シャワーを流しっぱなしにしてお風呂に入っている身としては、床に置

いた桶から水を掬って、桶が空になるとまたポリタンクを傾けて、という動作はとても手間がかかる

ように感じたが、案外慣れてみると、水の適量も分かり手際よく入れるようになった。そして何より

も、こんなに少量の水でも身体全体を洗えるのだという気づきが大きかった。ポリタンクの水は、

庭先にある、家で唯一の水道の蛇口から汲んできたものを家族全員で分けて使うため、一人で好

きなだけ使うことも憚られるが、その分本当に必要な分だけ使う姿勢が自然と身につくと感じた。 

家族全員がお風呂に入ると、お手伝いさんが用意してくれた晩御飯の時間である。この日は豆を

煮たものと野菜を炒めたもの、ゆでたジャガイモというメニューで、全体的に薄味だった。ルワンダ

の家庭では、料理の味付けは何もせず素材の味を楽しむスタイルのようで、味が薄ければかけ

て、と言われて出された塩も普段あまり使っていないように見受けられた。 

 

食事中は、みんなでダイニングテーブルを囲みカラーテレビを見ながら、という形だった。お父さん

は大学院まで行かれた非常に優秀な方で、ニュースで国連の潘基文総長が出てきた際には、「私

の夢はこの総長に会うこと」と仰っていたのが印象的だった。また、娘さんもとても頭が良いそう

で、学校では優秀な成績をおさめており、将来の夢はお医者さんで、そのために留学したい、と言

っていた。こうした話を聞いていると、「ルワンダの農村の家庭」というイメージで自分が想像してい

た水準よりももっと高いレベルで教育が進められていることが実感できた。 

 

食後はそれぞれの部屋に戻って、寝る準備。私たちにも二人部屋を用意してもらい、蚊帳もしっか

り張って就寝となった。 

 

［2日目］ 

朝、私たちが起きた頃にはもうお父さんも娘さんも出発しており、お母さんと一緒に朝食をとった。

この家では、お手伝いさんが家事全般を担当し、お母さんは基本的にずっと赤ちゃんの世話をし

ている形だったので、食後は、私たちもお願いしてお手伝いさんの家事を手伝わせてもらった。家

事は掃除以外全て裏庭で行っていた。まずは皿洗いをお手伝いし、これは 3つの桶に水を汲ん

で、洗ったものを 3つの桶に順につけて流していく。こうすることで、最低限の水だけで全てを洗い

きることができた。その後は洗濯物干しを手伝ったり、野菜を洗ったりしてのんびりと過ごした。昼

食後は、お母さんから昼寝をするように言われ、軽く寝ているとお父さんが帰宅し、近くのマーケッ

トまで連れて行ってもらうことになった。お父さんは右脚に障害があり、車の運転等はできないの

で、通りにたくさん走っている自転車タクシーを呼んでもらい、それぞれ後ろの席に乗って連れて

行ってもらった。自転車タクシーは結構なスピードではあったが、さすがに運転が上手く、道がでこ

ぼこの箇所もスムーズに運んでもらった。自転車で 10分弱ほどの距離にあるマーケットは、屋外

に軒先を設けたような形で、野菜や果物などの農産物を取り扱っている。ここでバナナを購入し、
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帰宅。夜は観光センターに家族みんなと向かい、他の研修メンバーたちと共に、ルワンダの伝統

的なダンスを楽しんだ。 

 

［3日目］ 

この日は地域の選挙の投票日ということで、お父さんも早くからスーツを着て準備していた。そして

出かける前に、私たちにルワンダの歴史について教えてもらう時間を作ってくれた。400年前の王

国の時代から、1962年の独立以降の全ての大統領の名前や功績、国の行政システムなど非常

に幅広いお話を何も見ずに語ってもらい、その博識さに驚いた。また 94年のジェノサイドについ

ては、それほど深くは触れていなかったが、その後の政府の取り組みや、現在の行政システムの

充実について強調されていたのが印象的であった。お話が終わってしばらくすると私たちも出発

の時間となり、最後にまた皆で記念撮影をしてお別れとなった。 

 

総じて、今回の私たちのステイ先は村の中でもかなり裕福な層で、とても快適に過ごさせてもらっ

た。お父さんもお母さんも、しょっちゅう足りないことはないか、と優しく気にかけてくれ、どんなカル

チャーショックが待ち構えているのかという当初の不安もそれほど感じることはなかった。 

 

ただ、村全体で考えてみると、やはり貧富の差というものがあるようだった。実際、家で一日中家

事をしていたベビーシッターの女の子は家が貧しいために中学校に行かずにベビーシッター兼お

手伝いとして働いており、家族の中で唯一英語を話せなかった。そうした境遇の彼女がいる一方

で、小学生の娘さんは将来留学したいと語っていたり、また一方で、村の通りにはお昼間の学校

の時間にも関わらず、その年代の子供たちが多く遊んでいたり、と色々な環境を目にした。こうし

た現状は、公表されている就学率などでは決して分からない現実であり、それを知ることができた

という意味でも、この 3日間のホームステイは非常に意義あるものであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ビレッジで乗った自転車タクシー 

