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誰のための開発援助？―人びとの視点での協力とは

舩田クラーセンさやか（東京外国語大学総合国際学研究院准教授）

日本を含む国際社会は「アフリカ援助の倍増」を
宣言している。しかし、これまでのアフリカ支援
は人びとのエンパワーメントにつながってきたの
であろうか ? 本講義では、政府批判に終わるので
はなく、アフリカの人びとの力になれる協力について考える。
●主著：『モザンビーク解放闘争史—「統一」と「分裂」の起源を求めて』
御茶の水書房 2007/『アフリカ学入門（仮）』明石書店 2010（近刊）●参考
文献：大林稔・石田洋子（編著）『アフリカにおける貧困者と援助—アフリカ
政策市民白書 2008』晃洋書房 2009

人びとのチカラ ―政府を当てにせず、自立する

松本仁一 （ジャーナリスト）

多くの国で政府は腐敗し、貧困は放置されてい
る。もう政府になど頼っていられない、という草
の根の動きが各地で生まれている。
●主著：『アフリカを食べる / アフリカで寝る』朝日新聞出版 
2008/『カラシニコフⅠ』朝日新聞出版 2008/『カラシニコフⅡ』朝日新聞出
版 2008 ●参考文献：松本仁一『アフリカ・レポート—壊れる国、生きる人々』
岩波新書 2008

「内戦」を生きるキプシギスの共同体
小馬 徹 （神奈川大学人間科学部教授）

2007 年末の大統領選挙の直後、ケニアは内戦状
態に陥った。キプシギス人は四囲の多民族ばかり
か行政府とも戦った。混乱の中で共同体はいかに
生き延びて社会を再生したのか。
●主著：『贈り物と交換の文化人類学—人間はどこから来てどこへ行くのか』
御茶の水書房 2000/O. 呂陵『放屁という覚醒』世織書房 2007 ●参考文献：
小馬徹（編）『カネと人生』雄山閣 2002/ 小馬徹・青木保他（編）『紛争と運
動』岩波書店 1997

映画に映えるアフリカ ―アフリカ映画のチカラ

分藤大翼 （信州大学全学教育機構准教授）

もはやアフリカは外から覗かれてばかりではあ
りません。アフリカの人々がアフリカのことを
どのように見据えているのか。「アフリカの見方」
をアフリカ映画から学びましょう。
●主著：『見る、撮る、魅せるアジア・アフリカ！—映像人類学の新地平』（共著）
新宿書房 2006 ●参考文献：Jean-Pierre Bekolo Obama  AFRICA FOR THE FUTURE 
Sortir un nouveau monde du cinema  Dagan 2009/Manthia Diawara  African Film: 
New Forms of Aesthetics and Politics  Prestel USA 2010

映画を観る

巨樹バオバブと共に生きる人びと
◆上映作品：『バオバブの記憶』（監督：本橋成一 / 日本 /102 分 /2009/ 配給：ポ
レポレタイムス社）

本橋成一 （写真家 / 映画監督）

「バオバブの記憶」は、セネガルのある村でバオ
バブの樹と共に暮らす少年とその家族を描いたド
キュメンタリーです。この映画を通して、本来の
豊かさとは何かについて考えてほしいと思います。
●写真集：『炭鉱〈ヤマ〉』現代書館 1968/『アレクセイと泉』小学館 2002
●参考文献：本橋成一『バオバブの記憶』平凡社 2009

（23「ドキュメンタリー映画と語ろう！」クラスと合同）

アビジャンのストリートと音楽
鈴木裕之 （国士舘大学教授）

コート・ジボワールの大都市アビジャンで生き
るストリート・ボーイたち。彼らがどのように
生きているか、なにを考えているか、どんな音
楽やダンスをつくりだしているか、映像を交え
ながら紹介します。
●主著：『ストリートの歌—現代アフリカの若者文化』世界思想社 2000 ●
訳書：エレン・リー『ルーツ・オヴ・レゲエ—最初のラスタ レナード・ハウエ
ルの生涯』音楽之友社 2003 ●参考文献：鈴木裕之『ストリートの歌—現代
アフリカの若者文化』世界思想社 2000

バイオ燃料と『途上国』
─アフリカ農民の暮らしから

稲泉博己 （東京農業大学准教授）

バイオ燃料は最近の世界情勢の中でも極端な浮
沈を見せている事例の一つです。この動きがアフ
リカの農民にどのような影響を与えているので
しょうか。皆さんと一緒に考えたいと思います。
●主著：『アフリカのイモ類—キャッサバ・ヤムイモ』国際農林業協力・交
流協会（編）2006/『飢餓を考えるヒント—食料価格高騰の影響』（共著）
AJF・JVC・HFW 2009 ●参考文献：高根務『ガーナのココア生産農民—小農
輸出作物生産の社会的側面』日本貿易振興会アジア経済研究所 1999/ 島田
周平『アフリカ 可能性を生きる農民—環境—国家—村の比較生態研究』京
都大学学術出版会 2007

