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はじめに  ポストコロニアルの日常を訪ねて 

 

   この報告書は、神戸大学国際文化学

部の「海外研修」のプログラムのひとつと

して実施された、通称「ウガンダ研修」

2015年度、および 2016年度の参加者の

報告を集めたものである。報告は、事後研

修の一部を兼ねている。 

   文化人類学者である私は、数年ほど

前まで自分のフィールドに学生を連れてく

る日が来るとは夢にも思わなかった。それ

を嫌う人類学者も多いし、その気持ちもよ

く分かる。職場（あるいは自宅）を覗かれ

ているような気がするのだろう。 

   一方で、「現代社会人類学」や「文

化人類学」という講義でアフリカの日常生

活のことを講じていても、まったくリアリ

ティをもって受け止めてもらえないという

不満もあった。教壇にのぼるようになって

から長年の懸案事項だった。しかし、当た

り前である。少数の例外を除いては、彼ら

はアフリカの日常生活に触れる機会がない

のである。その機会を、ちょっと無理して

つくることにしたのだ。 

   2013年だったか、当時卒論を指導

していた学生が、「先生の調査地をみてみ

たい」とウガンダに立ち寄ったのがきっか

けのひとつだった。当の学生はもちろんだ

が、私のよく知る村の人々が常になく喜び、

興奮しているのをみて、ひょっとしたら、

学生を連れてくる、というのも現地の人た

ちに対する恩返しの一つなのではないだろ

うか、と考えた。思ってもみなかった考え

だった。研究で地元に還元する、とはいう

は易く行うは難い。それはまだ長い道のり

であると感じている。 

   それまでは、私の場合、特にフィー

ルドワークというか野外活動に関していう

と、研究はアフリカ、教育（学生を引率す

る実習）は日本、のような棲み分けがなん

となくできていた。前任校（東北学院大学）

の実習が主に東北の仙台近郊という限定が

あったことにもよる。東北は、民俗の宝庫

のようなものだったから限定はコンテンツ

的にはむしろ可能性だった。東北を学生た

ちと歩いた経験は現在でも生きている。ち

ょうどそのころ一度、ウガンダに一緒に行

きたい、という学生が数名現れたが、『地

球の歩き方 東アフリカ編』を渡してみた

ら、「字が小さすぎて読めない」と音を上

げた。海外経験もゼロ。行ってみたい気持

ちは本物だったのだろうと想像するが、幼

すぎる彼らを引率するイメージはわかなか

った。まあ私の力不足である。2009年に

神戸大学に移ると、一部の学生は自力でア

フリカにボランティアなどに出かけていた

ので、当初はあまりニーズを感じていなか

った。しかし、数年すると、それら肌でア
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フリカを知る学生は、本当に一部の一握り

であることが次第に分かってきた。また、

それら一部の学生も、ちょっと偏ったアフ

リカ経験をしていることに気づいた。イン

ターンシップなどは、あらかじめかかわり

方が決まっているから、ある角度からしか

見ることができないという大きな弱点があ

る（それでも行ったほうがいいに決まって

いるが）。なにより大きいのは、大多数の

学生はアフリカに関心があっても、自ら体

験するツテを持っていないのだという実態

がだんだんわかってきた。「だったらツテ

になってやろうか」というわけで、企画し

たのがこの研修である。おりしも、教務関

係の仕事をしていたこともあって、正式な

科目にも含めてもらい、1単位の授業の一

環とすることができた。ヨーロッパやアメ

リカの日常生活には目を輝かせるものの、

アフリカの日常生活にはさっぱり関心をし

めさないように見える教室の学生を前に、

『社会人類学』や『文化人類学』を語るの

も、少し嫌になってきていたのだ。 

日本の報道自体、日本と経済的に結

びつきの強いところにしか特派員を派遣せ

ず（しかし、アフリカと日本の経済的結び

つきは ODAも含め非常に強いので、本当

はこの説明もおかしいのだが）、ニュース

の重みが経済的なやりとりの比重に影響さ

れる恨みがあるからなおのこと情報が入っ

てこない。ひとたび国を出ると、CNNでも

BBCでもアルジャジーラでもアフリカ情報

は満載なのだが。そういった意味ではこの

国はまだソフトに鎖国しているようなもの

だ。南北問題と呼ぼうと、何と呼ぼうと、

学生の（象徴的で、実は日本人全体の）関

心まで南半球に至らないのでは「グローバ

ル」とは全くいえない。そういった構造に

対する抵抗の意味もある。こうした、目に

見える役立ち、や目に見える関係以外のも

のをなかったことにしてしまう、という社

会の構造は根強くて、驚くべきことだが、

ごく普通に「海外のことを知ることが私た

ちの生活に何か役に立つとは思えません」

と講義のコメントペーパーに直裁に書いて

くる学生もいる。彼らのスマホにはアフリ

カのコンゴ由来の地下資源でできた部品が

（たぶん）搭載されているのだ、というの

に。 

   もうひとつのきっかけは JICAの提

供科目である「国際文化学特殊講義」（新

しい国際人間科学部では「国際開発援助論

（JICA）」と改名）のコーディネートをす

るようになったことだ。ここには、アフリ

カに関心のある学生が何人かは現れるのだ

が、それらはいわゆる「意識高い系」であ

る。いずれも「開発」との関係でアフリカ

という記号に関心があるのである。その記

号の意味するところは、要するに遅れてい
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て、援助が欲しい、貧困の、病気が蔓延し

た、という途上国イメージである。それら

はいずれも一面の真実ではあるのだが、私

の知るアフリカの人々と日常生活とは大き

く隔たっているのも事実だ。この「意識高

い系」にも、ちょっと見方を補正する機会

がほしいと考えた。善意が先に立つだけに

補正は若干困難が予想される。結構本気の

体験ができる企画を考えないといけないだ

ろう。 

数は少なくても、なんと言うことは

ない日常生活を、「みたことがある」「体

験したことがある」ということが重要だ。

そうさりげなく言い切れる学生を出してい

こう。そういう地平からしか、「グローバ

ル」を地続きで考える視点は出てこない。

そして、実際に私が 20年来親しんだ、多

言語状況、ポストコロニアルの日常を経験

してもらおう。そういった学生は、たんに

開発と聞くと目を輝かせる「意識高い系」

とは違った視点をもつにちがいないのであ

る。 

ポストコロニアル、というのは単に

植民地主義が終わった、ということではな

い。ポストコロニアルというのは、植民地

が終わってもなお、その支配構造が続いて

いることを含意している。しかし、彼らは

単に蹂躙されているのではない。そのあり

ようを、バランスよく知るのは難しい。ま

た体験するのも難しい。しかし、まずはや

ってみよう、というわけである。 

さて、噂によれば、この企画は新学

部のなかでも目玉の一つなんだそうである。

私の師のひとりである長島信弘一橋大学名

誉教授も、「梅屋にしては上出来の、すば

らしい企画」だと珍しく褒め言葉を口にし

た（私はこの人に褒められた記憶はほとん

どない）。今後この企画がどのように育っ

ていくのか、未知数だが、まずは、この 2

年の報告をまとめたのがこの報告である。

どんな読まれ方をするかわからないが、関

心をもった方には、それなりに面白い報告

になったと思う。かけた時間と注いだ熱意

にはばらつきはあるが、まずは、どの報告

も私の予想以上にはよかった、と言ってお

こう。 

 

2017年 6月吉日 

 

神戸大学国際人間科学部 教授 梅屋 潔  
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「違い」を超えて「同じであること」 

―ふつうに「楽しい」ウガンダの現場から開発援助

をみることができました― 

 

伊藤 実紅 

 

1.海外研修 概要 

日程：平成 27 年 8 月 20 日～8 月 29 日 

渡航先：ウガンダ（エンテベ，カンパラ，ジンジャ，

トロロなど）    

研修内容：  

１．ガンダ王国に関する歴史的建造物の見学 

《危機に瀕したユネスコ遺産 Kasubi Thombs、

ガンダ王国議会など》 

２．トロロでの、開発 NGO の見学・研修 

３．首都カンパラやトロロでのマーケット見学  

４．一般家庭での料理体験  

５．マケレレ大学でのプレゼンテーションなど 

 

2.参加動機 ＊参加前に記述 

私は今回の研修で、ウガンダの現状を体験

し、正しく考えられる力をつけたいと考えている。

「途上国」の「アフリカ」の中央に位置するウガンダに

実際に行くことで、それらのステレオタイプ/偏見を

除いて正面から同じ立場で考えられるようになりた

い。それはつまりは、現在自分がアフリカと聞いて、

勝手なイメージを作り上げてしまっていると感じてい

るからである。また、多くの人が自分と同じようなイ

メージをもつ状況にあるはずである。実際に行くこと

で、想定と違う点を、日本の人々に伝えることもま

た、今回の研修の目的の一つである。10 日間で

学べることに限りがあるとは思うが、多くの場所へ足

を運び、いろいろなことを体験して、できるだけ多く

の発見をしていきたい。 

現在、特に興味があることとしては 2 点あげ

られる 

【1】「途上国の開発支援」といわれる活動の現地

の様子 

事前に調べたように、途上国の開発支援と

いっても、政府による ODA 関係の JICA や、民

間の NGO/NPO など、様々な種類がある。それぞ

れの活動が、実際に現地の人々にどのように受け

入れられており、どれほどの成果をあげているのかを

少しでも自分の目で見たい。 

 また、支援が現地のニーズにあっていない、

支援のはずが悪い結果をもたらしてしまう、支援に

依存してしまう、などの問題があげられることがある。

なぜそのような問題が起こってしまうのか、その改

善・解決策について考えたい。例えば、ニーズがど

のように調査されていて、それが実際の活動にどの

程度、どのように生かされているかについてである。 

これらを学びたい理由は、「支援」ということ

に興味があるからである。自分が現在行っている東

北の復興支援といわれるものにも同様の問題がみ

られることがある。どのような活動からも学べる点が
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あることは確かである。（＊１）また、これから将

来について考える中で、自分が、途上国の支援に

どの程度貢献できるのか、考えたいと思った。 

 

＊１岩手県大槌町で復興支援をおこなう NPO

を運営する方にお話を聞く機会があった。その方は、

大槌町で生まれ育ち、青年海外協力隊などの活

動をしていたが、東日本大震災を機会に海外での

活動をやめ、地元である大槌町で NPO を立ち上

げた。その方は、どちらも活動の原点は同じ、むしろ

人間関係などを知ってしまっている地元での活動の

ほうが難しいことも多いとおっしゃっていた。 

【2】ジェンダー問題/実際の人々の感覚や様子 

ジェンダーについての講義を受け、最終課題

で少しアフリカのジェンダーを取り上げた。 

アフリカの大きな問題の一つにジェンダー問

題がある。アフリカの慣習、伝統への信頼から、女

性の早婚や女性器切除の問題が生じている。日

本に住む私からしてみれば、それらは「問題」である

のだが、実際にはそれらはどう考えられているのか。

人それぞれだが、それらを伝統として残したいという

声もあると聞いて、驚いた。本で読むだけでは分か

らない、実際の感覚を知りたいと思った。大学に通

う学生など同じ世代の人々の考えも知りたい。 

3.研修での学び ＊参加直後に記述 

実際にウガンダに行って体験したこと、考えた

こと、学んだことはとても多い。文章には書ききれな

いほどの貴重な体験をたくさんすることができ、本当

に参加して良かったと思った。この研修にかかわるす

べての人に感謝したい。 

ここでは、特に参加動機にかかわり事前に

興味のあった「開発支援」「女性問題」について取

り上げたいと思う。 

まず、「開発支援」についてである。そもそも、

「開発」とは何を目指しているのか、と思った。私た

ちは首都カンパラのマケレレ大学ゲストハウス、そし

て、そこから車で 5 時間ほどかかる梅屋先生の研

究するトロロの村の来客用の家に泊まとった。カン

パラとトロロの差は大きかった。カンパラのゲストハウ

スでは電気や水道が完備されていた。一方、トロロ

の村では、太陽光発電でたまに停電したり、洗濯

などはタンクにためてある水を汲んだり、という方法

であった。それだけを取り上げれば、支援を得て充

実させるべきなのかもしれない、と感じてしまう。しか

しこれは、日本での生活になれているものの視点で

ある。電気がないなら、早く寝ればよい。実際、村

の人々はとても早起きの習慣があった。水に関して

も、慣れない私たちだからおなかを壊したりするので

あって、実際そこまで問題ではないのかもしれない。

つまり、開発されていないと言えるトロロの村でも十

分なのである。さらにいえば、数日だが泊まって思っ

たのは、カンパラよりトロロのほうが暮らしやすいとい

うことである。カンパラはとにかく人が多く、車が多く、

渋滞も多ければ、空気も悪い。モノはトロロのほう

が少ないが、村から車で 30 分ほどに十分なマーケ

ットがある。本当に開発が必要とは思えなかった。

むしろ、開発の進んでいるはずのカンパラこそ多くの

問題があるように思えた。 
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しかし、教育をうけたエリートの人々は、カン

パラのような町を目指して、開発を進めたいと考え

るそうだ。私は、それに賛同することができないと感

じた。カンパラよりも、トロロのほうが人々は幸せに

暮らせると考えるからである。これは、暮らしたトロロ

がとても快適な場所だっただけかもしれない。ウガン

ダには生活スタイルまでもが大きく違う民族が暮らし

ているから、もし、他の地域で泊まっていたら、カン

パラのほうが快適に感じるのかもしれない。さらに考

えられる原因としては、カンパラで見たマーケットの

印象が強かったことも考えられる。初日に、人々が

とても狭い土地で、時には悪臭がする場所で商品

を並べ、商売をする姿はとても衝撃的だった。しか

し、これら２つの理由を考慮しても、カンパラが理

想とは言い難い。それぞれの民族の作り上げた生

活は、それぞれの生活にあっていて、それを無理に

変える必要はないと思ってしまう。これもまた、日本

にすむ私の身勝手な視点かもしれない。 

エリートの人々は、必ずしも人々の生活が

良くなることを願って開発を進めるわけではない。賄

賂が根強く残るウガンダで、政治に関してだけでは

なく、開発に関しても賄賂のような自分の利益につ

ながることが多い。道路建設がその一例だという話

は、研修参加前にも学んでいた。車をもたない地

域の人々にとって、道路はあまり意味のない支援

である。しかし、日本の ODA による JICA の事業

の多くは、道路建設といったインフラの整備に使わ

れている。それは、国家の利益になる。事前勉強

でも学んだように、国による支援は国の利益に応じ

でリクエストされる。日本では、国は国民の代表で

あり、国民の利益をある程度代弁しているといえる

が、ウガンダの場合は必ずしもそうでない場合が多

い。開発は、一部のエリートや国家のために使われ

てしまうこともある。 

さらに、JICA に関して言えば、ジンジャから

トロロに向かう途中に非常に大きな田んぼを見た。

これもおそらく、日本の支援で普及させられたもの

である。そもそも、コメ作りの習慣が無いアフリカに、

稲作を普及させることについての議論も必要だが、

私がそれより強く感じたのは日本の影響力、経済

力、つまりは日本とウガンダの経済格差である。日

本人にとって ODA 事業の一環であるウガンダ支

援。日本人はウガンダの車のほとんどが日本の中

古車だということも知らない。しかし、そんな日本人

からの支援でこんなにも大きな田んぼができている

のか、と驚いた。ウガンダの人たちは、日本の支援

が多いということを知っているし、そのおかげで日本

に良い印象をもってくれているのではないかと感じた。

だからこそ、私も含めた日本人は、自分たちのお金

がどのように使われているのか、もっと関心を持たな

ければならないと強く思った。 

さらに、もっとローカルな視点で見れば、今

回の研修で、トロロの村で World Vision という

国際 NGO が関わる様々な地域活動を見学した。

ここでは World Vision はそれぞれの活動のノウ

ハウを地域住民に教え終わって、定期的に見学に

行く程度であり、それぞれの活動はほとんどが住民

中心で行われている。このように、国際的な

NGO・NPO など様々な支援がウガンダの各地で

行われているが、一番良いのはその地域の人々が

自発的に問題点を見つけ、その解決のために動く

ことである。これはなにも、ウガンダだけの話ではな

い。私の参加する東日本大震災の復興支援も同
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様である。そこで、他人がどれだけの支援をどれくら

いの期間行うのか、特にその引き際が重要なので

はないかと思った。 

次に「女性問題」についてだが、正直、あま

り勉強することができなかった、と感じている。 

トロロの NPO の見学の中で、女性支援活

動を行う NPO があった。村で仕事のない男性は

昼間から酒浸りの生活をおくることが多いそうだ。そ

の分、女性が働くことが多く、女性の負担が大きい。

その NPO では、男性の更生よりまずは、女性の支

援に焦点を当てて活動していた。その NPO のリー

ダーが男性である点がとても面白いと感じた。酒浸

りの男性についてどう思うか聞いたところ、やはり男

性は強くて、そして仕事もこなせるほうがよい、という

考えでやっているそうだ。男性だからこそ、男性の気

持ちがわかるのかもしれない。 

その他、参加動機以外に関わることで思っ

たことを述べたい。 

先ほども少し述べたが日本とウガンダの経済

格差を強く感じた。ウガンダの人が食べないようなホ

テルでの高級な食事が、日本円に換算したら

1000 円以下で食べることができてしまう。マーケッ

トを歩くと、時には「Give me money!」といわれ

てしまう。スペシャルタクシーでは通常の値段の何

倍もの値段をいわれることもある。それらにどうとらえ

てよいのか、わからなかった。日本では普通の学生

が、ウガンダに言ったとたんに金持ちの扱いである。

「これくらいの金額なら払ってもいいや」としてしまっ

てよいものなのだろうか。チップの文化のあるウガンダ

だから、その金額の程度はとても難しいと感じた。そ

れも文化の違いとも言えるのかもしれない。 

文化の違いについては、一夫多妻が話題に

なることが多かったように感じた。そのことも関係する

が、子どもが多いなぁ、と常に感じていた。現在のウ

ガンダでは、一人しか奥さんを持たない人もいれば、

複数持つ人もいる。日本で赤ちゃんを抱く機会は

めったにないのだが、ウガンダでは１０日間で２，

３回は抱いたと思う。とにかく、どこにでも子どもがい

る、と思った。このことを実際にみて、自分自身での

変化を感じた。車での移動中、水汲みにいく子ども

を見て、なんとなく納得した気持ちになったのである。

「たくさん子どもがいるし、村でやることもないのかも

しれない。」「水汲みに行かされているのかもしれな

いけど、自分から行っているのかもしれない。」と考

えるようになった。そこに変化を感じてということは、

つまり、子どもたちの置かれた状況について理論で

はわかっていても、心の奥では「かわいそう」と思って

いたのかもしれない。なぜだか分からないけど、自分

自身が他の人の文化を理解する点において進歩

したように感じた。 

4.これからについて  

＊参加から 2か月後に記述 

ウガンダへ行ってから、早くも 2 か月が過ぎ

てしまった。ちょうど、国文の生徒にとっては、留学

やこれからのことについて考えるべき時期である。ウ

ガンダ海外研修から現在まで、その経験が私に与

えている影響、そして今後どう生かしていきたいのか、

報告書を書くと共に、自分について振り返る機会

にしたいと思う。 

ウガンダへ行ったすぐ直後の自分について考

えると、ウガンダで経験した多くのことを自分の中に
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うまく吸収しきれていなかったように思う。「ウガンダど

うだった？」と友人に聞かれることも多くあったが、何

から伝えればよいのかわからず、結局、印象的で面

白そうなエピソードだけ伝えておしまい、ということが

多かった。でも、実際に私が伝えたいのは、そのよう

な明らかな文化の違いを示すようなエピソードだけ

ではない！と心の奥でじれったいような気持ちをもっ

ていた。では、伝えたいことは何なのか。一部にしか

当てはまらない話ではあるが、私と話を聞く人の溝

は以下のように説明されると思う。話を聞いてくれる

人を批判するわけではないが、話を聞く人はウガン

ダと自文化の違いに対する驚きを期待していると思

う。「思ったより、ウガンダも日本も同じなんだね。」

というより、「そんな（予想を超えた）驚く話もある

んだ！」と。でも、私の実感としては、「違い」に対す

る驚きよりも、「同じであること」に対する発見、感

動を伝えたかったのではないか。「ウガンダも“ふつう

に”たのしい。」と。距離は遠いし、肌の色も違う、

考え方も、宗教も、結婚の制度も違うけど、だから

といって心の距離を感じてほしくないと思う。これに

気づいたのは、言葉に記しだした今である。（報告

書は大切だと思った。報告書ではなくとも、自分の

思ったことを文章に書きだす作業をすることは、自

分が心で思っていたことを吐き出すこと、整理するこ

とができるから。）今となっては少し遅いかもしれな

いけど、これからウガンダの話をするときには、自分

の感じたウガンダを伝えられるように努力したいと思

う。 

突然だが、2005 年にスタンフォード大学の

卒業式でのスティーブジョブズのスピーチ、その中で

も「点と点をつなぐ」という話をご存知だろうか。私は、

決してスティーブジョブズのファンでもないし、普段か

らそんなに英語のスピーチをみて勉強したりする、そ

ういうタイプではないのだが、この話だけすごく心に

残っている。おそらく、どんな人も、ふと心に思い出

す話があると思うが、そのような話の一つである。 

“…Again, you can't connect the 

dots looking forward; you can 

only connect them looking 

backward. So you have to trust 

that the dots will somehow 

connect in your future. You have 

to trust in something — your gut, 

destiny, life, karma, whatever. 

This approach has never let me 

down, and it has made all the 

difference in my life.”① 

スティーブジョブズは「未来でつながる」といっ

ているが、私はこの話を聞いてから自分の経験

（点）をつなぐもの（線）を探そうとする癖がつい

てしまっている。そして、そのような未来でつながる

点として、ウガンダ研修で学んだことを振り返ると、

私は、「同じ目線にたつ」ということを軸に、大切に

したいのではないかと思った。それが、私が今回のウ

ガンダ研修から、文化人類学や現代社会人類学

の講義をとるきっかけともなっているし、今現代文化

で学んでいる社会学にもつながる。 

私は、何となくではあったが、「差別」や「偏

見」ということに興味をもっていた。理論的にはいけ

ないと分かっていても、差別してしまう、偏見をもっ

てしまう、もしくは、いけないとも思わない。なぜ、そ

のような考えになるのか。このことに対して、私は、

社会学を学ぶことで社会構造からその疑問に答え

を出したい、と思っていた。そして、そこから今回「発

展途上」国であるウガンダで学び、また、そこで研
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究する先生の話を聞く中で、同じ目線にたつこと、

文化を尊重していきたいと思った。社会学において、

構造について考え、その仕組みについて考えること

も解決につながるし、人類学においてもそうだろう。

実践的な活動として、人々や文化を守っていくこと

を考えるのも大切なことだと思った。「価値ある文化」

の基準になっているのは極端に西洋的なものが多

く、それは日本に関しても同じであると思う。実際に

9 月に参加させていただいた、岩手県のお祭りは、

説明は長くなるので省略するが、とても素晴らしい

伝統であると感じた。しかし、それも今、規模が小

さくなっている。ウガンダで梅屋先生が呪術について

研究しようとしても、なかなか理解してもらえない、

と聞いた。そのような、あまり気づかれない文化の大

切さにきづいた私に何ができるのか、ということが未

来の点につながるのではないのだろうか。 

引用 URL 

① スタンフォード大学ホームページ（最終閲覧日 

2015 年 10 月 29 日） 

http://news.stanford.edu/news/200

5/june15/jobs-061505.html 
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「もったいない！」研修でした 

―ウガンダ海外研修報告日記編― 

伊藤 実紅 

※日記なので書きたいことを気の向くままに書いて

おります。 

 

2015/08/20THU.-21FRI.  

１ スケジュール 

19:40 関空へのバス＠三宮 

20:30 到着 

21:00 エミレーツの受付で Online Check-in に

とまどう 

22:00 荷物検査 エミレーツお姉さんと写真撮る 

22:55 搭乗開始 

23:30(予定より 10 分早い) KIX-DXB

 梨のデザートがおいしかった。～ 時差６

時間くらい？ 

05:00? ドバイ空港到着 

 まわり真っ暗、人少ない 

 高級チョコの試食、オレオ君と写真撮影 

 ドバイ空港大きすぎて、ご飯を求めて metro の

る 

06:00 食事券の Arabian Food を求めて

Wafi Gourmet へ行くも、Arabic ではなかった。

次回は Thai Food たべたいね。 

08:00 C28 ゲートで搭乗、周りの人の雰囲気が

違って面白い。 

09:30 DXB-ENTEBBE 

 客室乗務員のお姉さんにたまたま日本人

がいた！ゆりさん。チェキとってくれた（普段は子供

用にやっているらしい。） 

 ドバイまでの２食目とドバイでのご飯とエン

テベまでのご飯がすべて朝食扱いで、すべてオムレ

ツでつらくなってきた。でも、エミレーツ航空は美味し

い。 

～時差１時間くらい（ドバイより早くなる？） 

02:00 エンテベ空港到着 

（ちなみに日本時間は 20:00 くらい） 

 

２ 感想？意気込。 

12:30 (Japanese time 18:30) ＠Air to 

Entebbe 

The passengers around us are all 

different from us. This is my first 

experience to become “minority”. It 

seems to be interesting for me. 

Dubai International Airport was 

interesting to see, though it is too big 

and the worker’s face looks very serious. 

One of the interesting points is its toilet. 

The hand washers are products of 

TOTO, and ‘自動’ is written on them. I 

want to go to Dubai in the future. 

I didn’t worry about the time gap 

between Japan and Uganda. It is about 

6 hour!!! It might be all right at this 

moment, but…. 

It is one hour before arriving at the 

Entebbe airport. I do not know what 

the life in Uganda become. I want to 

enjoy as much as possible. 

Have a nice trip, MIKU ! 

 

2015/08/21 Fri. 2:00- 

１ スケジュール 

02:00 空港着、VISA 発行手続き（時間

かかる） 
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      はじめての買い物見学（ただの水） 

04:30? Makerere University Guest 

House 到着 

05:00 Market へ Taxi（日本的には乗り

合いバス）で移動 

      Market 散策から夕食（Pork Joint）

へ、いろんな人（※１）との食事 

２ お世話になった人 

ボスコさん Makerere Uni. のスタッフさん 

空港からゲストハウスまでの運転手さん、ヤギ

を見ると喜ぶ 

※１一緒に夕食を食べた人 

通称「バナナマン」さん 日本人のウガンダ研

究者の方（梅屋注 佐藤靖明氏は、大阪

産業大学准教授。「バナナの佐藤」として、ウ

ガンダ研究では有名なひとりです） 

イアンさん バナナマンさんと梅屋先生と知り

合い 日本人妻をもつ、東京外大に留学中 

携帯５つくらい持つ（番号使い分ける） 

ジョナサンさん イアンさんの兄弟 

＠Pork Joint 

サラ 先生の妻の友達。肉代の支払いは彼

女へ。 

ヘレン 飲み物の支払いは彼女へ。一緒に写

真をとった。緑の服が似合う。 

３ 言葉 

ボダボダ 青年海外協力隊の人がのると強制

送還されるほど危険であるが、渋滞の時には

すり抜けられるという TAXI。原付バイクの後

ろに乗る。かなり危険で、大きな病院にはボダ

ボダ患者専用の病棟がある。町中でよく見か

ける。お酒飲んだまま運転しちゃう人も多い。 

タクシー 乗り合いバスのこと。日本でのタクシ

ーは「スペシャルタクシー」といわれる。ボダボダ

より安全。どこに行くかは聞かないと分からない。

聞いても変なところで降ろされたりする。 

ワラギ 蒸留酒。（帰りの空港で Uganda 

Waragi を購入。40％だった。） 

Nile Special ウガンダのポピュラービール。私

にとっては苦いけど、飲みやすいらしい。 

４ 学んだこと 

ウガンダはイギリスの植民地ではなく、外務省

管轄の保護領であったため、イギリスに対する

反発心のようなものは比較的薄く、英語もす

んなりと受け入れられた。 

５ 今日の一言 

“I want to marry you.” 

Market でいわれた一言。先生に聞くと本気

かもしれないという。というのも、日本人の妻は、

従順でおしとやかというイメージがウガンダ人男

性の求める女性像と重なるからだそう。さらに、

金持ちの日本人と結婚できれば、玉の輿であ

る。（“Money！”と話しかけられたこともあっ

た。）また、ウガンダでは健康そうな女性のほ

うがよいと考えられているからかもしれない。 

６ 感想 

Market は五感を使う、来ないと味わえない

経験であった。 

行く前に、リュックは持っていかないで、手ぶら

が良い、持っていくとしてもカメラだけを手に握

りしめて！という意味が分からなかったが、本

当にたくさんの人がいて道も狭くて持っていたら

必ず何かとられていただろうと感じた。 
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まず感じるのが、人々の視線である。珍しい

白人をじっと見つめる目線は、いつも自分がそ

のような立場に置かれたことがないためか、少

し楽しくも感じた。 

それから、“Hello. How are you?”や「ニイ

ハオ」と声をかけてくれる人もいる。（ビジネス

で来る中国人も近年増えているそうだ。）こ

ちらが返事をすると嬉しそうに笑ってくれるので、

こちらも嬉しい。 

嗅覚に関していえば、町の中心部のマーケット

だったので、車の通りも多く、排気ガスのにおい、

食べ物のところでは煮干しとか野菜のにおいな

どなど、けっこうきついにおいもあってここで毎日

過ごすのは、日本人には厳しいだろうなぁと感

じた。 

特に面白かった、道の両側に店が立ち並ぶよ

うな場所は、お金を請求されるために、写真

をとれなかったのがとても残念だった。 

それからの夕食は、初めてのウガンダのごはん。

しかも、ウガンダ人と一緒に食べた。店にもとて

も歓迎してもらえたし、話もとても面白かったの

で大満足であった。 

まだ、初日だが、Market に関しても、夕食に

関しても、ここに書ききれない、説明しきれな

いほどたくさんのことを見ることができた。 

７ おまけ 

・白い制服の人は銃を持たない交通の警察。青い

制服の人は銃を持つ。交通違反で暴れる人のた

め。 

・現在、マケレレ大学は事務職員のストのため授

業をしていない。学生寮も閉鎖中。ゲストハウスは

何とかやっているが、大学の Wi-Fi はもちろん使え

ない。 

 

2015/08/22 Sat. 

１ スケジュール 

06:30 起床 

07:00 プリンス迎えに来る（08:00 予定な

のに、こんなに早く来るのは相当気合が入って

いる証拠） 

07:30 朝ごはん 

08:00 王子様のツアー出発、KASUBI 

THOMBS へ 

10:00 Buganda Parliament 案内 

12:00 ワマラ tomb 

13:00 IVORY（象牙） Hotel 

Restaurant 

15:00 9 代目の王 Mulondo がまつってあ

る場所 

17:00 Buganda Museum 

18:00 2k Restaurant 

20:00 Supermarket 

21:00? Makerere University Guest 

House 

 

２ お世話になった人 

Prince Joseph Mulondo 今日の案内人さん。

詳しくは王の説明で。来年日本に来る予定。日本

語の勉強中。日本語を英語で説明した本を送る

約束。 



10 

 

（実際には会っていないけど）ムロンド王子の祖

父 中国とエチオピアのアンバサダーをしており、ほと

んど海外で生活していた。 

シゴさん Kasubi Tombs の Security Man。

16 歳の時からここで暮らし、現在 80 代。 

Lubega ワマラ Tomb を案内してくださった方。 

３ 言葉 

●ガンダ語 まとめ 

オリオーチャ、セブ Hello, sir? 

ワセズオーチャ Good morning. 

ウェバレンニョ Thank you. 

トゥラバガネ See you. 

エリニャロ ワーニ (Elnya lyo gwe any?) 

What’s your name? 

ンゼ○○ I’m ○○. 

ブガンダ Kingdom 

ムガンダ One Person 

バガンダ Many People 

ルガンダ Language 

ユガンダ・ウガンダ Country 

クラン トーテム的なもの。それぞれの種に一つのク

ランがあり、そのクランに定められた動物や植物を食

べてはならない。52 種類ある。ハイエナ、マッシュル

ーム、バッファローなどなど 

カンズー ガンダ王国の男性の正装。上にスーツの

ジャケットなどを羽織る。 

ゴメス 女性の正装。 

ミモザ おじぎそう。 

マラブ 鳥。はげこう。バッタを食べる。 

 

４ 学んだこと 

5 つの場所見学 

一つ目：Kasubi Tombs 

・1882 年 3 月 16 日に建設され、2010

年 3 月 16 日に焼かれた 

・ユネスコ、ウガンダ政府などが再建に取り組

んでいるが、難航している 

 1882 年建設当時の屋根の角度は 46 度。

チュアの再顕時は 35 度であり、現在は 46

度にしようとしている。 

・入ってすぐの小屋…守衛さんのもの 

左右に二つの部屋がある。 

左手にバッファロークランのシゴさん、右手に

はマッシュルームクランの人 

    ・周囲の小屋は妻が住む 

  ・Fire Place…王が訪問者と会う場所 

王が生存中は火が常についている。その

ため、ウガンダの人々は“Kind is dead.”

とはいわず、“The fireplace has 

stopped.”や“King has 

disappeared.”という。 

  ・王の子孫の墓 
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手前の列からムテサⅡ子孫、チュワの子

孫…というように横に墓が広がっている。

会った人や、その時の出来事などに関連

した名前を子供につけることも多いため

（＊１）アブラハムリンカーンという名前

もあった。 

ここから、7 つの丘が見える。ガンダ王は

新たに入ってきたカトリック、プロテスタント

などを警戒し、それぞれの丘を与えること

でここから見張ることができたという。 

   ・王に来たことを伝えるのに太鼓をたたく 

●5 人の王の紹介 

1856-1884 ムテサ I 

・妻 84 人子供 126 人 

（王は一つのクランから少なくとも一人の妻と

結婚しなければならなかったため） 

・1862 初めて白人が来る 

・1882 Kasubi Tombs 作る（Local 

Material のみ）…つまり住んだのはたったの

2 年 

1884-1903 ムワンガ 

・妻 76 人、子供 112 人 

・島流しの罪になった 

1897-1939 ダウディ・チェワ 

・妻 1 人 

・ムワンガの最後の子供 

※第一子は王様にはなれない。第一子は

Royal Family Member だから。 

・1 歳の時に王になる 

※王の年齢は“one year old”ではなく

“one year young”という。 

・第一次世界大戦を戦う 

・女性に対する様々な政策を実施 

 王の妻は一人 

 女性が鶏肉を食べることを許可する 

 女性が学校へ行くことを許可する 

・1930 ヨーロッパへ行く（東アフリカの王で

初めて） 

・1938 Kasibi Tombs を再建する

（Local Material ＋ Modern Material, 

metal） 

・一番最後の子供がムロンド王子の祖父 

4 代目 ムテサⅡ 

・チェワの第 2 子 

・マケレレ大学を卒業後、ケンブリッジ大学や、

イギリス軍事学校へいく 

・初めて President と King を兼任 

・2001 ユネスコ登録 

・2010 ユネスコの危機遺産リストへ登録 

●王に関すること 

SSEKABAKA：亡くなった王 

KABAKA：王 

・ガンダ王国は今までに 36 の王がいる 

二つ目：Uganda Parliament 

・議会の構成員は 

 25 ministers (Volunteer work), 

52 clan leaders, 18 county chiefs 

三つ目：Wamara Tomb（第 29 代王ス

ナ一世（1832-1856）がまつられている） 

・犯罪人が括り付けられる木。Prisoner はカ

コメラ。 

・GONBOLORA fire place 

・キヌワカ worship place 
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・近くの小屋 For different spirit 

readers 

 Example: ナカユマ 子宝の神？（＊

２） 

四つ目：九代目の王ムロンドが祀られている

村訪問 

・双子が神聖なものと考えられており、王が必

ず双子で生まれてくると考えられている。なの

でへその緒も二つあるとされ、そのへその緒を

飾ってある神聖なものを抱かせてもらい、そこ

に願い事をした。 

・歓迎してもらい、踊った。踊りは世界共通で

仲良くなれるツール！ 

 

五つ目：フレドリック・ルガード卿の家、現在ガ

ンダ国の Museum を作ろうとしている 

・カダフィーの寄付により、改築された。 

 

５ 今日の一言 

ウェバレンニョ（Thank you.） 

ガンダ語を話すと、とても喜んでもらえます！ 

６ 感想（当日書けなかったので 8/31） 

たくさんの建造物を見て回って、初日からすご

く充実した一日だったと思う。特に、9 代目の

王の村は、とても神聖な場所のようで、すごく

特別感が強かったのと、太鼓と歌での本物の

おどりはやはり迫力があって、一緒に踊っても

楽しかった。帰り道で前のトラックが横転したの

にはびっくりしたし、それが結構日常的に起こ

るということ、その後きれいに片づけられていくこ

とにも、驚かさせられた。 

７ おまけ 

日本語とガンダ語は似ている！ 

→5 つの母音がある。 

→「マサカ」という地名 

みんなのあだな 

梅屋先生 キズイート 

ゆうやくん マヤンジャ（インド洋とか大海を動かせ

る？） 

えっちゃん ナンチャ（Queen の名前？） 

わかばちゃん ナルベカ（案内人さんの名前の女

性バージョン。） 

伊藤 ナカユマ（＊２子宝の神） 

＊１Tororo には UmeyaKiyoshi という名前の

子どももいる。先生がインタビューしたいというタイミ

ングに運命を感じた親が命名。 

 

2015/08/23 Sun. 

１ スケジュール  

06:30 起床 

06:45 朝の散歩 

07:30 朝ごはん 

08:30 Makerere University Guest 

House から Jinja へ 

11:00 Jinja、ビクトリア湖のほとりのホテルで

のんびりカフェ 

12:00 ナイル川の源流クルーズ 
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14:00 ホテルで昼ご飯、Jinja から Tororo

へ 

17:30? Tororo の Market で差し入れの

野菜と炭の買い物 

18:00 Tororo の村到着、雨が強く降ってく

る 

19:30 シャワー（水） 

20:00 夜ご飯 

22:00 大雨のせいで電気がつかなくて、早く

寝る 

 

２ お世話になった人 

サイラス これから Tororo で暮らす間の運転

手さん 

マイケル 先生の助手。World Vision に勤

める。 

オシンデ 先生の息子さん。 

LIESEL 同じ村に住むベルギー人の女性。

下水道整備の仕事をしている。とっても忙しそ

う。2 か月彼氏に会えていない！でも 2 週間

後に彼氏がウガンダに来る！ 

３ 言葉 

バブーン（英語） ヒヒ 

オピヨ ふたごの最初に生まれた方 

オドンゴ 次に生まれた方 

 双子は特別な存在！ 

ナゴヤ 食べ物？ 

４ 学んだこと 

ビクトリア湖 

・ホテイアオイの増殖が問題になっている（生活用

水で増殖する） 

JICA もホテイアオイの除去作業をしている 

・ナイルパーチもたくさん取れるので、小さな漁村の

近くに巨大なナイルパーチの加工工場がある。国の

重要輸出品目の一つ。（参照：ダーウィンの悪

夢） 

・現金作物を育てることは、つまりは、作物がうまく

育たなかった場合に、現金のために飢え死にする

可能性ももつ。 

・マビラフォレスト 

・オーウェンフォールズダム（＝ナルバーレン） ウガ

ンダで一番大きいダム、古くて新しくしないとダメ 

・エイズ孤児のための病院がある、エイズはジェネリ

ック医薬品の問題も 

 

５ 感想（当日書けなかったので 8/31） 

クルーズと移動の一日。クルーズのところで先生が

あらかじめクルーズをしてくれる予定だった人がいた

けど、そこで先生の知人を装って客にしちゃう案内

人さんにクルーズをしてもらった。なんだか信用でき

ないなぁ、と思ってしまっていたが、先生はとても割り

切っていたし、これがウガンダの文化なのだ、といわ

れ、まだまだ慣れない部分が多いと感じた。言葉で

分かっていて、これが文化だといわれても、と思って

しまう未熟者である。 

Tororo の村の料理がおいしくて、幸せだと思ったこ

とはしっかり覚えている。 
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2015/08/24 Mon. 