ホストファミリーと共に 
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⑥ 黒川・萩尾ホームステイ先 

［ホストファミリー］ 

Fidele Kampayana さんのお宅では、萩尾、黒川の 2人がお世話になりました。Fidele さんは農

家へのアドバイザー、奥様は経済学の先生をしています。子供は 4歳と 2歳の 2人兄妹で、奥

様の妹、義理の妹 2人を加えた 7人家族でした。普段は、Fidele さんと奥様が働きに出て、息子

は学校に行っています。奥様の妹が家事をやって、義理の妹たちが娘の面倒を見るようです。 

 

［1日目］ 

Fidele さんのお宅は平屋の土壁。玄関はきれいな石畳で、家の中は、大きなソファがある 10畳

ほどのリビングと 8畳ほどのダイニング。萩尾と黒川それぞれに部屋をいただけて、液晶テレビや

大きなスピーカーのラジオもある豪邸でした。 

家に着くと、散歩に出ようと言われ、隣の家に住む青野とホストファザーとともに、1時間ほど。そ

のままバーのようなところでブロシェット（焼串）をいただきました。家に帰ると夕食が用意されてい

て、ご家族といただきました。 

お風呂とトイレが少し大変でした。お風呂は 3Ｌくらいの熱湯と冷水が入ったタンクを 1つずつと、

大きな桶を渡させて「混ぜて」と言われました。適温になるように量を調節して、桶を少しずつ傾け

ながら浴びました。トイレは研修メンバーの中では珍しく水洗の洋式便所だったのですが、水道が

通っていなくて、あらかじめ汲んできた水をタンクにためて流さないといけませんでした。 

 

宿泊した家の内部 

［2日目］ 

アクティビティは、Fidele さんの農業アドバイザーの仕事に同行してパイナップル畑に行くことでし

た。パイナップル畑は、現地では「Cooperative」と呼ばれていて、おそらく協同農場という意味だと

思われます。広大に広がる農場でした。化学肥料ではなくオーガニックで育てるようにということ

や、大きくなってから収穫するようにと助言していました。ルワンダのパイナップルは日本で販売さ

れているものよりもずっと甘くておいしいです。 
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パイナップル畑までの移動は乗り合いバスとバイクタクシーを使いました。乗り合いバスは、15人

乗りくらいのマイクロバスです。出発地と到着地は決まっているけど、手を挙げれば乗せてくれる

し、合図すればおろしてくれます。Fidele さんが途中の街で、バスを止めさせてスイカを買ってい

ました。ほかの乗客もいるのにこれだけ融通が利くのは面白いと思いました。バス停からパイナッ

プル畑までで利用したバイクタクシーは、2人乗りできるように座席とつかまるところがあって、な

かなか快適でした。 

交流会後は、初日より庶民的な食事を出していただきました。食事は炭水化物が多く、米・キャッ

サバ・パスタ・バナナ・ジャガイモにトマトソースをかけていただくという感じでした。その他、肉・豆・

ほうれん草も食べました。調理法は基本茹でるか煮るかしかないようです。 

食事後は、子供が英語の勉強を始めました。4歳の男の子が、指さされたいろいろな物の名前を

英語とフランス語で答えていきます。そのあとは、英語で映画「マダガスカル」を見て笑っていまし

た。小さいころからトリリンガルになる教育を受けているのは衝撃でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［3日目］ 

朝食後は、Fidele さんが将来やりたいとおっしゃっている水族館の計画について教えていただき

ました。エジプトに水族館の視察に行った話や、ホテルなどに観光客用の小さい水族館を作りた

いという話を聞きました。お仕事があるということで、Fidele さんと奥様とは先にお別れをしまし

た。義理の妹である女の子に、日本の写真を見せて紹介してあげました。プリクラを面白がって見

ていました。彼女は、まだ幼いのに学校に行かずに家の手伝いをしています。家の仕事をするの

は決まって女性だし、食事も男性が先にとっているようだったので、根幹には男女差別が抜けて

いないのかもしれないと感じました。 

パイナップル畑近くにあった池 
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ホームステイ先の家族と 

8. 研修感想 

福谷佳苗 

研修代表、東京大学文学部 歴史文化学科 4年（参加時） 

 