（09 「生命に何が起こっているのか」クラスと合同）

つくって食べてアフリカを感じよう！
この回では、在日アフリカ人の
講師をゲストに招き、皆でアフ
リカ料理をつくって食べます。
文化や生活などのお話をうかが
いながら、五感を使ってアフリ
カをたっぷり感じます。

アフリカの伝えられ方―日本における報道
ウィリー・トコ（東京大学大学院学際情報学府博士課程 学際情報学専攻） 

私達はメディアの「かわいそうなアフリカ」と
向き合い続けるのか、あるいは別の目線から「別
のアフリカ」に向き合い始めるのかを明確にす
る時が来ていると私は思います。
●参考文献：ウィリー・トコ「努力する現地の人々の紹介を」（私の視点）『朝
日新聞』2009 年 6 月 25日 / 日本・中東アフリカ文化経済交流会「日本のメディ
アにみる『アフリカ報道』—対アフリカ援助の在り方を中心に」『キリスト新
聞』 2009 年 9 月 26 日 / 菊地功『カリタスジャパンと世界—武力なき国際ネッ
トワーク構築のために』サンパウロ 2005/ 松本仁 一『アフリカ・レポート—
壊れる国、生きる人々』岩波新書 2008

オリエンテーション

方法としてのアフリカ
勝俣 誠 （明治学院大学国際学部教員）

「日本から何百万の兵隊が行っていますが、この
人たちは何を見たかというと、何も見ていない。

（中略）なぜ見えないかというと、自分に問題が
ないからです」（竹内好）を考えます。
●主著：『アフリカは本当に貧しいのか—西アフリカで考えたこと』朝日選
書 1993/『現代アフリカ入門』岩波新書 1991 ●参考文献：フランツ・ファノ
ン『地に呪われたる者』（訳書）みすず書房 1996

紛争・貧困といった暗い課題ばかり報道されるアフリカ。このクラスでは、厳しい現実と

向き合いながらも、たくましく生きるアフリカの人びとの日常や市民社会をテーマにアフ

リカを知り、その豊かさに触れます。アフリカの人びとの暮らしや社会を学びながら、日

本社会のあり方を見つめ直してもいきます。

アフリカ—人びとのチカラ

● 2010 年 5 月〜 2011 年 1 月　● 基本的に隔週金曜日 19:00 〜 21:00
● 全 13 回 / 定員 30 名　●受講料 34,000 円
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「われわれ」の物語としてのアフリカ文学
砂野幸稔 （熊本県立大学教授）

「物語る」ことによってある共同性の空間を立ち
上げようとするプロジェクトとして、20 世紀の
アフリカ文学をとらえ直してみたいと思います。
●主著：『ポストコロニアル国家と言語—フランス語公用語国
セネガルの言語と社会』三元社 2007/『アフリカのことばと社会—多言語状
況を生きるということ』（共編著）三元社 2009 ●参考文献：山田肖子（編著）

『アフリカのいまを知ろう』岩波ジュニア新書 2008/ 岡倉登志（編）『ハンド
ブック 現代アフリカ』明石書店 2002

女が男を選ぶ？
─ケニア・ルオ社会の結婚とセクシュアリティ

椎野若菜 （東京外国語大学アジアアフリカ言語文化研究所 教員）

アフリカには人間が生きていくための、社会を
営んでいくための、とても豊かな人間の知恵が
あつまっています。ケニア・ルオ社会の事例を
もとに性と社会、男女関係のありようを考えて
みましょう。
●主著：『結婚と死をめぐる女の民族誌—ケニア・ルオ社会の寡婦が男を選
ぶとき』世界思想社 2008/『やもめぐらし—寡婦の文化人類学』明石書店 
2007 ●参考文献：奥野克巳・椎野若菜・竹ノ下祐二（共編）『セックスの人類学』
春風社 2009

アフリカの人びとによる社会運動
津山直子 （JVC 南アフリカ事務所前代表）

自らの生活を向上させ、地域社会、国、世界を
変革していこうとするさまざまな社会運動の視
点から、アフリカを理解し、そのエネルギーを
感じたいと思います。
●主著：『南アフリカを知る 60 章』（共著）明石書店 2010（近刊）
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11/20（土）14:00 〜 16:00
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写真はイメージです

海外エクスポージャー

【ルワンダ】

大虐殺から 1 ６年

和解と復興への道のりを知る旅
アフリカ中央部にある、美し
い千の丘の国「ルワンダ」。約
100 日間で 80 万人もが命を
落としたとされるルワンダ大
虐殺から 16 年。大虐殺とは
何だったのか、そしてルワン
ダは大虐殺後どのように平和を構築してきたかを、記
憶と教育のために国内各地に建てられている虐殺記念
館を訪ねたり、生き抜いた方々の証言を聴く中で考え
ます。
※別途参加費がかかります。詳細は P2 をご覧下さい。

8月