１ スケジュール 

07:00 起床、お散歩 

08:00 朝ごはん 

09:00 出発、先生の助手のマイケルさんの

World Vision にかんする団体の視察 

１、KFDA 農業（メインは商業作物）、銀

行、女性の権利向上 

２、Health Centre 町の病院、 

３、技術専門学校 男の子、バイクの修理 

４、銀行 町の小さな銀行 

５、技術専門学校 女の子、服のデザイン 

６、はちみつ作り ハイテンションなおじちゃん

がいる 

７、料理のため、まきを少量しか使わない効

率的なかまど 

８、なまずの池 Cat Fish Pond 

９、会員制信用金庫 4 人の男性と 26 人

の女性 

※詳しくは別項目で 

15:30 昼食 

16:30 グワラグワラ？の村の散歩 

17:00 先生の運転でトロロのマーケットへ 

18:00 えっちゃんの服の買い物交渉 

２ お世話になった人 

Tororo の村にて 

アディン・フランシス 先生の言葉の先生 

リディア グワラグワラ Primary School（生徒数

は約 800）の先生。明日名前をくれるらしい。 

アディン えっちゃんのゴマス交渉人。 

３ 言葉 

マンダジ Tororo のマーケットで買った揚げド

ーナツ。 

●ジョパドラの言葉 まとめ 

ヨガ こんにちは 

ヨガベンディ こんにちは、への返事 

インティエネディ How are you? 

アンティマベル I’m fine. 

マペチョ How about your family? 

ワンティマベル We are fine. 

アフォーヨ Thank you. 

ワレワギテード ごちそうさまでした。 

ベディマベール See you. 

イチェウネディ よくねむれましたか 

ニンディマベール Good Night 

ベール GOOD! 

４ 学んだこと 

KFDA 農家に畑で農業を教えている。トマト、ケー

ル、なす、バナナ、キャッサバ、バナナ、レモンへの接

ぎ木によるバレンシアオレンジなど。（写真は接ぎ

木をしている様子。）それらを売ったお金は銀行に

預ける、という仕組みづくり。 

銀行 5000 シリング メンバー 

 20000 シリング デポジット 

 1000 シリング カード 

 1500 シリング パスポート 



15 

 

 ・・・が必要だが、そのお金を払えない人も

いることが問題。 

会員制信用金庫 毎週月曜日回収 

500 シリング 保険的なモノ、緊急の病気など。 

2000 シリング ビジネス用 

・遅れて来た人 500 シリング 

・一口 2000 シリング、最大 4 口まで借りれる 

・集めたお金で集会のためのイスを買ったり、子供

への教育資金など。 

５ 今日の一言 

You are the most welcome. 

いろんな場所を見に行って、ようこそ！とたくさんの

人が言ってくれたので。 

６ 感想 

 今日は Wolrd Vision が関わるいろいろな

Local People を視察した。その後に、町を散歩

して、Tororo の Market で少し買い物して、エツ

さんのグワラグワラの人との買い物交渉に立ち会っ

た。今はできるかどうか本当によくわからないご飯と

シャワー（水浴び）をまちながら書いている。少し

寒くて心地よい。昨日の大雨とは大違い。 

 今日見学した World Vision に関わるいろいろ

な取り組みはとても面白かった。地元の人のために

は、必ずしも大きな複雑なことをする必要はなくて、

むしろ単純なことでもしっかり根付くように支えていく

ことが大切ということを身をもって感じた。それが、今

日見た団体のうちの一つの「テケテケ（一歩一歩

という意味）」という名前に現れていると思った。具

体的には、グラミー銀行とはかなり違うが、そのよう

な聞いたことのある現金を貸し借りする仕組みも知

れて、それらのメディアで聞いたことのあるしくみが自

分と関係ないものでは決してないのだと感じた。事

前に知りたいと感じていた女性の権利向上につい

ても、実際の取り組みを見ることができた。このプロ

グラムを進める人に男性が含まれていることも面白

い。 

 21 日に到着して、今日で 4 日目ということが信

じられないくらい、この 4 日間でいろいろなことが起

きて、とても充実していると感じている。やっと、今日

になってこれまでを振り返る時間ができたという感じ

で、とても忙しかった。忙しいと思うほど、いろいろな

ことを体験しているから、ウガンダに関するいろいろ

なことにも少し慣れて来た。たとえば、料理について

は、マトケの味がだんだんおいしくなってきたこと。

Tororo の村で電気がつかないし、Wifi もつなが

るのかよくわからないということ。言語が違う、村では

英語も必ずしもみんなに通じるわけではないという

ような、言語状況。頭で理解していたつもりでも、

実際にそれがどんなことか分かっていなかったというこ

とを感じた。話がそれてしまうが、今日の見学先の

一つで女子生徒に服の作り方を教える Training 

Centre があったが、そこで女の子に英語で話しか

けたが、返事がなかった。その理由は分からない。し

かしそれは、つまり自分が英語が通じるものだと勝

手に思い込んでいたからである。まだまだだなぁと感

じた。 

明日でちょうどこの研修の折り返し地点である。

すでにたくさんのことを学んだが、これから 4 日間は
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先生に与えられる体験だけではなくで、自分で話し

かけたりして自分からいろいろなことを得ていきたい

と思った。 

 

2015/08/25 Tue. 

１ スケジュール 

09:00? 呪術師さん訪問 

10:30? ACK さんの家 

12:30 オロタバさんのお宅訪問 

??:?? Sipi fall へ、マイケルさんの娘さんたち

とともにいく 

２ お世話になった人 

オロタバさん    

３ 感想（当日書けなかったので 8/31） 

呪術師さんの所へ行けるのは、非常に貴重な

体験だった。4 人？質問して、薬がもらえたの

は私と若葉ちゃんだけだったし。でも、教育とか

科学的なものがどんどん普及していく中で、呪

術に関して、人々の感覚的にどんなものなん

だろう、と思った。日本にモーターバイクで行くと

いったり、なんだか適当なようで、女の子の声

になったり笑ってしまうけど、その場の雰囲気は

とても神聖な感じて緊張した。「オイルを塗った

手に、その薬を塗って握手をすると相手が好

きになってしまう」という魔法の薬も手に入れて

しまった。これは大事件。だけど、争いになるか

ら一人の人にしか使えない。使う相手を見極

めきゃいけない。そして、結婚したら、ウガンダ

まで「お礼参り」みたいなことをしなければなら

ない。大変な薬を手にいれてしまいました。使

わずに結婚できることを祈るのみです。 

 アミン政権自体の、実力派大臣の豪邸はと

ても広く、父のために教会をつくるなど、規模が

違ってびっくりした。まわりの人に嫌われるのも

納得がいくぐらいの豪邸である。そこにも呪い

に関係するお話があったり、民族ごとの呪いに

関する考え方の違いなどの話も聞いて、とても

面白かった。 

 SipiFall は、言うまでもなく大きくて、綺麗で、

そして、寒かった。えっちゃんが、帰り道にカメレ

オンを見せてくれた男の子からカメレオンのエサ

代を請求されるところには、少し感動が薄れて

しまうように感じた。しかし、それもこちらでは当

たり前のことで、まだ馴染めない部分も多くあ

るなぁと感じた。 

 

2015/08/26 Wed. 

１ スケジュール 

6:00 起床、朝ごはん 

7:15 出発 

11:00 テソ難民キャンプ 

12:00 移動 

15:00 カラモジャ到着 

16:00 昼？ごはん、カラモジャミュージアム 

17:30 出発 

22:30 Tororo 到着 

23:00 Tororo でのラスト Supper 

24:00 マイケル、サイラス、梅屋先生と飲む 

1:00 水浴び（一時でももう水で平気 笑） 

2:00 日記かく（いま） 
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２ お世話になった人 

スティーブン Soroti の難民キャンプでお話し

てくださった方。初めに移り住んできた。 

ガブリエル マクレーナの長男。現在は医師の

父の住む Moroto にいる。三つ子の娘さんが

いる。 

３ 言葉 

インサ―ジェンシー ここでは、内戦が安定し

ないときの内戦のこと。 

LRA 神の抵抗軍 

Circumcision カツレイ 

Nomadic People 遊牧民 

４ 学んだこと 

・簡単に説明すれば、遊牧民カリモジョンはテ

ソの人々から武器を使って、動物を奪ったりし

たため、テソの人々が Soroti に避難。そこで

暮らすようになったので「国内難民」となる。

2010 年から国へお金を払い、土地を借りる

形になっている。 

・カラモジャに住む人がカリモジョン。スツール、

スティック、ケープという格好で、同じウガンダで

も、トロロの人々とは本当に全然違う。すべて

の家畜（牛や山羊）は自分たちのものという

考えで、レイディングをする。 

５ 今日の一言 

Welcome back! Safe journey! 

ほんとに長旅だったので。 

６ 感想 

 It was very very long journey. But it 

was worth doing that. This program 

has too many things to learn, so I 

cannot follow up everything. 

 今日は車の中でたくさん寝たし、シャワー浴びたら

目も覚めたし、どうせ明日も Kampala まで遠くて

寝るだけだから、夜更かししてもいいかなー、と思っ

て夜中の 2 時だけど日記を書いています。となりで

は、お葬式の前夜ダンスパーティーをまだまだやって

るみたいで音楽が聞こえてきます。書きたいことも増

えてきたし。 

 カラモジャなんて遠いところまで連れてって、先生

にとっても結構つらいはずなのに、何が伝えたかった

のかな、と思ったり。実際にあの話を聞いた後に、

遊牧民の人たち見たらなんか少し怖いな、っていう

か、全然違うんだなぁーってことは思ったよね。 

 難民キャンプも同じように考えるべきことはたくさん

あると思う。難民キャンプって、もっと違うものを勝手

にイメージしてた。でも、国内避難だけだからそこに

ちゃんと家もたくさん作って新たに村を作っちゃうって

いうのが、想像していた「難民キャンプ」とは違ってた。

いろいろ自分で何も学ぼうとはせずに、勝手な想

像で同情していたのかもしれないと思うと、情けな

いけど、ここで知れたから良かったと前向きに考える

ことにしたい。 

 今日の長時間の車の移動の中で思ったのは、こ

の海外研修はやっぱりすごいってこと。GEC のオー

ストラリアも海外研修で 3 週間もあったけど、全然

濃さが違うと思う。しかも、今日とかはディズニーの

アトラクションみたいな、ガタガタの道を通ったり、地

平線が見えて写真じゃ伝わりきらない絶景が見れ
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たりもするし。それよりなにより、開発だったり途上

国の問題が実感として感じられるのが一番いい。か

なりタフな旅であることは間違いないけどね。ここで

見たこと感じたことは、これから何にでも生かせると

思った。興味があった JICA とかについても、たくさ

ん先生の話を聞くことができたし、日本からではなく

てウガンダ目線で考えることができるのがいいのかと

思った。 

 最後に、ちょっとおもったのが、先生の価値観のお

話。先生は、もしハーバード大学がこちらの大学に

来てほしい、チケットもファーストクラスを用意すると

いわれたらどうするのか、という質問に対して、きっぱ

り「断る」といっていた。なんだか学者らしいなぁ、とも

おもったし、学者がなのか梅屋先生が、なのかはわ

からないけど、理想ではあるなぁと思った。たいてい

の人も、それが理想とされる態度であることは分か

っているとも思うけれども、はて自分はどこまで理想

と現実とのギャップを埋められるのかなぁと思った。 

（梅屋注 私が断る、といったのは「ファーストクラ

ス」の話です。ハーバードからお呼びがかかることは

研究テーマ的にも万にひとつもないと思うが、もしあ

ったら、それはありがたく受けます。しかしせいぜいビ

ジネスにしてもらって、差額は調査費に当てさせてく

れない？と頼みます。要するにファーストクラスは高

すぎるし、贅沢すぎるよ、というお話だったんですよ。） 

７ おまけ 

Tororo の村で好きなこと 

イスに仰向けになって星をみること 

外でゆっくり歯磨きすること（今回はなぜか歯ブラ

シがとってもやわらかいのを持ってきてしまったので、

こっちの繊維たくさんの食事で歯に挟まるものを取り

除くのに苦労するので、次は固いやつにしないとね

ー） 

Moroto までの走行距離合計 618km 

 

2015/08/27 Thu. 

１ スケジュール 

8:00 Tororo の村出発 

13:00 Kamapala, MUGH 到着 急いでごは

ん 

14:30 Makerere University でキルミラさんと

会う 

15:00 発表＆お言葉 

17:00 MUGH,岳さんと会う 

18:30 Banana Boat へ行く 

19:30? エチオピア料理屋さん 

21:00? 白石さんらと合流 

22:00 MUGH に帰る 

２ お世話になった人 

エドワード・キルミラさん 

白石壮一郎さん ウガンダを知るための 53 章の

編者さん 

 

３ 言葉 
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ルヲンボ 二日目に王子と食べたご飯 

４ 学んだこと 

＜Advices to my presentation in 

Makerere University＞ 

・There are a lot of buildings in Uganda 

sponsored by JICA. 

For example, the building of science 

faculty in Makerere University, Tororo 

girlds school, Tororo college and so 

on… 

・Relationship with Japan is strong 

because about 95% of cars in Uganda 

are made in Japan. 

・There are a lot of NGOs, especially in 

rural areas, compared to capital city, 

Kampala. 

Over 5000 NGOs do their activity in the 

most active area, Karamoja. 

But sometimes they do not assist to 

produce food, they just assist to eat 

give foods. 

５ 感想（当日書けなかったので 8/31） 

＜発表について＞ 

 発表のテーマに選んだ開発援助というのは、今回

の研修で学べることと自分の関心と合っていて、良

かったと思った。発表までに、現地 NGO のさまざま

な活動を見たり、JICA の支援した田んぼであった

りも実際に見ることができて、調べた内容が深まっ

たと感じた。 

 発表のアドバイスを聞いての反省としては、事前

にウガンダで行われている実際の活動についてもっ

と調べるべきだったということである。組織やしくみも

大切だが、日本が支援として行うプロジェクトの内

容や場所などを調べていたら、それぞれのプロジェク

トに対して人々が実際に思っていることも聞けて、

より実践的な発表になったのではないかと思った。 

 これから発表をする際には、発表を聞く側にとって

身近な内容や、より関心の持てる内容にすることを

心がけたい。 

＜発表以外について＞ 

 エチオピアの料理はとてもおなかがいっぱいになっ

た。そして、その後の「飲み会」ならぬ「カフェ会」はと

ても豪華だった。『ウガンダを知るための 53 章』の

執筆者がなぜかたくさん集まった場であった。正直

に言えば、私は、ウガンダとしてウガンダを選んだの

ではなく、アフリカの一国としてウガンダを選んだ。事

前の勉強も少しだけであり、そのような私が本を書

いているウガンダの研究者の方々へ会えてしまえる

ことは本当にラッキーだと思ったし、とてももったいな

いと思った。 

 もったいないというのは、今回の研修に関しては

強く思うところである。たくさんの歴史的な意義のあ

る場所を見せてもらったり、NPO の活動をみたり、

観光地のような場所へ行ったり、街中で説明を受

けるときでさえ、さまざまな発見があって、とても面白

く思う。だが、こんな付け焼き刃の勉強をしてきた学

生ではなくて、これらの情報の本当の価値を分かる
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人がもっといるのではないか、もったいないことをして

いるなぁ、と思うのである。「もったいない」は日本独

特の言葉であるというが、このような時の「もったい

ない」は世界共通なのではないかな、とふと思った。 

 

2015/08/28 Fri. 

１ スケジュール 

8:00? ごはん 

9:00? Kitty さん家へ移動 

14:30 待ちに待ったごはん 

16:30 MUGH 到着 

18:00 王子と会う、会場まで行く 

18:30? 到着 

20:00? パーティ開始 

22:00? 帰る 

２ お世話になった人 

シイノさん イアンさんの妻 

（梅屋注、椎野若菜東京外国語大学 A・A 研

准教授） 

３ 感想（当日書けなかったので 8/31） 

本当におなかがすいた。（笑）ウガンダでは何

も食料を持っていないから、つまむものもない。おや

つという概念はサトウキビくらいなのではないか、と

思う。よって、ウガンダでは、空腹に耐える力がつい

たのではないか、と思う。正しくは、空腹に耐えざる

を得ない状況に置かれることが非常に多かった。そ

の中でも、料理を作って待っている空腹感はこれま

でで一番であった。そのぶん、ご飯がおいしかったこ

とは言うまでもない。 

ウガンダ料理作りは、楽しかった。マトケを作ると

きの、お母さま方のたくましい包丁さばきは、やはり

子供のころからの慣れがあって、どれだけ努力しても

かなわないだろうなぁ、と思った。ウガンダの包丁は

日本のものより切れにくそうだった。 

パーティーはなんだかすごすぎて、よくわからなかっ

た。6:00 開始と書いてありながら、8:00 ぐらい？

に始まるし、始まったとおもったら分からないガンダ語

の司会進行で、ここでもご飯が待ち遠しかった。そう

やって、気を緩めていると、突然ガンダ王国首相さ

んが近づいてきて、カメラマンもたくさんきて、拙い英

語で日本の扇子と手ぬぐいの説明をして終わった。

何が何だかわからない一瞬であった。でも、すごいこ

とは雰囲気からして明白だった。そこでやっていたダ

ンスがとても面白いなぁと思った。 

 

2015/08/29 Sat. 

１ スケジュール 

7:00 朝食 

7:30 スぺタクで Kasubi Tomb まで行く 

8:00 王子のところで絵をかう 

9:30? Craft Shop へいく 

11:00 MUGH 出発 

14:00 Entebee 空港到着 

16:10 Entebee to Dubai 

 Dubai to Japan 
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 Kansai International Airport to 

Sannnomiya 

 ラーメン with Etsu @Sannomiya 
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グローバル化で失った「何か」 

許 悦 

 

1.希望動機（事前に考えていたこと） 

テレビをつけたらアメリカ、ヨーロッパ、アジアのニ

ュースばかりで、アフリカについてのニュースはあ

まりみない。「アフリカに行きたい」と友達に言っ

ていたら、大体「えーなんで」、「危ないから行か

ないほうがいいよ」とか言われる。人が行かない

ところだからこそ、若いうちに、自由の時間があ

るうちに行くべきだと私は考えた。現地に行って

みないと、本だけでの勉強はどうしても物足りな

いと思うからだ。本当のアフリカを、自分の身で

確かめてみたい。今期は梅屋先生の授業でア

フリカの呪術の文献について学んだ。ところどこ

ろ中国の農村地区の民俗と似ているなあとも

思った。世界のグローバル化が進んでいるとい

われるが、そんななか、私たちはなにかをなくし

たのではないかと考えた。かつては「未開」とい

われたアフリカでなら、その答えが見つかりそうだ。 

 

2.事前調査 

アフリカと言ったら、最初に思い浮かぶのはタン

ザニアとケニアだった。なぜなら、この二つの国に

は、「The Great Migration」が見られるから

だ。しかし、アフリカと言ったら、「病気」というもう

ひとつのキーワードも言及しないといけない。エ

ボラ、マラリア、高熱病、エイズ…ここには、世

界の９５％、計１２００万人のエイズ孤児

の子供がいる。今サハラ砂漠以南の地域の平

均寿命はおよそ 47 歳、エイズがなければ、こ

の値は 62 歳に達することもできると言われて

いる。平均寿命が短いため、街中に歩いてい

たら、お年寄りさんを滅多に見ない。また、低

齢化問題も深刻で、14 歳以下の年齢層は

人口の 50％を占めているという。 

 

3.事前勉強 

行くことにしたが、ウガンダについて知ら無さすぎ

る自分にびっくりした。７月末から、梅屋先生

主催の勉強会を週一回に開くことになった。梅

屋先生から『ウガンダを知るための５３章』とい

う本を頂いた。数少ないウガンダ関連の大切

な本だった。農業、地理、経済、芸能まで、

様々な面からウガンダを知ることが出来るとても

貴重な本だった。そこで、私はウガンダの独特

なカリオキに興味を感じた。もともと日本のカラ

オケが、山を越えて海を越えて遠い遠いウガン

ダに伝わり、「歌手」が歌わない、口パクをする

のが普通になったのがとても不思議に思った。 

 

4.スケジュール 

21 日（金）着 Makerere University 

Guest House 泊 Pork Joint で夕食 

22 日（土）Buganda Kingdom 

Heritage Tour MUGH 泊 

23 日（日）ナイルの源流でクルージング 

Jinja 経由 Tororo 行き Tororo 泊      

24 日（月）Tororo での現地 NGO での見

学、交流会 Tororo 泊  

25 日（火）国内難民キャンプ Soroti へサ

ファリ。Tororo 泊 

26 日（水）Tororo の町見学、Kampala

へ。MUGH 泊 
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27 日（木）Makerere 学生との交流会 

Kampala で。MUGH 泊 

28 日（金）キティさん宅で、一般家庭の生

活体験＝Buganda Kingdom 晩餐会

MUGH 泊 

29 日（土）午前自由行動、午後エンテベ

発 

 

5.行動記録 

DAY 1 

ドキドキしながら、20 日の夜、関西国際空港

から出発した。４人とも中東もアフリカも初めて

なので、アラビア語のメニュー、ドバイ空港、ウガ

ンダの入国申告書、いろいろ新鮮だった。皆元

気だった。１５時間の飛行の後、やっとエンテ

ベ空港に到着した。 

アライバルビザの手続きを済んで外でたら梅屋

先生が迎えに来ていた。外から観るエンテベ空

港、意外と小さかった。青い空、赤い土、そう

でもない暑さ、エンテベからカンパラに向かう車

から見た景色だった。「これがウガンダだ」と心か

らの声が叫んでいた。高速道路にあった看板

が英語で書いてあった。チラっと見えた所、テレ

ビも BBC だった。Arsenal と Manchester 

United の制服を着てサッカーをしている少年

たちもいた。この国は実にサッカーに熱心だねと

思いながら、さっそく交通渋滞にあった。日本の

開発援助で設置された信号機があるというが、

誰も見ていないようだ。また、横断歩道もなか

ったから、道路を渡るのもちょっと危なかった。そ

こで、Bodaboda（オートバイ）を生でみた。

信号を完全に無視し、車道で運転するボダボ

ダは実に危ない。運転手さんのサイラスは「ボダ

ボダは便利だがスピードが速くて危険だよ。それ

に乗って怪我して病院に行く人は毎日たくさん

いるで。」と言った。 

やっとマケレレ大学に着いたのが午後四時過ぎ。

マケレレ大学のゲストハウスに泊まることになっ

た。部屋が思ったよりずっときれいだった。荷物

を降ろしてから、大学の近くのマーケットへタクシ

ーで行ってきた。タクシーとはいえ、実は乗合マ

イクロバスだった。マーケットの近くに下ろしても

らって、大きなマーケットをひたすら回っていた。

70 年代の内戦までに、ウガンダはイギリスの植

民地（正確には保護領：梅屋）として支配

され、同じく東アフリカにあるケニアとタンザニアと

文化や宗教の面でイギリスから大きな影響を

受けていたからか、フランス、ベルギー、オランダ

に植民地支配された西アフリカ、そして、スペイ

ン、ポルトガルの植民地支配された北アフリカ

に比べたら、東アフリカの人々は、より丁寧で

謙虚である。空港、街、ショップ、みんな小さな

声で話している。フリーマーケットに行っても、中

国語や日本語で挨拶はしてくれるが、決してボ

ディータッチは勝手にしない。それに、タバコを

吸う人が見当たらなかった。 

歩き疲れたところ、皆で Pork joint に移動。

美味しかった。 

 

DAY 2 

午前 7 時、朝食。卵の身は黄色ではなく、白

だった。 

本日は Buganda Kingdom Heritage 

Tour。朝食後、ブガンダ第三十四代目の国
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王陛下 Chwa の曾孫の Prince Mulondo

が車で迎えに来た。今日は一日、いろんな所

に連れていってもらえるそうだ。 

まず一番最初に行ったのが Kasubi にある

1982 年に建てられた『The Tombs of the 

Buganda King』、Mutesa１世の王宮及

びお墓だった。王室が眠れる場所なので、尊

敬を表すため、女性はスカートを着ていないと

入れない。王子様からウガンダ伝統的な柄の

スカートを頂いた。 

カスビの丘にあるお墓はウガンダの歴史、伝統、

信仰を代表する最も重要な建物であり、ウガ

ンダ文明、及び宗教の中心だった。また、お墓

はウガンダ伝統な建て方で作られ、ウガンダ宮

殿の建築スタイルの代表作でもあり、ウガンダ

建築の技術と歴史の反映でもある。そんな大

事な、ブガンダ王国歴代国王 4 人が葬られて

いるこのお墓は 2001 年から UNESCO の世

界遺産リストに登録されてきた。残念ながら、

2010 年の 3 月に放火され、今修繕中だ。ち

なみに、放火犯は未だに不明である。 

正門の右側に火を起こす所があった。「今は国

王はもうなくなっているので火を消しているのだ

が、昔は昼も夜も休まずに火をおこし、太鼓を

鳴らし、国王健在、王国繁栄、天下泰平の

象徴であった」と王子様が言った。お墓を中心

に墓地の庭の両側に小さめの草ぶきの小屋も

あった。王族、王妃様もまだ住んでいるそうだ。

ブガンダ王国では、国王が各氏族から女性を

一名選んで結婚するので、たくさんの妻を持つ

ことが普通だった。しかし、本氏族出身のお妃

が生んだ息子にしか次期国王になる継承権を

与えない。また、国王の母、正妃、及び大皇

女は大きな権力を持っていた。これはまさに母

系継承の痕跡が残っている父系社会だと考え

る。 

お墓を回っているとき、王子様から面白い話を

聞いた。「How old are the king?」という

質問に対して、「〇〇 years young.」と答

えないといけないそうだ。なぜなら、王様は

never getting old だからだ。また、王子様

は木の皮の上で絵を描くことが趣味らしくて、そ

のような作品をお土産として売るお店にも連れ

て行ってくれた。とてもお美しい作品ばかりだ。

値段はちょっと高めで一枚 80000 シリングで、

およそ 40 ドルだった。 

カスビの丘から出て、二番目にお邪魔したのは

Mmengo にある The Bulange 

(Parliament Building)だった。 

Bulange は、ブガンダ王国の Lukiiko（議

会）を収容する建物である。20 世紀からブガ

ンダ王国の行政本部として機能している。ブガ

ンダのカバカ（王様）とブガンダの Katikkiro

（首相）もこの建物のなかに事務所がある。

とても豪華な建物で、表門の表面には羊、鶏、

蛇、チーターなど、52 個のクランのトーテムの

画像が刻まれている。ガイドさんの話によると、

クランに所属している限り、自分の部落のトー

テムを食べてはいけない。また、トーテムは動物

だけでなく、植物であったりすることもある。 

Bulange の前には、Kabaka Mutebi II 世

の戴冠式を記念に 1993 年に建立したムテビ

像がある。 
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続いて三番目に行ったのは Mutesa１世の

父親が住んでいた宮殿だった。相当古い建物

だった。入り口のところに軍隊の服を着ているガ

ードさんが案内してくれて、神明の話をしてくれ

て、神明が住んでいる小屋までも紹介してくれ

た。また、今回は特別に宮殿の内部に入ること

ができた。覗いてみると、中では数え切れない

程の杖が屋根を支えている。また、宮殿の屋

根はすべて草で作られたものなので、空気が

入りやすく、暑い夏でも中は全然暑くなくて、と

ても涼しかった。それに、ガードさんからバナナの

お酒も頂いた。度数が高くて甘いから皆つい飲

み過ぎてしまうので、一口しか飲ませてくれなか

った。 

お腹が空いたので、車でホテルのレストランに

移動し、昼ご飯を食べた後、次の目的地に向

かった。 

四番目に訪ねたのは九代目の王様が生まれ

た場所だった。町から離れたところで静かだった。 

車を降りた瞬間に、子供たちが寄ってくる。そし

て、しばらく素足の子供たちと山を登り続けた。

近いところまで行ったら、今回は靴を脱げという。

撮影も禁止だ。すると、太鼓の音が聞こえてき

た。九代目の王様の遺物を見守っている方に

会って、お話を聞いたら、王様がつけていたネッ

クレスを抱いてお願いしてもいいよと言われた。

式が終わったら、現地の人もダンスしないと誘っ

てきて、仕方なく、皆で楽しく踊っていた。 

最後には王子様の博物館に行ってきた。ウガ

ンダの歴史を勉強し、昔の剣や盾などを実際

に手にして、ウガンダについてもっと知るようにな

った。王子様もなんと今日本語を勉強してい

て、将来は日本に行きたいとおっしゃった。日

本で会えるのを楽しみしている。 

本日の晩ご飯は 2k restaurant というレスト

ランで念願のマトケを注文した。うん？酸っぱく

て食感はちょっとポテトに似ている。ランプスープ

とは絶好のコンビだ。 

 

DAY 3 

午前はカンパラを出て、ナイルの源流がみられ

る Jinja に向かった。先生が前にお世話になっ

た方に事前に電話をして予約したにも関わら

ず、約束した時間に埠頭についたら誰も来て

いなかった。そしたら、「ここで待ってたんだよ」と

声かけ、知り合いと名乗って「オレオレ詐欺」の

人に出会った。まあ、どうせ来てないからついて

行ってもいいやと思って、値段の交渉をして、

船に乗ってクルージングをしてきた。水面の上に

名前も知らない見たことのない鳥がたくさん飛

んでいたのを見てテンションが上がった。そうして

私たちはやっと、ナイル川の源流に至った。ここ

を原点に、左がビクトリア湖、右がナイル川だと

ガイドさんが紹介した。 

アフリカの国々は貧乏で日照りで水が不足して

いると人々は考えがちだが、ウガンダはその真

逆で、世界一淡水埋蔵量が多いロシアのバイ

カル湖の次に淡水量が多いビクトリア湖の三

分の一を占め、ナイル川の源流と上流も国境

の中にあるので、水不足に困ったことがない国

である。故に豊かな熱帯雨林と森が国全体を

覆っていて、バナナ、ユーカリ、ヤシの木、赤土

はどこでも見られる風景だ。しかし、水がたりす
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ぎるのも問題となって、雨期になると毎年のよう

に洪水災害が起きるという。 

Jinja から出て私立の小学校経由で Tororo

に向かって出発。車道が全部まっすぐな直線

なので、不思議に思った。道路の両側に猿も

いた。赤いおしりがとても可愛かった。 

その私立の小学校の校長先生は梅屋先生の

知り合いで、学校に入らせてくれた。そうしたら、

子供たちが教室の窓から私たちを見ていた。ち

ょっと大胆な子たちは手を振ってくれた。そこで

思い出したのは今年の４月に児童館にいって

子供たちと遊ぶボランティア活動に参加した時

のことだった。子供たちは皆可愛かったが、人の

言うことを聞かないしいたずらばかりするし、うる

さかったという印象だった。しかし、早い年から

家事をはじめ、責任を知ったウガンダの子供た

ちは、日本の子供たちと比べて、非常におとな

しくて恥ずかしがっていた。 

ウガンダの公共教育システムはイギリスのシステ

ムを継承し、小学校が 7 年、中学生が４年、

高校が 2 年、大学が３年。ウガンダが教育を

非常に重視し、毎年教育に大量に財政支出

をしている。1997 年にフリーの初等教育、

2006 年にフリーの中等教育の導入を実践し、

アフリカ初めてのフリーな中等教育を普及した

国である。そのなかでも、男性と女性の生徒の

割合が 1：1 に近いもので、男性を重んじ女

性を軽んずるアフリカでは容易でなかった。 

その日訪問した小学校では、生徒が英語、数

学、科学、地理、聖書、体育、計６つの学科

の勉強ができる。校長先生の誘いで教室に入

ったら、７年生のクラスの小学生たちが『God 

is in control』という曲を合唱してくれた。名

前からお分かりだろうが、キリスト教を宣教し、

神様を賛美する曲だった。子供たちが真剣に

歌っている姿を見て、感動して涙もこぼれそう

だった。自分は別にキリスト教徒ではないが、

何かの信仰を持って、それを信じて頑張り続け

る人を見たら、羨ましくて心から尊敬する。ウガ

ンダの小学校は１年から 7 年までの教育が義

務教育となっているのだが、教育を受けられな

い子供たちはまだまだいると校長先生が言った。 

校長先生と小学生たちに別れを告げて、雨の

中で Gwaragwara の宿泊先に到着した。そ

こで待っていたのがマクリナさんと梅屋先生の義

理の息子のオシンデさんだった。マクリナさんが

晩ご飯を用意してくれた。はい、Matooke だっ

た。農村部の Gwaragwara は都市部のカ

ンパラとはまた違って、まずマトケはやや苦かっ

た。次にトイレに便器はあったが水洗式ではな

いので臭かった。それから、シャワールームにお

湯が出ない。シャンプーもなかったら石鹸で頭

を洗った。夜になると雨は止んだが、ソーラーパ

ネルを使って電力を供給しているので、電池が

足りないため、Wi-Fi も繋げない、ライトを付け

ることももちろん不可能で、暗やみの中で眠り

に就いた。 

 

 

DAY 4 

四日目。前日はやることなくて早めに寝たから

この日ははやくて朝５時に目が覚めた。雨上

がりの夜だから星空も最高に綺麗だった。一人

で見るのがもったいないと思って、みくちゃんとわ
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かばちゃんを起こして宿泊所の近くを散歩する

ことにした。 

宿泊所を出た真っ先に見たが Arsenal vs 

Liverpool のサッカー試合の宣伝の看板だっ

た。道路を沿ってちょっと遠いところまで行った。

帰り道にたまたま通った田畑に農作業をしてい

る子供たちに会った。「Hello」と声かけられた。

「おいくつなの」と聞いたら、挨拶しか英語を喋

られないのか、質問に答えたくないのか分から

ないが、返事はなかった。背中に弟を負って、

土をすき起こしている 7 歳くらいの女の子をみ

かけた。彼女の後ろにまた三四人の子供がつ

いていた。皆まだまだ子供なのに、もう働かない

といけない。強いものしか生きていられない環

境だから、これもアフリカの生存法則なのだろう。

違う環境で、違う条件で異なる生き方をして

いるウガンダの人たちに、私たちの固有の観念

で評価するのが不公平だと思う。彼らは世界

一勤勉で優秀な人間だと私は思う。学校に

行くには歩いて少なくとも２時間はいるのに、

彼らは一言も文句を言わず、むしろ勉強する

チャンスに感謝をしているのだ。彼らの活力、

忍耐力、生活に楽観的な態度は、どんなに過

酷な環境の中にいても、笑顔で心から人生を

楽しむことができるのが素晴らしいと思う。 

朝食後は現地の NGO、「World vision」の

活動の見学だった。 

まずは KFDA（Kirewa Farmers 

Development Association）の農業見

学。野菜ビニールハウス、接ぎ木、コーヒーの低

木。接木をしたら、二倍の値段で売れるとスタ

ッフさんが紹介してくれた。 

次は TASO の Health center。TASO のヘ

ルスセンターには新米ママになったばかりの少女

たちのためのレクチャーが定期的に開いている。

ウガンダ人の考えだと、子供は多ければ多いほ

どが良い。8 人の子供を持っている場合、例え

４人が死んでも、まだ４人が残れるからだ。私

が生まれた中国では「one child policy」が

実行し、一つの家庭には一人の子供しか産む

ことが許されなかった。二人目の子供は法律に

より禁じられている。彼らにとってはとても理解

できないものだ。「唯一の子供が死んだらどうす

るの」とも聞かれた。だって、彼らにとって子供が

死ぬというのがとても普通なことであった。マラリ

ア、コレア、高熱病、先進国ではすぐ治れる病

気だが、ここでは飲食が単一で、体が弱い、医

療保障及び衛生条件が悪いから、そういった

病気が死に繋がる可能性が高く、死亡率が高

い。ここでは、死を招く一番の原因は、エイズで

はなく、また伝説のエボラウイルスでもなく、マラ

リアである。 

続いて行ったのが農村信用銀行、水色の制

服を着ている少女たちが働く縫製学校/工場、

ミツバチを手の平に載せて私たちに触ってごらん

とずっと言っていた熱心なおじさんがいる養蜂

場、牛の糞を栄養たっぷりの肥料として使って

いる養魚場、教会っぽい投資組織。 

一番覚えているのは協会っぽい投資組織の活

動を見に行ったとき、車を降りた瞬間、黄色い

服を着ているおばあちゃんたちに囲まれ、歌い

ながら踊りながら私たちにハグをしてくれた。農

業信用組合に戻った時に、授業に間に合った

から、少し聞いていた。資源、災害、先生の説
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明が分かりやすくてとても面白かった。何でもか

んでも world vision のおかげにするのはどう

かと思うが、子供たちの目の中に知識欲と希

望の光を見えたのでいいことにしよう。 

宿泊先の ROMO House に戻って晩ご飯。

相変わらずマトケだった。昨日までにまずかった

と思って食べたくないものだったが、なんか美味

しく感じた。私の舌もいよいよアフリカの味に慣

れたのかな。 

 

DAY5 

今日はなんと呪術師のところにお邪魔するそう

で、朝からワクワクしていた。 

実は私は昨日の夕方、ガンダ族の伝統的な

衣装のゴメスを注文した。40000 シリングで

今日中にもらえると約束してくれた。それでも、

やはり心配で、呪術師にゴメスがいつ出来上

がるのかを質問した。すると、その仕立屋さんの

名前は何と聞かれた。いや、「知るわけないじゃ

ん」と心の中で突っ込んだが、答えられなかった

ため、占うことができないという。 

ほかの子もそれぞれに質問をした。ゆうやくんは

将来の職業、みくちゃんは将来の結婚相手、

わかばちゃんは家族の健康。 

占った結果、ゆうやくんは将来仕事が順調だそ

うで、みくちゃんとわかばちゃんにはスペシャル薬

を渡った。なんと、油と混ぜで自分の手に塗っ

て好きな相手と握手すれば向こうが惚れてくれ

るそうだ。また、家族の健康のために、その薬を

水と混ぜて家中に撒いたら魔除けができるそう

だ。法術が全て 14 万５千シリングもかかった。

これは平均年収５万シリングの現地の人にと

っては極めて高い値段だった。後で先生から普

通は現地の人なら数千シリングでいけるものだ

ったと聞いた。要するに、これは外国人向けの

お値段だった。ぼったくられた。 

続いて行ったのが有名な政治家、Oboth 

Ofumbi の住宅だった。Oboth Ofumbi は

ウガンダ元総務大臣で、1977 年にアミン政

権の独裁の下、野蛮な手段で暗殺された早

期ウガンダエリートである。Tororo にあるお屋

敷はとても豪華で、周囲 5000 エーカーは全

て彼のものだ。屋上にはヘリコプターも止められ

るし、実際今年の 7 月に大統領のムセベニが

この住宅に来て参観した。部屋の中にアンテロ

ープとシマウマの標本が飾られている。また、お

父さんの名前で名付けた教会の礼拝堂、巨

大な十字架が立てられたお墓もある。車で一

時間も走ってやっと彼の領地から出た。 

その次に Ol'otaba さんのおうちを訪問した。

Ol'otaba さんは若い頃ケニアの大学で経済、

地理と歴史を勉強し、奨学金をもらってイギリ

スのヨークで PhD を取得していた。彼はとても

賢くて僅か 9 ヶ月間で 3 年卒業の経済の博

士号を取得した。それで、バンキングの勉強を

はじめた。帰国後は Bank of Uganda で働

いていた。国のブレーントラストにも入っていた

方だった。 

Ol'otaba さんと別れて、次は Sippi Falls に

来た。梅屋先生の助手の Michael さんの娘

さんたちも一緒にきてくれた。娘さん三人と女の

学生三人、私と組んだのは Clara だた。双子

のお姉ちゃんのクララは、まつげがとても長くて羨

ましかった。初対面だからか、クララはあまり喋ら
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ずに私のバッグをずっと抱いて大人しかった。携