一年時にタンザニア研修に参加して以来、二度目のアフリカ。今回ルワンダに行くまでの私は、ど

こか 3年前のイメージでルワンダについて想像し、準備を進めていました。しかし、実際に現地機

関を訪問し、ホームステイをし、学生会議を行う中で見えてきたのは、「アフリカ」という言葉では決

して一括りにできない「ルワンダ」独自の姿でした。その姿は、表面的なことで言えば、街の綺麗さ

や治安の良さ、人間的なことで言えば、ルワンダの人々の真面目さや発展への熱意、そして根本

的には、ジェノサイドの過去、といった様々な要素で成り立っていました。これまでアフリカの国々

については、MPJユースの勉強会等を通じて、色々と学んできたつもりですが、それでもやはり、

自分の中にはまだ一程度の固定概念が残っていたことに少なからずショックを受けつつ、より一

層他のアフリカの国についても深く学びたい、訪ねてみたい、という意欲が湧いてきたのも事実で

す。そして、「“アフリカ”について学び、発信する」という方針で活動している MPJユースだからこ

そ、「アフリカ」という言葉の中にある、一つ一つの個性を今後しっかりと発信していくべきだと強く

感じました。 

 

また、先輩方にくっついているしかなかった 3年前とは違い、代表という立場で今回の研修を進め

たことで、常に全体の動きを意識して行動するという姿勢を身につけたように思います。当時は永

遠に続くかのように感じた 2週間という期間も、今回は信じられないくらい一瞬で過ぎ去っていき

ました。しかし、常に何かしらに追われながら奮闘した今回の 2週間は、今後の私の人生にとっ

て、かけがえのない財産になると確信しています。そして、このような経験は、支えてくださった関

係者の方々、共に過ごした研修メンバーがいてこそ可能になったものです。この場を借りて、改め

て皆様には感謝致します。本当にありがとうございました。 
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土屋潔浩 

研修副代表、東京大学工学部 システム創成学科 3年（参加時） 

 

ルワンダ研修を通して、「信頼する」という行為に対して認識が変わったと思う。大学生として日本

にいると、信頼する人は最小限で済むようにできている気がする。家族と、自分の周りの友人や

先生。何か困ったことがあれば、彼らに相談すればいい。そして日々の生活の中では、言葉も通

じるし、日々の生活は慣れきったルーティーンの繰り返しである。日本という社会は機械による自

動化、なんでも検索できるスマホがあるお陰で、誰かに頼らなくても、生きていけるようになってい

る。 

 

しかし、ルワンダでの研修の間は全く違っていた。手続きの方法が分からなかったり、自分達が行

きたい機関の人との連絡も取れなかったりする。学生会議をしたいと思っても、きちんと連絡が取

れなくなったり、返事が全く返ってこなかったりもする。そもそも言葉も分からないから、自分ひとり

で解決する術も限られてくる。そのような困難にぶつかったとき、私には、相手を信頼するという方

法しか残っていなかった。ただ頼るだけではない。相手を信じなければ、相手もこちらが利害的な

関係でしか接していないことを見透かしてしまうだろう。そして信頼しあうことで、彼らは自分たちの

大切なものを分けてくれる。 

 

実際、この旅の中で、たくさんの方々に支えていただいた。政府機関とのアポイントメントを取る際

には、駐日ルワンダ大使や大使館職員の方のご協力を賜った。学生会議では、現地の学生団体

に学生会議の会場をアレンジしてもらうだけでなく、他国から参加する学生も受け入れてもらっ

た。旅行会社の方にも、予定変更などで何度も急なお願いをしたが、毎回迅速に対応してくださ

り、旅行をスムーズに行うことができた。ガイドの方やビレッジのホストファミリーの方々は、私たち

を暖かく迎えてくださっただけでなく、虐殺についての悲しい過去を共有してくださった。 

 

ルワンダではたくさんのことを学んだ。しかしルワンダで得られた学びは、ルワンダで出会った

方々を信じて頼ったからこそ、得られたものであると思っている。そしてこの姿勢は、これから大学

から社会に出て、多くの困難に直面するようになってからも、大切なものになると確信している。 

 

 

高瀬美緒 

玉川大学文学部比較文化学科 3年（参加時） 

 

私にとって人生で初めて訪れたアフリカ大陸が今回の研修地、ルワンダである。出発当日までの
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道のりは決して平坦ではなかった。なぜそこまで危険を冒してまで行くのか、わざわざ行かなくて

も日本でできることは山ほどあるのではないか、今行く必要はないのではないか、など、家族や友

達、周囲の方々から何度止められたか分からない。私はその度に、まだ人々の中ではアフリカ＝

危険な国として認識されているのだということを実感してきた。加えて、出発当日が近づくにつれて、

本当に行って帰ってこられるのだろうかという不安でいっぱいだった。 

 

そんな気持ちを抱えつつルワンダに旅立ったが、現地に広がる景色は想像以上の発展を遂げて

いた。整備された空港やホテル、スマートフォンを片手に音楽を聴きながら行き交う若者、深夜ま

で営業しているスーパーや薬局など、一見日本と差ほど変わらない環境が待っており拍子抜けす

る思いがした。 

 

しかし、後半日程で訪れたマヤンゲ村では、環境面、衛生面においてまだまだ不十分であり、中

心地と郊外では大きな差があることを実感した。私にとって特に衝撃的だったのは、お風呂とトイ

レである。お風呂はバケツ一杯の水で済ませなければならず、この量で本当に洗い切れるのだろ

うかとカルチャーショックを感じ、トイレは日本の江戸時代頃使われていたような形式で、虫も尋常

でないほどたかっていた。アフリカらしい生活様式に衝撃を受けながらも、私たちを迎えたくださっ

たホストファミリーはとても心温まるおもてなしと思いやりを下さり、一つ一つの言葉を鮮明に覚え

ている。本来ならばあまり話したくないであろう、ジェノサイドの歴史も丁寧に話してくださった。こ

のような体験こそ、現地に行かなければ得ることのできなかったかけがえのないものであったと感

じる。 

 

ルワンダ研修を通して、私はアフリカという国に対して以前より強く親近感を感じるようになった。

今までは貧困のイメージばかりが先走っていたが、そこに住んでいるのは私たちと同じようにそれ

ぞれの生活を営む人々であった。 

 

今回の研修で培った経験を、今後の MPJ youth の勉強会や大学での学びにおいても生かしてい

きたい。 

 

 

青野将大 

東京大学理科 2類 2年（参加時） 

 

感想としてビレッジでのホームステイでの経験を主に話そうと思う。 

Mayange村では一人でのホームステイとなった。正直一人になることが決まった時相当の絶望で

あった。海外旅行の経験もインドしかなく、単独で数日間異国で過ごすのは当然初の経験であり、

英語は友人に笑われるくらいの語学力である。3日間も過ごせば笑ってごまかすのなんて無理が
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ある。ホームステイ先の家が、基本電気がつかない、水道はない、虫だらけの家であることを確認

してさらに絶望は増した。こうして私の 3日間にわたるホームステイがスタートした。 

 

研修の中でも特に濃密なこの 3日間を通して感じたのは「非母国語での理解の限界」である。こ

れは私の英語力不足が一因にあるのは違いない。ただ、ふとした会話の中で「今お互い笑ってい

る理由は同じなのか？」「相手に合わせて愛想笑いをしていないか？」と考えてしまう。人の話を

聞いて、英語の書物を読んで「果たして他の人が感じるほどに趣旨を理解できているのか？」「書

物を『読んだ気』になっていないのか？」と考えてしまう。どうしても心の底から彼らと理解しあえた

という心情にはなれない。 

 

先ほどの「非母国語での理解の限界」は私一人に限ったことではない。ホームステイ先が学校の

校長であったことから幸運にも学校で小学校 6年生の算数の授業をする機会があった。この国の

小学生は日本の小学 4年生から英語「で」全ての授業を受ける。「数字」という世界共通の言語は

生徒も私も母国語である。だが当然、彼らの英語力は”This is an apple.”位である。数学の概念

を説明するとなるとお互い非母国語での会話を強いられる。相手が概念を理解しているのか、そ

れとも作業をこなしているだけなのか判断ができない。1時間の授業の間、ずっとこのことに苦し

んだ。 

 

また、この学校のある先生が言っていたことは今も印象に残っている。彼曰く「英語教育を取り入

れようとする政府の意思は素晴らしい、ただ僕らは英語(または仏語)という非母国語で論文を理

解し、作成することを強いられている。執筆者の意図する内容の半分も理解できているかさえわ

からない。この状態で果たして『国の教育レベルは向上している』と言えるのか。」ということであっ

た。 

 

最初に戻ると非母国語での理解というのはねずみ返しの形をした高い壁だと思う。語学力が伸び

れば、現実が見えてきて相手の考えがわからなくなる。どんなことでも遠慮せずに言い合え、互い

の窮地には損得抜きで助けに行くような素晴らしい関係、いわば「心の友」とは遠くなる。だがこの

限界を乗り越えることが真の国際的な関係構築、特に先進国と途上国の関係改善につながると

考える。将来におけるこの分野への貢献のため、語学力の向上を決意する、今回の研修はその

ような機会であった。 

 

 

伊藤里沙 

立教大学観光学部 2年（参加時） 
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私がMPJ youthに入ろうか悩んでいた時、一緒に参加しようとしていた友人が「アフリカは危ない

ところだから絶対にダメ」という理由から、親御さんに無理矢理止められてしまった。私が絶対にア

フリカ研修に参加しようと決めたのは、この瞬間であったことを今でもよく覚えている。「本当にアフ

リカってどこも私たちが訪れることのできない程、危険な場所なのかな」、と何故か悔しくなりこの

目で確かめなくては気が済まなかった。しかしいざ私がアフリカに行けると決まった時や、出発の

日が近づいてきた 2月は正直とても不安であった。ちゃんと日本に帰って来られなかったらどうし

ようと何度も考えた。 

 