帯を渡したら、カメラに興味があるみたいで、皆

で楽しく自撮りをしていた。道で拾った白いお

花をプレゼン トしたら大喜びで、どこに行っても

胸に飾っていた。そして、Sippi Falls ではしゃ

いてびしょびしょになって、帰り道はずっと寝てい

た。 

 

DAY6 

朝は Soroti にある難民キャンプに行って、難

民のお話を聞いた。1987 年にジョゼフ・コニー

によって結成された神の抵抗軍は、住民の殺

害や襲撃を行っていた。子供を拉致し、強制

的に少年兵にしたり、性的奴隷にしたりして国

際的な非難をあびている。Soroti の難民キャ

ンプも神の抵抗軍の迫害を受けて、北部から

逃げてきた難民たちが結成したものだった。「難

民生活は苦しいけれど、神の抵抗軍に捕まえ

るよりずっとましだ」と難民のおじいさんが涙をこ

ぼしながら語った。平和な時代で生きていると

思っていたが、世界の反対側にあるアフリカに

は未だに神の抵抗軍という脅威が完全に取り

除かれていない。人権を侵害する事件はいつ

でも起こる可能性はある。再び、マスコミの報

道の不平等に気づいた。私はウガンダに行く前

に神の抵抗軍を知らなかったし、聞いたことすら

なかった。欧米のニュースは世界中に報道され

るのに、アフリカのニュースだから報道されない

場合が多い。例で例えると、11 月 13 日にパ

リでテロ事件が起きた。世界中の人々はパリの

ために祈っている。Facebook も安否確認を

出した。しかし、一週間前に起きたレバノンの

テロ事件を知る人は少なかったし、誰もが点灯

するとか言わなかった。フランス人の命とレバノン

人の命と価値は違うのだろうか疑問に思った。 

昼は Karamoja の Moroto に移動し、

Gwaragwara の宿泊先 ROMO House の

管理者のマクリナさんの息子さんのおうちに邪

魔して、数百万年前から残ってきた緑色の歯、

昔の人類が使った道具などを収集保存してい

る Karamoja Museum and Cultural 

Centre に見学をした。 

Karamoja は今まで行ったところとは全然違っ

て、「アフリカ」の感じがする見渡す限りの大草

原だった。地平線まで見える気がした。夕日も

とても美しかった。しかし、前日に雨が降ったせ

いで、泥の道路がボコボコになって、とても運転

しづらそうだった。Tororo に戻ったのはもう夜

の 11 時頃だった。今日は Tororo に泊まる

最後の夜なので、大家さんのマクリナさんが

Farewell Party を開催し、いつもより多くの

肉を作ってくれた。 

 

DAY7 

朝食後、三日前に予約したゴマスがやっと届い

た。 

再び交通渋滞にあったので、カンパラのゲスト

ハウスに戻ったのが午後二時だった。急いで昼

ごはんを食べてマケレレ大学に向かった。 

ウガンダの学校の国際化の程度は非常に高く、

ウガンダで学校教育を受けている学生の約

30％が海外から来ているそうだ。首都カンパラ

にあるマケレレ大学（Makerere 

University）は 1922 年に設立され、ウガ
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ンダで規模が一番大きい大学で、多くのアフリ

カのリーダーを集めたアフリカ全体で最高の大

学の一つである。 

校長室で待っていたのはコペンハーゲン大学と

ハーバード大学に二つの学位を取得した

Edward K. Kirumira 教授だった。 

校長室で発表大会が始まった。まずはゆうやく

んがウガンダの芸能、特に歌手について発表。

次はみくちゃんが ODA、NGO と JICA につい

て発表。続いてはわかばちゃんがウガンダの農

業と経済について発表。そして最後に、私がカ

リオキについて発表。 

発表が終わって、先生方からコメントを頂いた。

私はカリオキが 2000 年から人気になったとば

かり思っていたが、実際はもっと前から流行って

いたそうだ。また、ウガンダの女性は自分の年

齢を隠すもしくは若く言うのが癖だと指摘され、

カリオキのパフォーマンスをする人の年齢層のデ

ータも信用できないかもしれない。 

晩ご飯は Downtown で伝統的な料理を食

べた。そうしたら、ウガンダ研究をなさっている森

口先生、白石先生、京都大学大学院生の

川口さんたちに遭遇した。久々に同行の先生

と学生以外の日本人に会ったので、不思議な

感じがした。 

 

DAY8 

今日は Kitty さん宅で花嫁修行だ。ウガンダ

の一般的な家庭はどんな生活を過ごしている

のかを体験できるめったにないチャンスで、今回

は主にマトケの作り方に注目した。 

まずはバナナの皮をむくこと。ナイフを使って黄

緑のバナナの皮をむいて水が入った鉢に入れる。

一見簡単そうな作業だが、気を使わないと怪

我をしてしまうので要注意。 

皮をむき終わったら、バナナの木の葉で三回包

んで、とろ火で長時間かけてじっくり煮込む。落

花生を引き砕き、塩と混ぜてソースにする。で

きたソースをコンロで煮込む。 

バナナと落花生を煮ている間に、鶏を砕き、マ

トケにかけるスープにする。 

ウガンダでは、男女役割分担がはっきりしてい

て、家事をするのは女だけだ。男の人は厨房に

入らないというのが常識だ。 

夜は晩餐会へ。なんと王子様から招待状を頂

いた。その晩餐会に首相も参加するそうで楽し

みにしていた。招待状には Dress code が伝

統的な服装と書いたから、せっかく持ってきた

浴衣がやっと使える。晩餐会は 6 時からと書

いてあったが、遅刻するのではないかと心配し

ていたが、7 時頃に会場に着いた時まだすかす

かだった。 

8 時に式が始まって、9 時ころにご飯が食べら

れた。 

面白いことに、王室の晩餐会で食べるものは

平民と食べるものがほぼ一緒だ。マトケにかけ

るスープの種類が増えただけだった。アフリカ人

は炭酸の飲み物が好きだねとも思った。ご飯と

一緒にセットになっているのはスプライトかコーラ

ーかファンタのどちらかだ。 

 

6.後書き 
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ウガンダ海外研修があっという間に終わってしま

った。こんな充実したプログラムに参加したのは

初めてだった。最初はちょっと不安だったが、実

際に現地で生活してみたらとても楽しくて、この

海外研修でウガンダ好きになった。また行きた

いと思っている。 

私は、このウガンダ海外研修を通じて、たくさん

の知識・経験を得ることができた。ウガンダに関

しての歴史や知識はもちろんのこと、NGO 見

学の経験やウガンダ人の男女観に触れるなど

貴重な 10 日間を過ごすことができた。今回の

海外研修の中で私が一番強く感じたのは、

人々の優しさ、あたたかさだった。英語は上手

に話せなかったが、下手な英語でも相手に自

分の考えを伝えることが大事であり、コミュニケ

ーションを取ることが必要だと教わった。また、ウ

ガンダという国においての多文化共生にも気に

なった。ウガンダには 65 の部族があって、部族

ごとに言葉も服装も違うし、信仰も違う。それ

で英語が国の公用語として使われていて、部

族と部族、民族と民族、信仰と信仰の間に交

流の橋を架けた。当たり前のように皆それぞれ

のアクセントがある。しかし、英語が下手でも誰

も笑わないし、それが普通だから。むしろ皆が

異なるというのが一般的なあり方だ。それに比

べて、日本は先進国なのに、保守過ぎないか

とも思った。でも、それと同時に、日本産の車

や中国の製造業など、中国と日本の良さや素

晴らしさを海外の視点から見ることができ、違っ

た視点を持てたこと、中国人である誇りをあや

ふやではなく確信的に持てたことで、今回の研

修は間違いなく自分の財産となりえるものであ

ったと思う。 

トロロのみなさんには本当にお世話になった。と

ても丁寧にゆっくり話してくださったし、簡単な

単語を使ってくれてわかりやすかった。いつも美

味しい食事、綺麗に洗ってくれた服、ありがとう。 

たった 10 日間の間だったが、貴重な体験ばか

りを用意してくれた梅屋先生に感謝。本当に

行ってよかったと思う。 

ぜひウガンダ海外研修に参加してみてください。

そしてアフリカの真珠、ウガンダを楽しんで、自

分の目でこの世界を確かめてみてください。 
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「当たり前」のチャンネルを合わせる 

平井 雄也 

 

1. はじめに 

今回私がこの研修に参加した理由として、と

にかくアフリカに実際に行ってみたかった、ということが

挙げられる。この理由だけを見れば、あまり好ましく

ない少し稚拙な動機に思われるかもしれないが、こ

れは私の中でれっきとした動機であり、これ以上の

理由はなかった。中学高校と世界史を勉強してき

たが、参考文献にあがり、実際に授業を進めていく

際に取り上げられているのは、ヨーロッパやアメリカな

どのいわゆる西洋的な社会ばかりであった。他の地

域が多少取り上げられたとしても、それはアジアや

中東などであり、アフリカに対して何かを学ぶ機会

はあまりにも少なかったのだ。さらに、マスメディアを

通して、目にするアフリカは、その大半が、貧困、病

気、豊かでないこと、もしくは文化的な部分を取り

上げられたとしても、その未開で西洋的な文化とは

大きく異なることを誇張したようなものであった。こう

いった日本では限られた情報しか得ることができな

かったこと、そしてそれに対してある種の息苦しさを

感じていたことが、私をとにかくアフリカに実際に行っ

てみたいという感情へと突き動かしてくれたのかもし

れない。 

そして冒頭ではあるが、この研修に参加した

感想を先に少し述べてしまおうと思う。私はこの研

修に参加し実際にアフリカへ行くことができて、本当

に良かった。 

 

2. ウガンダ行動記録 

8/21（金） 

ウガンダのエンテベ空港に到着。空港での入

国審査の際、列に並んで順番通りに行われるもの

だと思っていたのだが、順番を振り分ける役目の男

性がおり、その人の指示で適宜順番が変更されて

入国審査が行われていた。それが原因で“ムズング

（白人）”であった私たちはかなり最初の方に並ん

でいたのだが、次々にウガンダ人に抜かされてしまい、

入国審査を終えるまでかなりの時間を要することと

なった。空港の外に出ると、日本より大分湿度が

低くカラッとした晴れであった。日陰だと涼しく感じた

が、赤道直下の国ということもあり、日光の下に出

ると体感温度はかなり暑かったと記憶している。 

その後、空港まで迎えにきてくれた梅屋先

生とともにマケレレ大学ゲストハウス（以下

MUGH と表記）に荷物を運び、カンパラのマーケ

ットへ足を運んだ。マーケットまでは、ウガンダの

方々にとってもっともポピュラーで重要な移動手段

であるタクシーを利用した。このタクシーは日本で利

用されているタクシーとは違い、ワゴン車のようなも

のに 20 人ほど乗客が乗り合わせ、各々の目的地

まで運んでもらう、といったどちらかといえば日本のバ

スのようなものであった。マケレレ大学から、カンパラ

のマーケット周辺のよりにぎわっている地域へ到着し

散策を始めると、ウガンダの人たちは、物珍しそうな

好奇の目で私たちに視線を送ってきた。さらにかな

りの数の人が、「ムズング！！」「ニホン！！」「トヨ

タ！！」など思い思いに声をかけてきた。手を振ると

笑顔で返してくれたり、握手してくれたりとあまりの

人の数に気圧されてしまった感はあったが、ウガンダ
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の人々の温かい人柄を知り、これからの研修に向

け、期待がさらに高まった初日であった。 

マーケットに関しての話をすると、特定の食品

や特定の衣類、日用雑貨など同じ品目の商品を

提供する店が集まっていたのが印象的だった。経

営学などに関してまったくの素人である私からすれ

ば、競争が激しくなって自分の店の収益が減少し

てしまうのではないのだろうか、などと考えたのだが、

梅屋先生曰く、似た種類の商品の店同士が集ま

ることで、逆に絶妙な均衡状態が保たれるのだそう

だ。 

 

8/22（土） 

この日は、一日かけて梅谷先生の知人であ

るガンダ王国の国王と血縁関係をもつ Prince 

Joseph Mulondo（以下 Prince と表記）氏

に、ウガンダ、主にガンダ王国の歴史的文化資財

を案内してもらった。はじめに訪れた Kasubi 

Tomb はとても印象に残ったスポットであった。

Kasubi Tomb はウガンダ国王が眠る由緒ある墓

地として、貴重であり、かつ重要な観光資財であっ

たのだが、数年前なにものかに焼かれてしまい、現

在は復旧作業の最中であった。ここに私がこのスポ

ットが印象に残った理由がある。復旧の最中と前

述したが、正確には復旧作業は途中で中断してい

る状態だった。日本のウガンダなどの国の援助を行

っている機関が復旧の支援に名乗りを上げたらしい

のだが、現地の意見調整がうまく進まず、結果的

に作業が中断してしまっているらしい。ウガンダに到

着して以来、私がはじめて「開発する側」と「開発さ

れる側」の意見の不一致、ジレンマを目の当たりに

した瞬間だったのだ。 

もうひとつ印象に残ったのは、ウガンダ王族

の子孫が眠っている山間地域であった。そこでは、

王のへその緒を見ることができた。ガンダ王国には、

王が生まれるときはその子どもを双子扱いするとい

う習慣があるらしく、子どもが一人の時には、へその

緒をもう一人の子どもとして扱うのだそうだ。 

 

8/23（日） 

この日は基本的には、首都カンパラから梅

屋先生のフィールドであるトロロの村落部への移動

が主な目的であった。その途中で、ナイル川とヴィク

トリア湖を繋いでいる付近の地域に立ち寄り、ナイ

ル川をクルージングしながら楽しむことができた。この

クルージングは、もちろん有料で、それを生業にして

いる人に船に乗せてもらうのだが、この時にも、日

本にいては体験しがたい経験をすることができた。

梅屋先生がある男性に一行をクルージングに連れ

て行ってもらえるように電話をして頼んでおり、水辺

に行くと、一人の男性が「おう、やっと来たか」といっ

たような調子で私たちをスムーズに自分の船まで誘

導してくれた。結果的にその水辺で出会った男性

の船でクルージングしたのだが、後になって梅屋先

生から話を聞くと、その男性は初めに梅屋先生が

電話で交渉していた男性とは別人だったのだ。つま

り簡潔に言うと「客の横取り」であったのだが、その

横取りの方法が日本で行えば社会的倫理を疑わ

れてもおかしくないようなものであったのだ。「ウガンダ

の当たり前と日本の当たり前は違う」というそれこそ

あたりまえのことを改めて感じた。 

 

8/24（月） 
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この日はウガンダで活動しているさまざまな

現地 NGO の視察を行った。はじめに訪れた

NGO は World Vision という国際的な援助組

織がある程度の期間活動した後その地域から撤

退し、そこで活動を途絶えるさせることなくその活動

を継続させていこう、という理念の下活動している

組織であった。敷地内にはいくつかのエリアの別れさ

まざまな農作物が試験的な意味も込めて植えられ

ており、環境に適応した農作物を開発する、そうし

てつくられたもしくは新しい作り方をウガンダの農家

の人たちにレクチャーし草の根的に広めていく、とい

ったことを行っているそうだ。カンパラに滞在していた

際に、JICA が援助の一環として設置したものの、

まったく機能していない信号機を見て、「開発する

側、開発される側のギャップ」というものを強く感じて

いた、ということもあり、こういった「開発する側、開

発される側」のどちらにも属さず、その仲介的な役

割を担っている組織の存在を知ることができたのは、

非常に印象的であったし、こういった組織の存在は

途上国とされる国々が発展していくために重要かつ

必要なのではないのだろうかとも感じた。 

そのほかに印象に残ったのは、若い女性に

専門的に縫製技術を習得させる学校のような組

織であった。現在はあまりそういった傾向が主流で

はないように感じるが、やはり日本では、男性が外

に働きに行き、女性は家を守るという伝統があった

と思う。しかし、ウガンダでは積極的に働きにいくこと

をせず、毎日日が落ちる前から酒浸りになっている

男性が社会問題になるほど大勢いるのだ。なので、

そういった男性を当てにする前にまじめに働く女性

たちが定職に就けるよう、専門的なスキルを習得さ

せてしまおう、といったウガンダの社会構造が如実に

現れていた。 

 

8/25（火） 

この日はまず、トロロにいる間滞在していた

場所からほどちかいところに住居を構える呪術師の

下を訪ねた。彼の家の中に入ると手前のスペースと

奥のスペースに分かれていた。私たち一行は手前

のスペースに座り、呪術師の男性と話していた。手

前のスペースにいて顔を合わせて話していた時はい

たってふつうの口調だったのだが、いざ呪術を始める

時になるとカーテンのような布一枚で仕切られてい

た奥のスペースに入っていってしまった。そして男性

が呪術を行うのではなく、その男性に霊が降りてき

て呪術を行い始めた。奥にいるのは、その姿は見え

ないものの先ほどの男性であるはずなのに、先ほど

顔を合わせながら、話していた落ち着いた男性の

声とは明らかに違う高音で女性のような声が聞こえ

てきた。そしてしばらくその高い声の何者かが話した

後、奥のスペースからは先ほどの呪術師の男性が

でてきたのだ。彼は、「彼自身が呪術を行ったこと」

に対してではなく、「霊が呪術のために離れた場所

まで移動したこと」に対してお金を支払うことを要求

してきた。これは、今までの人生で経験したことのな

い奇怪な体験であった。 

その後は、アミン政権時代の防衛大臣が住

んでいた大豪邸を訪れ、その後 Sipi Fall というウ

ガンダでは有名な観光地を訪れた。 

 

8/26（水） 

この日はまず難民キャンプを訪問した。この

難民キャンプには、おもにムセベニの軍隊によって制
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圧されてしまった人たち、カリモジョンという名の「この

世界の家畜はすべて自分たちのものである」という

伝統的な考えに従って、他の民族の家畜を奪う際

に、虐殺も行うような民族から逃げてきた人たち、

さらには LRA（神の抵抗軍）から避難した人たち

などが集住していると聞いていた。難民キャンプと聞

くと、貧困で飢餓に苦しんでいる人々など日本で

様々なメディアを通して伝播されているいわゆるアフ

リカのイメージに似たような光景を目にするのではな

いのだろうか、と勝手に想起してしまっていたが、そ

の訪問した地域の状態は全く違うものだった。内情

まで知ることはできなかったが、私が目にすることが

できる範囲で感じた印象は、滞在していたトロロの

村と似たような雰囲気で、難民キャンプというよりは、

むしろ本当に「ごく普通の村」といった感じだった。家

があり、店があり、人々はシャツにズボンとカジュアル

な服装を着ている。日本にいては、想像しづらい難

民キャンプの現状だった。そのキャンプの住民の

人々は、初めこそはさまざまな理由を抱え元々住

んでいた地域を離れなければならなくなったものの、

今は避難してきた地域に、一時的に避難というより

も、定住しているようだ。もちろん他の難民キャンプ

がすべてこういった状況であるとは断言することは不

可能であるし、私が以前抱いていたイメージに近い

ものも中にはあるのかもしれないが、今回訪問した

ような難民キャンプがある、ということを知ることがで

きたことは大きな収穫であったと思う。 

その後、前述していたカリモジョンがかつて勢

力を広げていたという地域を訪ねた。ここも特に危

険な状態ではなく、粗暴な民族の足跡を感じるこ

とはなかった。やはり、私たちは知らず知らずのうち

に自分たちがもっとも慣れ親しんでいる文化を「当

たり前」だとおもいこんでしまい、その「当たり前」を

違う「当たり前」を持つ人に押し付けてしまうことが

あるが、そういった偏見、バイアスを取り除くことは異

文化を理解し、学ぶ上で必要不可欠な作業であ

る、と再確認することができた。 

 

8/27（木） 

この日は午前中に、ムズング向けの土産店

が集まっている場所へ梅屋先生の同行はなしで生

徒だけで向かった。この時は、現地ではスペシャルと

呼ばれている、日本で言うタクシーのようなもの乗っ

て移動した。上述したように、ウガンダでタクシーと

呼ばれているのは、日本で言うバスのようなもので

ある。タクシーの方が安価なため市民にはポピュラ

ーなのだが、スペシャルはやはり目的地に直行してく

れるため、時間を短縮できタクシーになれていない

私たちには適した移動手段であったと思う。

MUGH からその土産店エリアまでは、15000 シリ

ングほどであったと記憶している。そこは、おそらく 30

店舗ほどの土産店が軒を連ねるエリアであった。観

光客用に用意された、いかにも「ウガンダらしい」売

り物が数多く並べられていたのだが、正直、各店舗

でのオリジナリティのようなものは、ほとんど感じること

ができず、同じような商品が並んでいた。非常に興

味深かったのが、どこの店でも同じような商品ならば、

値段が同じなのは当然だったのだが、さらには値切

ることができる最安値でさえ、同じであったということ

だ。たとえば、A 店でスカートが 30000 シリングで

売っていたとしたら、一番安く値切ったとして

18000 シリングだったとする。そうすると、B 店で同

じスカートを値切ったとしても 18000 シリング以下

の値段になることはなかった。これは、彼らが話し合
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って決めているのかどうかまでを知ることはできなかっ

たが、１つの店が安く売って、客が集中してしまうこ

とを防ぐために行われているのだろう。当たり前と言

えば、当たり前なのかも知れないが、日本では商

店街などで、違う店で何かがまったく同じ値段で売

られているというのはあまり目にしないケースなので、

非常に印象に残った。 

そしてこの日の午後は、マケレレ大学へ向か

った。というのも、この日の一番の目的は、マケレレ

大学で社会学の教授をしている Edward 

Kirumira 博士の生徒の方々に、各自が事前に

調べていたウガンダについての発表を見ていただくと

いうことであったからだ。しかし、実際はマケレレ大学

の社会学、人類学の教授である Eria Olowo 

Onyango 氏と、いただいた名刺には

“Researcher&Writer”と書いていた Brenda 

Birungi 氏に発表を聞いていただき、感想をいた

だくことになった。私は、『ウガンダを知るための 53

章』という文献を参考にして、ウガンダの文化活動

に関する発表を行ったのだが、その文化活動がガン

ダ人の若者を中心に人気であるなどの断りをいれ

ていなかったために、情報があまりに断片的すぎると

感じ取られたようで、その部分を強く指摘された。た

しかにそれは、ある音楽が東京で流行っていたとし

てそれを「日本の文化」と言われれば、私のように

首都圏に関わりの薄い人間が違和感を覚えてしま

うのと同じように当たり前のことだろう、と思う。 

さらに、ウガンダは日本とは違い様々な民族

が生活している多民族国家であり、同時に多文化

国家であることも、ウガンダを語る上で割愛しては

ならない重要なポイントであった。たしかにウガンダ

国内でもっとも大きな割合を占めているのはガンダ

人であるのかもしれないが、そんな彼らの文化がウ

ガンダの国民的文化なのか、と言われるとそれは確

実に違うだろう。Eria 教授に指摘された「マジョリテ

ィ=国民的ではない」という言葉が非常に印象的

だった。ほぼすべての国民が日本語という同じ言語

を操り、（さまざまな見解はあるだろうが）一応、

単民族国家と言われる日本で生まれ育った私に

は実感をもって考えることができなかったラディカルな

意見だったのだ。また Brenda 氏にも「異なる地

域には異なる文化がある、それぞれの民族にはそ

れぞれ固有の文化がある」と言われたのもやはり、

ウガンダが多民族国家、多文化国家であることを

象徴していると思う。といってもウガンダには 50 を

超える民族が共生しており、そのひとつひとつを密に

調べ抜き、発表するのは容易なことではなかったと

思うので、１つないし２つほど民族を限定的にフォ

ーカスし、発表するのが良かったのではないかと思っ

た。 

 

8/28（金） 

この日の午前中は、梅屋先生の知人であ

るキティさんの自宅を訪ね、カンパラに過ごす一般

家庭の生活を体験させていただいた。主に、一般

家庭の昼食づくりを体験させてもらうのが、主な内

容であったのだが、ウガンダでは男性が食卓、料理

の場にいないのが当たり前なのか私はあまり野菜を

切る、マトケをつくるためにバナナの皮をつめるなど、

本当にわずかの仕事を与えられた。そのかわり、鶏

肉や野菜が足りないとなると、市場への買い物にか

り出されるといった感じでウガンダの「台所事情」を

知るにはとても良い機会となった。 
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そして午後は、ウガンダ滞在二日目にガンダ

王国の歴史的建造物を巡るツアーをガイドしてくれ

た Prince がガンダ王国の宮中晩餐会に招待して

くれた。会場はガンダ王国の議会の前にある芝生

広場だったのだが、煌びやかな装飾と電光が何とも

言えない雰囲気を醸し出していた。すこし空いてい

たスペースでは、ガンダ王国固有のものであると思

われる民族舞踊は民族楽器が奏でるエキゾチック

な音楽に乗って踊られており、まさにパーティーとい

った感じの会場となっていた。中継カメラや新聞記

者なども多数来ており、私たちは日本からはるばる

やってきたということで、すこし派手に取り上げられた

ように思う。ガンダ王国の首相も私たちの席に立ち

寄り挨拶してくれ、私たちからの日本の贈り物

（100 円ショップの扇子と手ぬぐい）を受け取って

くれた。事実、後日新聞には梅屋先生の写った写

真が掲載されていた。こうしてウガンダ最後の夜は

煌びやかに、そして貴重な体験とともに幕を閉じた。 

 

8/29（土） 

ウガンダ滞在最終日。この日は、16 時頃

エンテベ空港出発の飛行機に搭乗する予定だった

ので、昼前に MUGH を出発し、昼ご飯を食べて

から空港へ向かう予定であった。しかし休日であっ

たということもあり、首都カンパラはいつも通りかそれ

以上の大渋滞で結局昼ご飯はなしで、空港に向

かうことになった。最終日まで書くことができなかった

のだが、ウガンダの首都カンパラは連日とてつもない

渋滞であった。カンパラに慣れている人なら普通な

のかもしれないが、普段あまり大渋滞に馴染みの

ない私からすれば、車の多さとそれに比例して多く

なる排気ガスの多さはなかなか堪えるものであった。

もしかすると、この研修期間で一番嫌だったことが、

カンパラの車の多さと空気の汚さであったかもしれな

い。そしてこの渋滞をかい潜り、目的地へ向かうた

め市民にもっとも重宝される移動手段としてボダボ

ダ（バイクタクシー）が発達したのだろう。ひとたび

渋滞している地域を超えると気持ちいい風を感じ

ながらドライブを楽しむことができるのだが。そんなウ

ガンダとも別れなければならない時間がやってきた。

私のウガンダ研修は、この日幕を閉じた。 

 

3. まとめ、感想 

今回この研修に参加して、ある日本のこと

わざを強く思い出した。 

そのことわざとは、「百聞は一見に如かず」で

ある。というのも、この研修に参加した前後ではウガ

ンダ、ひいてはアフリカへの印象が本当に大きく変化

したからである。本海外研修の実施目的として、

「アフリカ=貧困、病気」などのイメージに代表され

る、いわゆる発展途上国としての印象を払拭する

というのも重要な点であったと思うが、そういった先

進国がメディアや歴史などを通じて無意識のうちに

多くの人に（私も含めて）植え付けてきたバイアス

のようなものを取り払うことができた。難民キャンプを

訪れた際の行動記録にも少し書いたのだが、今回

私がたまたまいわゆる「アフリカらしい」地域を訪れな

かっただけなのかもしれないし、逆にアフリカの大半

の地域では人々はごく普通の暮らしを営んでいて、

メディアで仰々しく取り上げられる貧困地域はごくわ

ずかなのかもしれない。今回の研修でその是非につ

いて知ることまではできなかったが、少なくとも私が

訪れたさまざま地域で、過度の飢餓に苦しんでい
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る人も、難病に悩まされている人も目にすることは

なかった。それどころか、首都カンパラを初めとして

多くの地域には舗装された道路が広がり、それぞれ

立派な家に住んでおり、T シャツにズボンといったカ

ジュアルな服装に身を包んだ人が大半であり、カン

パラには立派なビルが立ち並ぶオフィス街まであった。

どれも、実際にウガンダを訪れることがなければ、も

しくは日本で自ら能動的に情報を探らない限りは、

知ることのできなかったものであると思う。また、ウガ

ンダに行く前に行われた事前研修では、梅屋先生

から「マラリアにならないように蚊に刺されないよう気

をつけて」というアドバイスを受けたのだが、それを過

度に気にしすぎて、ウガンダで蚊に刺された時は少

しパニックに陥ってしまったのだが、健康な状態にあ

る人はほとんど発症しないから大丈夫だ、という梅

屋先生の言葉通りまったく体調に変化はなかった。

これも、日本にいた際は「マラリア=死」と勝手に連

想してしまっていた自分の浅はかさを思い知った事

例である。こういったことをはじめとする、ここでは書

ききれないほどのウガンダ滞在中の様々な出来事

はまさに私にとって「百聞は一見に如かず」であった

のだ。今後このプログラムが定例化された場合を考

慮し、参加者の人たちに向けて包み隠さずすべて

を書き記しておきたいと考えながらこのレポートに取

り組んでいるのだが、正直私にはあまりマイナスな

感情を抱くような体験はなかった。強いて言えば、

カンパラの大渋滞と空気の汚さくらいだろうか。 

そして、今回の研修に参加して、ウガンダ

（ひいてはアフリカ地域）へのバイアスを取り除け

たということと同等に、貴重な知見を得ることができ

たと思う。それは「異文化を理解する」ということがど

ういったものなのか、その本質を少し垣間見ることが

できた、ということである。私の中でまず「文化」とは

人それぞれ持っている「当たり前」のことであり、「異

文化を理解する」ということは、「当たり前は人それ

ぞれであることを認識する」ことであるように思う。さ

らに付け加えるならば、異文化共生とは、「当たり

前のチャンネルを合わせる」ということである、と考え

た。たとえば、私のような日本で生まれ育った人間

からすれば、トイレは水洗のものが当たり前で、シャ

ワーは温度や水勢が調節できるものが当たり前で

ある。しかし、ウガンダの人からすれば、水洗でない

トイレに違和感を感じないかもしれないし、シャワー

は水というのが当たり前なのである（首都カンパラ

では、水洗トイレや温水シャワーが幅広く使用され

ている地域ももちろんあるが）。あるいは、日本な

どの先進諸国からすれば、物的に「貧しい」ように

思われる生活であったとしても、ウガンダの人々から

すれば、それはごく「当たり前」の生活であり、もし

支援などを行おうものならば、それはありがた迷惑

になってしまうケースというのもあるかもしれない。先

進諸国は途上国へ支援を行う際、彼らの「当たり

前」や、真に支援を必要としているのはどういったケ

ースのどういったものなのかをしっかりと見極める能

力が求められるだろう、と感じた。 

『五体不満足』などの著者として知られる乙

武洋匡氏が以前「不幸と不便は違う。」と語ってい

たのを思い出したのだが、まさに先進国で生まれ育

った人たちがアフリカなどの途上国を見るケースでも

この言葉が合うかもしれない。私たちはともすれば、

日本に当たり前にあるものがないアフリカをメディア

などで目にすると、「不幸」であると考えてしまいがち

であるが、彼らは決して自分たちのことをそのように

は思っていない。たしかに、私たちの生活に比べれ
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ばすこし「不便」な部分もあるかもしれないが、それ

さえも私たちが「当たり前のレベルの違い」を認識で

きずに勝手に思い込んでいることであろうし、繰り返

し述べるようだが、彼らは自分たちのことを「不幸」

だとは感じていないと思う。 

人それぞれにそれぞれの当たり前がある、そ

れをしっかりと認識し、違う当たり前を持った人々と

暮らす際はそのチャンネルを彼らに合わせてみる。こ

れが、私が今回の研修で学んだ異文化を理解す

る、ということの本質である。 

 

4. おわりに 

第三章で書いたように今回、この研修に参

加してさまざまなことを学び、そして知ることができた

と感じている。大きく分けて上述の２つのことを学ぶ

ことができたのだが、正直ウガンダで感じたこと、考

えたことをすべて挙げようと思うと枚挙に遑がない。

そしてその中で、何よりも今回のこの研修に参加し

て有意義であったと感じているのは、本研修に参

加した前後で間違いなく自分の世界が広がった、

ということだ。冒頭で述べたのだが、もう一度述べて

おこうと思う。私はこの研修に参加することができ、

実際にアフリカへ行くことができ本当に良かった。  
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実際に足を運び、自分の目で見ること

の大切さを実感 

寺本 わかば 

21 日 

午後１時ごろエンテベ空港に到着後、車でカンパ

ラへ。初めての地で見るものすべてが新鮮で、道中

ひたすら外を眺めては歓喜した。マケレレ大学のゲ

ストハウスにチェックインをしてカンパラの市場へ繰り

出した。あんなにたくさんの黒人に囲まれるのは初

めての経験で、恐る恐る歩いた。彼らも私たちが珍

しいようで、すごく見られているようだっだ。「ニホン！」

「ニーハオ!」とあらゆるところから威勢よく声をかけら

れる。市場は小さな店が所せましに広がっていて迷

路のようだった。同業者が固まって各々の小さな店

を並べているのが印象的で、服エリア、靴エリア、野

菜エリア…という具合だった。こんなに同業者が並

んでいて彼らは儲けになっているんだろうか？買い

物をする人はどんな基準で店を選ぶのだろうか？

同業者が集まってもっと大きな店をつくったり、会社

のようなものに発展しないのだろうか？という疑問を

もった。カンパラの街は人も車もバイクも多く、ごちゃ

ごちゃしていて、排気ガスや油や食べ物の腐ったに

おいなど様々なにおいがした。 

22 日 

ガンダ王国の王子様のガイドでガイド王国の文化

財を見学。歴代の王様のお墓巡り。お墓の周りに

は人々が生活していて、彼らがお墓や自分の文化

について熱心に語ってくれた。彼らは私たちが自分

の文化について学ぶことをとても歓迎しているようだ

った。彼らの言葉であいさつをしたり、一緒にダンス

をしたりすると、すごく喜んでくれた。私は日本で生

活していて、日本の文化について考えることが滅多

になかった。だから彼らが自分の文化をいかに大切

にしているのかが伝わってきてとても印象的だった。

ウガンダは他民族国家だから一層、自分の文化を

主張するのだろうか。そしてガンダ国議会の講堂へ。

ウガンダは国家のなかに王国が存在し、連邦制の

ような複雑な政治体制でようだ。近代国家としてど

のように政治を行っていて、国家と王国でどのように

棲み分けを行っているのか、興味深く思った。 

23 日 

日本人経営の会社のドライバー、サイラスの運転

で   車のコンディションがすごくよく、サイラスもよく気

をつかってくれた。小まめに車内の掃除もしてくれて、

さすが日本人のニーズを心得ているようだった。カン

パラで乗ったパブリックタクシーとは大違いだった。ビ

クトリア湖のほとりには外国人向け高級観光施設

がある一方で、ほそぼそとした漁村があった。またビ

クトリア湖でとれるナイルパーチの工場も見えた。そ

こで大きなナイルパーチを加工し、先進国へ輸出し

て私たちがファストフード店などで食べる“フィッシュ”

になるそうだ。そのため漁民は小さい魚しか得ること

が出来ない。しかしナイルパーチの輸出は国家とし

て大事な収入源であるため、政府は漁民に小さい

ナイルパーチをとることを規制している。国家の発展

を優先すると末端の人々にしわ寄せがくるという現

実が見えた。ひとつの問題でもとらえる方向や立場

で見え方が変わってくると感じた。何かの問題を考

える時には、あらゆる視点を持たなければいけない。 

25 日 



41 

 

朝から呪術師のところへ。私は彼に家族が健康で

長生きするためにどうすべきかを尋ねると、魔法の

薬をくれ、細かく使い方を教えてくれた。ウガンダの

人々は呪いや恨みの力をよく信じるそうで、呪術師

を頼るそうだ。日本にも昔から怨霊などが信じられ

ていたように、そのような風習が伝わったわけではな

いのに、さまざまな地域で人々が同じようにそのよう

な力を信じているのは興味深いと思った。私は呪い

の力などはあまり信じないので、彼らは何を根拠に

信じているのか不思議に思う。しかし実際の呪術

中は異様な雰囲気で、今回もらった薬はなんだか

効きそうな気がした。 午後からは遠出をして、シピィ

フォールへ。高くそびえ立つ崖から流れ落ちる滝は

壮大な眺めだった。滝にぎりぎりまで近づいて水し

ぶきを浴びた。私たちが滝へ歩いていく途中、近所

に住む子供たちがぞろぞろとついてきた。微笑ましく

思っていたが、帰るときにガイドしたからと言ってお金

を要求してきた。彼らは生活が厳しいからなのか、

観光客がお金を持っているのを知っているからなの

か、このことは流していいことなのかわからない。しか

しこんなに小さくてかわいい子供たちがお金のことを

考えているという状況を悲しく感じ、複雑な気持ち

になった。 

26 日 

テソ族の難民キャンプへ。テソ族は神の抵抗軍から

の攻撃や、カラモジョン族による家畜の略奪に苦し

めらており、逃げてきたのだった。彼らは新しい土地

に定住し、そこに学校や店ができ、拡大していって

いる。彼らはその地を不法占拠しているため、国家

は彼らを撤去する政策をとっている。元の地に戻る

者には助成金を与え、とどまる者には地税を課して

いるそうだ。しかし彼らが移動してきたときには土地

所有という概念がなく、土地はみんなのものという

認識で移動し定住していた。そこに後から近代国

家の土地所有の概念が入ってきたのであった。過

去のトラウマで元の地に戻れない人も多い。それな

のに後から入ってきた近代化の考えで彼らに対処

するのには、なんだか違和感を感じる。代化がすべ

ての人や民族が恩恵を受けるわけではないと感じ

た。 

27 日 

トロロの村を出て再びマケレレ大学へ。事前学習と

してウガンダについて調べたことをプレゼンし、大学

の教授方からコメントをいただいた。私はウガンダの

経済状況に興味があり、ウガンダの経済の要は農

業であることがわかったので、農業とその経済効果

についてプレゼンを行った。ウガンダは換金作物の

生産が盛んであり、それによって大きな利益を得て

いること、しかしモノカルチャー化が進んでおり、自国

のための食物づくりにも力を入れるべきだということ

を主張した。しかし教授によればウガンダの農業は

for eating であって for selling ではないという。たし

かに一部だけではあるが市場を見て、自分でつくっ

た野菜やバナナを売る店が多いと感じたし、訪問

先の家庭でいただいたごはんは量が多く、食材も

豊富だった。自国で食糧を賄えている印象を受け

た。しかしコーヒーやタバコなどの換金作物の生産

が、農作物の生産全体に対して大きな割合を占

めているのも事実である。これから農業と経済発展

についてもっと深く考えれたらいいなと思った。 

28 日 
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キティさん宅で一般家庭体験。お昼ごはんをつくっ