しかしルワンダはそんな私の不安を一瞬で取り除いてくれた。それと同時に私がずっとこの目で確

かめたかった光景を見せてくれた。このルワンダが、いかに治安が良くて、綺麗な国なのか、どれ

だけ多くの人々が悲しい過去を背負っているのか、頭では理解していたはずだが自分の目で見る

ルワンダは想像をはるかに超える場所であった。街に出て 20歳を超えているだろう大人の人た

ちを見ると、この方達もあの虐殺を経験してきたはずなんだよなあ、と何度も考えた。しかしまるで

そんな出来事がなかったかのように、人々は笑顔を忘れず、相手を思いやり、人を赦し暮らしてい

た。私たちがお世話になっていた宿泊先のホテルの人々も、何度も何度も私たちに親切にしてくだ

さった。大人も子どもも目が合って、手を振ってみれば照れくさそうに手を振り返してくれたり、見ず

知らずの私たちを誰もが温かく迎え入れてくれたりした。中には顔や腕におそらく虐殺の際に受け

た傷跡が残っている人も多くいた。私のホストファミリーもその一人であった。どうしてその傷があ

るのか直接教えてもらうことはなかったが、ルワンダを知ろうとしている私に、虐殺についての話を

してくださった。どれだけ勇気のいることなのか、私には想像しきれないがこのように辛く悲しい出

来事を隠さず伝え、乗り越え、前に進もうとする力をひしひしと感じた。私がルワンダで学んだ一番

大切な事は、ルワンダ人の優しさの理由だと考えている。20年前の虐殺を経験したからこそ、人

の痛みがわかり、誰かを尊重し助け合っていくことがいかに大切なのか、誰よりも知っているのだ

と思う。大きな悲しみにも負けず、一生懸命強く生きている人々がルワンダにはたくさんいること

を、実際に自分の足で訪れ、肌身で感じ知ることができたことは、これからの人生の中で大きな財

産となったことに違いない。 

 

私がこれからすべきことは、アフリカ大陸のある小さな国にはこんなに素敵な人々で溢れているこ

とを伝えることではないか。そしてそこから、悲しい災害を経験した私たち日本人が見習うべき姿

を見出すことができるのではないか。また私は当たり前かのようにいる周りの人々を、大切にして

いくことの重要さをルワンダの人々から教わったと強く感じている。 

 

 

大畑毅志 

東京大学文科 1類 2年（参加時） 
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人生で初めてのサブサハラ・アフリカがルワンダであったことは、幸いだったのだろうか。キガリの

町並みをバスから見る限りにおいては、ここがアフリカであるという意識は薄れていった。一方で、

アフリカっぽい体験ができたことも事実である。水道、ガスのない家で様々な虫に怯えながら睡眠

を貪る日々は決して日本では味わえない。何はともあれ、まずは今回の研修を支援して下さった

全ての方々に感謝したい。 

 

ルワンダの町並みを見て感じたことは、時に非常に日本に似ている風景があるということだった。

山間を走る道路から見える谷底の川や、広がる水田は日本の原風景を彷彿とさせるものだった。

そして、日本から見るルワンダはあくまでアフリカというバイアスがかかったものであり、実際に見

るルワンダはそこに生きている人々を含んだ生のルワンダであったように思う。 

 

ルワンダに対するイメージとして最も大きいのはやはりジェノサイドであろう。ルワンダ滞在中にジ

ェノサイドの遺恨を感じることは全くなかった。一方で、ジェノサイドメモリアルを訪問すると目を覆

いたくなるような凄惨な情報が我々に呈示され、この悲劇から二十年しか経っていないという事実

に目を向けさせられる。現地の人々は、ツチやフツという言葉すら口にしない。ジェノサイドがルワ

ンダ社会に与えた影響は甚大であったことは容易に推察されるが、それを悟らせない現在のルワ

ンダ社会に対して一抹の不安を覚えるのは僕だけだろうか。 

 

次に、高度な経済成長は現在のルワンダを形作るイメージの一つであろう。キガリ市内を見ても

日本のような高層ビルはなかったが、24時間スーパーマーケットや人々の所有しているスマート

フォン、綺麗に整備された空港を見、アフリカであってアフリカではない国かもしれないルワンダを

実感した。ホテルに滞在すればほとんど日本と変わらぬ便利な生活ができる現在のルワンダは、

低所得国でありながら確かな成長への希望を感じる数少ない国であろう。 

 

最後に自戒の意も込めて、僕のアフリカに対する見方の変化というものを書いておきたい。大学

入学以降、僕は定期的な勉強会や読書等を通じて、アフリカに関する知識を徐々に増やしていっ

た気になっていた。確かにアフリカの国名、産業、文化等純粋な意味での知識はかなり増えたよう

に思う。高校時代の僕にアフリカ諸国の抱える諸問題について問うても、貧困としか答えられない

だろう。一方で、実際にルワンダに行って感じたことを総合すると、僕はルワンダに斯くも多様で豊

かな文化が存在することを想像さえしていなかったのだと気付かされる。アフリカには豊かな文化

が存在する。そんなことはアフリカを学ぶ上で常識だと思われるかもしれないが、この言葉の本当

の意味に僕が気付いたのは、実際にルワンダに行き、現地の町並みを見、現地の食事を口にし、

土埃の匂いを嗅ぎ、都市の雑踏を耳にし、現地の人々と触れ合ってからであった。アフリカに限ら

ず、世の中には知っている気になっていることが多々あるのではないか、そのような雑感と共に僕

のルワンダ研修は充実したものになったように思う。 
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黒川拓海 

東京大学文科 1類 2年（参加時） 

 

舗装されていない道路の赤土。視界いっぱいに広がるパイナップル畑と湖。明かりがほとんどな

い村でのみ見ることのできる無数の星々。丘の上のホテルから眺める夜の街並み……… 

 

2週間というルワンダ研修は思っていたよりもあっという間であった。日本から丸一日かけて辿り

つくことのできる、はるか彼方のアフリカの地にて、様々なことについて考えさせられた。ここでは

考えさせられたことのうちの 2つについて記す。 

 

一つめは、将来の進路だ。かねてから将来は開発援助に携わりたいと考えていた。この想いは、

ルワンダ研修を通じてより強くなった。生きることへの強い意志を持ったルワンダの人を手助けし

たいと思ったからだ。ルワンダは天然資源に恵まれなく、高地かつ内陸国で外国からの資源の輸

入にも不利だ。ルワンダ大学の学生、ホームステイ先の人は口を揃えて「ビジネスを始めたい」と

言っていた。人口の多く働き口のないルワンダでは、起業しか働く道が無い。また、ホームステイ

先のマヤンゲ村では、村の偉い人だけでなく、高校生が伝統的な踊りを披露してくれるなど村総

出で我々をもてなしてくれた。村の観光を仕切っている人からは、村でのホームステイに対するフ

ィードバックを切実に求められた。村をより発展させようと必死なのだ。研修を通じてそんな彼らの

生きる強い意志に応えたいと思った。ルワンダは虐殺から 20年経っているとは本当に思えない

ほどに発展していた。整備された道路、日本に匹敵するほどゴミのない街、中心部の多くのビルな

ど、実際目にしてここまで復興ができるのかということに感動した。これもルワンダ人の生きる意志

への強さの賜物なのだと思う。 

 

二つめは、現時点での自分の未熟っぷりだ。学生会議では、「女性の社会進出」というテーマで進

行役を担った。研修に行く前、相手に事前準備を強いない形のディスカッションで、どのようにした

らその場で良い議論にできるのかということを考えていた。その時は、何かの問題に対してみんな

で解決策を考える形の議論だと月並みな解決策しか出てこなくてわざわざディスカッションする意

味があまりないのではないかと思った。そこで、せっかく他の国の人と交流するのだから、個人の

価値観の違いの比較の議論に持ち込むことで、お互いの文化について知ることができ、より国際

交流の本質に近い議論ができるのではと考えた。しかし、学生会議本番では、一応進行役として

議論の形を保つことはできたものの、自身の英語力の低さにより、相手が主張していることを半分

くらいしか理解できず、展開の早い議論にうまく飛び込むことができなかった。また、伝統的な価値

観が未だ広く浸透しているという自分の想定と違い、国によって価値観にそこまで大きな差がなく

て、みな共通善を追求しているのだと感じた。これはこれで新しい発見ではあったが、自分の見通

しの甘さや、議論を進行する能力や英語力の低さをふがいなく思うこととなった。 
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ルワンダ研修によって圧倒的成長を得たかといえばそうではない。しかし、自分の夢と能力とのギ

ャップを自覚できたことで、やるべきことが見えてきたと思う。研修の間支えてくださった皆さんあり

がとうございました。 

 

 

萩尾公貴 

東京大学文科 2類 2年（参加時） 

 

自分がアフリカ研修で一番知りたかったことは、人々がどういう表情で暮らしているのかです。日

本に住んでいて見るアフリカ人の表情は二通りしかありません。屈託のない笑顔か、貧困や紛争

などで苦しむ表情。前者は、先進国の支援によって「幸せ」をもたらしたことを主張するため、後者

は途上国の「悲惨さ」から支援を呼びかけるため。いずれにしても人々を啓蒙する目的において

先進国のバイアスがかかったアフリカのように感じていました。ルワンダ人の実際を見ようと思い

ました。 

 