たり、子供たちと遊んだりした。ウガンダで何度も食

べたマトケ(料理用バナナ)作りにチャレンジ。バナナ

は青くて硬いので、皮むきには苦労した。教えてくれ

たお母さんの包丁裁きには感動した。それから(潰

したばかりの)鶏をさばいた。私たちがヒーヒー言って

いるととても笑われた。日本人は鶏を食べないのか

と聞かれたので、日本に売ってある鶏肉は細かくカ

ットされ、きれいにパック詰めされていて、元の形が

わからないようになっているのだと答えると、さらに笑

われた。どの料理も炭火で長時間炊いていた。ウガ

ンダの食事の準備にはとても時間がかかると思った。

その合間に皿洗い、洗濯、子供の相手などを済ま

せるウガンダの女性は本当に働き者だと感じた。ウ

ガンダの女性は働かない男性に対してどう思ってい

るのだろうか。先生はこれは男女差別ではなく、分

業であり文化だと教えてくれた。男性も家事をしな

くてはいけないとか、女性が社会進出すべきだとい

う考えは一部の先進国的な考えであって、それを

すべての国に押しつけるものではないのかとふと考え

た。 

 私はもともとボランティアや国際協力に興味があっ

て、この研修に参加した。しかしボランティアなどで

はなく、ウガンダの実体を知るというこの研修に参加

して、本当によかった。“ボランティア”、“支援”といっ

た前提なく、客観的(?)にウガンダを見れたと思う。

支援や開発の在り方、国際政治、民族について

など考えること、もっと知りたいと思うことがたくさんあ

った。私が今回強く感じたことは、自分の考えや視

野がいかに狭く偏っているかということ。実際に足を

運び、自分の目で見ることの大切さを実感した。 
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正しい開発は現地の理解から―「スラ

ム」の印象がかわった 

奥野 幹大 

 

2016 年 8 月 23 日から 9 月 4 日にかけ

てのウガンダ・マケレレ研修についての報告書をまと

める。 

 

8月 23日 

15 時間のフライトを経て、マケレレ国際空

港に到着した。初めて見るカンパラの街は非常に

活気があり、人々は陽気であったが、どことなくゆっ

たりとした雰囲気を感じた。ボダボダと呼ばれるバイ

クタクシーが、ウガンダでは広まっており、渋滞の中

を素早く通り抜け、さらにヘルメットを被っている人

は少ないため、非常に危険なものであると感じた。

夕飯は、地元のポークジョイントに行った。手を使っ

て骨付き肉を食べた。お店ではダンスミュージックの

ような音楽が大音量で流れており、現地の音楽や

踊りの文化を直に体験した。街全体に音楽は存

在しており、カンパラはイメージより都会だった。他に、

ウガンダの自然の特徴として、赤土が非常に目立

つと感じた。 

 

8月 24日 

ウガンダの朝は冷えて過ごしやすかった。大

きな鳥がたくさんいて、アフリカの自然の豊かさを感

じた。昼食に、韓国料理屋に行った。現地の人に

とっては高級だが、お金を払えばウガンダでも世界

各地の料理を食べることができるのを知った。店で

はテレビでスポーツが報道されており、クリケットやサ

ッカーなどスポーツが全体的に注目されているという

のを感じた。その後、日本大使館に行った。ウガン

ダという日本との関わりをあまり感じない国において

も、日本大使などの外交官は存在し、また JICA

や青年海外協力隊も 200 名ほど活動しているこ

とを知った。しかし、そのような日本の海外援助の

実態が、僕ら日本国民にあまり知られてないこと実

態が援助の大きな問題であるだろう。 

さらに、中国の援助の大きさを知った。国際的なル

ールを破っているとされるのは中国だが、ウガンダに

とって役に立っているのも中国という皮肉を感じた。

マーケットを巡ったとき、マーケットは思ったより暗く

感じた。よそ者の自分たちに対して、やはり多少の

警戒があったのだろう。ウガンダの人々の生活感を

間近で見て、日本とあまり違わないと感じた。違う

のは経済力、また限られたコミュニティで生活するこ

とが多いため距離感が近い点などであろう。夕飯の

食事中に、長島さんのお話を聞いた。長島さんは、

世界を代表する人類学者であり、ウガンダ研究の

第一人者である。長島さんは、人類学研究におい

て、大切なのは、「決めないこと」だと仰っていた。ウ

ガンダにいても日本の学問は型にはめて考えてしま

うことが多く、実際それ以外の探求は大変難しいこ

とであるのだが、それを目指すことが大変重要であ

るだろうと思った。  

 

8月 25日 
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まずスラムに行った。それまでのスラムのイメ

ージは暗くて汚くて、危ないところだったが、実際は

人の「生きている」力はものすごく、明るく元気だった。

確かに衛生面に関しては、汚く改善しなければなら

ないところもあるであろうが、今までのスラムのイメー

ジを覆すものであった。スラムの魚屋さんが妹をあげ

るから兄弟になろうって言ってくれて、距離感が近く

て、これがウガンダの人の距離感であると実感した。

スラムに住んでいるホストファーザーは家に行くと快く

出迎えてくれて、さらに多くの料理を出して振舞って

くれた。ほんとにウガンダの人は優しく、明るくウガン

ダ人がとても好きになった。その後ビーチに行った。ビ

ーチの人の活気もすごくあって楽しかった。白い白

衣を制服としてきている企業があり、ナマモノの魚を

売る人として清潔感は大切にしていると感じた。写

真を撮ってくれた人や気さくに話しかけてくれた子供

など人は明るかった。 

しかし、ここで問題があった。トイレに行こうと

したところ、まず 500 シリング要求され、交渉すると

300 シリングになった。しかしお釣りは 100 シリング

足りなかった。店で靴を見ていると高額を要求され、

やはり日本人は金を持っているというイメージがある

のだと実感した。昼食はビーチの側のレストランで

魚を食べた。素手で食べたが美味しかった。魚は

乱獲でだんだんサイズが小さくなっていたり、多くの

野生動物が絶滅していたりするなど、環境面での

問題を多く感じた。夜は、ホームステイをした。ホー

ムステイ先の家にいたキングズリー、プレスリー、アシ

ュリーみんな可愛かった。子供はどこの国でも同じよ

うに元気で可愛いものだと感じた。しかし、キングズ

リーは少し遠慮をしていると感じた。後で知ったこと

だがキングズリーだけ父親の連れ子で少し馴染めて

ないのだと思った。このように、離婚などの家族のあ

り方の問題は多く存在していることを知った。 

 

8月 26日 

カンパラからソロティへ移動した。朝、ホーム

ステイ先から戻った。ホームステイでわかったことは生

活感というのは日本人の妻がいるだけあって日本と

ほとんど同じだった。家にメイドがおり、公務員(エリ

ート)の生活は潤っていると感じた。カンパラからの

移動途中、エルゴンホテルで昼食をとった。そこで

JICA がシンポジウムを行っており、かなり多くの人

数を集めてのシンポジウムは積極的に行われてい

ることを知った。そこでの開発計画が JICA の行う

ことであって、直接現地の人間と関わって、直接的

な開発をすることは少ないことを知った。エルゴンホ

テルでアレックスと会った。アレックスは長島さんの

48 年前の知り合いで、半世紀ぶりの再会であった。

その後アレックスの自宅に行った。アレックスは元フラ

ンスの外交官でフランス語が堪能で、ナイジェリア人

の奥さんとはフランス語で会話していた。フランス語

のアフリカにおける重要性が高いと再び感じた。 

アレックスは、ウガンダの現状について、ムセ

ベニが長期間大統領を続けていることを問題視し

ていた。確かに経済基盤や民主主義体制が確立

しきっているとは言えないウガンダで、1 人が大統領

を行い続けることは安定をもたらしていることである

と思う。しかし、そこに急激な変化や成長は生まれ

ないし、独裁となってしまう。これは改善すべきであ

ることであるが、そう簡単ではない。ソロティでは、ソ

ロティロックという岩がかなり特徴的であると思った。 
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8月 27日 

朝からソロティロックを登った。早朝でも自転

車を漕いでいたり、ボダボダが走っていたり、意外と

活動しているということがわかった。ウガンダでは、日

が昇ると同時に活動を始め、日が沈めば終わると

いうようになっているのだろう。ソルティロックから見た

景色はソルティの街を一望でき、ほんとに綺麗だっ

た。ソルティの街のすぐそばに自然が存在しており、

自然との共存を感じた。ソルティロックも溶岩が固ま

ってできた大きな岩であり、アフリカの自然の凄さを

感じた。その後ソロティマーケットに行った。マーケッ

トでは人の数と店の数が多かった。ウガンダのマーケ

ットでは値段や物で買う場所を決めるのではなく、

その人との関係性(例えば出身地が同じ、古くから

の付き合いなど)によって買うところを決めていた。

Face To Face のコミュニティがウガンダではやはり

重要なのであろう。そのあと、アチョワの村に向かっ

た。アチョワはテソ民族の村で、長島さんの研究ホ

ームである。テソの人々は私たちの来訪を珍しそう

に見に来ていた。たぶん金髪を見たことがないのか、

子供達は過剰に怖がり、逃げ回っていた。アチョワ

の村はもともと 1986 年の内乱期にできた難民キ

ャンプであった。家畜を管理し、村には警察的機

能を果たす役職もあった。コミュニティとしてのまとま

りをすごく感じた。モロトへ向かう道中、サバンナの

中をドライブした。アフリカらしい大きな岩でできた山

や地平線、山脈などすごく自然豊かだった。やはり

自然は、アフリカの大きな魅力のひとつだなと感じた。

モロトではカラモジャの人々について学んだ。カラモ

ジャとは、ウガンダの北東の部分の事であり、カラモ

ジャに広く住む牧畜民はカラモジョンと呼ばれ、

2000 万年前から存在している。ペーターは、カラ

モジャについての博物館の館長をしながらカラモジャ

について研究してきた。カラモジャは、一夫多妻制

で、家畜を守るよう、住居の中心に家畜を配置し、

生活している。このような古くからの民族の生活を

実際に目にし、また、そのテリトリーの山々を実際に

目にし、大変貴重な経験になった。 

また 2000 万年も排外的であるにも関わら

ず、生活を維持できる人々がいるのに、開発はどう

して必要なのだろうと、開発の存在意義に対して

疑問を持った。夜、モロトからソロティへの帰り道で

見た星は綺麗だった。無駄な光がなく、空気が綺

麗なアフリカならではの景色であった。 

 

8月 28日 

ソロティからトロロへ移動した。ソロティからの

移動の途中 、エルゴン国立公園のシピフォールに

寄った。シピフォールは高さ 100 メートルの滝であり、

7 段に分かれていた。アフリカならではの断崖絶壁

だからこそ生まれた滝であって、このような素晴らし

い自然を見ることができ感動した。シピには山岳民

族が住んでおり、ロンドンオリンピックのマラソン優勝

者の出身である。そこには女子割礼の文化が残っ

ている。その文化的な重要性はその民族にとって

不可欠となりつつあるものであり、私には女子割礼

を根絶しなければならないとは思えなかった。その

山岳民族のコーヒー作りを見学した。予想以上に

プランテーションとしての段階がしっかり考えられてい

て、経験に基づく生活の知恵は感心させられた。そ

の後ムバレによってマイケルの家族にあった。マイケ
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ルはマケレレ大学卒のエリートで、15 もの言語をし

ゃべることができ、1997 年から梅屋先生の研究を

手伝っている。ウガンダではここまでのエリートになれ

ば定職を得ることができるのであろう。トロロのそば

のトレーディングセンターという村に着くと、多くの人

が大変快く出迎えてくれた。多くの人がお酒を飲ん

で酔っ払っており、アルコーリズムがどうゆうことである

ことがすぐわかった。村では開発が急速に進み、水

洗トイレや Wi－Fi までも完備されるようになってい

た。この村が梅屋先生の研究先であり、ここ数年

で驚くほど、発展しているようだ。 

 

8月 29日 

朝からトレーディングセンターの隣のチャムコ

ークという村に行った。朝 9 時くらいだったが多くの

人が泥酔しており、たくさん絡まれた。酒があればそ

れでいいというアルコーリズムだが、ある意味とても

幸せなのかもしれない。考え方によって幸せであっ

たり、価値観であったりは大きく変動するのであろう。

その後、トロロの街の象徴的なトロロロックを登った。

トロロロックはソルティロックと異なり、岩というよりほと

んど山であった。トロロロックからはトロロの街が一望

でき、ケニアまで見ることができた。 

その後、アミンに殺された大臣の家を見学した。少

し変わったキリスト教を崇拝しており、身内に対して

強い尊敬の念をもつ、個人崇拝のようなものであっ

た。1 人で暮らす寂しいおばあちゃんのお家を訪ね

た。家族でのサポートが厚いウガンダにおいてそれは

珍しいことであった。このようなところにも近代化の

影響というものはあるのであろう。 

 

8月 30日 

マイケルの仕事先である world vision へ

行った。world vision は農業系の NGO であり、

世界各地に展開している大型の NGO である。そ

こでは様々な農作物の作り方を、現地の人々に

指導したり、銀行を作り、働きやすい環境作りをし

たりしていた。その後呪術師のところへ行った。呪術

師は村では、かなり信じられていて、占いをした後、

それを改善したければ薬を買えと言われた。これが

呪術師にとっての収入源であるのだろう。夜には、

トレーディングセンターで子供と鬼ごっこをした。子

供は大変好奇心旺盛で、積極的に話しかけてく

れた。また、大変暗かったのにも関わらずよく見えて

いて、生活の違いを深く感じた。 

 

8月 31日 

トロロからカンパラに戻った。途中ナイル川の

源流を見に行った。ナイルは非常に大きく、ウガンダ

の自然の豊かさを大きく感じた。そこは観光の名所

ともされていて、それが現地の人にとっては重要な

収入源になっていると感じた。また、レストランの食

事中にウガンダ人は食に保守的で、自分が慣れ親

しんだもの以外はあまり食べないことを知った。 

 

9月 1日 

赤道に向かい、観光をした。初めて見る赤

道はほかのところとあまり変わらないように感じたが、

その周りは観光地として発達していた。その後、実
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際にウガンダで暮らす一般家庭を訪問し、料理を

行った。ウガンダでは、料理はみんなで協力して作

るものであり、家族みんなで作っていた。マトケやカ

ロを実際に作ってみて、大変さを実感しました。3

時間ほどかかりようやく完成し、ウガンダでの伝統的

な家事は非常に時間がかかると感じた。子育てを

みんなで協力して行っているのも興味が湧いた。歳

上の子供が小さい子の面倒を見ることが当たり前

であり、また近隣の人々と一緒に仲良く子育てを

行っていた。ウガンダの人々のご近所付き合いの大

切さを実感した。 

 

9月 2日 

マケレレ大学の人と交流を行った。マケレレ

大学の人々は教育システムの違いから様々な年

齢の人がおり、すべての人が高い意識を持って勉

学に励んでいました。それくらいの意識を持って勉

強に取り組んで初めて、ウガンダではいい生活をす

ることができるため、日本の大学生とは大きく異なっ

ており、その姿勢は学ぶべき点が多いと感じた。 

またその教育システムでは、小学校の頃から落第

のシステムがあるため、それも勉強に対する積極性

を高めた要因であろう。ウガンダについて知れば知

るほど興味深いと考えさせられた。 

 

9月 3日 

今日はブガンダ王国の王子のガイドのもと、

ブガンダ王国にまつわる遺跡を多く回った。王国に

まつわる歴史も、植民地化の影響を多く受けてお

り、王の暗殺など悲惨な歴史が行われていた。現

在もブガンダ王国の国会は機能しており、ブガンダ

王国内の決め事は、ブガンダの国会で行われてい

る。ウガンダも自身の国会を持っており、ウガンダに

は、ブガンダ王国などの国会が 5 つ、ウガンダの国

会が 1 つ並列している。他に、ブガンダ王国の王の

墓を訪ねた。数多くの伝統が色濃く残っており、今

まで見てきた経済成長激しいカンパラとは全く違う

一面を見ることができた。しかし、このような伝統は

少しずつ損なわれており、ユネスコの保護などもある

が、その保護内容も現地の生活とギャップがあり、

これも大きな問題であると思った。 

9月 4日 

マケレレ国際空港に向かい、関西国際空

港へと出発した。 

 

以上の 2 週間あまりに及ぶウガンダでの研

修を経て、実際にウガンダに来なければ、決して経

験することのできない経験をすることができた。既存

のスラムのイメージの塗り替えることができたが、良

いイメージばかり伝えられる開発において、現地との

ギャップがあり、問題が多く存在することを学んだ。

しかし、問題だけでなく、ウガンダ、あるいはアフリカ

の魅力についても多く感じた。人々は明るく積極的

であり、街あるいは村に非常に活気がある。また、

自然が豊かであり、これはアフリカにしかない魅力で

あろう。 

今後は、開発等の問題に対してもっと深く勉

強し、現地にあった開発、正しい開発の在り方につ

いて、考えたい。そのためには現地の人々について
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知ることが大切であろう。その点において今回の研

修は非常に大きなきっかけとなった。 
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劣った文化などないし、その一つ一つ

がおもしろい   

鎌田 悠美加  

1.旅の行程 

8/22-23 

△スケジュール 

20:00 関空集合（長島さんと初対面） 

23:40 関空発 

4:50  ドバイ着 

9:20  ドバイ発 

13:50 エンテベ着 

16 時頃 MUGH 着 

19 時頃 夕食＠MUGH 近くの豚肉屋 

23 時頃 就寝 

△感想 

関空で初めて長島先生にお会いした。正直な感

想は、結構なおじいさんだなあ、大丈夫かなあとい

うところだった。そんな具合で飛行機に乗り込んだ。

経由したドバイは ROLEX の時計が溢れ、オイル

マネー感漂うアラビアンな世界。5 ドルで食べたケー

キは大きく濃厚で気持ち悪くなってしまうほどだった。

ドバイは本当に蒸し暑く、蜃気楼や砂埃が見える

異世界に気持ちが高ぶった。ドバイからウガンダに

向かう飛行機では、地獄の針山のように見える

山々に圧倒され、緑あふれる日本とは少し違った

自然のあり方に口が塞がらなかった。ウガンダに到

着した後は車にぎゅうぎゅう詰めになって移動したが、

道も整備されていたし車やバイクも走っていて、思っ

たより都会だなという印象だった。途中で中国の会

社が道路工事を行っているのを見て、中国のアフリ

カ進出を感じた。人の多さと赤土には少し戸惑った。

かなり暑い道中を経て、MUGH に到着。ウガンダ

初料理の豚肉屋さんは、大音量の音楽と日本人

を珍しそうに見る目が特徴的だった。何か盗まれる

のではないか、と少し警戒したがそんなことは起こら

なかった。ろうそくが灯された薄暗い店内で、足元を

くすぐる猫に嫌がりながら、ウガンダ人らしく手で食べ

た豚肉は本当に美味しかった！ 

 

8/24 

△スケジュール 

8:00 朝食＠MUGH（バイキング） 

9:00 長島先生によるテソ語講座 

   マケレレ大学のエドワード教授と対面（予定

より大幅遅刻） 

12 時頃 昼食＠韓国料理屋 

14 時 大使館訪問（亀田大使、高田書記官、

大渕書記官と面会） 

16 時頃 カジノ（円をシリングに変える） 

17 時 ホームステイ先のオティムさんと合流(鎌田、

森脇、熊田) 

   →ホームステイ＠オティムさん家（カンパラ中

心部から 1 時間） 
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19 時 夕食＠オティム家（カロ、米、肉の煮込み、

高菜みたいな野菜） 

24 時 就寝 

△感想 

朝起きてまずお風呂に入ったが、お湯が出て感

動！長島さんのテソ語講座で、異文化という言葉

について、異↔自だから不適切だと言っていたのが

印象的だった。大使館では、中国は支援について

明確な資料を出さないため、中国の支援内容が

わからないといったリアルな話が聞けてよかった。また、

日本の電子機器は届いても使用方法がわからず、

うまく活かせていないという開発の弱点があることも

知った。物品とともに技術を伝えることも重要なの

だと思った。ホームステイを受け入れてくれたオティム

さんは大使館で働く女性で、家はカンパラ中心部

から 1 時間ほどのところにあった。途中寄った市場

では、野菜が店頭にそのまま置かれていたり、ハエ

がたかった魚が量り売りで売られていたり、日本の

昭和のようで、昭和好きの私からすると大感激だっ

た。家では、炭を使って 17 歳のメイドさんが晩ご

飯を作っていた。私達の 17 歳といえば、高校で友

人と勉強したり部活したり話したり、そんな日々だっ

たのに、そのメイドさんは親元を離れて親戚の家で

1 日中家事をしているのだと思うと、少し辛くなった。

夕食は美味しかったが、カロだけは少し苦手だった。

旦那さんとも電話を通して少し挨拶させてもらえた

し、メイドさんや子供達と仲良く楽しめたし、毎日が

休日のようにゆったりした日々を送るウガンダ人の

日常を体験できてよかった。 

 

△オティムさんの人生 

大阪の医療専門学校を卒業して日本で働く→青

年海外協力隊に応募（学生の頃のインドボランテ

ィアがきっかけ）→ウガンダのソロティで 2 年間（ウ

ガンダのことが大好きに&今の旦那さんと出会う）

→日本へ帰国→半年間のボランティアで再びウガ

ンダへ（結婚&妊娠）→移住→大使館勤務 

 

8/25 

△スケジュール 

7:30 朝食＠オティム家（パン、パイナップル、バ

ナナ）&出発 

8:30 MUGH に帰る 

10:00 MUGH 発 

10:30 頃 ナムウォンゴ・スラム着 

13:00 頃 ガバ（魚をあげる所）着 

14:00 頃 昼食＠ガバ（ピラティア 3 匹を手でほ

じって） 

16:00  MUGH 着 

    自由時間に近くのショッピングモールへ w/ゆ

み 

18:30 夕食＠MUGH(ヤギ肉の炒め物) 

23:00 就寝 

△感想 

鶏の鳴き声で目覚めるなんていう夢にも思わなかっ

た体験から 1 日が始まった。子供達やメイドさんと
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の別れを少し寂しく思いながら、ガッタガッタの道に

車を走らせてカンパラへ。朝からのものすごい渋滞

の中で初めて人工信号を見た。オティムさんと別れ

たあと向かった迷路のように大きいスラム街では、”

チャイナ”と呼ばれる。以前訪れたフィリピンのスラム

街にいる人達は目が死んでいるように見えたが、ウ

ガンダはそんなことは全くなく、むしろ笑顔で元気い

っぱいだった。自分達が周りに比べて貧乏だというこ

とについてあまり劣等感を感じていないのか、それと

も貧しいという感覚があまりないのか。なぜだか分か

らない。魚釣りの現場では、”marry me”と言わ

れるが、玉の輿にのりたいという気持ちが強いのだそ

う。冗談なのかは分からないが、簡単にそんなこと

が言えちゃうなんてやっぱり日本とは違うなと思った。

MUGH に帰ってからスーパーに行ってみたが、横断

歩道がないせいで渡るのに一苦労。夕飯ヤギ肉お

いしい！！ 

 

△長島さん語る 

学者はお金も稼げないし、誰に感謝されるわけで

もない。ただ何か人ついて他の人よりもよく知ってい

るという優越感に浸れる。有名観光地（ヨーロッパ

など）に行くと、そこに行った満足感に酔えるけど、

誰かと同じような体験しかできない。だからこそウガ

ンダ研究は楽しい。 

→現地の人とのつながりがかなり密なのが羨ましい。

言語でなく心で通じるというのは長島さんを見て本

当に感じる。ただ、話を聞いていて、どうしようもない

ことを解決しようと研究したりしても、実際の実現に

関われないのが学者で、それは虚しいと思った。結

局政府の役人が決断を下してお金を回して、学

者はその下にいるままで終わるのに意味はあるのだ

ろうかと思ってしまった。もちろん学者の意見に動か

されて役人が動くこともあるだろうが、ほとんどが無

視されているという現状を考えて、学者は自分には

できないという気がした。んー、でも自分の興味の

あることならずっと考えてたいかも。。。難しい。 

 

8/26 

△スケジュール 

7:00 朝食＠MUGH（バイキング） 

7:45 MUGH 発 

13 時頃 昼食＠マウント・エルゴン・ホテル（マトケ） 

     オルカ氏と面会 

20:00 頃 ソロティホテル着 

21:00 頃 夕食＠ソロティホテル（丸ごと 1 匹鶏） 

24:00 頃 就寝 

△感想 

雨上がりの朝、大声の部活集団みたいな人たちの

声で目覚める。ソロティへの長旅はみんな爆睡で、

目覚めたら草原の中を走っていた。カンパラから離

れるにつれて小学校がアフリカらしくなってきた。(広

いグラウンドで半袖半パンの大勢の子供がサッカー

してる感じ) 家の様子もトタン屋根だったり、牛がい

る様子なんかは北海道を思い出させた。個人的に

こっちの景色の方が好きだ。暑いけど風があるので

日陰は涼しい。また、田舎に来てもペプシやコカコ

ーラの広告が書かれた建物がたくさんあって、両会
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社の介入が想像できた。昼食で初めて食べたマト

ケはかなり量が多くて重かった。そして今日は私の

誕生日だったので、夕食にチキン丸々1 羽食べさ

せてもらった。ウガンダでは注文が入ってから鶏を殺

して揚げるので、非常に時間がかかった。ウガンダで

誕生日を迎えられる日本人なんてごくわずかなので、

きっと 19 歳の誕生日は一生忘れないと思う。 

 

8/27 

△スケジュール 

4:30 起床 

5:00 ソロティホテル発 w/ 生徒 6 人 

5:30 ソロティロック着&登る 

8:00 朝食＠ソロティホテル（バイキング） 

9:00 ソロティホテル発 

9:10 ソロティマーケット見学 

10:10 ソロティマーケット発 

12 時頃 アチョワ（長島さんが住んでた所）訪問 

16:30 モロト着 

   昼食＠ガブリエル家（バターライス、ヤギ、野

菜、鶏） 

17:30 カリモジャ博物館見学 

18:00 カリモジャのマニヤッタ（伝統的な村）見

学 

18:30 モロト発 

22:30 ソロティホテル着 

   夕食＠ソロティホテル（ROLEX のチキンとサ

モサ） 

24:00 就寝 

△感想 

4 時半起きで登ったソロティロックは本当に最高だ

った。昼はきっと大勢の人で賑わうであろう朝靄に

霞む閑散としたマーケット街を岩の上から眺めたひ

とときは、アフリカに来て初めての静かな時間だった

気がする。ソロティダイヤモンドも綺麗で、たくさん写

真を撮ってみんなとさらに仲良くなれた。朝眺めたソ

ロティマーケットで買ったアボカドを移動中のバスで

食べたが、日本のと比べて何倍も美味しく感じる。

また、中にポテトが入った揚げ餃子みたいなものや

サモサは 1 つ 3 円とかなり安かった。マーケットで働

く女性と話してみたが、みんな明るく、写真にも喜

んで写ってくれて、アフリカに対する警戒心がほぐれ

てきたなとふと感じた。マーケットでは珍しい対応だ

と先生は言っていたので、私達は恵まれていたのか

な。また、移動中の昨日とは比べ物にならないくら

いの大草原では、地平線が見えて空が広く感じら

れた。からぶき屋根や黒人も当たり前になってきて

いることに驚く。長島さんが昔住んでいたテソ民族

の村では、白人の来訪が珍しいようで、子供達が

行列をなして後をついてきた。子供達の服は破け

てドロドロで、私が想像していたアフリカの村のイメ

ージに近かった。しかし、少し違ったのは、彼らが満

面の笑顔だったことだ。ユニセフなどの広告で見るの

はハエが寄っていて泣きそうな顔をしているような子

供であるため、アフリカの貧しい地域の子供はみん

なそうであると思いがちである。が、そんなことはない。
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あの広告は先進国の裕福な人々の心を動かすた

めに使われる一種の宣伝である。そう感じた。その

後、運転手のロバートが道を間違えるというハプニ

ングを経て、ようやくモロトに着いたのは 16:30 だっ

た。道中は大草原の中を走るガタガタな一本道で、

地平線が見え感動した。道中で車の中から見える

人々は、カンパラでもこっちの田舎でもそうだが、手

を振ると振りかえしてくれたり、不審そうな目でこっち

をじっと見たり、まるで私達をスターあるいは宇宙人

であるかのように見る。なんだかそれが少し嬉しくて

優越感を抱いたりする。17 時からガブリエル宅でか

なり遅めの昼食をいただいた。お腹も減っていたし

疲労困憊していたので美味しかった。それからカリモ

ジャの博物館とカラモジャの伝統的な村に行った。

村に行くと、槍のような武器を持っている目が血走

った少年がいて、恐怖を覚えるとともに狩猟民族で

あるカラモジャの血を引きついでいることを実感した。

村から帰ろうとすると、車に入ろうとする勢いでお金

をせびられて正直すごく怖かったが、この村に行けた

ことは非常に良い経験となった。そうしてソロティに

戻ったが、真っ暗な帰り道に車窓から身を乗り出し

て見た星空は、街の光で霞む日本の星空に比べ

て圧倒的に広く綺麗だった。これには 600km の

移動距離を忘れてみんな興奮した。 

 

8/28 

△スケジュール 

8:00 朝食＠ソロティホテル（バイキング） 

9:00 ソロティホテル発 

10:30 頃 Sipi Falls 着（トレッキング） 

14:30 昼食＠Sipi Falls のレストラン（パスタ、

肉、パンケーキ） 

19:00 頃 トロロ着 

21:00 夕食＠トロロホテル（マトケ、カロ、ヤギ、

キャベツ炒め、米） 

22:30 外でおしゃべり w/梅屋先生、かんだい君、

ゆうしん、ゆみ 

2:00 就寝 

△感想 

行くにつれてどんどん標高が上がってきて景色が最

高！空気も綺麗！気候も涼しい！トレッキングは

結構きつかったけど、途中の滝でびしょ濡れになった

り背の高いバナナ畑を歩いたりするのが楽しかった。

途中、こけてカメラが傷ついたのにはテンションが下

がったが、みんなが気遣ってくれて泣きそうになった。

一番感動したのは、滝のふもとに行った時だ。牛や

人が広い草原を歩き、滝のふもとではお母さんと大

勢の子供が洗濯している。ここだけ時間の流れが

ゆったりしている、そんな印象を受けた。まさに異世

界の桃源郷に来たみたいだった。そうして自然を堪

能し、お腹ペコペコで食べた昼食のスパゲッティとパ

ンケーキは久々の日本食で美味しかった。自分で

コーヒー豆から入れた出来立てコーヒーは、コーヒー

が苦手な私にも飲めるなんだかいい苦さで、感動し

た。その後、移動してトロロに到着し、ご飯を食べた

のは 21 時すぎ。ウガンダの人は早起きや夜まで働

くことを嫌がらない人達だなと思った。食後、先生や

数人で 3 時間くらいいろんなことを話した。夜にな

るととても寒いが、シャワーは水しか出ないので、沸

かしてもらった湯と水をタライで混ぜて使う。少し不
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便だが、星も綺麗し蛍もいるしいいところ。もし自

分がアフリカに生まれたら、アフリカでの生活が当た

り前だから自分のことを貧しいと思わないし、日本

にいるときに感じるようなたくさんのストレスに煩わさ

れることもないし、幸せなのかな。ふと思った。 

 

8/29 

△スケジュール 

8:30 朝食＠トロロホテル（バイキング） 

9:00 トロロホテル発 

   アルコールの村・ミシンで生計を立てる女の子

の村 

10:30 トロロロック登山 

14:00 昼食＠トロロホテル（チャパティ、豆ソース、

米、ヤギ、キャベツ炒め） 

15:00 トロロホテル発 

15:30 頃 ニャマラゴ（アミン政権時の大臣邸

宅）・墓見学 

       オタパ氏宅訪問、コロブディ訪問 

18:00 頃 トロロホテル着 

20:00 夕食＠トロロホテル（ヤギ、高菜みたいな

野菜、きのこ、ジャガイモ、ペンネ） 

22:00 外でおしゃべり w/生徒 

2:00 就寝 

△感想 

隣の酒飲み街を訪れた時、怖かった。目がラリって

いたり、笑いながら近づいてきたり。でもこのような

人たちが、どこかの施設に入れられるわけでもなく社

会的に一応認められているのが日本とは違うウガン

ダの面白いとこだなと思った。トロロロッククライミング

はソロティロックよりもきつかったけど、ケニアの方まで

景色が見えて綺麗だった。下山後、迎えに来るは

ずのバスが 1 時間以上たっても来ず、アフリカンタイ

ムを実感した。暗殺されたオボソの家では、雨が降

ってきてどんよりした不気味な雰囲気で暗殺の恨

みを訴えてきているようだった。また、子供が帰って

きてくれず、1 人で住んでいるというおばあさんは目

がすごく悲しそうで、日本と同じようなことがウガンダ

でも起こっているのだなと思った。夜は生徒みんな

で星空の下、寒いと言いながら 3 時間くらい自分

の悩みや今までの話などをした。人が日々なにかに

追われてせわしなく走り回っている日本とちがって、

テレビも街灯もないけど自然に沿った時間(言葉に

するのが難しくてうまく言えない)が流れるここでは、

なんか開けっぴろげになってゆっくりと話ができた。こ

のメンバーでこれてよかったな。 

 

8/30 

△スケジュール 

8:30 朝食＠トロロホテル(バイキング) 

9:00 頃 トロロホテル発 

10:00 頃 world vision 見学 

12:00 頃 呪術師訪問 

15:00 頃 昼食＠トロロホテル 
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16:00 トロロマーケット 

17:30 トロロホテル着→子供達と遊ぶ 

20:00 夕食＠トロロホテル（バイキング） 

24:00 就寝 

△感想 

world vision では木の下で農作業を教えてて青

空教室だった。その近くにマーケットや銀行もあった

が、銀行はセキュリティ 0 な感じで怖かった。そのあ

と訪れた呪術師は、普通の服だしズボンも破けて

て、正直オーラもなかった。15000 シリングで占っ

てもらえたが、瓢箪を振る占いと動物の霊を呼ぶ

占いがある。茅葺屋根の小屋にみんなで入り、今

回は瓢箪で占ってもらった。腹話術で声色を変え

て行っていて、全員に悪い結果を提示し、改善し

たいならお金を払って薬を買いなさいと言ってきた。

結構な時間を費やしたが、非常におもしろい経験

となった。午後のマーケットでの自由行動では、店

の人に積極的に話し掛けたりマーケット中を歩き回

ったりできるようになっていて、ウガンダに慣れてきた

ことをひしひしと感じた。一緒に写真を撮ろうと言っ

てくる見知らぬ人と写真を撮ったり、中には” just 

money please” と言ってくる怖い人もいた。が、

やはりマーケットのような現地の雰囲気を感じられ

る場所は楽しい。スーパーマーケットはインド人経

営がほとんどであった。ホテルに戻ってからは、子供

達と遊んだ。ずっと走り回って疲れたけど、本当に楽

しかったし別れるのが辛かった。ただ、首にキスをし

てきた少年に勝手にパーカーを着られてて、脇汗か

らアフリカ臭がした(笑)最近、ウガンダのマーケットで

魚などが素で売られてるのにも、水回りやあまり清

潔じゃない部分にも普通に対応できるようになって

きてる。慣れってすごい！！こうやって価値観とか

変わっていくのかな。中国や韓国が日本のことを悪

く思ったりするのも、生まれた時からそういう環境で

過ごしてきて価値観が形成されてるからなんだなと

か、それって一種の国家による洗脳と言えるな、と

か。そんなことを考えていた。 

 

8/31 

△スケジュール 

8:30 朝食＠トロロホテル（バイキング） 

9:00 トロロ発 

9:30 トロロ定期市見学 

10:00 トロロ病院見学 

12:00 頃 昼食＠ナイル川流域のホテル

（chicken ticca） 

13:30 頃 ナイル川くだり 

15:30 頃 ナイル川発 

17:30 頃 カンパラの MUGH 着 

19:00 頃 夕食＠キセメンテ（ステーキ） 

21:30 夜のお散歩 

23:00 就寝 

△感想 

定期市ではニワトリや牛が広場に放されていて、ニ

ワトリはバイクに乗りながら足を持たれる或いはバイ

クにくくりつけられるという方法で運ばれていた。少し
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残酷。昼食をとったインド人経営のナイル川沿いの

ホテルは、ホテルなのに 20000 シリング程度とかな

り安く驚いた。こんなに安くて美味しい料理が食べ

れるなら、住みたい！と思った。ナイルの川下りでは、

まるでヨーロッパのような美しい緑の陸地を眺めるこ

とができたり湧き出る泉を見れたり感激した。そして

カンパラに戻った。田舎の人は服が破れてたり貧し

いけど、優しくて笑顔いっぱいでゆったりしてた。カン

パラに戻ってくると、街の騒がしさや人の多さに疲れ

と奇妙な安堵感を憶えた。 

 

9/1 

△スケジュール 

8:00 朝食@MUGH 

8:30  MUGH 発 

10:00 頃 赤道着（ショッピングなど） 

11:30 頃 赤道発 

13:00 頃 昼食＠ファーストフード店（チキン&ポ

テト） 

13:30 頃 マケレレ大学でキティさんと面会 

14:30 頃 キティさん宅着(子供達と遊ぶ&夕食

作り) 

18:30 頃 夕食（カロ、マトケ、鶏の煮込み、サ

ラダ、ジャガイモ、サツマイモ、豆のソース、野菜いた

め、スイカ等） 

20:30 頃 キティさん宅発 

21:00 頃 MUGH 着&夜の散歩 

24:00 就寝 

△感想 

赤道はめちゃくちゃ楽しかった。お土産物屋がいっぱ

いあったので、次行くときはここでゆっくり買い物した

い。午後はキティさんの家でキティさんの息子（正

確にはキティの兄弟の息子らしく、親が亡くなったた

めにキティさんの家でお世話になっているらしい）や

女性たちとウガンダの料理作りを体験させてもらった。

一羽のニワトリを丸ごと切るなんてのは初めてで、

骨を切るのはすごく固かった。マトケ作りは、バナナ

の皮を包丁で剥くところからだったが、これも割と難

しくて、苦労した。そのご褒美に食べさせてくれた丸

ごとパイナップルは、日本のより甘くて美味しかった。

カロ作りも見せてもらったけど、湯にミレットとキャッサ

バの粉を混ぜるだけで茶色のカロができるのは不思

議だった。キティさん宅ではたくさん子供がいて上の

子が下の子の面倒を見たり、炭で料理を作ってた

り、全員でご飯を用意してたり、昭和の日本の家

族のようですごくいい光景。親戚同士の絆が深くて

羨ましい。 

△息子の話 

①日本に生まれたこと、ウガンダに生まれたこと、そ

れは変えられない事実である。つまり過去は変えら

れないけど、未来は変えられる。②今日こうやって

出逢えたこと、そしてこれから誰かと出会うことは本

当にありがたいこと。一期一会に感謝しなければな

らない。③人生の最期まで学び続けねばならない。 

→彼は、出身こそ貧しいが、国連などの機関に就

きたいという野心を持っていた。ウガンダでは、相当

な野心を持たないとアベレージに届かないらしく 
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すでにアベレージにいる日本人と違って、大学に行