研修では様々な人と出会いました。 

まずは公的機関の人。すごく当たり前のことですが、真剣に国のことを考えているのが伝わりまし

た。政府がＨＰにあげている数々の文書からは、理想論ばかり並べ立てられているように感じてい

ました。途上国特有の貧弱な教育ゆえに理論と実践の接続がうまくいっていないのかと思ってい

ました。しかし、彼らはジェノサイドからの 20年での復興を誇りに思っており、実際首都キガリの

発展は彼らの政策が間違っていなかったことの証左でした。文章からは見えない、支援から脱却

したいという強い意思が見えました。 

 

民間の企業・団体の人たち。ルワンダ人の経営的意識が思ったよりも高くて驚きました。日本では

社会企業として特に社会問題にアプローチして起業することを特別視しています。しかしルワンダ

に特にそういった意識はなく、単純にもっと社会が豊かになることをしようという意識で、起業がそ

れの手段となっているにすぎませんでした。純粋な意識から生まれたアプローチもまた純粋すぎる

ところがあり、そこに改善の余地があるとは思いました。 

 

そしてマヤンゲ村や街中で見た人たち。ある意味拍子抜けでした。ルワンダに来たからと言って全

く違う種類の人間がいるわけではないと分かりました。おしゃべりな人も、よく笑う人も、まじめな話

が好きな人も、人見知りの人もいます。いろんなパーソナリティを持っている人が、ご飯を食べて、

買い物をして、街を歩いて、人と話して、ごくごくあたりまえな毎日を過ごすという、僕らと変わらな

い時間を過ごしていると分かりました。ただ、印象に残っているのは、子供たちが寄ってきたので
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手を振ったら”Money“と言われたこと。平日の昼間でした。当たり前な生活を当たり前として受け

入れているけれども、我々と当たり前の基準がいろいろなところでずれていることを実感しました。 

 

ルワンダに行って、人生観が変わる経験があるとどこか期待していました。もちろん新しい発見は

あったけれども、自分のやりたいことは変わらなくて、どこかほっとしました。むしろ途上国支援な

んて大仰な言葉を使う必要性も感じなくなりました。インターネットを使えばどこだって隣国です。

素敵な隣国に住む素敵な人たちと、世界をもっと楽しくする未来があればいいと思いました。 

 

 

三浦健 

東京大学理科 1類 2年（参加時） 

 

今回の研修会に行ったことで感じたことは以下の 3点である。 

やはり、ルワンダは最近の発展は著しいものの一人当たりの国民所得は低く、経済的に厳しい現

状にある。キガリ市内ですら昼日中から何もしないでいる人などが多くみられ、雇用需要が供給に

比べて少ない、内陸国であり海上貿易は輸送コストがかさむため諸外国と比べて不利であるなど

の理由があるからだ。 

 

しかし、その厳しい現実の中でも発展への情熱と計画の実行を意識した話を聞くことができた。虐

殺を経た今一つの国としてルワンダが経済発展していくことの意義は大きいとの認識を、前駐日

大使ムリガンデさんや多くのルワンダ人がもっていた。虐殺の原因は植民地化政策による恣意的

な民族分断と少数者優遇政策によるものであった。経済発展は間接的に他国の侵略によるその

ような悪影響を防ぐことにつながり、結果的に虐殺の再発を防ぎ民族融和を図ることができるかも

しれない。 

 

その一方で、ある意味ルワンダが発展に急ぎすぎているのではないかと感じる点もみられた。女

性や子供などの社会的弱者となりがちな層への社会福祉や教育機会が不十分であるから。ま

た、第一次産業者が 7割以上を占める中で第二次産業の工場を建て技術者の養成や技術力の

向上を十分に図ることなく、一気に第三次産業(IT分野)への投資を進めているからである。農業

従事者が多い人々のmindsetは簡単には変えることはできず、早急に公的教育の質向上による

若年層へのmindset変革が必要であり、中長期的発展のためには第二次産業の振興による工

業技術の発展は必要であると考える。発展への情熱が行きすぎ、自分の強みを生かすという発

想ではなく、IT分野に投資しなければならないという発想に陥り結果的に現実の実情に合わない 

計画となっているのではないかと危惧するところである。IT分野への投資は重要だがそれによっ

て生まれたイノベーションによる問題解決は成熟した社会でもかなり困難なことである。もちろん
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ITの基礎インフラを整えることは短期的には外資を呼び込むために重要なことだが、例えば発電

の安定化など産業の基盤となるより基礎的で低次な設備にもより投資を進めるべきである。 

 