って学び続けねばならないしい。同じ大学生として

あの場で堂々とスピーチできること自体素晴らしい

と思ったし、その内容にも圧倒された。先進国に生

まれたことそして大学に合格できたことに甘んじ、努

力や向上心から逃げようとしていた私自身の心に

深く突き刺さったし、気づかないふりをしようとしてい

たところに向き合わせられたような感じだった。正直、

自分達よりよっぽど貧しいウガンダの大学生にこの

ようなことを言われるのは少し悔しい。人に大切な

のは、お金ではなく心だと本当に思った。これから頑

張りたい。きっと彼よりチャンスはいっぱいあるはずだ

から、その環境にいれることのありがたさを有効に使

いたい。 

 

9/2 

△スケジュール 

8:00 朝食＠MUGH(バイキング) 

9:00 MUGH 発 

9:30 キセメンテ着（ショッピングやアイスを食べる） 

11:30 キセメンテ発 

12:00 頃 MUGH 近くのスーパーで朝食を買う 

12:30 頃 昼食＠MUGH（チキンライス、マフィ

ン） 

13:30 頃 プレゼン発表＠マケレレ大学の教室 

16:00 頃 MUGH に移動して現地学生と共に

夕食（サンドウィッチ） 

18:00 頃 現地学生とお別れ 

19:00 頃 夜の散歩 

23:00 就寝 

△感想 

午前の自由行動では、キセメンテのショッピングモー

ルに行った。入るときは持ち物検査をされ、銃を持

っている人がそこらにいた。行きは車に乗せてもらっ

たが、帰りは歩いてみた。迷いかけたが、現地人に

道を尋ねたり、横断歩道のないところを車をすり抜

けて渡ったり、もうすっかり慣れっこになって感動。ボ

ダボダの誘いも断れるようになったが、少し心苦しい。

MUGH で昼食を買って食べた。大きいスコーン 4

つ入りで 2500 シリングだったり本当に安すぎる。

午後はついに緊張のプレゼン。ウガンダ学生 7 人

ほどと教授 1 人。私のプレゼン” Religion in 

Uganda” はまあまあウケたしよかった。そのあと少

し体調が悪くなったので部屋で休息し、ウガンダ学

生との夕飯会に途中参加。ウガンダの大学生は

20 歳前後とは限らないため、少し大人っぽいが、

話してみると面白かった。MUGH に泊まるとき恒

例の夜の散歩をいつも通り行い、早めに寝た。 

 

9/3 

△スケジュール 

5:45 起床 

6:00 朝の散歩 

8:00 朝食@MUGH(バイキング) 
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8:30 プリンスとのカンパラツアー(ガンダ王国宮殿・

議事堂・王の墓) 

12:00 頃 昼食＠ホテル(ヤギ肉のカレー) 

14:00 頃 他のプリンスの家訪問 

17:00 頃 墓 

18:00 頃 MUGH 着（プリンスとお別れ） 

20:00 夕食＠台湾料理屋 

22:00 夜のお散歩 

22:30 カンパラ唯一の歓楽街見学 

1:00 就寝 

△感想 

6 時から車の少ない街を散歩したら、モスクの方角

から陽が昇ってきて、とてもいい朝だった。それからプ

リンスの案内でカンパラ観光。プリンスといってもおじ

いちゃんが king で旅行会社で働いてるらしい。可

愛かった。王様は死んでも、死んだのではなくて消

えたと考えるらしく、帰ってくるのを待っているという

設定にするということを教えてもらった。そのため、王

様の前では女性は足の形を隠さないといけないと

いう決まりがあるので、王の墓に行くときも女性はス

カートのような布を巻かされた。王の墓である茅葺

屋根のコニコの中は涼しく快適だった。アフリカンチェ

スを楽しんだり、屋根の円模様が全ての家紋分の

52 個あると数えたりした。その墓の掃除は決まった

家紋の人しかできないらしい。また、ブガンダ王国の

パラスや議事堂では、ブガンダ王国では違う家紋

の人と結婚しないといけないと教えてもらった。そし

てホテルで昼食を食べた。ここまではプリンスが本当

にいい人でかわいらしくて最高評価だった。違うプリ

ンスの家は田舎で貧しそうだったが、ちゃんと丘の上

に建っていて王の墓もあった。そこでは、コーヒービー

ンズを食べたり、瓢箪に入った水を飲んだり、王の

へその緒（王のツインズ）に願いを言ったり、歌に

合わせて手拍子をしたり。本当の儀式が見れたよ

うだった。帰りのガタガタ道は某遊園地のアトラクシ

ョンみたいで、みんなで騒ぎながら楽しんだ。日本の

道路が恋しくなった瞬間であった。ウガンダ最後の

晩餐はちょっぴり寂しく、マイケルの最後のスピーチ

も心にしみた。そして恒例の夜散歩も行い、ウガン

ダ最後の夜をしんみりと歩いた。すると、梅屋先生

と平野さんが歓楽街に誘ってくださり、一緒に行け

ることになった。パブに入って飲んでいると、平野さん

が隣のネパール人に絡まれた（笑）お金持ちそう

なアジア人やアラブ系男性が多かった。パブを出た

ところの屋台で、鶏の内臓を買って食べた。内臓大

好きなので美味しかった。そのあとの ROCK 

GARDEN は、パブとは少し違った雰囲気で、こっ

ちの方が上品だった。ストリップのようなことをやって

いて、そこも男性は金持ちインド人系。アフリカ女

性は身長が高くスタイルが良くて綺麗だった。日本

でもあまり行ったことのない場所に連れて行ってもら

えていい経験になった。路上にもたくさん売春婦が

いて、ウガンダにもこういうところあるんだなと驚いた。

田舎とカンパラでは世界が全然違って、同じ国にい

ることを忘れそうになってしまう。 

 

9/4-5 

△スケジュール 

8:30 起床 
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9:00 朝食＠MUGH(バイキング) 

9:30 MUGH 発 

10:30 レストラン・お土産屋着 

12:00 昼食＠レストラン（ROLEX） 

15:00 エンテベ空港着 

      エンテベ発 

   ドバイ着 

   ドバイ発 

   関空着 

△感想 

エンテベ空港への道は思ったより空いていて、途中

のレストランでお土産も少し買って ROLEX も食べ

れて満足。空港はやっぱり小さくてお土産ものもそ

んなになかったし残念だった。そしてドバイを経由し

てようやく日本に帰ってきた。日本の清潔感や舗装

された道に安心すると同時になんだか寂しい感じが

した。でもやっぱり故郷はいいもんだなって実感しな

がら家への道を進んだ。 

 

2.ウガンダ研修を経て 

 小さい時から貧しい地域、特にアフリカに興味が

あった。興味があったというのは、他の先進国に抱く

ような”彼らの文化を知りたい”というような興味で

はなく、”助けてあげたい”という風な感情であった。

つまり、黒人は我々より貧しくて劣った存在だからか

わいそうなんだという、いつついたのか分からない変

な先入観を持って、黒人地域を考えていたのだ。そ

してずっと、このウガンダ研修の前までずっと、そう思

っていた。しかし、この研修では、対等な立場として

アフリカ社会を考えるように意識した。大学の講義

で、梅屋先生をはじめとする先生方が、自分の”普

通”という概念を捨てて相手の”普通”を体験した

時にはじめて相手の文化を理解出来るということを

口を揃えておっしゃっていたからだ。つまり、ウガンダ

を日本に比べて劣っていると考えるのではなくて、少

し奇妙に思われることに対しても、それがウガンダの

文化なんだと考えたのだ。そうすると、今までとはア

フリカへの見方が変わった。例えば、茅葺屋根の家

を見ると、ボロボロの汚いところで住むなんてかわい

そうと思っていたけれど、実際物怖じせず入って見る

と、非常に涼しかった。アフリカの暑い気候に適して

いるからこそ、今もなお残る文化であるし、なんなら

コンクリート造りの家でエアコンをつけて地球環境を

破壊している日本人が馬鹿げて思われた。このよう

に、私達が勝手な評価が必ずしも正しいとは限ら

ない。一般的に、現代の資本主義社会では経済

状況に基づいて、国そしてその国の文化を評価す

る傾向にある。それは大衆の意見として仕方ない

のかもしれないけど、私は少数派でいたいと思う。も

ちろん、自分の”普通”を基準にして世界を見ること

は避けられないことかもしれないけど、その”普通”に

執着しすぎることは不適切だ。これまでの授業で先

生から教わってなんとなく頭で納得していたことを、

ウガンダに行って心から納得できた。どこにも劣った

文化などないし、その一つ一つがおもしろい。日本

で時代遅れだと言われている田舎の方の文化にも

歴史や意味があると考えられるように、世界中の

様々な地域にある全ての風習や文化に意味があ

る。今後世界を見つめていく際に、先入観を捨て
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て接してみるという今回学んだ見方は極めて重要

であるだろう。 

 また、実際に足を運んでみることが非常に大切な

のだと再確認した。幸か不幸か、現代社会では、

本やテレビそしてネットなどを用いて、世界中の情

報を簡単に手に入れることができる。しかし、この利

便さと引き換えに、お金をかけて実際に足を運ぶこ

とでしか得れないものがたくさんある。ウガンダの太

陽、人の優しさ、白人を見る珍しそうな目、ゆったり

した空気…。まさに百聞一見にしかず。特に、アフ

リカ=貧しくてかわいそうという概念があった私にとっ

て、ボロボロの服を着て貧しそうなスラムの子供達

が、日本人より素敵な笑顔を向けてくれたのは予

想外だった。日本でのアフリカへのイメージの一部は、

ユニセフなどの広告によって形成されていて、我々

はその広告に映る写真がアフリカ社会の負の一瞬

の部分でしかないことを忘れてしまいがちである。が、

実際にウガンダに行ってみると、情報化社会によっ

て自分の感覚が操作されていたことに気づく。そうし

てウガンダにいると、日本人とウガンダ人どっちが幸

せなんだろうという疑問が湧いてきた。そして、”選べ

るなら、ウガンダと日本どっちに生まれたいか？”とい

うことを何度も考えた。少し迷ったが、ここで結論を

出すとしたら、私は日本に生まれたい。ウガンダの

大自然のなかで農作業をしてゆっくりするのも憧れ

るが、そうするときっと日本に来ることはできないだろ

うし、広い世界を見ることができないだろう。おそらく

ウガンダの田舎の方に住む人々は、日本の街はど

んな様子か、日本人がどのような生活をしているの

か、とかあまり知らない。そう思うと、自分のいる状

況がすごくありがたく思えたし、もっともっと知らない

世界を学びたいと思った。消極的だった留学にも

挑戦してみようかなとか、転がってるチャンスに今ま

で以上に貪欲にありたいなとか、ウガンダに来て日

本、自分を見つめなおせたのだ。 

 周りにウガンダに行くことを言うと、ほぼみんなに

「なんでウガンダ？なんでアメリカとかヨーロッパじゃな

いの？」と聞かれた。アフリカに行きたいなんていう

自分は少数派なのかもしれないけど、だからといっ

て周りに合わせることをせず、自分の思いや感情を

大切にしていきたい。ウガンダに行けて本当に良か

った。このような素晴らしい機会を与えてくださった

梅屋先生、一生学び続ける姿勢を自らの体で示

してくださった長島先生、そしてマイケルをはじめとし

てウガンダ研修に関わってくださった全てのウガンダ

人に感謝しているし、尊敬している。本当にありが

とうございました。 
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この夏にみたウガンダはもうみられない

かもしれない 

          熊田 裕信 

 

2016/08/22 

１ スケジュール 

関西空港集合→チェックイン→荷物検査→搭乗 

→ドバイ着→meal チケットを使用し空港内のマッ

クで朝食→エンテベ空港行きの飛行機に搭乗→

エンテベ着 

 

２ 感想 

神戸から関西空港までの移動時間は思っていたよ

りもかかった。研修を楽しみにしていたので集合時

間よりだいぶ早く関西空港に到着した。エミレーツ

の CA さんたちはみんな鼻が高かったのに驚いた。

ドバイ空港はとても大きく携帯のグーグルマップも使

えなかったので迷ったらお終いだと思った。マックのハ

ンバーガーの味は期待していたのとは異なり日本と

同じ味だった。 

 

2016/08/23 

１ スケジュール 

エンテベ空港→マケレレ大学のゲストハウス（以下

ゲストハウスと略す）到着→ポール＆マイケルと合

流→アルオ合流→夕食（ワンデゲアで豚肉料理）

→就寝 

 

２ 感想 

ウガンダは、気温は涼しかったが日差しが非常に強

いと感じた。エンテベ空港での入国手続きはとても

緊張した。ゲストハウスへ向かう途中、ラクダ、蟻塚、

山羊などを見ることができた。車で移動中、多くのノ

ーヘルのバイクが車を追い越していきびっくりした。

（最終日には何も感じなくなったが）ゲストハウス

は設備が整っていて、wifi を使えたので良かった。 

夕食に食べた豚肉料理、アボカドはとてもおいしか

った。 

 

2016/08/24 

１ スケジュール 

長島先生のテソ語講座→エドワード・キルミラ教授、

アンドリュー・ステート教授と面会→昼食（中国料

理）→大使館訪問→ドルからシリングへ換金→オ

ティムさん宅にホームステイ→オティムさん宅で夕食

（マトケ、キャッサバ、ミレット）→就寝 

 

２ 感想・学び 

この日初めてアフリカンコーヒーを飲んだが非常にお

いしかった。（最終日に空港でお土産として購入）

ゲストハウスにあった巨大サボテンに二回ほど激突

してとても痛かった。昼食に中国料理が食べられる

とは思っていなかったので驚いた。大使館では、日

本がウガンダで開発援助として橋の建設をしている

ことなどを学ぶことができた。ドルからシリングに換金
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したがシリングだと桁数が大きくなるため金持ちにな

った気がした。ホームステイではウガンダに来てから

初めて伝統料理を食べることができた。味はあまり

感じなかった。日本人が毎日米を食べるのと同じだ

と感じた。 

 

３ 学んだテソ語（挨拶） 

ヨガ：こんにちは 

（アキロビアイ）エジャイ：元気？ 複数形 エジ

ャアシ 

オブコシビアイ：どうかしましたか？ 

エヤラマノイ：ありがとう 

アラカラ：元気です。 

 

2016/08/25 

１ スケジュール 

ナムウォンゴスラム見学→昼食（魚料理 at ガバ）

→ゲストハウス着→夕食（ゴートカレーat 

ゲストハウス）→就寝 

 

２ 感想・学び 

スラムはカンパラの発展している部分と比べると道

路の整備や住居の整備がされておらず、線路を歩

いて移動する人が多くいた。私は、マイケルと共に

行動をしたが、マイケルが言うには、道路を境界に

して、富裕層、中間層、貧困層に分かれているら

しく、家の作りからそのことは感じられた。子供たち

は私たちのことをチャイナ、チャイナ！と呼んできた。

ウガンダでは、日本の影響力より中国の影響力の

方があるらしい。スラム街の中で衣服や食物といっ

た生活必需品が売っており、貨幣経済が機能して

いた。全体として、テレビで見るような悲しい場所と

いう感じはあまり感じられなかった。昼食に食べた

魚はナイル川でとれた物らしくとてもおいしかった。ゲ

ストハウスに戻ってから、ホームステイ組が出発し時

間ができたので、大学の坂を下り散歩をした。多く

のウガンダ人から好奇の目で見られた。夕食は、ゲ

ストハウスで長島先生の話を聞きながら、ゴートカ

レーを食べた。長島先生の話はすべてに歴史が感

じられ、すごい人の話を聞いているのだなと感じた。

ときどき長島先生から匂ってくるウガンダワラギの匂

いがきつかった。 

 

2016/08/26 

１ スケジュール 

8/25 日にホームステイに行ったメンバーと合流→

東へ向かう→オルカ氏（アメリカ領事やデンマーク

大使などを勤めたこともある）とマウントエルゴンホ

テルで面会（昼食）→オルカ氏宅訪問→ソロチ

ホテル到着→夕食 at ソロチホテル→就寝 

 

２ 感想・学び 

基本的にこの日は移動の一日であった。しかし、移

動中ほとんど寝ていたので特に移動したという感じ

はなかった。 
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2016/08/27 

１ スケジュール 

ソロチロックへ向かう（朝５：００起床）→朝食

at ソロチホテル→アチョワ訪問→モロトへ→遅めの

昼食 at ガブリエル宅→モロト博物館→カリモジョン

のマニヤッタ見学→ソロチホテル 

 

２ 感想・学び 

ソロチロックに登頂しようとしたが断念した。早朝の

ため懐中電灯を私は使用していたが、現地の人は

真っ暗闇を平気で歩いていた。ソロチロックに登れ

なかったのは残念だったが、日の出が見れたので良

かった。アチョワに到着し、オジイロット宅を訪問。オ

ジイロットは脳の病気？を煩っているらしく屋根裏

にたくさんの薬があった。アチョワでは現地の子供た

ちに習いたてのテソ語であいさつしたが笑われるだけ

だった。子供たちからは、「ムスング、ムスング」（白

人という意）と呼ばれた。アチョワ訪問後、モロトへ

出発した。モロトでは、ガブリエルが歓迎してくれ、

昼食を一緒に食べた。モロト博物館は、とても小さ

かったがカリモジョンの武器や衣服、大昔の動物の

骨などを見ることができた。マニヤッタ見学では、住

んでる人に歓迎されていないようであったが、博物

館にマニヤッタの模型があったので実物を見ることが

できて良かった。柵がとげとげとした茨でできている

のが印象的だった。 

 

2016/08/28 

１ スケジュール 

ソロチホテルチェックアウト→朝マーケット見学（ソロ

チマーケット見学）→sipi fall 到着→昼食

（sipifall）→コーヒーの作り方講座→トロロ到着

→夕食→就寝 

 

２ 感想・学び 

ソロチのマーケットは小規模ながら非常に賑わって

いた。多くの種類の果物や、野菜、香辛料などを

見ることができた。同じような商品を多くの店が売っ

ていたが、お得意様がいるらしく価格の競争にはな

らないらしい。Sipi 滝はとても大きく近づくだけで服

が濡れた。またコーヒーの作り方を教わり実際にコ

ーヒーを豆から作ることを体験できた。見た目はとて

も苦そうであったが味はとてもおいしかった。Tororo

に到着後宿泊所の近くで子供たちとサッカーをした。

とても楽しかったが、英語は通じず、また日本のサッ

カーのルールも通じなかった。 

 

2016/08/29 

1 スケジュール 

アルコールの村（チャムコーク）見学→トロロロック

登山→ニャマロゴ、アミン政権時の大臣→オロ・オ

タバ氏宅訪問→コロブディ訪問→トロロの子供とサ

ッカー→夕食→就寝 

 

２ 感想・学び 
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アルコールの村では、大学の講義でならったようにひ

とつの酒の入った甕を取り囲んで多くの人がストロー

を用いて酒を飲んでいた。泥酔しているおじさんが

酒を勧めてきたが目がうつろで怖かったので逃げた。

トロロロック登山は非常に楽しく、周りに高い建物

がないので、景色が大変きれいだった。ニャマロゴ、

アミン政権の大臣の家を訪問したが豪邸で、周囲

にある家屋との差が歴然としており奇妙に感じられ

た。敷地内には教会もあり、宗教的にも周囲の

人々と異なるので、これも奇妙に感じられた。周囲

の人から嫌われていたと聞いたがそれも当然だと感

じた。まさに私腹を肥やす。オロ・オタバ氏は、夫に

先立たれてしまい、子供たちも面倒を見てくれない

と嘆いており、とても悲しい顔をしていた。 

 

2016/08/30 

１ スケジュール 

NGO（ワールドビジョン）訪問→呪術師訪問→

帰宅→夕食→就寝 

 

２ 感想・学び 

NGO（ワールドビジョン）の活動として、鶏？の卵

からのふ化や、養豚場、米の精米施設、教育など

の現場を見ることができた。１つの NGO が一つの

ことだけでなく広範囲にわたる活動を行っているとい

うことを学ぶことができた。呪術師訪問では、実際

に占ってもらったが、占いの結果が悪い人もいれば、

良い人もいてとても面白かった。占い師は、腹話

術？を用いていろいろな高さの声を出して占いを

行っていた。結局みんな占いの結果を気にせず薬

を買う人はいなかった。私は、日本では決して信じ

ることのない占いだが、場所が場所なので半分くら

い信じてしまった。 

2016/08/31 

１ スケジュール 

トロロ出発→トロロ病院見学→ブシアにて船でナイ

ル川源流へ→ゲストハウス 

 

２ 感想・学び 

トロロ病院は、日本の援助が入っている病院で、

日本の整理整頓という文化を病院にも取り入れる

ことによって効率化を図っているということを学んだ

（病院内の掲示物に書いてあった）。日本の援

助ということで病院に勤務する人がやけに優しく病

院を案内してくれた。ブシアでは、ナイル川を船に

乗って下ったり上ったりし、ナイル川の源流を見ると

いう大変貴重な経験をすることができた。ブシアナ

イル観光を終えたあと懐かしのゲストハウス到着。

久しぶりのゲストハウスで非常に落ち着いた。

（下：ナイル川源流） 

 

2016/09/01 

１スケジュール 

赤道見学→キティさん宅にて家庭料理を作る→ゲ

ストハウス→就寝 
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２ 感想・学び 

赤道にてお土産を購入（仮面）できてとてもうれ

しかった。赤道にいるからといって特に何かを感じる

ということはなかった。キティさん宅にて、マトケ、ミレ

ット、カローというウガンダの伝統的な家庭料理を

作ることができた。皮むきなど大変だったがどのように

して作るのかということを学んだ。疲れが非常にたま

っていたため、マトケを蒸している間放心状態だった。

私は、小食なので腹にとてもたまるマトケは苦手だ

と分かった。 

 

2016/09/02 

１ スケジュール 

午前中ゲストハウスで過ごす→マケレレ大学着→

プレゼン→マケレレ大学学生と共に夕食→就寝 

 

２ 感想 

しっかりと準備をしてきたはずのプレゼンであったが、

本番にパワーポイントのスライドを間違え失敗した。

しかし、英語で、英語話者の大学生相手にプレゼ

ンできたことは大変いい経験になったと思う。マケレ

レ大学学生と夕食を一緒に食べたがあまり話すこ

とができなかったのが残念であった。 

 

2016/09/03 

１ スケジュール 

ブガンダ王国国王と合流（ゲストハウス）→ブガン

ダ王国宮殿着→ウガンダ文化遺産見学→ゲスト

ハウス帰投→夕食（中国料理） 

 

２ 感想 

ブガンダ王国王子の案内で、ウガンダの歴史的建

造物を見ることができた。宮殿はとても広く畑もあり

作物が育てられていた。ブガンダ王国の議事堂を

見ることができたが宮殿に劣らず大変立派な建物

だった。火災で燃えてしまった墓などを見学したがビ

ニールシートがかぶせてあってよく分からなかった。燃

える前にみたかった。世界遺産であるが、日本みた

いに、観光業化されているわけでなく町中にドンッと

ある感じだった。この日一番心に残ったことは、昼

食でブガンダ王子が自分の分しか代金を払わなか

ったことであり、王子だからといって大金持ちというわ

けではないということだった。また、他の王国の王

子？の地域にも行ったがブガンダ王国と比べものに

ならないほど質素な建造物に住んでいた。 
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全日程の感想 

宿泊施設は、ゲストハウス、ソロチホテル、トロロの

宿泊所に泊まったがどこも設備が整っており過ごし

やすかった。ゲストハウス、ソロチホテルはお湯が出

たがトロロの宿泊所はお湯が出なかった。ウガンダに

行く前の日本でお湯はでないと勝手に想像してい

たので特に問題にはならなかった。食事は、ウガン

ダ料理を毎日食べていたわけでなく、基本的にパン

やカレーやファーストフードなどいろいろな物を食べる

ことができた。正直、マトケやミレット、カローはあまり

好きではなかった。また、ウガンダの肉料理は私の

嫌いなパクチーで肉料理は味付けされていることが

多く、食べることはできるが、おかわりするところまで

はいかなかった。ゲストハウスも含め、食事を店で

頼むと、日本とは比べものにならないくらい待たされ

るということが分かった。 

 ウガンダは、滞在で学んだが多くの国が多くの現

場で開発を行っている。もしかしたら今夏に見たウ

ガンダを見ることはもうできなくなるかもしれない。今

回学ぶことのできた宗教に根付いた生活を送るウ

ガンダ人はいなくなるかもしれない。そう考えると今

回ウガンダに行くことができて本当に良かったと思う

し、このような機会を作ってくださった梅屋先生に大

変感謝している。 

 最後になるが、日本帰国後、多くの友人に「ウガ

ンダどうだった？」と聞かれた。心から「良かったよ」

「たのしかった」と答えることができるそんなウガンダ滞

在だった。 
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「実際に行ってみないと分からない」こ

とばかり 

森脇 佑美 

 

海外研修 概要 

日程：2016 年 8 月 22 日～9 月 5 日 

渡航先：ウガンダ共和国（エンテベ、カンパラ、ソ

ロティ、トロロ、ブシヤなど） 

 

行動記録 

 

8月 22日、23日 

日本からウガンダへ。長距離の移動だったが

飛行機の窓からの景色や経由したドバイ空港の散

策を楽しんだ。メンバーはそれまで特別仲が良いと

いう訳ではなかったが、アフリカを知りたい、ウガンダ

を肌で感じたい、という共通の気持ちがあり自然と

打ち解け、みんなわくわくしていた。今回は梅屋先

生に加え、日本で１番ウガンダに詳しいとも言われ

る長島さんとオーストラリアのアボリジニーについて研

究をされている平野さんも一緒にウガンダへ行ける

ことになり、お二人とも話しやすくこの２週間で

色々なことを聞きたいと思った。飛行機から見える

初めてのアフリカ大陸の景色を楽しんでいるうちにエ

ンテベ空港に到着。周りは黒人ばかり。日差しは

強いけれど意外と涼しい。エンテベからカンパラに向

かう移動中ではウガンダが思った以上に発展してい

ることに驚いた。家が煉瓦造りで屋根が赤茶色で

車窓から見えた住宅街が可愛かった。がたがたの

道を想像していたけれどコンクリートの道路で車も

左側通行で規則正しく走っていた。信号は１つ見

たが誰も守っていないようだ。それでも歩行者は車

を上手くすり抜けながらごく普通に横断していた。そ

してマケレレ大学ゲストハウスに到着。思っていたよ

りすごくきれい！クーラーはないと聞いていて暑いの

だと覚悟していたけれど、本当にとても涼しくて快適

だった。梅屋先生のアシスタントのマイケルとポール

と初めましての挨拶をした。とても笑顔で握手してく

れて、私は英語で話すのは苦手だけれど積極的に

話してみたいと思った。夕食は先生の案内で大学

の近くのお店に行った。料理が出てくる前に日本で

はおしぼりが出てくるが、水と石けんと洗面器のよう

なものが出され、その場で手を洗う方式らしく、驚

いた。また、料理をオーダーしてから１時間ほどかか

るのもウガンダでは普通だそうでそれにも驚いた。１

時間ほど待って、スペアリブの豚肉版みたいなのを

食べた。とてもおいしかった！ずっと食べてみたかっ

たキャッサバも食べられた。サツマイモとジャガイモの

間のような味で塩をつけて食べるとおいしかった。周

りのお客さんは黒人ばかりで、このお店はウガンダ人

が少し贅沢をしたいときに来るお店なのだそうだ。

店内は暗くろうそくの明かりで食べていたのに、お客

さんはとても賑やかで BGM もうるさいくらいで 1 つ

1 つが新鮮だった。ウガンダの夜は賑やからしく、ゲ

ストハウスの近くでも学生が夜遅くまで盛り上がって

いた。 

 

8月 24日 
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5 時に目覚めた。鶏の鳴き声で起きる、とい

うのを初めて経験できた。また、どこからか音楽がな

って、何人かが抑揚のある歌を歌っていた。まだ朝

日は昇っていないのにウガンダの人たちは皆起きて

いるような気がした。日本より少し甘い食パンと、日

本と全くといって良いほど味が同じ卵焼き、という朝

ご飯を食べた後、ゲストハウスの前のテラスで長島

さんがテソ語講座を開講してくださった。テソ語には

男性名詞、女性名詞、中性名詞があるらしくとて

も複雑そう。長島さんは本当に色々なことを話して

くださる方で、テソ語講座からだんだん研究の話に

なり、研究者とは、社会人類学とは、といった話を

聞かせてもらった。1968 年からウガンダに来られて

その中で起きた出来事、出会った人々との話は、

興味深いことばかりでこのような話を聞けるのは恵

まれているなと思った。中でも、長島さんがウガンダ

国内の権力争いによる混乱の直後に訪れた際の

話で、訪れたいくつもの村が破壊されてしまっており、

長島さんの友人達もその混乱の中で亡くなってしま

い手を合わせて廻ったという話は衝撃的だった。イ

ギリスから独立した後も様々な闘争があったことは

事前に先生がくださった「ウガンダを知るための 53

章」で知っていたが、それを読むのと実際に見聞き

した人の話を聞くのとは全く違うし、長島さんは笑い

ながら話していたけれど悲しい歴史が確かに存在し

たことを実感した。 

お昼ご飯は韓国料理店へ。チキンの揚げ物

や水餃子やラム肉、、、どれも美味しくて何よりウガ

ンダで韓国料理を食べられることに驚いた。その後

は大使館を訪れることができた。光栄なことに大使

にもお会いすることができた。ウガンダについて勉強

不足なためせっかくの機会なのにあまり質問するこ

とはできなかったが、日本がウガンダを支援する中で、

今はインフラ整備を最優先に取り組んでいることや

ウガンダには中国が近年進出していること、JICA

や NGO の取り組みについても教えてくださり、まさ

に今最前線で行われていることを知ることができた。 

夜はオティムさんの家にホームステイをさせて

もらった。子供やメイドさんとたくさん遊び話しとても

楽しかった。トトロの歌を教えて一緒に歌ったり、日

本語の「おやすみ」や「行こう！」を覚えてくれた。晩

ご飯はウガンダの家庭料理を食べさせてもらった。

キャッサバとミレットを混ぜた「カロ」（これだけではあ

まり味がしない）とごはん、牛肉の煮物、菜っ葉

（ほうれん草に似ていた）の煮物。牛肉とカロを

一緒に食べると美味しかった！ 

 

～メイドさんについて～ 

ホームステイで驚いたことはメイドさんがいたことだ。

オティムさんの家には 26 歳の男性と 17 歳の女の

子の 2 人のメイドさんがいる。オティムさんは大使

館で勤務されている上に３人の子どももいて忙し

いため、料理や洗濯や掃除といった家事全般・子

守をメイドさんがしているそうだ。ご飯を食べる場所

が私たちと違うことに違和感を抱いてしまったが、聞

くと、ウガンダではメイドさんがいることは普通で、メイ

ドとして都市に住むことで英語を話せるようになった

り仕事を見つけられたりするのだそうだ。また、家族

と離れて寂しくないのかと疑問に思ったが、元々遠

い親戚である場合が多く、実の家族よりも良い環

境で生活できることも多いと聞き、都市と田舎で経

済格差の大きいウガンダではメイドになることもプラ

スの面がたくさんあるということに気づいた。 
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8月 25日 

今日は生まれて初めてスラム街を訪れた。

地面に埋め込まれた瓶やビニールのゴミ、深緑や

青色になった汚れた水、普段とはどこか違いにおい、

最初は見慣れない光景に驚いた。しかし、そこにい

た人々は予想外にフレンドリーに声をかけてくれたり

手を振ってくれた。中でも子供は笑顔で追いかけて

きたり、「チャイニーズ！」とからかってきたりした。お

金がないはずなのに、なぜ私たちにお金を要求した

り冷たい目で見つめたりしないのか疑問に思うほど

だった。そうやって明るく声をかけてくれても彼らは裕

福な暮らしを望んでいるのだろうと思うのだが、スラ

ムは一帯に広がっており大きく貧困から救うのは困

難だと身をもって感じた。私の目線から考えるとスラ

ムで生まれた子が一生スラムで暮らすこともありうる

のは切ない。ただ、解決するためにできることも思い

つかず無力感を感じた。マイケルはスラムでも特に

貧しい箇所と中間の箇所を案内してくれ、裕福な

箇所も教えてくれた。スラム街のすぐ上が裕福な地

区になっており、隣り合わせだったため、裕福な

人々は真下に広がるスラム街を見てごく普通に暮

らしているのが不思議に思えた。それほど経済格差

が「当たり前」と考えられているのだろうか。 

昼はビクトリア湖へ。漁師さん達で賑わって

おり、たくさんの魚が引き揚げられていた。ただ、日

本のような大きな船ではなく、手動のボートのような

細長く浅い船だった。お昼はビクトリア湖のほとりで

魚を食べた。大きな魚をみんなでつつきながら食べ

るのは新鮮で美味しく感じられた。 

夜はマケレレ大学ゲストハウスで長島さんに

人類学者の話を聞かせてもらった。感心したことの

１つが語学だ。私は英語やフランス語を先生に教

えてもらってもまだ使いこなせないのに梅屋先生も

含め、現地の人以外が足を踏み入れたことのない

地域で暮らすことを決め、「辞書」を自分で作り文

法までも理解するのは本当にすごいと感じる。 

 

8月 26日 

今日はカンパラからソロティへの移動の日。

車窓から見える景色が都会の賑やかな雰囲気か

ら草原一色になり、時々市場やからぶき屋根の

家々が見えたと思いきやまた草原、でもちらほら人

や牛や山羊が見えたり、、寝ている人が多かったけ

れどもったいなくて寝られなかった。中でもパピルス

畑とソロティ付近の草原と湖の景色が印象的。美

しくて一生忘れない景色になった。 

お昼ご飯について。今日はハンバーガーをオ

ーダーしたら、予想外に大きかった。そしてウガンダ

でファストフードを頼むと大量のポテトもついてくる。

日本ではウガンダ＝アフリカ＝食糧不足というイメ

ージを抱いていたが、外食で出てくる量はいつも日

本より多く（主に首都カンパラにおいて）残す人も

多いそうで、日本の「もったいない」という考えを広め

たいと思った。その後、長島さんがテソ語を習ったと

いうアレックスさんと 48 年ぶりの再会。こんな瞬間

に立ち会えるのはすごいし感動の再会だった。アレ

ックスさんは家に招いてくださり、家でお喋り。アフリ

カの一般家庭にお邪魔するのは初めて。部屋には

人数分椅子が並べられていた。こちらでは、招かれ

たらしばらく座って話す、というのが礼儀だそうだ。 
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日本についてどういう印象をお持ちですか？

と質問すると日本は裕福で都会という印象だと答

えてくださった。 

ソロティホテルに到着。周りは何もないのに

ホテルはとてもきれいでカンパラよりも星がよく見え

一気にテンションが上がる。そして夜ご飯。今日は

ゆみかの誕生日！19 歳おめでとう。ゆみかが注文

したチキンは鶏まるまる１羽の大きさでクリスマスに

食べる七面鳥みたいだった。ウガンダで誕生日を迎

えられるなんてうらやましい。。。 

 

～ウガンダの料理～ 

ウガンダでは基本的にガスは通っておらず、火をた

いて料理を行う。レストランでもそれは変わらないた

め、注文してから料理が運ばれてくるまで 1 時間

ほどかかる。最初は遅いなあと感じたものだが、もう

慣れてきた。その間にみんなで話すのが楽しい！ 

 

8月 27日 

４時半に起床。6 人でソロティ・ロックを目

指す。外はまだ真っ暗で真上にはオリオン座が輝い

ていた。小さい頃から探検するのが大好きだったけ

れど今回は本当に知らないところで懐中電灯以外

に明かりはなく興奮した。ソロティロックは名前の通

り岩山。空が少し明るくなるとみんなで中腹まで登

り、岩の上から朝焼けをみた。ぼんやりとオレンジ色

に染まる空に澄んだ空気、遠くで聞こえる鶏の鳴き

声、幻想的だった。みんなで写真を撮ってきれいな

景色を一緒に見てみんなとの距離がまた縮まったよ

うな気がした。ホテルまでの帰り道に朝日が昇って

きて見事な「ソロティ・ダイヤモンド」が見られた。 

午前中はソロティ・マーケットを訪れた。マー

ケットは密集している上に広く、野菜、果物、肉類

（豚肉や鶏肉が皮をむかれた状態で普通につるさ

れている）見分けるのが難しそうな７．８種類の

粉モノ、日用品、衣服などなど様々なものが売られ

ていた。同じ品物を売っている店がたくさんあるが、

競争意識はそんなに無いそうで、お客さんは同じ

民族出身の者の店で買ったりするのだそうだ。ウガ

ンダではマーケットに限らずいたるところで「チャパティ」

が売られている。これは薄くて丸いナンのようなもの

でとてもおいしい。それほど甘くないサーターアンダギ

ーのような「サモサ」も買い、おいしかった。マーケット

は「買って、買って」という雰囲気ではないが、隣の

店の人たちと話していたり、お客さん同士が談笑し

ていたりと活気があった。 

車に乗り向かった先は長島さんがかつて研

究で暮らしていたテソ民族の村。黒人以外が来る

のは非常に珍しいことらしくたくさんの人が集まってき

て興味深げにこちらを見ていた。長島さんはそこで

暮らしていた頃からの知り合いのオジロットと再会を

果たし、私たちも握手した。村をまわると子供達が

ついてきてとても可愛かった。この村は難民キャンプ

の一種だそうで、何年か前には他の勢力の争いに

遭い危険な時期もあったようだ。難民キャンプといっ

ても、報道で目にするテントの下に難民が困り果て

た様子で座り込む、というような様子とは全く違い、

みんな村に溶け込んで村人として普通に生活して

いるようだった。家畜について。この村では山羊や

鶏、牛を見たが牛はこぶが出ていた。これは水分が
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少ない地域でも生き延びるためで（ラクダと同じ）

肉は普通の牛よりも固くなるそうだが、この地域の

人々は固くなければ牛の肉じゃない！と言うそうだ。

とても田舎で、村人はよく基準にされる「１日１ド

ル以下の生活」を送っているのだが、実際は自給

自足で食糧は足りており、学校も近くにあるそうで、

何より村人みんなが笑顔なのをみて、数値だけで

は測れないと実感した。家の手伝いをしている子

供も「児童労働」としばしば言われるそうだが実際

の子供達は強制と言うよりもそれを楽しんでいるよ

うにも見えた。私たちの基準や生活様式を全て正

しいとするのは間違っているだろう。 

再び車に乗り梅屋先生の友達、ガブリエル

に会いに行った。すごく遠くて疲れたけどガブリエルの

家で食べさせてもらったガーリックライスが本当に美

味しかった。その後ガブリエルの案内で近くのミュー

ジアムへ。その地域に昔から暮らしている「カラモジ

ャ」という民族について詳しく教わった。カラモジャが

大昔使っていた牛のミルクをとるための道具や意味

のあるアクセサリー類、衣服などを実際に見ることが

できた。衝撃的だったのがタトゥーの話で、カラモジョ

ンの人が異民族や侵入者を殺すと胸にタトゥーを

彫り、その数によりカラモジョン内で誰が強いかがわ

かった、という話だ。他にも何百万年もまえの猫の

歯を見せてもらったり、一部屋の小さな博物館がと

ても面白かった。その後、実際にカラモジョンの村へ

行けることになった。実際に村に行くと、博物館で

見たとおり、村自体がまず無数の木の枝で作られ

た囲いに覆われていた。その囲いは身長ぐらいの高

さで中が見えないようになっていた。中に入ると中

央に家畜（山羊）が集められていて、その周りに

家族ごとにまた木の枝の囲いがなされていた。昼間

は山羊を放牧させ、夕方には囲いの中に戻すのだ

そうだ。ある家族の敷地に入らしてもらった。入り口

はとても低く、かがみ込んで入った。中には木で作ら

れた３つほどの家があった。子供たちは笑顔だった

けれど、その家族の一番偉い人は不機嫌だった。

その人だけは私たちが訪れることを知らなかったらし

く、私たちがウイルスを持ってきて山羊たちに病気を

うつしてしまうと考えたようだ。帰るときにはお金を要

求され逃げるようにかえってが、そのように要求する

ことはその地域の習慣だそうだ。少し恐い思いもし

たが、皆で写真を撮った時には現地のノリやかけ声

があり子供達が騒いでいてとても楽しかった。梅屋

先生も村の中に入るのは初めてらしく、とても貴重

な機会だったしこの研修の中でもこの村の訪問は

かなり印象に残る出来事だった。 

帰り道、車の中から夕日を見られた。本当

に一直線な地平線に太陽が沈む様子を初めて見

た。日本とは比べものにならないのはもちろん、ウガ

ンダにいた中で１きれいな夕日だった。 

 

8月 28日 

朝ソロティホテルを出発。高度がどんどん高く

なり車を降りると絶景だった。岩山とその奥に平野

が見えた。そして滝を見に行く。びしょびしょになりな

がら間近で下から滝を見て大迫力だった。その後

山をひたすら登りトウモロコシ畑、バナナの木ばかり

の道、コーヒー畑を超え２番目の滝を見に行った。

洞窟みたいになっていて裏から滝を見られてこれも

大迫力だった。道はぬかるんでいるのにその山に住

んでいる民族がものすごい早さで山を走っているの

に感心した。 
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午後はコーヒー畑を案内してもらい実際に

乾いたコーヒー豆からコーヒーを作った。最初に殻

付きのコーヒー豆をお餅つきみたいにして潰して皮

をむく。次に、炒めると茶色になる。さらにまたお餅

つきみたいにその茶色い豆を潰すと粉状になり、最

後にお湯に入れるとコーヒーのできあがり。濃いけれ

ど甘みがあってとってもおいしかった！そして、トロロ

へ。トロロに着くと先生の知り合いの方達がとても快

く迎えてくれた。夜は本当に満天の星空。ここで３

泊するのが楽しみだ。 

 

～アルビノについて～ 

今日滝へ行く道中でアルビノの子を見た。ウガンダ

で殺されることはないのかと聞くとマイケルはまず無

いと答えたが、タンザニアでは多いという。理由は、

タンザニアでは水が神様と考えられており、水は白

色だから白い肌のアルビノの子は神聖だと考えられ、

それを自分のものにしようと殺されるのだそうだ。 

 

～開発について～ 

貧しい国や地域はたくさんある。先進国諸国がそ

の国や地域を発展させようと援助を行っているのは

事実だが、それをビジネスとして自国の利益のため

に行う場合もあると言うことを知った。例えば中国

は携帯電話を利用できるようにするための電波塔

を各地に設置しており、その設置のためにウガンダ

は中国に借金する。ところが中国が電波塔設置事

業を請け負っているため、その利益は中国にいき、

更に工事にも中国人を雇うことが多いため、利益

が全てウガンダではなく中国にいってしまうという。日

本の企業にもビルの建設などでそれと似たようなケ

ースがあるそうだ。表向きで途上国を思っての開発

援助、資金援助といった風に宣伝しても実際は自

国の利益を優先しているという現実を知った。 

 

～トロロの村について～ 

村では一度精神が混乱したり鬱病になってしまって

も元に戻れば快く迎えてくれるらしい。 

 

8月 29日 

朝、トロロ・ロックに登る。まさに岩山で整備

された登山道などなく、上の方ははしごで登った。と

っってもきつかったけれど日本では見られない山頂

からのアフリカの景色は最高だった。ウガンダの赤土

の一本道が本当にきれいだった。 

昼、アミン大統領時代の大臣で、アミン大

統領に殺されたオボソフミの大豪邸を訪れた。煉

瓦造りの立派な家で広大な敷地内には製粉工場

やチャペルがあり、まさに大豪邸だった。でも、自分

の家に大きなチャペルを造り、墓には巨大な十字

架を建て、周辺の家にはまだ電気が通っていない

時代に自分の家にだけ電気を通す、といった行動

は異様で、周辺に住む人々には不気味がられたそ

うだ。豪邸やチャペルは全てそのまま残されており、

少し寂れた感じや静けさに不気味さも感じた。 

その後、トロロの村に住むおばあさんの家を

訪ねた。おばあさんは旦那さんを亡くしてから一人

で暮らしており、子供をたくさん育てたが皆出て行っ

てしまいさみしそうだった。旦那さんは近代的な考え
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を持った方で子供が親から自立して暮らすことに賛

成していた。しかし旦那さんが亡くなると、おばあさ

んは一人になってしまい子供からも見捨てられてし

まった。ちなみに、子供が親に砂糖を渡すことは親

に敬意を表すことの象徴だそうだが、おばあさんはも

らっていないそうだ。こんなに大家族ばかりのウガン

ダで一人で暮らすおばあさんがとても可哀想に思え

た。 

夜ご飯。村での食事は都市とは違う、と聞

いていたからそんなに期待していなかったけれどウガ

ンダの料理は味付けがおいしい。マトケ（食用バナ

ナを潰したもの）やカロは味はあまりないけれど山

羊や牛の肉の料理につけて食べると美味しい。山

羊肉は初めて食べたけれど軟らかくて好きだ。 

 

8月 30日 

朝は NGO 訪問。マイケルの案内で畑や鶏

小屋や豚小屋を訪れた。畑はバナナ、ナス、ニンニ

ク、キャベツなど豊富で、貧しい人たちが農業を行

い稼げるシステムをしっかりと成立させようという熱

意を感じた。オレンジやアップルマンゴーは新種も混

ぜて作っているそうで、そうすることで収穫までの時

間を短縮できるらしく（オレンジの場合は 8 年から

2 年に）農業の開発が進められていることも知った。

また、鶏の場合、卵の温度を機械的に調節して上

手くヒナをかえしたり、立派な精米器を使用して効

率的にたくさんの米を作っており、機械の普及が進

んでいることも知った。アフリカの農業は手作業とイ

メージしていたが、様々な機械を生産・使用してお

り、それにより簡単かつ安定的に生産物を作り、収

入が増え貧困から抜け出せれば良いなと思った。

NGO の施設では木の下で講義が行われており、

農業の仕方や女性の社会進出についてレクチャー

しているそうだ。貧困や理不尽な差別を抜け出す

のにまず必要なことは、そういったことに対する知識

を得ることだろうから、このような教育は促進すべき

だろう。 

次に、呪術師を訪問し、みんな占ってもらっ

た。小屋に入ると正座し呪術師が隣の部屋に入り

奇妙な声を出したり打楽器のような音を出し、占

われた。私は占いを信じないタイプだから占いは真

に受けなかった。ただ、村の人々にとってその人は

影響力のある人で、影響力のある人に言われたこ

とは信じてしまうものなのだろう。村の人々にとって

は呪術師に占ってもらい薬をもらうことで安心を得

られたり希望を持てるという点で、呪術師は重要な

役割を果たしているのかもしれない。 

午後はマーケット。だんだんウガンダ人の挨

拶への挨拶や市場の様子がわかってきてとても楽し

くまわれた。バナナやトマトやアボカド、チャパティや

サモサがいたる所に並んでいて本当に同じものが並

んでいて面白い。ウガンダには信号機や横断歩道

がないけれど車をすり抜けて上手く渡れるようになっ

てきた。スーパーのようなお店はインド人が経営して

いる場合が多いらしい。そこで買ったアイスは甘すぎ

た。 

夜。トロロの宿初施設の横のグラウンドで子

供達とひたすら走って笑った。追いかけるだけでケラ

ケラ笑ってはしゃいで本当に可愛くて本当に楽しか

った。仲間はずれという概念はないのだろうなとふと

思った。興味のある子がどんどん寄ってきてみんなで

騒いで走り回る光景を見て平和だな～と感じた。
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同い年ぐらいの男の子は「結婚しよう！」とすぐに言

ってきてそれもおもしろい。また明日！と分かれなが

らも明日カンパラに戻らなければ行けず、切なくなっ

た。この夕方は忘れない。 

 

8月 31日 

トロロのホテルを出発。午前中はトロロ病院

を訪れた。JICA が支援したそうで、医療器具など

が支給されたのかと思っていたが、最も伝えられて

いたのは「整理整頓」だった。以前はバラバラに置

かれていたという薬やファイルが規則正しく並べられ

ていた。日本の病院に比べ清潔感が劣るのは確か

だが、男性・女性・子ども・赤ちゃんに棟が分かれて

いてベッドも足りている様子できちんとしていた。病

棟の中にはもっとやせ細った子などがいるのかと思っ

ていたが、病院なのに挨拶してくれる人もいて、テレ

ビや映画で見たことのある目を背けたくなるような光

景は見なかった。しかし、医者や看護師は不足し

ているらしくとても大きな課題とおっしゃっていた。日

本には有能な医者・看護師がたくさんいるから、何

かものを支援するだけではなくウガンダ人に「医療を

教える」ということも積極的に行ってほしいと思った。 

午後はナイル川の源流の川下りに行った。ビ

クトリア湖とナイル川とのまさに境目を通ることができ

た。その境目では地下から水があふれていてナイル

川の 30%はその地下水なのだそうだ。広大すぎて

「川」とは思えなかったが楽しかった。 

そして久しぶりにカンパラに戻ってきた。人が

たくさんいて長い渋滞ができて、というのも久しぶり。

そして家庭料理以外の料理も久しぶりで、夜はス

テーキを食べに行った。日本では高そうなステーキ

もウガンダでは安く食べられ、美味しかった。 

 

9月 1日 

午前中、赤道へ向かう。到着すると北半

球・南半球の間に線が引かれていて北半球と南

半球を行ったり来たりするのが楽しかった。近くのお

店では赤道に来たという証明書がもらえ、過去にそ

れをもらった人の中には日本の自衛隊もいた。赤

道には観光客も多いらしく、今まで全く見つからな

かったお土産屋さんが何店かあった。今までのマー

ケットとは違い、置物やアクセサリー、おしゃれな民

族風の服がたくさんあり楽しかった。店員さんは笑

顔でとてもいい人で値段は書いていなかったけど交

渉したらだいぶ安くしてくれる。 

午後はマケレレ大学の先生のキティさんに会

い、そのままキティさんの家を訪問した。キティさんの

息子さんに教えてもらい、ウガンダの家庭料理を作

った。まず鶏肉を切るのだが鶏そのものの形をした

肉を包丁で切るのは残酷な気がしてしかもとても

固くて切りにくかった。次にマトケの皮むきをしたのだ

が、見た目は熟す前のバナナだから柔らかいと思っ

たのに皮がとても固く難しかった。日本にはピーラー

があるけれどウガンダでは全て包丁で処理しなけれ

ばならず包丁の柄の部分も不安定で、マトケの皮

むきをするだけで手が痛くなった。ウガンダでは料理

は普通女性の仕事と聞いていたがキティさんの息

子さんは料理が上手で尊敬した。皮をむいたマトケ

はマトケの葉（見た目はバナナの葉と同じ）に包

んで蒸す。それも炭火で蒸すのでとても原始的だ。

午後２時に作り始めて完成したのは６時半。これ
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では女性の社会進出は難しいと感じたしメイドさん

がいる家が多いのも納得した。 

料理を煮込んでいる間、梅屋先生が色々

なことを教えてくださった。キティさんの家には 5,6

人の女性と男性、7,8 人の子どもが住んでいるが

遠い親戚や異母兄弟もいる。ウガンダは一夫多妻

制だからそんなことは普通にある。しかし、子どもに

関して、ウガンダの福祉はまだ整っておらず、ストリ

ートチルドレンも多いそうだ。私も車が渋滞などで止

まっている時にバナナやポップコーンを売りに来る子

どもを何度か見た。村では見かけなかったがカンパラ

にはそういう子がいて、人の多い都市の方が経済

格差が大きいように感じた。ウガンダと近隣国との

関係も教えてくださった。印象的なのがコンゴとウガ

ンダの関係だ。コンゴはレアメタルが豊富だが、それ

をウガンダ政府が買っている可能性が高いそうだ。

コンゴ東部の反政府軍はそれで資金を得ているか

もしれない。そして、レアメタルは iPhone 等に使わ

れており、私たちが iPhone を買うことでコンゴ東

部の軍の武器は増えているかもしれないそうだ。こ

ういう話を聞き、じゃあ iPhone やスマートフォンを

買わない、とはできないから難しい問題なのだが、

皆が知っておくべきことだと思う。 

ついに料理が完成して、マトケやカロ、チキン

のトマトソース煮込み（パクチー入り）、焼き芋、

菜っ葉の煮物などたくさんの料理が並べられた。食

べるのは一瞬だけど料理は何倍も時間がかかるし

毎日これをするのは正直自分には無理だと感じた。 

 

～キティさんの息子さんの話～ 

彼は私たちに将来の夢をまず聞いた。私はまだぼ

んやりしているし真剣に考えてもいない。でも彼は

国連で働ける研究者になりたいと初対面の私たち

の前で言った。ウガンダは「なんとなく就職できる」と

いうほど安定した仕事があるわけではなく、みんな

野望を持っているそうだ。彼が特に大切に思ってい

る考えを教えてくれた。1.生まれは変えられないけ

れど頭（頭脳）は変えられる。2.人との出会い、

一期一会に感謝すること。3.死ぬまで勉強は続け

られ、続けけるべきだ。という 3 点だ。その通りだと

思ったし、なにより一生懸命本気で勉強し、人間

力のある彼を尊敬した。 

 

9月 2日 

午前中は自由時間。ゆみかとキセメンテと

いうショッピングモールに行った。キセメンテは新しい

らしく外見はとても立派だけど中は閉まっているお店

が多くものさみしかった。また、開いているお店に入

っても「日本と一緒」が多かった。可愛いけれど日

本で買える、、、というものが多かった。スーパーに

行ってお土産を探したけれど「ウガンダらしいもの」が

見つけられなかった。グローバル化が進み世界中で

同じものが手に入るようになってきた、とよく言うけれ

ど「そこにしかないもの」が減っていくのはさみしいとふ

と思った。 

午後はマケレレ大学に行き、教授と８人ぐら

いの生徒の前でプレゼンを行った。私はウガンダの

環境問題について発表した。内容以前に下手な

英語で伝わるのか心配だったが、発表後コメントし

て下さり嬉しかった。私はウガンダは近年開発を進

めることで環境が悪化している、ということを伝え、
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教授からは、発展途上国だけでなく先進国も環境

保護を行うべきだということ、ウガンダの環境破壊は

急激な人口増加も原因だということを指摘された。

その後、夕食をその学生たちと共に食べ、片言だけ

れど隣の子と話すことができた。おもしろかったのは、

二日酔いでごはんを食べられないと言っていたこと

だ。毎日友達とビールを飲むらしい。笑 

この学生との交流を通して思ったことは、もっ

と英語を勉強しようということと、もっと積極的になろ

うということだ。今回は自分の意見を言って、コメン

トを聞くだけだったけれどもっと話せて聞けたらディス

カッションもできるだろうし、深い話ができると思う。

そして、今回は隣の子としか話さなかったけれど他

の人にも話しかけたら答えてくれただろうし、英語が

上手くなりたいといってもまずは下手でも喋らないと

上達しないから、積極的になろうと今になって強く

思う。 

 

9月 3日 

今日はプリンスの案内でウガンダ、主にブガ

ンダ王国の有名な場所を訪れた。最初は宮殿へ。

立派な門があったが、王様の乗った車しか入れな

いらしい。宮殿は今は誰も住んでいないらしいが、

そのすぐそばに一般的な、王宮感のない雰囲気で

人々が暮らしていた。聞くと、王宮関係者だそうだ。

一夫多妻制だなら王宮子孫は多い。よって王宮

関係者だからといって皆裕福とは限らないそうだ。

丘を下り、アミン政権時代に虐殺が行われた場所

へ行った。洞窟のような場所でここで大量の人が本

当に殺されたと想像したら恐ろしかった。 

その後は王宮の国会議事堂へ。おもしろい

のはウガンダには 5 つの国会議事堂があることだ。

ウガンダ共和国にはブガンダ王国の他にも王国が

あり、王国ごとに国会議事堂がある上にウガンダ共

和国の国としての国会議事堂もあるからそうなるよ

うだ。国会議事堂の中に入ると、壁に動物や植物

の絵が描かれていた。これらは家紋だそうだ。ウガン

ダには 52 か 53 の家紋があるらしい。(よく聞き取

れなかった) 

その後、王の墓へ。すべて木でできている伝

統的な造りで、中に入るには女性はスカートを着

用しなければならなかった。私は大きな布を貸して

もらって腰に巻き、スカートに見えるようにしてもらっ

た。 

午後はまた別の王の墓へ。かなりの山奥だっ

た。小さな集落に着き、案内され一軒の小屋みた

いな所に入ると、靴を脱ぐように言われ、何か儀式

が始まった。まず、正座をして現地の人のお祈りの

ようなものを聞いた。その後、乾いたコーヒー豆が渡

され、皮をむいて食べた。コーヒー豆は友情を表す

そうだ。その後は、太鼓と手拍子に合わせて歌が歌

われ、次にポットに入った水がまわされ一口飲んだ。

さらに、お金を前に置いて願い事をした。最後には、

とても貴重そうな家宝のようなものが渡され、それを

抱き、それにも願いを込めた。それはなんと、たくさ

んのビーズがついた、王のへその緒だった。その集落

は貧しそうで、王の墓といっても壮大にできないこと

があるのだと知った。 

今日の最後に、また別の王の墓を訪れた。

工事中で中は見られなかったが先ほどとは違いとて

も豪華な墓だった。王様によって祀られる規模が全
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く違うと知り、先ほどの小さな集落で暮らす人々が

可哀想に思えた。 

 

おわりに 

ウガンダでの２週間は本当に密度の濃い毎

日を過ごすことができた。実際に目で見て聞いて、

感じたこと、考えたことがその時々で本当にたくさん

あり、「実際に行ってみないと分からない」ことばかり

だった。私の中でウガンダは発展途上国という認識

が強く、そこでは食べ物が得られず困っている人、

衛生環境の整っていないところで生活する人、十

分な治療を受けられず病気で苦しむ人がたくさん

いるのだと勝手なイメージを抱いていた。しかし、今

回出会った人々はたとえ貧しくても日本で見る発

展途上国への募金を募るポスターに写っている飢

餓寸前のような状態の人は見なかった。大人たち

は集まりお酒を飲み盛り上がり、子供たちも人懐こ

くて話しかけてくれ、みんな笑顔なのが印象的だっ

た。行動記録にも書いたがスラム街を訪れた時も、

スラム街での生活を強いられている人々が私たちを

見てなぜ鋭い視線を向けることがないのか、疑問に

思うほどだった。 

また、この研修の参加を希望した理由の一

つに電気、ガス、水道のない生活をしてみたい、と

いう気持があったが、電気と水道はカンパラだけで

なくトロロやソロティの村でも整備されていた。たまた

ま私たちの訪れた所がそうなのかもしれないが、不

潔又は不便で耐えられない、という経験を一切し

なかった。むしろ、日本人が常に何かに追われてい

るかのようにせかせか生活し、少しのことですぐクレ

ームを言う様子よりも、約束の時間に何時間という

単位で遅れても、注文した料理が出されるのに 1

時間以上かかってもそれを当たり前のように受け流

し、人と人とのコミュニケーションを楽しむウガンダ人

に囲まれた空間の方が、開放感を感じ自由でいら

れる気がした。また、朝焼けから昇る大きな太陽、

草原に沈む夕日、3 分に一度は流れる流れ星と

満天の星空、、、などなどウガンダで本当に美しく素

晴らしい自然を目の当たりにすることができた。ウガ

ンダは経済成長中だが、日本のようになってほしく

ないと感じた。 

こうしてウガンダの多くのプラスの面を知って

帰国した。 

ただ、帰国してからしばらく経ち疑問に思うこ

と、考え始めたこともある。私はウガンダの人々(特

にスラム街で暮らす人々)が日本人の視点から見

て快適とは言えない環境で暮らしているのを目にし

たが、その人たちにとってその環境は当たり前で私

たちに不満を言ったり冷たい視線を向けることはな

い。しかし、それで私たちは納得して終わっていいの

か、と疑問を抱いた。私たちはいつでも自由にきれ

いな水を使い、十分すぎるくらいの食べ物に囲まれ、

教育・医療も整った環境で暮らしている。今更この

生活を変えることは不可能だろうが、ウガンダの人

たちが不満を抱いていなさそうだから、という理由で、

彼らには彼らの生活の仕方がある、と割り切るのは

違うのではないかと思う。もちろん、先進国の生活

様式を押し付けることは間違っている。日本が良か

れと思い援助したものでもニーズにあってないものは

数多くあるそうだ。また、表向きでは「開発」とプラス

の印象を与えておきながら開発を通して自国の利
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益のみを上げようとしている国があることも知った。

経済的に豊かになることが必ずしも良いことだとは

思わないし、村で 1 日 100 ドル以下の生活をし

ていても自給自足でのどかに暮らしている人々がた

くさんいたのも事実だ。だから、支援すれば良いとい

うものでもないのだが、スラム街で暮らす人々やスト

リートチルドレンを思い出すと、日本のような先進

国は途上国のニーズにあった、途上国のための支

援を積極的に行うべきだと感じた。 

ウガンダが日本のようなコンクリートに囲まれ

た、窮屈でせかせかした国になってほしくない、とい

う気持ちと、経済が発展しスラム街などで貧しい暮

らしを送る人たちがもう少し楽に生活できるようにな

ってほしい、という両方の気持があり、上手く言葉に

するのが難しく、どうすればよいのかも正直分からな

いのだが、この研修はそういうことを考えるきっかけと

なった貴重な 2 週間だった。 

今回、個人でウガンダに行ったとしても絶対に

行けないような所に行き、会えない人たちに会えたの

は、梅屋先生や長島先生のおかげだ。また、料理を

待っている間、車の中、ふとした時間にウガンダのこと、

日本のことを初め、世界のこと、経済のこと、研究者

のこと、などたくさんの話を聞くことができた。この研修

に参加して本当に良かった。本当にありがとうございま

した。 
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出会いを大切にしようと思った 
 

白江 恭子 

 

1. 行動記録、感想 

 

2016/08/23 

ごつごつした岩、砂漠の広がり、そしてオアシ

スの見えるアラビア半島上空の眺めからがらりと変

わり、ウガンダの上空から見えたのは緑、湖、オレン

ジの建物･･･。どちらも本当に感動する。着陸後、

窓の外を見ると牛がたくさんいた。そして土の赤さに

驚いた。タラップを降りる。日差しがとても強かった。

ウガンダは赤道の通る国である。 

エンテベ空港の駐車場では、ライフルを肩に

かけた警官が普通に歩いている。梅屋先生による

と飾りみたいなものらしいが、やはりこわかった。突

然、近くにいたウガンダ人のおじさん二人がけんかし

だした。警官が間に入ったものの全く話を聞いてい

ないようだし、二人もなにかと楽しそうだったので、

緊張が一気にほぐれた。今回の研修でお世話にな

るマイケルが迎えに来てくれた。挨拶してくれたが、

聞いたことないような英語の発音で一部聞き取れ

なかった。ただ、日本人が話す英語に近いことがす

ぐわかる。現地語の母音の数が日本語と同じらし

い。 

空港からカンパラまでの移動中、窓の外を

眺めるのが本当に楽しかった。また、長島先生が面

白いお話をたくさんしてくださった（止まらな

い･･･）。自分の全く知らない世界に飛び込んで、

初めて見聞きするあらゆるものが新鮮だった。カン

パラでは、JICA の講義で紹介されていた、日本の

援助による信号機を見ることができた。信号機があ

るとはいえ、道路は車、ボダボダ、果物などを車の

窓を通して売り歩く大人や子供であふれており、常

に危なっかしい状態である。排気ガスもひどい。 

マケレレ大学のゲストハウスに荷物を下ろし

て、びびりながら道路を横断し、ワンデゲヤのポーク

ジョイントで夜ご飯。肉屋の隣にあって、豚肉を串

に刺して焼いてくれる。ウガンダ人しか来ないような

店らしく、料理は手で食べた。手の洗い方が面白く、

たらいと水の入ったおけと石けんのセットをみんなで

回す。店はとても暗くて、テレビとろうそくの光しかな

い。音楽が大音量で流れている。豚肉、キャッサバ、

アボカド、トマトなどをおいしくいただいた。キャッサバ

は栗みたいな味で、アボカドは日本のものより何倍

もおいしい。テーブルのごみは店員さんが台ふきで

床に落としていて、それを猫が狙っていた。ウガンダ

では、最後にまとめて床をほうきで掃くのが普通らし

い。履き物を脱いで畳の上に正座して･･･という日

本の文化では、絶対にこういう発想には至らない。 
 

2016/08/24 

朝、エドワード･キルミラ教授を待っている間、

ゲストハウスで飲み物を頼んで、以前 JICA の講義

でお世話になった森口先生と長島先生にいろんな

お話をしてもらった。長島先生のテソ語講座より、 

ヨガ⇒やあ。こんにちは。 

アキロビアイ⇒なにかよくないことはなかったか？ 

エマメ⇒何でもないよ。 

エジャイビアイ⇒元気？（単数の you） 

エジャアシビアイ⇒元気？（複数の you） 

オブコシビアイ⇒おうちの方はいかがですか？ 

エーバ⇒はい。 
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エヤラマ⇒ありがとう。 

ノイ⇒とても（very にあたる） 

アラカラ⇒私は幸せです。 

アムスグン⇒英語 

アムスグッド⇒白人 

カタカナをそのまま読む感じでよいので発音

には困らない。他にも、テソでは世代ごとに食事を

とるため親子で一緒に食事をとらないということ、左

手は不吉だから握手するときは右手を使うのだとい

うこと、また、人類学を研究する上で注意すべきこ

となど、様々な興味深いお話をしてくださった。 

注文してから結構時間がたって飲み物が運

ばれてきた。香りがとてもよい生姜入りのコーヒーや、

日本では味わえないようなおいしいフルーツジュース

を飲むことができる。 

ウガンダで長期間生活したことのある先生方

は、注文してからお店の人がにわとりを追いかけ始

めるのを見た･･･などなど、多くの日本人にとっては

驚きの経験をされているようだった。そういえばキルミ

ラ教授もなかなか来ない。時間に対する考え方が

違うようだ。梅屋先生によれば、このプログラムに関

してもキルミラ教授はこんな感じだったらしい。 

ようやくキルミラ教授が現れ、長島先生と感

動の再会を果たす。長島先生は、キルミラ教授を

今まであった人の中で上から５番内に入るくらい賢

い人だとおっしゃっていた。もっと積極的に質問した

りすればよかったなと、少し後悔している。 

韓国･中国料理を出す店でおいしい料理を

食べた後、日本大使館を訪問。会議室に案内さ

れ緊張したが、大使がとても気さくな方でほっとした。

大使はウガンダへの派遣は二回目で、ケニアなどと

比べてウガンダの人たちはとても話しかけやすいとお

っしゃっていた。 

確かにそうかもしれない。カンパラカジノで少

し緊張しながらウガンダシリングに両替したのち、マ

イケルがワンデゲヤのマーケットを案内してくれたが、

街の人たちは、｢ニーハオ！｣｢J～｣とか、お金ほし

いアピールをしながら｢マネー、イエーイ｣などと笑顔

で話しかけてくる。明るい。 

マーケットにはたくさん店があるのだが、売って

いるものはバナナやトマトなど、同じものが多い。そ

れなら入り口に近い店が有利になるのではないか、

と疑問に思ったが、どうやらそんなことはないようだ。

信頼できるということで、知り合いや同じ出身地の

人から買うらしい。８割以上が人間関係の中での

経済であると聞いた。 

夜はスピークのインド料理屋でカレーを食べ

た。前菜の野菜につけるソースが４種類とも慣れ

ない味で口の中が大変なことになったけど、それは

それで楽しかった。 

 

2016/08/25 

森口先生の案内でカンパラのスラムへ。森

口先生が講義で扱っていた地域に実際に来ている、

初めてスラムを見る、ということで少し緊張していた。

｢スラム｣と聞くと、人々が貧しくて苦しんでいて･･･と

いうようなイメージを持ってしまいがちであるが、実

際に自分の目で確認して、そのようなイメージとは

全然違うことがわかった。 

スラムは使われなくなった線路沿いに広がっ

ている。警戒されないように、すれ違う人に目を合

わせて両手を軽く挙げて挨拶をする。笑顔で挨拶

を返してくれる人、｢ニーハオ！｣といって力一杯握
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手してくる人、手を振ってくれる子供たち･･･、いろ

んな人に出会った。子供と手をつないで歩いた。と

てもかわいい。暗い顔をしてる人があまりいなかった

気がする。森口先生のホストファーザーのところで、

メイズ、生姜ティー、アボカド、チャパティーを食べた。

量がとても多くてお腹いっぱいになったけど、どれも

本当においしかった。来客に食べきれないくらいたく

さん出すことで、もてなす力があるのだということを示

すらしい。マーケットを見てもわかるのだが、とにかく

食べ物は豊富にある。スラムでやせ細った人を一

人も見なかった。街ではむしろ太っている人の方が

多かった気がする。日本で寄付を呼びかける CM

を見ていると、どうしても、アフリカでは食べ物が不

足していてやせ細った人たちが苦しんでいる、という

イメージを持ってしまう。やはり、実際に自分の目で

確かめなければ何もわからないし、今の私は知らな

いうちに多くの偏見を持って物事を見てしまっている

のだろうな、と気付かされた。 

｢貧しさ｣とは何か。森口先生の講義でテー

マの一つとなっていた。確かにこのスラムは、ゴミだら

けで、水も汚くて、ゴミを燃やしていて臭いし、ゴミを

あさるニワトリやヤギがそこら中にいるし･･･、決して

安全に暮らせる場所とは言えない。しかし、全体的

に人々の表情が明るく、力強く生きているという印

象を受けた。実際に自殺する人なんてほとんどいな

いと聞いた。日本では毎年約３万人以上が自殺

するという。改めて、｢貧しさ｣って何だろう、と考えさ

せられた。 

ホストファーザーに｢ウェバレニョ｣(ありがとう)と

言うと、とても喜んでくれた。 

スラムから坂を上ったところには、NGO の関

係者などが暮らす高級住宅街があった。援助され

る立場から見たら、この光景はどのように映るのだろ

うか。援助に関する問題の難しさについては、JICA

の講義で講師の方々からお話を聞いていた。忘れ

てはならない現実なのだと、自分の目で確認できて

本当によかった。 

そのまま、ヴィクトリア湖に面するガバという町

に向かう。たくさんの人で賑わっていた。大量のナイ

ルパーチを漁師たちが運んでいる。ここでとれるナイ

ルパーチが、日本で食べるコンビニ弁当の白身魚だ

ったりするらしい。知らなかった。お昼にナイルパーチ

の丸焼きを食べたが、本当においしかった。ウガンダ

は海に面していないため、カンパラのマーケットで売

られている魚はここから運ばれる。マイケルに聞いて

みると、普段はチキンやゴートを食べるそうだ。実は

魚の方が好きなのだけど･･･とつぶやいていた。 

ガバから帰り、かんだいさんとのんちゃんと私

はホームステイ先のオティムさん宅へ。オティムさんは

以前、青年海外協力隊でウガンダへの派遣が決

まり、医療関係のお仕事をされていて、そこで今の

旦那さんと出会ったのだそうだ。お父さんの強い反

対を押し切ってウガンダ人と結婚し、ウガンダで暮ら

すことを選んだオティムさんは、現在日本大使館で

お仕事をされている。キングスリー君、プレスリー君、

アシュリー君の三人の男の子がいて、みんなとっても

元気だった。かわいい孫を見せるとお父さんも喜ん

でくれたのだそうだ。メイドがガンダ語を話し、学校や

幼稚園では英語が使われ、家ではオティムさんが

英語と日本語を話しているので小さいときから３つ

の言語に触れていることになる。私は日本語しか話

せないというのに･･･。子供たちとケータイゲームや

ボールで楽しく遊んだ後、オティムさんが用意してく

ださった夕食を頂いた。旦那さんが北部出身らしく
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(名前が O から始まっていることから分かるそうだ)、

北部で主食として食べられているクァロを作ってくだ

さった。キャッサバとミレットを練った茶色のもちもちし

た料理で、とてもおいしかった。オティムさんには本

当にお世話になりました。ありがとうございました！ 

 

2016/08/26 

朝、ニワトリの鳴き声で目覚めた。雨の中、

オティムさんが運転して待ち合わせ場所まで送って

くださった。ウガンダでは、雨が降ってもすぐやむので、

傘を持ち歩く人は少ない。雨宿りをしていて遅れま

した、というのが普通らしい。子供たちも学校や幼

稚園へ。どこの幼稚園の壁にも、だいたいミッキーマ

ウス(らしいもの)が描かれている。 

オティムさんとお別れして、ソロチへ向かった。

ドライバーのロバートが長距離運転を頑張ってくれ

た。途中、警察に車を止めるよう指示され少しこわ

かったけど、ロバートがお金を渡したら OK～となった。

梅屋先生によると、警察が賄賂を受け取ったりする

のはよくあることらしい。あてにならない･･･。 

マンビラの森の中や、パピルスでいっぱいの沼

の横など、とにかく大自然の中を走り抜けた。ずっと

窓の外を眺めていた。焼き畑も見ることができた。

本当に美しかった。しかし、開発が進むにつれて、

美しい自然がどんどん破壊されている。近代化の

流れの中で生活スタイルの維持を強要するすれば

疑問が残るし、人口も増え続けているし、政府を

介さずに中国の企業がどんどん開発を進めているら

しいし･･･、開発と自然の問題は本当に難しい。

開発援助には政治的な狙いもある。日本もマグロ

漁などに関して国際的な批判を受け、票を獲得す

るという目的も一つにあって、アフリカなどの国に対し

て援助を行っているのだと先生から聞いて衝撃を受

けた。途中、緑化運動によるユーカリの木々を見る

ことができたが、弱い木らしく、効果は薄かったようだ。 

エルゴン山ホテルでお昼ご飯を食べた。エル

ゴン山、とてもきれいだった。ここで初めてマトケを食

べたが、甘くないけどバナナの風味がする、ずっしりと

したいも･･･という感じだった。ピンクっぽいピーナッツ

ソースのかかった肉料理も食べた。おいしいのだが

量がとても多かった。残してももったいないという感

覚がないらしい。 

ソロチまでの道のりで、小学校をたくさん見か

けた。たいてい、子供たちはグラウンドで元気にサッ

カーをしている。その横を牛が普通に歩いている。か

たや、カンパラを走っていたときにはストリートチルド

レンを見かけた。両親を AIDS や紛争で亡くしてし

まった子供たちだ。彼らは同じ境遇に置かれている

仲間たちと楽しそうにダンスをしていた。明るく、強く、

生きている。小学校に通ってグラウンドを駆け回って

いる子供たちとかわらない、無邪気な姿を見てそう

感じた。 

また、黄色い服を着た集団も見かけた。彼

らは囚人である。マイケルによれば、ウガンダでは割

とすぐ逮捕されるらしく、官僚の約半数は逮捕歴が

あるとのこと。３年連続で逮捕されてないなら立候

補できるそうだ。驚いた。 

長島先生がテソ語を教わったアレックスさん

のお宅を訪問した。テソ語を教える上で難しかった

点についてうかがうことができた。テソ語には女性、

中性、男性の使い分けがあるとのこと。発音を除き、

日本人には厳しそうだ。アレックスさんは、アメリカ領

事、フランス大使、デンマーク大使、そしてウガンダ

国連代表団団長を務めたことのあるすごい人だ。 
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ソロチホテルに到着。夜ご飯はホテルで食べ

た。ウガンダで誕生日を迎えたゆみかの誕生日をホ

ールチキンでお祝いした。やはり出てくるのに時間が

かかったが、とてもおいしかった。 

 

2016/08/27 

朝早く起きてまだ暗いうちにソロチロックに向

かって歩いた。ロックの周りは平地なのでかなり目立

つ。アフリカ大地溝帯が影響しているのだろうか、ウ

ガンダの地形についてもっと知りたくなった。 

登れるところまで行って日の出を待つ。空の

色が変わっていくのが本当に美しかった。ホテルに戻

って振り返ると、ダイヤモンドソロチロックの瞬間だっ

た。 

ホテルで朝食を済ませ、ソロチのマーケットを

見学。たらいの上で野菜の高速千切りをひたすら

続けているおばさん、チャパティーを焼いてるおじさん、

梅屋先生が向けたカメラに大はしゃぎするテンション

高めのおばさんたちなどなど、いろんな人たちに出会

った。みなさん親切に挨拶を返してくれる。朝から

賑わっていて楽しい。 

マーケットを出発して、LRA(神の解放軍)や

ムセベニの軍、カリモジョンから逃げてきた人たちが

集住する村に向かった。長島先生が執筆された

『テソ民族誌』で登場する、オジイロットという人物

に会うことができた。長島先生が｢ヨガ｣｢アキロビア

イ｣｢エジャイビアイ｣を再度教えてくださったので、さ

っそく実践。｢アキロビアイ｣のあとは、本当に｢エマ

メ｣が返ってきて感動した。彼は脳卒中で倒れて以

来、薬を飲み続けているそうで、言われたとおりに

藁葺き屋根の内側を見上げると、薬が大量に埋め

込まれていた。 

村の人々にとって、外国人が訪れることはラ

イフイベントであるようだ。歩いていて後ろを振り向く

と、にこにこしながらついてくるたくさんの子供たち

が･･･。とにかくかわいくて、笑顔が絶えない。難民

キャンプだと知らされていなかったなら、そうとは絶対

に気付かなかっただろう。言葉が連想させるイメー

ジにどれだけとらわれているのか、改めて気付かされ

た。 

子供たちと写真を撮り、村をあとにした。モロ

トのガブリエルのお宅へ向かう。植生の変化も確認

できてしまうくらい遠かった。ラピュタに出てきそうな

岩とか山とか、面白い地形も見ることができた。お

昼ご飯を食べることができたのはお昼ではなかった

けど、おいしいご飯で歓迎してくれてうれしかった。ガ

ブリエルが自ら絞ったパッションフルーツジュース、とっ

てもおいしかった。 

ご飯のあと、カラモジャの博物館に行った。ケ

ニアとの国境をなす山の麓にあって、景色が素晴ら

しい。近隣集団の家畜の略奪を行うカリモジョンの

戦士を紹介するコーナーで、｢殺した人数だけ体に

このような模様を･･･｣などと言った説明を聞いてい

て目が点になってしまったが、他にも珍しい化石など

が展示してあって非常に面白かった。 

博物館でカラモジャについて学んだところで、

実際にカラモジャの集落へ。博物館で見た模型図

通りの、柵で囲まれた集落が目の前に。かがんで

穴をくぐるとおばさんや子供たちが集まってきた。柵

でいくつかの空間に分けられていて、構造が面白い。

みなさん口に何か白いものをつけていて、不思議に

思っていたらその正体を見せてくれた。どうやらひま

わりの真ん中の部分を乾燥させたものらしい。 
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おばさんのうちの一人が私たちを見て怒って