基礎インフラへの投資と例えば、汚職が少ないといったルワンダの強みを生かした現実的な取り

組みが行えるかどうかが、今後中長期的に発展していくために必要不可欠な発想であろう。 

一方で、途上国と先進国という括りは先進国によるある種恣意的な概念だと感じる時があった。

ルワンダが目指しているのは、本質的には日本や欧米諸国のような先進国になることではなく、さ

らにその先を見据えて少なくとも経済発展の分野では考えを練っているからだ。もちろん多くの国

民にとっては明日の生活が重要であり、それは一部のエリートの理想にすぎないかもしれない。

たとえ理想であったとしても、ITによるビックデータの利用やイノベーションによる課題解決など世

界でも最先端の分野に追いつこうとする意志、世界一になろうとする意気込みや雰囲気は今の日

本には欠けているし、見習わなければならないと感じる側面であった。先進国と途上国とカテゴラ

イズすることで、それら見習うべき要素を見落としてしまい、ある種先進国のほうがすべてに勝っ

ているとおごってしまうこともあるのではないか。そして皮肉なことにルワンダなどの途上国の国民

自身が例えば自らの文化や国民性の魅力には無頓着である一方で、積極的にそのカテゴライズ

を量産しているようにも思える。アフリカの文化には魅力的な要素があると感じただけに、例えば

メディア・文化産業の発展にも力を入れて、途上国の国民自身の意識改革と文化・教育レベル向

上、海外への情報発信を図るという方法もあるのではないかと考えた。 

 

 

永井麻奈 

東京外国語大学 国際社会学部国際社会学科 1 年（参加時） 

 

私は大学でアフリカ地域を専攻している。アフリカについて学びたいと考えたのは貧困や紛争とい

った問題を解決するための支援をしたいと考えたからだったが、1年間大学でアフリカについて触

れてきた中で、このアフリカを「支援する対象である」と決めつけることが非常に高慢な態度である

ことに気づかされた。私たちがアフリカから学ぶべきこともある。そもそも日本の 80倍の国土を持

ち、50か国以上が存在するアフリカをひとまとめにして考えることが誤りである上に、(全てがとは

言えないものの)一つ一つが自国の力を発展させるために内発的に動く列記としたひとつの国で

あるということを特にルワンダの内戦からの復興の過程を知っていく中で感じた。ルワンダが自分

のアフリカに対する観念を変えてくれた国であったこともあり、書籍ではない、生のルワンダを感じ

たいと強く思っていたので、今回の研修に参加できたことは非常に意義深いものだった。 

 

研修において私が最も学びたかったのは、凄惨な 94年の大虐殺の後、奇跡的な復興を遂げるこ

とができた理由は何であったのか、ということだ。なにか絶対的な理由があるに違いないと考えて

いたのだが、各訪問期間で何が理由だったのか聞いてもしっくりした回答が得られない。しかし、
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RDBで「すべて失った後では発展するしかなかった」という回答をもらい、はっとすると同時に腑

に落ちる感じがした。選択肢がそれ以外に存在しないという状況が逆に強みになり、傍から見れ

ば「奇跡的な発展」を生んだのだろう。 

 

ルワンダは途上国の優等生、という考えで研修に向かったが、現地で矛盾を感じたことも多い。IT

国として発展していきたいのは理解できるのだが、その前に道路や水道、電気など、基盤となるべ

きものが未発達なままであった。JICAでこの矛盾について尋ねると、インフラなどと ITを並行して

発展を進めるとのことだったが、私は ITにより国が得る利益よりも、水道や道路などの設備を整

え、国民に利益を還元することを優先することが自然なのではないかと思う。それが最終的に企

業を召致する際にも強みになるのではないかと思えた。 

 

研修中に得たものももちろん多かったが、研修から帰ってきた後に得たものも大きい。成田に到着

し、東京駅でバスから降りたとき、なんとも言い難い気持ち悪さを感じた。無機質で、人間味がな

く、息苦しさ、圧迫感があった。ルワンダの生活がいかに自然なもので、日本での暮らしがいかに

人工的なものであるかということを目の前に突き付けられたようだった。一般的な途上国への支援

のゴールは、先進国の暮らしをモデルに作られているが、そのゴールが果たして本当に正解とい

うことができるのか疑問に感じる。ルワンダの暮らしより東京の暮らしに不気味さを感じたあの感

覚を忘れてはいけない。 

 

最後に研修をずっと支えてくださっていた代表と副代表、一緒に研修に参加したすべての先輩方

に感謝します。 

 

 

9. 研修報告会 

本研修の報告会は以下のような概要で行われた。 

 
［日時］ 2016年 3月 27日（日） 13:00~16:00 

［場所］ アカデミー千石（東京都文京区千石 1‐25‐3） 

［報告会についてのブログ記事リンク］ 

http://mpjyouth.official.jp/?p=624  

［入場料］ 無料 

［来場者数］ 30名 

http://mpjyouth.official.jp/?p=624