いるようだった。訪問の知らせを聞き逃していたらし

いが、その他にも、大切な財産である家畜に病気

をはやらされては困るため外部の人を入れたくない、

という理由も考えられるそうだ。 

帰り際、おばさんたちがものすごい勢いで｢ヘ

ーイ、マネー！｣とつめかけてくる。貧しいからというよ

りは、ナキナイというおねだりの習慣があるからだと知

って、面白いなと思った。一般的に初対面の人に

は遠慮しがちといえる日本人とは真逆である。あの

時、ナキナイを理解していなかったなら彼らの行動

に戸惑っていたかもしれない。自分の文化や価値

観を中心に物事を考えてしまうと、相手を誤解しか

ねない。 

村を出発しソロチホテルまで再び長距離移

動。夕焼け、一面に広がる緑、ずっと先までのびる

赤い道･･･本当にきれいだった。日が沈むころ、一

番星が輝きだした。暗くなってから窓を開け、顔をだ

して上を見たとき、思わず叫んでしまった。今見てい

る世界が本物なのか疑いたくなるくらい、美しい星

空だった。しかも、たくさん願い事ができる。 

やっとソロチホテルに着いたときはもう夜遅か

った。梅屋先生が、心配性なのかガブリエルから何

度もかかってくる電話に対応していて笑ってしまった。

すてきな人にいっぱい出会えた。 

マンダジ(ドーナツみたいなおかし)を食べて

すぐに寝た。 

 

2016/08/28 

朝、のんちゃんとホテルの前で朝日を拝んだ。

何度見ても美しい。 

朝食後、シピフォールに向かう。標高の高い

ところにあるので、窓の外を眺めていると、だんだん

奥行きのある風景に変っていく。斜面側には、牛や

そこに暮らす人々が歩いていた。日本では見ること

のできない大自然、大地の広がりに感動した。とこ

ろで、マイケルは自然について何もコメントしていな

い。梅屋先生は、彼らにとってはあるのが普通だか

ら、と話していた。確かに身近であるほど良さが見え

にくいということは、あらゆることに対して当てはまる

のかもしれない。日本を離れている貴重な機会。

ぜひ、普段気付かない日本の良さも改めて発見し

ていきたい。 

山岳部族によるガイドが始まる地点に到着。

どこまでも広がる緑を見下ろすことができる。もはや、

｢すごい｣｢やばい｣しか言ってなかったと思う。本当

に、圧倒される。滝に近づいただけで全身びしょ濡

れになった。ぎりぎりまで滝に近づいて記念撮影。

マイケルのテンションがいつもより高かった。梅屋先

生によると、水量が昨年の 1.5 倍くらいあるらしい。

とにかくすごい勢いで流れ落ちてくる。滝壺の方を

見下ろすと虹の輪がかかっていた。 

山岳部族の案内で進む道は、私たちにとっ

てはかなりの注意が必要なのに、彼らは信じられな

いスピードで、しかもサンダルで駆け下りていく。この

部族からオリンピックマラソンの金メダリストがでたら

しい。普段の生活で気付かないうちに鍛えられてい

たからだろう。 

滝の裏側にある、岩穴に案内された。名付

けの儀式が行われる場所だという。日本では、不

吉なことを表す言葉や漢字を名前に使わないのが

一般的であるが、ここでは生まれた年にあった出来

事にちなんで名付けるため、日本では考えられない
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ような名前も存在する。そういえば、梅屋先生から、

｢ウメヤキヨシ｣と言う名前のウガンダ人がいる、と聞

いた。外国人の訪問が、彼らにとってライフイベント

だったからだろうか。非常に興味深い話を聞くことが

できた。 

コーヒー作りも体験することができた。よくしな

る木の枝にコーヒーの実がなっている。食べてみると、

意外なことに甘かった。これを乾燥させたものをうす

でつぶし、うまく息を吹きかけて皮を除く。次に、鍋

に入れて乾煎りする。良い香りが漂ってきた。もう

一度つぶして粉にする。マイケル、気合いが入りす

ぎたのか、臼からこぼしまくっていて面白かった。お

湯を注いで完成。初めてブラックで飲んだ。本当に

おいしくて驚いた。 

大自然に触れて、美しく壮大な景色を眺め

て、本当に圧倒された。シピフォールツアー最高だっ

た。この地域で行われる割礼の話が恐ろしかったけ

ど･･･。 

トロロに向けて出発。途中、マイケルの奥さ

んと子供たちに挨拶することができた。明るくてきれ

いな奥さんと、なんとなくマイケル感がでてるかわい

い子供たち。幸せそうな家族だな、と思った。お別

れしてからマイケルに子供たちのことを聞いた。とて

もうれしそうに答えてくれた。 

梅屋先生の講義で紹介され、楽しみにして

いた酔っ払いの村に到着。これからお世話になるマ

ケリーナが叫びながら歓迎してくれた。とにかくテンシ

ョンが高い。酔っ払っているようだ。思わずこちらも笑

顔になってしまう。梅屋先生はこっちでの名前を持

っていて、村の人たちから｢ヤコボ～｣と呼ばれていた。

私も是非こちらでの名前がほしい。というのも、名

前を聞かれて｢キョウコ｣と答えると爆笑されて、｢チョ

ウコ！｣と返ってくるからだ。発音難しいよ、とつっこ

まれた。そういえば、｢トウキョウ｣も｢トウチョウ｣になっ

ていた。 

また一人、酔っ払ったおじさんが近づいてき

た。｢君は 26 歳？ははは～｣と言われてしまった。

梅屋先生によると、このおじさんはもともとエリートだ

ったが、仕事を得られず村に帰ってきたらしい。エリ

ートとして他の村人と同様に農作業をすることを拒

み、飲みまくっているという。このおじさんと同じような

人が他にも多くいて、朝から木でできた長いストロ

ーを手に、お酒の入った壺を囲んでいる。教育を受

けたら視野が広がって、職業の選択肢も広がって、

人生が豊かになる･･･と日本においては考えられて

いるかもしれない。しかしここでは違う。教育を受け

ても仕事がなく、アルコールに走ることに･･･。その

間多くの女性は農作業に従事している。 

私はこれまで漠然としか物事を考えていなか

った。教育が持つ影響は大きくて、社会をよりよくす

るための基礎に当たるものだと考えていた。しかし、

実際はそう単純ではないと気付いた。政治、経済、

伝統文化など、いろんな要因が絡み合って複雑な

問題となっている。そもそも、｢社会をよくする｣とは

具体的に何をよくするのか。歴史や自然環境など、

あらゆる点において日本とは大きく異なる国である。

ずっと日本で暮らしている私には、難しくてわからな

いし、もとをたどれば善し悪しの判断基準なんてどこ

にあるのか、という疑問にたどり着く。ただ、一人一

人が考えることは必要だと思うし、続けていかねば

ならないと思う。 

ヤコボハウスで梅屋先生から恐ろしいマラリア

体験談を聞いていたときに、70 歳後半？にはどう

考えても見えない元気なおばさんが入ってきた。彼
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女の話によれば、政府が蚊を殺す薬をまいたので

蚊はもういないとのことだ。先生の体験談で衝撃を

受けたあとだったので少しほっとしたが、後々生態

系の頂点に立つ人間によくないことが返ってくるのだ

ろうな、とも思った。｢カラバンダ｣と手拍子付きでリ

ズムよくうたう、楽しい挨拶をしてお別れした。意味

は分からなかったけど、とりあえずみんなで笑った。

彼女はヤコボハウスの大家さんで、旦那さんは植

民地時代のエリートらしい。本国で学んで、マケレ

レ大学の医学部長を務めた医療界のボスで、アド

ラ民族初の医師なのだそうだ。 

夜、マケリーナがおいしいご飯や、シャワーの

時のお湯を用意してくれた。本当にありがたかった。 

 

2016/8/29 

朝、梅屋先生と酔っ払い村をぶらぶらした。

何人かはもうすでに飲んでいた。村の人たちは梅

屋先生を見つけると、｢ヤコボ～｣と笑顔で呼びか

けていた。 

梅屋先生が用事で少し離れたと同時にマイ

ケル独自のプランが始まった。裁縫を学んでいる女

性たちのところへ行って、少し話を聞くことができた。

お金を稼ぐために、地域の人に服を売っているとの

こと。彼女たちはお金に困っているのかもしれない。

でも、苦しさを見せてなくて、力強く、明るく生きて

いるんだという印象を受けた。酔っ払っている男性

たちの明るさとは違う･･･。 

梅屋先生はあとで、｢マイケルは結構勝手

なことをするんだよなぁ｣と言って笑っていた。キルミラ

教授がゆっくり来られたときも思ったけど、郷に入っ

ては郷に従わなければならない･･･のかもしれない。 

このあと、6 人でトロロロックに登った。ラピュ

タに出てきそうな雰囲気だ。近くまで来たら思ったよ

り高いことに気付き、気持ちが揺らぐのをおさえて登

り始める。手を使わないと登れないところも多くて結

構しんどかったけど、頂上からの眺めは本当に素晴

らしかった。風が気持ちよかった。頑張ってよかった。 

下山後、6 人で日本に帰ったら見たい映画

の話をした。1 時間くらい待った。忘れられているの

では、と疑ってしまいそうだった。パンクしたタイヤをな

おしていたらしい。基本道は結構ぼこぼこしていて、

どこかの工事中の道路では、車体が斜め 45 度近

く傾いてるんじゃないかと思ったほどだ。パンクしない

方が不思議なくらいだ。 

マケリーナのところでお昼ごはんを食べて、ア

ミンに殺された大臣であるオボソフミの大豪邸を訪

問した。田舎なので豪邸とその隣の教会がかなり

目立つ。変な雰囲気だし、急に雨降り出すし、不

気味すぎておかしかった。オボソフミは、亡くなった父

や息子のために教会や大きな十字架をたてたりし

て、村の人から変った人だと思われていたらしい。例

えれば、田舎に高層ビルがたつようなものらしい。大

臣の死後たてられた大きな十字架は教会の裏にあ

って、わざわざ電気をひっぱってきて光るようになって

いる。死の二週間前に、この場所に埋めてくれ、と

言っていたのだとか。彼はオボテとアミンの悪事を知

りすぎていた。十字架の前で写真を撮ったときに、

もっと笑って～と言われて戸惑ってしまった。ウガンダ

では、宗教などによって違いはあるだろうが、墓のと

ころでお酒を飲んで騒いだりして故人を偲ぶことも

あるらしい。 

次に、昨年のウガンダ研修で訪問した老人

のお宅を訪問。残念ながら老人は亡くなってしまっ
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ており、奥さんが一人で暮らしている。大切に育て

た子供たちは自分のことを全く気にかけてくれない、

と悲しそうに話していた。老人がドライな人生観を

持っていたらしく、娘の結婚のプレゼントも断ってし

まうくらい前近代的な考え方からかけ離れた人だっ

たようだ。それに対する不満もあったのだろう。現地

語のため言葉はマイケルが訳してくれたが、(あとで

聞いたが、マイケルはウガンダ国内で話されている

20 近くもの言語を話せる。構造などが全く違う言

語もある。)何を言っているのか分からなくても、ただ

ただ悲しさのみが伝わってくる。老人の墓に案内し

てもらった。先祖代々の墓が並んでいた。最初にや

ってきた方向に頭の向きをそろえているのだそうだ。 

奥さんとお別れしてから、オボソフミの父の墓

に行った。大きな十字架、夕日、ヤギがコラボして、

不思議な光景だった。 

複雑な気持ちになることが多かった一日だっ

たけど、ウガンダの歴史をはじめ、学ぶことが多かっ

た。 

夜、バーのテレビでサッカー観戦をした。太陽

光発電なので、夜中にテレビなんかつけると電力が

不安定になる。何度か停電した。 

 

2016/08/30 

マイケルが、ワールドビジョンという NGO の

施設を案内してくれる。ちなみにマイケルはワールド

ビジョンで活動している。農家の支援を行っていて、

ニワトリの雛をかえす機械、米やメイズに必要な処

理を効率よくこなす機械などを、機械の開発者の

案内で見て回った。精米機などは日本のものとほ

ぼ変らないように見えた。養鶏場や養豚場も見せ

てもらった。微生物の働きでにおいがなく、掃除も

行き届いている養豚場は、日本のものより何倍も

きれいなのだそうだ。ウガンダが農業を主要産業と

する国であるだけに、このような農家の支援や農業

関連の開発が重要であり、実際に高度なレベルで

行われているのだと感じた。 

このあと、トロロのマーケットを見学した。規

模が大きかったけど、品揃えは他のマーケットとあま

り変らないし、フレンドリーな人にたくさん出会ったこ

とも前のときと同様である。とても賑わっていて、雰

囲気が好きだった。スーパーでアイスを買って食べた。

だいたいどこのスーパーも、レジには(おそらく)インド

人がたっていた。歴史の授業で、華僑、印僑、ユダ

ヤ商人などについて学んだことがある。マイノリティー

でありながら、同郷者とコミュニティーを形成し、優

れた商才をもって現地の経済に大きな影響力を持

っているのだと、実際に確かめることができた。 

マーケットを出発し、ずっと会うのを楽しみに

していた呪術師のもとへ向かった。意外と普通の格

好をしていた。村で発言力のある人で、占いをした

り、ハーブで薬を作ったりしているらしい。自分の名

前と聞きたいことを伝えてお金につばを吐いて壺に

入れる。隣の部屋で呪術師がビーズをがらがら鳴ら

して、いろんな動物の鳴き声を出している。動物の

霊を操っているらしい。私以外の 5 人は恋愛の質

問をしていて、うまくいくだの浮気されているだの、女

の人をまねた声やがらがら声で言われていておもし

ろかった。薬を作ってうまくいくようにしよう、と勧めて

いたが、薬が異常に高い。私は将来の職業につい

て聞いたが、なぜか占い料金が 5 人より高かった。

それなのに、道は広がっていて努力次第で何にでも

なれる、という誰にでも言えるふわっとした答えが返

ってきたので少し残念だった。 
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マケリーナのところに戻ってから、村の子供た

ちとサッカー、鬼ごっこ、手押し相撲などをして遊ん

だ。｢チョーコ！ヘイ！｣と挑発して逃げる子供たち

を追いかけるが、すばしっこくて追いつけない。何を

やっても子供たちにはかなわなかったけど、本当に

楽しかった。たくさん笑った。 

研修中、フィリピンにいる友達からスラムの子

供たちの動画が送られてきた。それを見て、そしてウ

ガンダのスラムの子供たちやストリートチルドレンを

思い出して、世界中どこであろうと子供たちはみん

な無邪気でかわいいものなんだな、と思った。と同

時に、そうあるべきなのだろう、と思った。幼い頃から

武器を持たされ人を殺すことを強要されている子

供たちが無邪気に笑うところなんて想像できない。

世界にはたくさんの少年兵が存在し、残念ながらウ

ガンダもこの問題を抱えている。少年兵の問題に

限らないが、未来を担う幼い子供たちが心に大き

なダメージを受けてしまわないよう、一人一人が身

近なところから行動を起こしていかなければならな

いな、と思った。 

6 人でいろんな話をしながら、夜遅くまで星

を眺めた。空気がきれいで人工的な光が少ないか

らだろうか、夜空いっぱいに星が広がっている。 

 

2016/08/31 

マケリーナとお別れの日。日本から持ってきた

古着をマケリーナに託してトロロを離れた。私が小さ

いときに着ていた服がたくさん入っている。村のかわ

いい子供たちに着てもらえるのだと思うと、とてもうれ

しかった。おいしいご飯を作ってくれ、また、掃除や

洗濯など何から何までしてくれたマケリーナには、本

当にお世話になった。感謝の気持ちでいっぱいにな

った。ところで、掃除の時には短いほうきを持って地

面をはき、洗濯の時にはたらいを使って洗うのだが、

マケリーナをはじめ、女性たちの腰の曲げ方が独特

であると感じた。日本人のように背中が丸まってい

ない。腰痛にならない曲げ方だと、テレビ番組か何

かで聞いたことがある。 

日本大使館の方が協力してくださって、トロ

ロの病院を見学できることになり、そちらへ向かった。

JICA が支援を行っている病院で、ナースが丁寧に

案内してくれた。JICA は 5S を指針として掲げて

いる。5S は SORT、SET、SHINE、

STANDARDISE、SUSTAIN のことだ。整理整

頓、清潔、といったことを徹底し、継続するという感

じだ。実際に薬を管理する場所を見せてもらったが、

アルファベット順にきれいに並んでいた。病院内も清

潔さが保たれていて、5S を実践していることがすぐ

に分かった。日本の支援がうまくいかなかった例とか、

支援する立場では本当に必要なことができず苦し

んだという経験談を講義で聞いていて、支援がどれ

ほど難しいのかを少し理解できていた。だからこそ、

実際に支援がいかされてる現場を見ることができて

本当によかったと思う。 

病院を出て、ヴィクトリア湖へ向かう。途中、

ブシアというケニアとの国境の町に寄った。商売のた

めにやってきたケニアのマサイ族の人とすれ違った。

民族衣装を身にまとっている。とにかく背が高くてび

っくりした。ちなみにウガンダの人はそんなに身長が

高くない。 

ヴィクトリア湖に到着。二人のウガンダ人ガイ

ドが船でナイル川の源流を案内してくれた。水に潜

って泳いでいる真っ黒な水鳥や、巨大なは虫類な

どがいて、見ていておもしろかった。川に近いところに
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水がわき出ているようなスポットがあって、ガイドが

｢源流だよ｣と言っていた。ここから始まってエジプト

まで流れてるなんて、想像できない。北海道から沖

縄までの距離を二倍しても足りない。 

ツアーを終えてカンパラに戻った。 

 

2016/09/01 

ロバートのアイデアで赤道に行くことになった。

赤道に当たるところに黄色い線が引いてあって、観

光客向けのお店が並んでいる。記念のカードをもら

って記念撮影した。赤道をまたいで、右足が北半

球、左足が南半球にある！と思うとテンションが上

がった。でも、よく考えてみたら、線がなければ何の

変哲もない道である。地球儀を見て勉強して、知

識ばかり頭に詰め込んできたけど、赤道、もっと言

えば国境なんて、人間が決めたことであって本来そ

んなものは存在しない。歴史を振り返れば、そして

今も、人間は自分たちで作った境界線をめぐって

争ったりしている。 

お土産屋さんを見て回った。お店の人が

次々と商品を勧めてくる。おもしろいものをたくさん

買えたが、あとで値段交渉に大成功した話を聞か

されて、やられた～と思った。 

時間がおしているということで、chicken 

tonight…という、日本でいうケンタッキーみたいな

お店でお昼を食べた。チキンを頼んだのに山盛りの

ポテトが皿の半分以上を占領している。どこのお店

でも、サンドイッチやハンバーガーを頼むとこうなって

しまう。ウガンダ人はやはり胃袋が大きいようだ。マ

イケルの食べる量を見ていても分かるし、カンパラの

ホストファーザーにも日本人の胃袋は小さいね、と

言われた。 

マケレレ大学で社会科学部秘書のキティさ

んに挨拶し、そのままキティさん宅へ。キティさんのお

うちの方と一緒に夕飯を作った。まず、首と毛を取

り除いたチキンと対面。大きな包丁を渡されて

｢wings…｣と言われたので勇気を出して切る。結

構力がいる。初めての体験でびっくりした。日本で

はいつもパック詰めされた肉を買っていたから、生き

物の命を頂いているのだという感覚が薄れてしまっ

ていたのかもしれない。とても良い経験になった。次

にマトケ作りに取りかかる。緑色の堅いバナナの皮

をナイフでむく。ヌメヌメしていてとても難しい。私が

苦戦して一本むき終える間に、おうちの方は 3 本

きれいにむき終えていた。6 人で、ジャパニーズささ

がきで対抗したが普通に遅い。日本では、料理し

なくても、誰かが作ってくれたお総菜を買って食べる

ことができる。ウガンダのマーケットには、ほとんど材

料しかないので、料理するしかない。ところで、日本

では家庭でも外食するときにもいろんな国の料理を

食べることが多いが、ウガンダの人はあまり他国の

料理を好んで食べないのだそうだ。確かに、マイケ

ルはレストランでマトケを注文していたし、インド料

理店に行った時も実はあまり乗り気ではなかったそ

うだ。 

皮をむいたバナナをつぶして、バナナの皮でく

るんで蒸す。バナナの活躍ぶりを確認できた。でき

あがりを待つ間、子供たちとボールで遊んだ。現地

語しか話さないようで英語が通じなかったけど、一

緒に笑って、とても楽しい時間を過ごすことができた。 

マトケやチキンスープやクァロができあがり、夕

食の時間が始まった。たくさんの種類の料理を出し

てもらったが、息子さんに聞いてみるとこれはスペシ

ャルで、いつもはマトケや芋類などで済ませるのだそ
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うだ。炭水化物が中心である。自分たちで作ったス

ペシャルウガンダ料理を食べるという貴重な経験が

できてよかった。どれも本当においしかった。 

夕食後、息子さんと大学で学んでいることや

興味のあることについていろんな話をした。彼は大

学で研究をしていて、死ぬまでに大きな仕事を成し

遂げたいと話した。そして、学び続ける姿勢や出会

いを大切にするようにと教えてくれた。このお話を聞

いて、自分は勉強できる環境に生まれたのだからも

っと努力していかなければならないと思った。そして、

長島先生はやはり偉大な方だと思った。 

キティさん一家とすてきな時間を過ごすことが

できて、本当によかった。 

ゲストハウスに戻って、ロバートとお別れしな

ければならないことを知らされる。ものすごくさみしく

なった。どれだけ距離が長くても、途中頭が痛くなっ

ても、いやな顔一つせず運転してくれて、おかげで

私たちはいろんな体験をすることができた。知ってい

る日本語を聞いたときに、｢コンニチハ｣｢オトコノコ｣

｢オンナノコ｣｢カンムリヅル｣と答えてくれて以来、6

人の間でゆるキャラとして定着していたロバート。ウ

ガンダが安全な国だと分かったと思うからまた来てね、

と言ってくれた。運転席から手を振って去って行く姿

を見ていると泣きそうになった。キティさんのお宅で

息子さんから聞いたことを思い出した。これからも出

会いを大切にしようと思った。 

 

2016/09/02 

午前中は自由時間となったので、のんちゃん

とワンデゲヤのあたりをぶらぶらした。初日には、銃を

持った警官をはじめ様々なことに対して強い警戒

心を抱いていたが、ロバートの言っていたことやこれ

までの経験から、ウガンダは(地域によるけれど)犯

罪などが少ないと思ったし、今回はいろんなところに

目を向ける余裕があった。むしろ車であふれる道路

を渡るときが一番こわかった。お昼は chicken 

tonight…のリピーターとなった。チキンよりビーフの

方が安いハンバーガーを食べた。おいしかった。もう

ポテトは見たくなくなっていたのでつけなかった。 

午後は、マケレレ大学の Eria 教授、学生

さん 7 人くらいと一緒にワークショップ。日本でオン

ライン文献などをもとに作成したパワーポイントと原

稿を使ってプレゼンテーションを行った。私はウガンダ

の農業について発表した。いろいろコメントしてくれ

て、とても勉強になった。主食と商品作物の区別の

ミスやコーヒーの品種のミスを訂正してくれ、また

JICA の支援に関する質問をしてくれた。緊張した

けどみなさん本当に優しくてほっとした。良い経験に

なった。他の 5 人もそれぞれ建築、宗教、自然と

開発、教育について発表し、同じくコメントや質問

に応じた。ウガンダをいろんな面から理解するための

良い機会となった。特に、ゆみの開発の発表の時

に日本の公害病が紹介されて、今開発がどんどん

進んでいるウガンダで同じ過ちが繰り返されないよう

にしなければならないという話を教授同士でしてい

たことが印象に残った。 

ワークショップのメンバーで夜ご飯を一緒に食

べた。同じ大学生(私たちよりは年上)と交流できる

良い機会であったのだが、私には反省すべき点が

多く残った。伝えたいことがあるときにそれらを英語

で話すことが少しできたとしても、何気ない会話を

英語ですることは難しいと感じた。また、フレンドリー

に話しかけてくれるのに英語が聞き取れないことが

多くて、会話が発展しないこともあった。これからの



91 

 

自分の課題として、英会話の練習をしていかねば

ならないと強く思った。 

夜はゆっくりする時間をもらえた。振り返れば、

ここまでものすごいハードスケジュールだった。 

 

2016/09/03 

朝、ゲストハウスまでブガンダ王国のプリンス

が迎えに来てくれた。プリンス、と聞くと相当お金持

ちなのかと思ってしまうが、普通の車を運転し、普

通の格好をしている。王族は彼以外にも数多くい

るようだ。 

最初に、パレスを見学した(パレスの中には

入れなかった)。門を通れるのは王様だけらしく、小

さい入り口から敷地内に入る。案内役の人がパレ

スや、ブガンダ王国の歴史について解説してくれた。

パレスの近くに行き止まりのトンネルがあった。中に

入ったが不気味で怖かった。クーデターで実権を握

ったアミンがたくさんの人を殺した場所だと聞いた。

ブガンダ王国の国王もオボテに追放され、ロンドン

で客死している。オボテ、アミンの話を聞いていると、

こわすぎて目が点になる。オボテ、アミン、そして現

在の大統領であるムセベニが軍隊に依拠して大統

領に就任していること、そして日本の歴史から、軍

隊のあり方の難しさについて考えさせられた。 

プリンスが木を指さして、この木の皮を使った

クラフト作品を制作していると言う。見せてもらった

が、手作りの素朴な感じやおもしろい模様が良い

味を出している掛け軸みたいな作品で、買うことも

できる。プリンスが｢キノカワ～｣と言ったので笑ってし

まった。日本語を少し勉強したらしい。少しでも自

分の国の言葉で話しかけてもらえるとやっぱりうれし

い。私も言語の勉強を頑張ろうと思った。 

次に、パレスからまっすぐ道路でつながってい

るパーラメントに向かった。ウガンダ全体のことではな

く、ブガンダ王国に関することを決定する機関だとい

う。入り口のすぐ横の壁にいろんな動物や心臓など

が描かれていた。クランに対応しているそうで、クラン

ごとの役割や結婚の際の決まりなどの説明を聞い

た。おもしろかった。議会が開かれる空間はなんと

なくイギリスのものに似ていて、王様の椅子につなが

る中央の道を挟んでたくさんの椅子が向かい合うよ

うになっている。王様の椅子に座った者が王様とな

るらしく、あの椅子が重要な役割を果たしているよ

うだ。また、王様に対して行わなければならないあ

いさつの仕方を教えてもらったが、床に手をついたり

してものすごく丁寧で、相当敬ってないとできないだ

ろうと思った。 

このあと、王の墓を見に行った。藁葺きの、と

ても大きなコーンの形の墓で、中に入るには女性は

スカートをはいて足のラインを隠す必要がある。そう

いえばロバートが、カンパラの女性がボダボダに足を

そろえて乗っていないことに違和感があると言ってい

た。何か共通点がありそうだ。男性はアラビアの男

性が身につけているような白い布をまとっていたが、

最初にアラブ系の人が訪れた場所であるらしい。墓

の前に灰とそれを囲むように突き刺さっている槍が

あって、手を近づけると暖かかった。この暖かいという

ことが、王様が生きていることを示しているそうだ。

槍は敵の侵入に備えるためにある。墓の中に入ると

き、入り口の横の部分が二重に覆われていて、少

し高い位置に空間が作られていることに気付いた。

これも敵が侵入したときを考慮したもので、一旦待

ち伏せするために使われたらしい。中に入ると一気

に涼しくなった。上を見上げると、太い輪が上から
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下まで同心円状に並んでいて、各クランに一本任

されたものだと聞いた。日本、中国、エジプトくらい

しか詳しく知らないけど、王様の墓はどれもたくさん

の人の働きを必要とする壮大なものだな、と思った。

ちなみに建築の仕事はサルのクランの人たちに任さ

れるらしい。 

床にくぼみのある木の板がおいてあった。くぼ

みごとに黒い玉がいくつかのっている。アフリカンチェ

スだという。プリンスがやり方を教えてくれた。結構頭

を使わなくてはならない。王様はめちゃくちゃ強かっ

たらしい。 

墓の近くに近代的な建物が建っていて、ユ

ネスコから取り壊すように指示されているという話を

聞いた。確かに、周りの雰囲気も重要であるとは思

うが、文化の継承と人々の暮らしの現代化はどうし

てもぶつかることがあるし、とてもむずかしい問題だと

感じた。 

お昼はホテルのレストランで食べた。笑顔が

すてきなかわいい店員さんが出てきて、メモもとらず

に 8 人分の飲み物を確認した。本当に覚えている

のか･･･？と疑ってしまったが、案の定厨房からメモ

用紙をもって戻ってきて、もう一度聞いてきた。この

あと料理も三回くらい聞き直されて、のんきだなあと

思った。営業スマイル感ゼロのすてきな笑顔だった

ので、憎めないなあと思った。持ってきたジュースが

結局間違っていてさすがにびっくりした。日本人がハ

ンバーガーやサンドイッチを頼んでるのに対し、プリン

スはマトケを頼んでいた。ここからも、ウガンダ人の

食へのこだわりが見て取れる。会計の時にプリンスと

梅屋先生の無言駆け引きゲームみたいになって、

なかなかシビアだったけどついつい笑ってしまった。結

局、プリンスは自分の分しか払わなかった。プリンス

の経済力が謎であることは、まず会ってすぐに思った

が、最近結婚したらしくお金が無い説もあるようだ。 

お腹いっぱいの状態で車に乗り、舗装されて

ない道に入っていった。遊園地のアトラクション以上

に激しい揺れと長時間戦うことになって、もうしんど

すぎて笑いがこみ上げた。また別の王の墓に行き、

儀式を見せてもらった。ヒョウタンの入れ物に入った

水を飲み回したり、ローストしたかたすぎるコーヒー

豆を一緒に食べたりと、友好を深めるためにいろい

ろ大変だったけど、面白かった。墓の前で何か唱え

ていたり、太鼓に合わせて体でリズムをとりながら歌

ったりしているのを見た。どんな意味があるのかは、

おおまかにプリンスが英語で説明してくれた。最後に、

レゲエ風の人が大事そうに何かを抱えて戻ってきた。

何重にもなっている布を広げていくと、ビーズででき

たきれいな工芸品みたいなものがでてきて、中にへ

その緒が入っているものと、胎盤が入っているものが

あるという。へその緒をとっておくのは日本くらいだと

聞いたことがあるが、ここでも重要な意味を持つと

考えられ大切に保管されているようだ。同じもので

あっても民族や地域が異なれば、ゴミになったり、布

に何重にもくるまれ大切にされたりするので、なかな

か興味深い。ビーズを持たせてくれたが、結構重く

てびっくりした。片付ける前に、やはりお金につばを

かけて入れるように指示された。伝統を守ってきた

のに、援助の対象とならないところもあって、お金に

困っているのかもしれない。 

また、アトラクション級の道を通って、カスビの

ブガンダ歴代王の墓に向かった。ユネスコ世界遺産

登録物件である。2010 年の火災で焼けてしまっ

て修復作業の途中といった感じだった。梅屋先生

によると、完成予定日を大幅に過ぎてしまっている
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そうだ。やはり、遅れても焦らない。ガイドが早口す

ぎるのと、疲れていたのもあって、解説がよく分から

なかったけど、ブガンダの歴代国王や歴史について

学ぶことができて良かった。プリンスに修復がいつ終

わるのか聞いてみると、8 ヶ月後と答えた。無事完

成することを祈っている。 

プリンスはゲストハウスまで送ってくれて、王

国紹介ブックにサインをしてくれた。 

これで、研修プログラムのイベントらしいもの

はすべて終了。梅屋先生が中華料理店に連れて

行ってくれた。ここではさすがにポテトはでない。本

当においしかった。マイケルが会いに来てくれて、い

いお話をしてくれた。最初は緊張してほとんど話せ

なかったけど、だんだん打ち解けてみんなで話せるよ

うになったところで、お別れの時が近づいてきてしま

った。明日で会えるのは最後だ。マイケルに、ずっと

気になっていた、食事の前のお祈りの言葉を書いて

もらった。 

 

2016/09/04 

ゲストハウスを出発して、エンテベ国際空港

に向かう。最後にウガンダの町の様子などをしっかり

見ておこうと思っていたのだが、疲れがたまっていて

ほとんど寝てしまった。空港の近くのホテルでお昼ご

飯を注文して、隣接する質の良いお土産店で買い

物をした。記念におもしろいお面を買った。席に戻

ってきたら、クワガタにかまれたらしい平野さんがあま

りの痛さに泣いていた。 

ロレックスという、チャパティーで具を巻いたウ

ガンダの B 級グルメを頼んだのだが、1 時間以上

待たされた。こんなに待たされるのもこれで最後だと

思うと少しさみしかったけど、さすがに長い。でも、本

当においしかった。 

エンテベ空港でコーヒー豆やゴリラの置物を

買って飛行機に乗った。長島先生やのんちゃん、か

んだいさんはお土産にウガンダワラギを買っていた。

アルコール度数 40％で、強烈なにおいを発するバ

ナナのお酒だが、受け取ってくれる人が思いつかな

かったので私は買わなかった。 

飛行機がゆっくり動き出す。ウガンダでお世

話になったたくさん人たちのことを思い出して感謝の

気持ちでいっぱいになった。 

 

2016/09/05 

夕方、関西空港に無事到着。のんちゃんと

おそばを食べて、やっぱり私たちには日本の味が一

番だ！と思った。空港を出る直前、のんちゃんがワ

ラギの瓶を落として割ってしまった。周囲に強烈なに

おいを発していて面白かった。最後の最後まで、予

想の斜め上を行く最高の旅だった。 

 

2.最後に 

･実際に行って、見たり聞いたり味わったり感じたり

しない限り、その土地のことは何も分からない。 

･途中でみんな鮭おにぎりと緑茶が恋しくなった。 

･何事にも好奇心をもって、積極的にいろんな人と

交流するべきだった。 

･ウガンダと日本それぞれの良いところや直面してい

る問題について考えるきっかけとなった。 
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･お世話になったすべての方に感謝。同行してくださ

った梅屋先生、長島先生、平野さん、本当にあり

がとうございました。 

  



95 

 

「どうだった？」という質問には「めっちゃ

楽しかった」と即答 

飯山 希 

 

1.志望動機 

私がこの研修に参加したのは純粋に好奇

心による。中学生の頃からアフリカの発展途上国に

行ってみたいと思っていたが、そうそう機会があるは

ずもなく残念に思っていた。そのため、この研修の案

内を見たときに参加しなければという一種の義務

感のようなものを抱き、さして迷うこともなく参加す

ることに決めた。 

 

2.日記 

8月 22日 

20:00 関西国際空港にて集合。長島先生と初

めまして 

23:40 発のエミレーツ機でまずはドバイへと発つ 

 

8月 23日 

1:30 頃 中国上空にて一度目の機内食 

香港の辺りは明るいが内陸に行くにつれて明かりが

少なくなっていったのが興味深い 

3:30 頃 二度目の機内食 

ドバイ時刻 4:30 頃 ドバイ着 

とにかく広い。ハーゲンダッツの店舗があったため思

わず買って食べた。ミールチケットも使用 

9:20 発の飛行機でウガンダへと発つ。バスで飛行

機の近くまで行き外のタラップから乗り込む 

11:00 機内食 

機内で入国カードを記入 

13:50 ウガンダ、エンテべ空港着。入国審査、指

紋登録 

迎車でマケレレ大学ゲストハウス(MUGH)へと向

かう 

後部座席に 4 人座ったため狭くしんどい。道中ずっ

としゃべり続ける長島先生に脱帽 

ヴィクトリア湖の傍を通り、アフリカに来たと実感 

ゲストハウス到着。一旦部屋に入ってから集金 

夕食を食べにワンデゲヤのポークジョイントへ徒歩で

向かう 

途中で梅屋先生が暮らしていた寮をのぞく 

飲み物はバーから、料理は肉屋から買い、会計が

別ということが印象的 

歩いて帰り、順番にシャワーを浴びて就寝 

 

8月 24日 

朝食ビュッフェ 

品数は多くないが美味しい。食事が口に合うか心

配していたため、昨日の夕食に引き続き美味しく

食べることが出来て一安心 



96 

 

森口先生と再会 

エドワード・キルミラ教授の到着を、ゲストハウスの

外で飲み物を飲みながら待つ 

紅茶とコーヒーが水筒で出てきたのが印象的。各

種ジュースもサイズ大きめ 

長島先生のテソ語講座 

エドワード・キルミラ教授、マケレレ大学社会科学

部長アンドリュー・ステート教授と面会 

森口先生としばし歓談 

約束の時間が迫っていたため、日本大使館の近く

の韓国中国料理屋さんで昼食 

鶏肉が美味しすぎてひたすら食べた 

日本大使館へ 

車では入れず、入り口脇の小部屋から一人ずつ

入る。携帯含む荷物をすべて預け名前を書きカー

ドを首にかけ中へ 

一旦外で、階段を上がり警備員のいる入り口から

中へ。日本と同じ広瀬すずの選挙ポスターを発見 

神戸大学 OG の高田健太郎書記官に案内され

る。会議室のような部屋 

14:00 高田書記官と大淵書記官と話す。亀田

和明大使到着。ウガンダの印象を聞かれる。 

主に梅屋先生が話すのを聞く 

大使少し早く去る。長島先生のきついご意見タイ

ム 

15:00 面会終了 

廊下でオティムさんに会い挨拶 

カジノへ行きドルをシリングに両替。200 ドルが 60

万シリングほど 

平野さんと長島先生はカジノの中へ遊びに入る。

他はゲストハウスへ戻る 

全員でオティムさんとの待ち合わせ場所へ。ホーム

ステイへ行く鎌田・熊田・森脇は先生と一緒にオテ

ィムさんを待つ 

飯山・奥野・白江はマイケル、アルオと一緒に探索。

ワンデゲヤのマーケットへ 

立体駐車場のような建物で、4 階くらいある 

1 階 2 階は野菜など。3 階 4 階はブースのように

なっており、衣服や靴等を売っている。美容院もあ

り。閉まっているブースが多い 

カジノへ平野さんと長島先生を迎えに 

夕食を食べにスピークホテルのインド料理屋さんへ。 

生野菜とスナックのようなものが先に出てくる。パパ

イヤ・辛いマンゴー・ミント・チリの 4 種のソースがあ

ったがすべて不味い。カレー・ナン・チーズナンは美

味しい。平野さんと長島先生はワラギを嗜んでいた。 

ゲストハウスに戻る。部屋のドアを開けるとトカゲが

何処かへ消えた 

 

8月 25日 

ゲストハウスで朝食ビュッフェ 

ホームステイ組が帰ってくる 
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スラムへ。森口先生の引率 

市場を見て回る 

飯山・奥野・白江と鎌田・熊田・森脇にわかれて

別のところへ 

私たちは森口先生と彼のホストファザーのもとへ 

生姜入り紅茶、かためのとうもろこし、塩をふったア

ボカド、チャパティをご馳走になる。アボカドをチャパ

ティにはさんで食べたのがもの凄く美味しかった 

道中通った魚売り場ではハエがたくさんたかっていた 

合流。時間がなくなったため交替はなし 

ガバという、ヴィクトリア湖の近くの地へ。水揚げされ

たナイルパーチを見た 

ガバのホテルで昼食。魚とポテトを手で 

カンパラへ戻る 

飯山・奥野・白江と梅屋先生は昨日と同じ場所

でオティムさんを待つ 

少し遅れてオティムさん登場。オティムさんの車で彼

女の家へ向かう 

ウガンダ人に比べて運転がいくらか慎重 

スーパーに寄って買い物 

長男キングスリーを迎えに学校に寄る 

到着。2 階の寝る部屋に荷物を置かせてもらい、リ

ビングへ 

夕食の準備をしてもらっている間、キングスリーと次

男プレスリーと三男アシュリー 

と遊ぶ 

最近インストールした携帯のゲームに夢中 

夕食 

ボールで遊ぶ 

シャワーが壊れていて水で浴びる 

就寝 

 

8月 26日 

オティムさん宅から帰る 

ゲストハウスチェックアウト 

ソロチへ向かう 

ガソリンスタンドでトイレ休憩 

お金を払い紙をもらうシステム 

（梅屋注 「紙」は、領収書です。日本で必要経

費として認めてもらうのに必要です。プライベートな

らもらわないか、捨ててしまってもいいのですが。） 

途中、マウント・エルゴン・ホテルにて長島先生のテ

ソ語の先生・オルカ氏と面会。昼食 

オルカ氏の家にお邪魔する 

ソロチホテル到着。夕食 

 

8月 27日 

生徒組で 5 時にホテルを出て、朝日を拝みにソロ

チロックへ 
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真っ暗。懐中電灯をつけて歩く。道もはっきりと分

かっていたわけではなく少しドキドキしながら 

着いてもまだ暗い。さすがに登るのは危ないので下

で待機 

空が白み始める。足元が見えるようになったところ

で少し岩に登る     

どこからか叫ぶ声が聞こえて、怒られているのかと不

安になった 

神聖で登ったら駄目という決まりがないかと心配し

たが、地元の人が登っているのを見て安心 

徐々に日が昇ってくる。写真を撮ったり 

6:30 頃 戻り始める。朝日を眺めたり写真を撮り

ながら 

7:00 頃 ソロチホテルのすぐ近くまで戻ってくる。ソ

ロチロックに丁度太陽がかかっている 

朝食。ビュッフェ形式 

ソロチのマーケット探索。ソロチロックが見える。サモ

サ、アボカド購入 

アボカドを売っている人と結構喋ったのにはじめ買わ

なかったら文句を言われたのが日本にはない感じで

面白かった 

アチョワ訪問。長島先生と旧知の仲のオジイロット

らと会う。子供たちもついてくるなかで周辺を歩き回

る 

平野さんと長島先生とはここからしばらく別行動 

モロトへ向かう。道を間違えたこともありとても長い

道のり 

16:30 頃 ガブリエル宅到着。遅めの昼食 

17:00 すぎ カラモジャミュージアムへ 

18:00 頃 カリモジョンのマニヤッタ見学 

ソロチホテルへの帰路につく。夕食はなしに等しい 

移動が長く皆しんどかったため、音楽をかけて歌っ

たりして紛らわす。夕日や星がとても綺麗だった 

到着は 22:00 頃になったと思う 

 

8月 28日 

7:00 頃 昨日も写真を撮ったソロチロックが見え

るところで白江さんと朝日を拝む 

朝食を食べ、ソロチホテルをチェックアウト。トロロへ

と出発 

シピ到着。まず高見からの景色を楽しむ 

山歩きと滝巡り 

まさしく大自然という感じ。滝のすぐ傍まで行きびし

ょ濡れになったのが楽しかった。インド系の観光客と

思しき人たちを見かけて新鮮だった。川の傍で少

年に野生のカメレオンを見せてもらった。楽しかった

が途中からひたすら空腹でいつ終わるとも知れず不

機嫌に 

14:00 頃 山歩きと滝巡り終了。昼食 

トマトソースのスパゲッティがあり懐かしさを感じた             

山間部のコーヒーを作っている人たちのところを訪

問。自分たちでコーヒー豆を煎り皮を取り除きつぶ

し、いれて飲む。 
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初めてのブラックコーヒー。美味しさはあまり分からな

かったが飲めた。生のコーヒー豆を食べた。口に入

れた瞬間は案外いけると思ったが段々無理になっ

た 

グワラグワラへ向かう。 

19:00 頃 マクリーナたちの家に到着 

殺虫剤の匂いが強く、壁に触ると匂いがつくので触

らないようにした 

 

8月 29日 

7:15 起床 

細かいものを自分で手洗いし、他の物の選択をマ

クリーナに頼む 

8:00 朝食 

9:00 前頃 梅屋先生と学生 6 人で村を散歩 

朝からお酒を飲んでいる人も。先生が至る所でヤコ

ブと声をかけられていたのが印象的 

家に戻り車で出発 

先生と一時的に別行動。マイケルの引率でアルコ

ールの村へ 

お金を稼ぐために裁縫を習っている子供たちを訪問 

同じ年頃の子も何人も 

一度家に戻り先生と合流 

トロロ・ロックへ。生徒組を降ろし、先生・マイケル・

ロバートは車のパンク修理へ 

トロロ・ロック登山 

少し登っただけのソロチロックとは比べ物にならない

ほどきつい。急な岩場のようなところもあり普通に登

山。ただし絶景。終盤には岩に固定してあるはしご

を使う。一緒に来てくれた地元の男の人がサンダル

で登っていて凄いと思った 

12:00 前頃 頂上到着。休憩。 

見晴台のようになっているところからの眺望を楽しむ      

まさに壮大な自然という感じ。ケニアの方まで見え

る  

ケーブルが動かないため自力で下山  

麓で車待ち。1 時間ほど待つ 

一緒に登ってくれた女の人が座れるようレジャーシ

ートのようなものをくれて嬉しかった。俳優や懐かし

のドラマや映画の話をして楽しかった 

14:15 頃 車到着。家に戻り昼食 

焼き飯のような料理がありテンションが上がった 

ニャマロゴ。アミン政権時の大臣の邸宅を見学 

家だけでなく敷地内の教会等も見せてもらった 

オロ・オタバ氏宅訪問 

コロブディ訪問。大臣邸宅の屋上から遠くに見えた

墓。 

後光がさしており、微動だにしない山羊がおり、とて

も素敵だった 

 

8月 30日 
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マイケルとポールのアレンジでマイケルの NGO、ワー

ルドビジョンを訪問。養鶏場や養豚場、お米の精

米所らしきところ。ロバートお米購入 

呪術師訪問。皆占ってもらう 

先生たちと少し別行動。トロロのマーケットを見て

回る。ホテルのロビーで車を待つ 

ポップコーンやアイスを買ってきて食べながら待った。

アイスのバニラの味が日本と違った。美味しかったが

日本のほうが好み。ポップコーンは馴染みのある味。

スーパーはインド人経営多し 

家に戻る 

マクリーナの家の傍の芝生のところで子供たちと走り

回ったりして遊ぶ 

皆足が速い。芝生が滑って思うように追いかけられ

ず 

 

8月 31日 

7:00 朝食 

8:00 マクリーナに古着を渡し、トロロを発つ 

8:15 頃 毎週水曜日に開かれる野外のマーケッ

トを見学。30 分ほど 

衣服や野菜、日用品など。牛や山羊や鶏が生き

たまま取引されていたのが印象的 

日本の援助事例としてトロロ病院を見学。日本大

使館の薦め 

話を聞き案内してもらう。外で寝転がっている人が

多くて興味深い 

ケニアとの国境の町、ブシアへ。マイケルについて行

ったら国境を越えてしまい、危うく逮捕されかける 

かなり緊張したし怖かった。何事もなく済んでよかっ

た 

ジンジャへ。ナイル川流域の店で昼食 

船に乗りヴィクトリア湖とナイル川をクルージング。ナ

イル川の源流を見る 

マケレレ大学ゲストハウスに戻る                    

   

9月 1日 

午前中、ロバートの計らいで赤道へ 

水がどっち周りで流れるかの実践を見る。お土産屋

さんを何軒か巡りお土産購入。ぼられた。すべての

店をまわりたかったが時間がなく断念 

ワンデゲヤのファストフード店、Chicken Tonight

で昼食 

チキンとポテト。ポテトの量が多い 

午後、マケレレ大学社会科学部秘書・キティさん

宅訪問 

鶏を丸ごと一匹の状態から切る、皮をむきマトケ作

り。鶏のスープを煮てマトケを蒸している間子供たち

とボール遊び。カロを作るところも見せてもらう 

先生も合流し、作った夕食を食べたり中で話したり 

ゲストハウスに戻る 
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運転手ロバートとお別れ 

 

9月 2日 

午前中自由時間。白江さんとゲストハウス近くのシ

ョッピングモールへ。その後あてもなくふらふら。

Chicken Tonight で昼食 

長島先生も一緒に、エドワード・キルミラ教授に面

会 

マケレレ大学にて英語でプレゼンテーション。Dr. 

Eria 

教授が感想を言ってくれているのを聞いたりと、英

語をたくさん聞いたので脳が疲れた。ずっと観光のよ

うなものだったので久しぶりの感覚 

ゲストハウスにて、マケレレ大学の学生さんたちと一

緒に早めの夜ご飯 

プレゼンが終わった解放感とともに就寝 

 

9月 3日 

朝、ブガンダ王国のプリンスがゲストハウスに迎えに

来てくれる。彼の運転で文化遺産の見学ツアーへ 

パジェロみたいな小さめの車で、三列目は後ろのド

アを開けて椅子を倒して出入りする。大変。中もす

し詰め 

王宮へ向かう 

9:00 頃 王宮到着。 

建物の中は入れないが、歴史的な説明を受けたり

敷地内を案内してもらったりする。 

大勢の人が亡くなったトンネルのようなところなど。

木の皮の工芸品購入 

ブガンダ王国の国会議事堂へ                  

建物の中に女性は足のラインが見えてはいけない

ため、布を借りてまく。中は薄暗い。アフリカンチェス

を体験 

違うプリンスがいるところへ。山。先祖を祭っていると

ころにお邪魔する 

儀式をやっていて入れなかったところへもう一度向

か 

今度は入ることが出来たが、改修中で中心の建

物は見ることが出来ず 

昼食はプリンスセレクトのホテル 

注文をとってくれた女性がメモをとらない。覚えられ

なくて何回も確認しにくる。でもメモをとらないのが

不思議でならない。 

夕食は中華料理屋さんへ 

懐かしい、胃にやさしい味がうれしい。食べていると

きに店員さんがじっと見てきた。マイケルを呼んだが

なかなか来ず、食事が終わった頃に弟と一緒に到

着 

 

9月 4日 

マイケルらに別れを告げエンテべ空港へと向かう 
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最初にエンテべ空港からカンパラへきたときの車はつ

らかったが、今回はきちんと定員しか乗っておらずつ

らくない 

空港にある程度近づいたところで昼食 

料理を待つあいだ、併設されたお土産物屋さんで

お土産購入。ロレックスを食べた 

再び空港へ向け出発 

空港近くで警備員のような人にドアを開けられ一

回降りろと言われハラハラした。しかしやっぱりいいと

言われ拍子抜け。有り難いがいいのかと思った 

空港で手続き 

シリングをドルに両替し、お土産物屋さんを見て回

る 

タラップからあがり飛行機へ                       

離陸 

23:00 頃 ドバイ着 

夜のため明かりでギラギラしていて上からの眺めが

綺麗。しかし気温が 36 度あり、蒸し暑い。ミルカ

のチョコとゴディバの板チョコとワラギを購入。「ドバイ

でゴディバ買った」という言葉の金持ち感が楽しい 

 

9月 5日 

ドバイ出立 

行きと同じく変な時間に機内食が出る 

日本時間 17:00 頃 関西国際空港着 

台風の影響で雨が降っていたため地面が濡れてお

り、着陸時に雨がもの凄い勢いで舞い上がったのが

面白かった。ワラギの瓶を落として割ってしまい飲め

ずに終わる 

 

＜全体を通して特徴的だと思った点＞ 

・飲食店では料理が出てくるまでだいだい 1 時間

ほど待たされる。飲み物を先に頼む 

・炭酸が好き。特にコーラを好んでいるように思われ

た 

・特に女性の服は原色が多い 

・建物にも結構原色が使われておりカラフル 

・全員かは分からないが、スマホで電話するときに

耳の下半分にしか携帯をあてない 

・トヨタの車が多い。移動に使っていたのもトヨタの

ハイエース 

・車が少ない田舎の方の道では、バイクが歩行者

や自転車が通るような白線の外を走っていた 

・田舎の方へ行くとバイクが減りロードバイクのような

自転車が増える。ボダボダもバイクから自転車に 

・道がまっすぐ 

・湿度が低く過ごしやすい 

・朝晩は涼しく、長袖のほうがいいくらい 

・田舎のほうが日差しを強く感じたように思う。赤道

はさすがに強かった 

・雨は長くは降らない 
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・雨が降るとすぐ冷える 

・現地の人たちは写真を撮っていても普通に撮影

者と被写体の間を通る 

・飲食店では水はペットボトルで出てくる。余ったら

持ち帰る 

・炭酸は瓶で出てくる。ストローをさして飲む 

・時々「ニーハオ」と声をかけられる 

・時々中国人か日本人か聞かれる。韓国人も含

めて聞かれることも 

・服屋では店先の外にマネキンが多く置かれている。

特にカンパラで多かったように思う 

・男性のマネキンは顔だちまで作られているものが

多かった。白人風の顔 

・女性のマネキンは現地の人の体型になっているた

め日本のものと違う体型。腰からお尻にかけて出て

いて、背中の S 字カーブが大きいイメージ。胸も少

し大きかったかもしれない 

・「キョ」を「チョ」と発音する 

・R を巻き舌する人がいる 

・カンパラの方がヘルメット率が高かった気がする 

・ボダボダの後ろはノーヘルが普通 

・バイクは 3 人乗りや 4 人乗りもざらにいる。田舎

では全員ノーヘルも 

・夕焼けのときの空の色が柔らかい。パステルっぽい 

・左側通行 

・車があまり通らない田舎道では、2 車線ぶんの幅

しかなくても右から抜かしたりする 

・田舎道に白線はない 

・子供たちは照れながら手を振ってくれるか、手を

振ってから照れる。または凝視してくる 

・車が車の匂いがしない。酔いやすいので助かった 

 

3.まとめ 

まずは、「アフリカの発展途上国に行く」とい

う夢が叶ったことを嬉しく思う。とても濃密で充実し

た 2 週間だった。初めての経験ばかりで一日一日

が濃く、時が過ぎるのが遅く感じた。友人に何をし

たのかと聞かれてもパッと答えることができないほど、

多様な経験をした。もちろん不便なことや嫌だなあ

と思うこともあったが、思っていたより快適に過ごすこ

とができた。本当に楽しくて、こうして報告書を書き

ながら思い出し、また行きたいと感じている。何をし

たのかという質問にはパッと答えられないが、「どうだ

った？」という質問には「めっちゃ楽しかった」と即答

している。話を聞かせてほしいと言われれば長時間

語れそうだ。ウガンダでは人々が日本のようにひどく

時間に追われることはなく、現実逃避をしているよ

うな感覚があり心地よかった。なかなか行くことので

きるところではないが、機会があれば是非行ってみ

てほしい。行かなければ分からないことが溢れてい

る。 
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ODA ＆ NGO of Japan 

 

Miku ITO 

Why did I choose this topic? There are３

reasons: 

1.  Japan and Uganda have a strong relationship 

in the field of Development Assistance. 

2.  I joined a volunteer project in Japan. NPO 

was one of the volunteer activities. Now I want 

to know the difference and the same points of 

them. 

3.  We will see the real reconstruction site in 

Uganda. I thought this theme would be useful 

for that. 

 

Japanese ODA in Africa 

First, I will talk about Japanese ODA in Africa, 

which is one of the largest and most popular 

forms of development assistance. ODA means 

Official Development Assistance. As you can 

guess from ‘official’, ODA is a task of the 

government. ODA is divided into two 

‘Assistance’.  

LEFT: Multilateral Assistance・・・・International 

Organization 

RIGHT: Bilateral Assistance・・・Japanese 

Government 

Bilateral Assistance is divided into two 

categories, depending on whether it should be 

returned or not. 

LEFT: Loans for government, the Yen Loan・・・ 

is mainly used for the maintenance of 

infrastructure. 

RIGHT: Donation- Grant Aid・・・・for things,  

Technical Transfer・・・・ for people 

As a result, Japanese ODA have three category, 

which are Yen Loan, Grand Aid, and Technical 

Transfer. 

Before 2008 

JBIC is the abbreviation for the Japanese Bank 

for International Cooperationand  carried out a 

yen loan. 

The Ministry of Foreign Affairs carried out 

Grand Aid. But then new JICA as established in 

2008. Since 2008, it has tackled all of them. So, 

let us reconsider the role of JICA. 

 

Japanese ODA in Africa 

In this slide, we will look at JICA and its history 

in relation to the ODA. JICA is the abbreviation 

for the Japan International Cooperation Agency. 

The first Japanese ODA Affiliation of the 

Colombo plan started on 6 October 1954. The 

Colombo Plan is International Development 

Assistance Program. Japanese Overseas 

Cooperation Volunteers (JOCV) started in April, 

1965. Today, JOCV is one of the major 

programs of JICA. This year it celebrates its 50
th
 

anniversary! JICA was established in 1974. 

African activities have received attention since 

the 1990s. The Tokyo International Conference 

on African Development (TICAD) took place in 

October, 1993. It is held once every 5 years. As 

previously mentioned, the new JICA Launched 

in October, 2008. TICAD V was held in 

Yokohama in June, 2013. That is the history of 

JICA.  

 

JAPANESE NGO in Africa 

Next, I will talk about an NGO in Africa. Non-

Governmental Organisation (NGO) and Non-

Profit Organisation (NPO) have mainly the same 

meaning in Japanese. Some people think that an 

international organisation is an NGO and a local 

or domestic organisation is an NPO. According 
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to the book, Introduction to African Studies, the 

three characteristics of NGOs are: 

・Non-Governmental 

・Non-profit—be careful. 

・Voluntary. 

Non-profit does not mean that the organisation 

should not gain any profit. Only, their profits 

should not be distribute to inventors in the 

organisation. The Japanese have a belief that 

NGO/NPO must not gain any profit. It is the 

same in case of voluntary work. Japanese think 

volunteerism is working for free, but the author 

Sayaka Classen puts more emphasis on one’s 

own will to do the activity rather than the aspect 

of gratis. All of the following data come from 

the Japanese NGO Center for International 

Cooperation (JANIC)’s Data book. It is said that 

there are about 400 or 500 NGOs in Japan. 92% 

of Japanese NGOs were founded after 1980, and 

the number is increasing. One of the reasons for 

this is the corporate social responsibility (CSR) 

of the companies. It is a positive movement that, 

recently, more and more companies have started 

to tackle CSR, and to try to cooperate with 

NGOs. However, large European NGOs have 

gotten more attention, which is a negative 

situation for Japanese small NGOs. Its area of 

activity is mainly overseas, or both in Japan and 

overseas. More specifically, large numbers of 

NGOs have relationships with Asian countries. 

The number of African countries is the second 

highest, but the gap between Asia and Africa is 

big. This is general data about Japanese NGOs. 

Next, we will check the activities or contents of 

Japanese NGOs. 

 

Japanese NGOs in Africa 

What does an NGO do compared to an ODA? 

Let us look at the slide from bottom to top. 

ODA National Relationship---Relations with 

nations, because money comes from the country. 

Infrastructure---The money is mainly used for 

infrastructure because the results should be 

visual and profitable for the country. 

Economic Promotion—finally, it promotes 

economic activity for the nation, as I covered 

before, by way of technical transfer and grant 

aid. On the other hand, NGO Individual 

Relationship---Those who participate in NGOs 

are volunteers which means they can go where 

they want to go and they can do what they want 

to do regardless of where the money comes from.  

Basic Human Needs----When they meet local 

people, they come to know what local people 

need, for example, education, health and medical 

care, which are called ‘Basic Human Needs’. It 

might be a little difficult to see the results 

compared to Infrastructure. 

Social Welfare-----Although they don’t give 

anything, they go into their communities and 

promote the sensitisation of local people. 

Both of them have advantages and 

disadvantages. 

The ODA can do large projects, so they can 

change dramatically. 

Its money comes from other countries, so the 

projects are supported well. 

On the other hand, the program aims for national 

profit, not for private profit. 

On that point, an NGO is more effective than an 

ODA because NGOs listen to local voices. 

But their project remains small because of the 

difficulty of collecting money. 

 

Japanese Activity in Uganda 

The Japanese ODA identified 4 important fields 

in Uganda. Manpower Development – 

Education, Job Training. Improvement for Basic 
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Life – Health/ Medicine Infrastructure, Water 

Supply. Agricultural Development – Rice, added 

value for agricultural products. 

Economic Infrastructure – Roads, Electricity. 

Japan prefers the Donation style to Loans from 

Government. However, donations do not provide 

money; Japan does project assistance as a 

donation. This is because they think that 

governance reform is needed before they will 

give money. One of the examples of Project 

Assistance is NERICA (New Rice for Africa). 

JICA is promoting this program around Africa. 

JICA’s website concludes that the project was a 

success, but we don’t know whether they really 

need rice or not. JICA also tries to cooperate 

with NGOs. 

 

PROBLEMS of Development Assistance 

Assistance sounds good, but there are some risks. 

It is dangerous to believe that they donors 

should help as much as they can. The first 

problem is ‘Dependence on Assistance’. Local 

organisations or government come to rely on the 

assistance, and they do not do their work. The 

second is ‘Too much Assistance’. In the field of 

Development Assistance, especially with NGOs, 

when they do not communicate with other 

NGOs, they sometimes perform similar 

activities for one problem. As a result, there is 

too much assistance for one cause, or they 

concentrate on one point and there is no group to 

assist in some other area. 

The third problem is substitution for something. 

The best situation is that originally there is no 

need for help. The tasks or problems that are 

done by assistance should be tackled by local 

people or governments. 

 

Conclusion 

Finally, I would like to conclude my 

presentation. Japanese ODA or NGO have 

different styles to support development. Both of 

them have advantages and disadvantages. In 

addition, development assistance itself has a 

contradiction. It is difficult to find out one clear 

solution. But it is worth considering studying for 

better development assistance. 

Thank you for your attention. 
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If You Are Ever in Kampala, Visiting a 

Karioki Night Club is a Must 

 

Etsu KYO(Yue XU) 

 

In Kampala, the capital city of Uganda, people 

enjoy a popular entertainment activity called 

karioki, which is performed on stage in 

restaurants and bars with popular music. It has 

become a craze over the last 10 years.  

In this presentation, I will characterise the social 

relationships among Kampala youth through 

karioki. First, I want to define what is karioki 

and how it developed. Second, I will look at 

some problems surrounding karioki. Third, I 

would like to explain the social backgrounds of 

karioki performers and how a variety of youth 

participate in karioki. I hope you enjoy my 

presentation. 

Actually, the term karioki originated from the 

Japanese karaoke, which means ‘empty 

orchestra’. It is a particular kind of social 

singing where the singer provides live vocals to 

specially prepared versions of popular songs 

where the lead vocal tracks are left empty.  

However, in the Ugandan version, karioki refers 

to a range of music performance practices that 

are based on the creative potential of imitation in 

the technological ‘splitting’ of sound from its 

maker or source. Unlike in karaoke, the karioki 

performers in Uganda do not actually sing, 

which is very interesting. This forces us to 

consider the other unique elements in the 

process of developing this performance art. 

In Kampala, the capital of Uganda, karioki 

performances take place on the stages of 

restaurants and bars in the evenings. Karioki is 

performed to popular music by one person or a 

small group of people. According to Midori 

Daimon, a Japanese scholar, it is primarily 

composed of three entertainment forms. The first 

is mime, which involves singing without actual 

vocalisation, using body movements and lip-

synching for expression. Songs performed in 

mime are most often Ugandan, with lyrics in the 

local language. Dance is the second form, and is 

usually performed to American songs that have a 

quick tempo. The third form is comedy. 

Although comedy resembles mime, it tends to 

rely more on playful body movements and 

humorous antics than on expression through 

singing.  

Next, who are the typical performers? The 

majority of karioki performers are in their mid-

teens to mid-twenties. They have various 

backgrounds and are of various ethnicities. 

Group performers are very common and include 

approximately ten men and ten women in a 

group. Also, group membership changes 

frequently.  

Next, I would like to talk about the rise of the 

karioki generation. The local karaoke scene 

emerged in the middle of the 1990s as Kampala 

became more peaceful and secure after decades 

of civil war and unrest, and its residents began 

venturing beyond their own neighborhoods and 

into the nightlife of the city. This was concurrent 

with the liberalisation and privatisation of the 

media economy. Commercial radio stations and 

small cassette dubbing enterprises mushroomed. 

The foundation of the new market for popular 

music was partly its informality, which enabled 

the commodification of music in flexible and 

inventive ways by local music enthusiasts who 

had little access to start-up capital, thus keeping 

potential international investors and recording 

companies away. 

In the beginning, dance performances focused 

on Western songs (mainly American songs) and 

imitating the original musicians was very 

popular. Performers used to be called dancers. In 

2000, karioki appeared for the first time on the 

stages of restaurants and bars. One bar organised 

a dance competition, and then inspired a group 

of talented youth to start a karioki group. After 

the group had been established, members invited 

their friends to join and the number of members 
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thus increased. The initial group members were 

not only individuals from the Ganda, who 

comprise half the population of Kampala, but 

also people from the Congo, Rwanda, and Arab 

countries. In addition to dances to Western 

songs, this group performed the traditional 

dances of the various ethnic groups of Uganda 

and its neighbouring countries. In 2001, an NGO 

with the goal of enlightening youth began an 

initiative to pursue educational activities around 

schools. As part of these activities, the NGO 

organised a group to entertain people by 

performing plays in which the songs were lip-

synched. Two years later, groups started to 

perform in an entertainment center. At the same 

time, they began to do mimes to local music, 

something in which the young performers had 

previously not been interested. This influenced 

other groups that had been concentrating solely 

on dancing to American songs, and they soon 

started to include mimes to local songs and 

dramatic performances in their repertoire. 

Youths,  usually defined as those between the 

ages of 15 and 24, comprise a major part of the 

urban population in Uganda. It is estimated that 

about 17 percent of Uganda's population falls 

into this age group (Uganda Demographic and 

Health Survey UDHS 2006). In urban and rural 

areas, this age cohort represents 25 and 16 

percent of the population, respectively. The 

preponderance of this age cohort in urban areas 

points to processes of rapid urbanisation, which 

impose an imperative on governments and 

communities to create and promote opportunities 

for urban youth. In Kampa, Uganda's viable and 

sustainable administrative and commercial 

capital, youths suffer from the highest rates of 

economic inactivity, according data provided by 

the UDHS (2000); and this rate is heavily 

gendered. Thus, on average, females are three 

times more likely to be redundant compared to 

their male counterparts. At the same time, urban 

youth, especially in Kampala, are more likely to 

be redundant compared to their rural 

counterparts (see Table 1). Nevertheless, for a 

substantial number of unemployed youth in 

Kampala's poor and low-income neighborhoods, 

karioki has come to provide a semblance of 

productive work. 

Notwithstanding the opportunities that karioki 

work affords the youths to earn some livelihood, 

anecdotal evidence points to a number of risks 

that youths face in the occupation. For example, 

many are cheated and not paid for services 

rendered; their working hours are known to be 

long, with managers lining up group members to 

perform at various venues in a night; in-group 

competition Syrians the youths who have to put 

on exceptional performances to earn the crowd’s 

approval; and the accompanying tips/ youths in 

karioki groups are also susceptible to sexual 

harassment or abuse and are at risk for 

contracting sexually transmitted diseases (STDs) 

when working in spaces that bring them into 

contact with older and possibly less-well-

meaning individuals. Finally, it has been 

suggested that karioki group members 

(especially females) mask their prostitution 

activities as karioki performers are stigmatised 

as prostitutes by family, friends, and the 

community, who see their work as decadent. 

Nonetheless, for youths facing the prospects of 

prolonged unemployment because they lack 

skills and/or education, or because jobs are 

unavailable, Kampala's nightlife spaces offer 

opportunities for eeking out some form of 

livelihood out of karioki work.  

We cannot deny that there are also positive 

aspects of karioki, as it is clear that Kampala's 

residual and alternative nightlife spaces offer 

opportunities for youth to eke out a living from 

it. For them, this scenario presents opportunities 

to meet this felt need and, in the process, to 

support themselves financially through karioki 

performances. However, even as these 

performance spaces pose challenges for the 

youth, their vivaciousness leads them to adopt 

mitigating strategies to overcome the challenges. 

More importantly, the spaces allow the youth to 

develop identities and ease their sense of 

marginality in ways that link them to a virtual 
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world of opportunity and the prospect of a better 

future.  

To conclude, I will show a video demonstrating 

what Japanese karaoke looks like. Again, thank 

you for your attention and I hope you have 

found this interesting. 
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Cultural Activities in Uganda 

 

Yuya HIRAI 

I would like to talk about cultural activities in 

Uganda comprehensively, because I think that to 

know the culture of Uganda is to know the 

humanity of the Ugandan. So, while the 

information in my talk may be a bit fragmentary 

for you, I would like to introduce my research. 

Please listen. 

First, I would like to talk about popular music in 

Kampala, Uganda. Most of the popular songs in 

Kampala are sung by Ganda. And, most of them 

have a reggae music rhythm; we can enjoy this 

type of music by clapping our hands. The songs 

of Ganda are powerful and have a great 

influence on people in Kampala, more than in 

English or Swahili songs. One of the most 

important features of popular music in Kampala 

is that listeners can enjoy the songs by feeling 

the rhythm and dancing with them. I will look at 

two popular singers. The first is Juliana 

Kanyomozi, who has a relaxing singing voice. 

She sings English songs, but her Ganda ones are 

more popular. In her famous song, 

‘Tobanakutya’, she describes the loving feeling 

of women. In Kampala, female singers often 

sing the songs about a woman blaming a man. 

The second popular singer is Jose Chameleone. 

He sings cheerful songs like reggae. When he 

releases a new song, a giant advertisement 

appears in the center of Kampala.  Anyway, in 

Kampala, the cheerful songs are so popular, 

especially among young people. 

Furhter, I researched a trend among young 

people in Kampala. There seem to be several 

trends in Kampala, but the most popular one is 

karioki, I think. This picture is of Japanese 

karaoke. Japanese karaoke is a place where 

people sing songs and enjoy listening to songs of 

friends. Already, karaoke in Kampala is 

different from that in Japan. Karioki in Uganda 

provides a place where people don’t sing songs 

but dance and perform with songs. Moreover, 

everything is OK in karioki so, it is 

comprehensive entertainment for young people 

in Kampala. Ms. Xu will speak about kareoke 

more closely later. 

In Uganda, there are many ethnic groups, and 

each has its own traditional music and dance. 

Sometimes, cultural traditions of different ethnic 

groups influence each other, which has made 

today’s cultural object, music or dance. One of 

the most important and famous traditional 

dances for the Ganda is bakishimba, which is 

played when a wedding ceremony or some 

celebration is held. In bakishimba, drums are the 

most significant instrument. Only men can play 

the drums for this, for they signify social power. 

Regarding this point, men seem to be more 

important in bakishimba than women, although 

women are also important. This is because the 

dance of bakishimba, in which women move 

their waists and hips smoothly and continuously 

is very hard work. The bakishimba dance 

symbolises the femininity and toughness of 

women in Uganda.  

And, in bakishimba, amadimba and endindigi 

are the main instruments.  

According to the book I read, in Uganda, there 

have been cultural performances since the old 

days. This culture was influenced by that of 

theatre in the U.K., and spread the plays of 

Shakespeare and so on. Thus, performing the 

culture of Uganda has become the culture of 

theatrical plays. The play is also regarded as 

education, so some schools in Uganda have 

introduced plays into their curriculums. The play 

that the government used to educate people 

about the farming area in 1947 become very 

popular. The protagonist of this play, Kapere, 

became very popular and brought comedy to the 

culture of plays in Uganda.   

Nowadays, several plays are widespread, for 

example, popular commerce dramas or plays to 

solve social problems. Such problems are the 

infection of HIV or discrimination against AIDS 
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patients. Therefore, the culture of plays not only 

makes people happy, but also plays an important 

role in Ugandan society. 
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The Agriculture in Uganda 

 

Wakaba TERAMOTO 

 

Hello everyone. I’m Wakaba Teramoto from 

Japan. I’m studying economics in my college. 

Hence I was interested in the economy of 

Uganda, and studied it before visiting the 

country. Then I found out that the core of 

Uganda’s economy is agriculture. So today I 

will talk about agriculture in Uganda. 

First, I will talk about how actively they do 

farming in Uganda. Second, I will explain the 

style of agriculture in Uganda. Third, I will 

speak about systems to develop agriculture. 

Fourth, I will reveal some challenges to 

Ugandan agriculture. 

I learned that Uganda was an agricultural 

country, but I could not imagine how actively 

they do farming, so I compared Ugandan 

farming to that of Japan. In Uganda, as much as 

about 80% of workers do farming, while in 

Japan, the proportion is only 4%. The rural 

population accounts for more than 80% of the 

nation. We can say that agriculture and rural 

areas are fundamental to the economy.  

The proportion of agriculture exported from 

Uganda is 38%. Coffee is the main export 

product of Uganda and the volume of exports of 

it has increased. Further, in recent years, demand 

from neighboring countries for Ugandan corn 

and beans has been increasing rapidly. In Japan, 

the proportion of agriculture exported is only 1%. 

We can see how actively they export crops in 

Uganda.  

Furthermore, in terms of the GDP of Uganda, 

20% is agriculture. This proportion has 

decreased yearly. In recent years, the service 

sector has grown instead of agriculture. By 

contrast, the GDP of Japan is only 1% 

agriculture. As compared to Japan, the 

proportion of agriculture in the GDP of Uganda 

is very big and is done far more actively than in 

Japan. Still, Japan is called an agricultural 

country, but Uganda is much more suitable for 

the name. 

Ugandan agriculture is a peasant industry for 

exportation. Peasants produce something, fetch a 

high price as merchandise, for instance coffee, 

cotton, tobacco, tea, and so on. They have their 

own small plot, make products, and sell to 

merchants individually rather than running 

plantations. My professor taught me that 

colonial domination by England had an 

influence on the farming system. I found that to 

be very interesting, but I have not studied that 

enough. I intend to study about it more.  

Now, I will describe various activities to support 

farmers. The Ugandan government has instituted 

the Plan for the Modernisation of Agriculture 

(PMA). It means that the government acts to 

make farmers more market-oriented and to 

increase the employment and income of farmers. 

The PMA has studied and developed agricultural 

skills, instructed farmers, given capital support, 

and promoted efficiency in the processing and 

distribution system. 

The movement to make efficient services to 

provide agricultural information started early. 

There is semipublic system called NAADS, 

meaning the National Agricultural Advisory 

Services. In the past, the governmental system to 

diffuse agricultural techniques was very 

ineffective and did not work well. The purpose 

of this system is to provide the technical 

information that farmers need. This system is led 

by farmers. Mainly, they prioritise supporting 

young people, women, and poor farmers. Private 

service companies give funds, agricultural 

equipment, opportunities to develop skills, 

information, and so on to farmers. Then they 

evaluate the service and NAADS gives funds to 

the companies depending on the evaluation 

results. By 2007, 700,000 farmers had received 

assistance. 
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SACCO, meaning the Saving and Credit 

Cooperative Organisation is a credit union 

offering services only to investors. Some 

farmers form a group. The members have to 

deposit some money when he becomes a 

member of the group and make a minimum 

payment every month. An income-gaining 

farmer deposits more money into SACCO and a 

farmer who is underfinanced, for instance to buy 

agricultural equipment, can get a loan from 

SACCO. Farmers can deposit their money in 

safety and borrow some money only for 

productive purposes. In rural areas, it is difficult 

for farmers to safely leave money in the house 

because of property loss and theft. Thus, many 

farmers need this system. Japan has a system 

similar to this, the JA, or Japan Agricultural 

Cooperatives. It contributes to agricultural 

development with the provision of financial 

services. 

UNFFE, meaning Uganda National Farmers 

Federation, is the biggest farmers’ union. They 

gather farmers from all over the nation and then 

make connections with the government and 

NGOs to demand agriculture policies that reflect 

farmers’ opinions. They also hold harvest 

festivals to encourage the trade of crops, and 

training sessions on agriculture, as well as 

offering agricultural marketing information to 

help cultivate farmers. Furthermore, they 

provide livelihood support to resolve gender and 

health issues. By 2009, more than 200,000 

farmers are counted as members. The members 

of UNFFE are various and include union of 

farmers, union of product processers, feminist 

group, and so on. 

There have been many efforts to develop 

agriculture, but Uganda also has many 

challenges. The economy has become a 

monoculture. This is because while England 

dominated Uganda, the farmers had to make 

continue to produce whatever England needed. 

They made great efforts to make particular 

products, and did not develop various other 

crops. Even now, they make only products for 

export, such as coffee and cotton. The products 

for export are not staple foods and they cannot 

support themselves. Their income is not stable 

because it depends on the demand of foreign 

countries. Then, if they do not have a good 

harvest, they cannot earn income sufficiently. 

They should thus make various products for the 

home. Uganda is a landlocked country and its 

infrastructure is not well developed. It will take 

much time and money to transport products and 

to develop the infrastructure too. Furthermore, 

such support systems do not work effectively 

enough. In such systems, there is underhanded 

behavior. Education for those people who are 

involved in the system is needed.  

I studied Uganda and found that the core of its 

economy is agriculture. I think that agricultural 

development is important to develop the 

economy, and I would like to study other 

industries in Uganda. 
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Forest Policies in Uganda 

 

Kandai OKUNO 

 

Hello, everyone! Welcome to my presentation! 

My name is Kandai Okuno. I am a student at 

Kobe University in the faculty of Intercultural 

Studies. Today, I will be talking about forest 

policies in Uganda. In this presentation, I will 

cover the history, characteristics, and issues 

related to forest policies. 

As you know, Uganda has great natural beauty. 

Winston Churchill, the former Prime Minister of 

the United Kingdom, called Uganda the ‘Pearl 

of Africa’. He is on tourist brochures of the 

country. Uganda has high annual rainfall: On the 

northwest coast of Lake Victoria, the annual 

rainfall is over 2,000ml. In southern Uganda, in 

Entebbe and Kabale, for example, the rainy 

season is in March, April, May, November, and 

December. Furthermore, the average 

temperature is between 21 and 23 Celsius; since 

almost all of Uganda is on a high plain, it is mild 

throughout the year. Frankly, Uganda has a 

better natural environment than any other East 

African country. It had a vast rainforest in which 

many animals lived. However, the rainforest has 

been felled for farmland and now only partially 

remains. Compared with other East African 

countries, the portion of land covered by 

forested areas in Uganda is 18.4%; in Kenya it is 

6.2%; and in Tanzania, 39.9%. Uganda is second 

among these three countries. Kenya does not 

have as many forests since it is a very dry 

environment with large arid places. However, 

the proportional reduction of the forested area 

covering Uganda has been the highest of the 

three countries through the 1990’s and 2000’s. 

According to the 2002 National Biomass Study, 

in 2025, the forest area per one person in 

Uganda will be one third what it was in 1991. 

Thus, the forests are rapidly being lost. 

Next, I am going to talk about the history of 

forest policies. The first movement toward forest 

management in Uganda happened in 1929. It 

emphasised the maintenance of a forest 

environment to provide wood for sustainable 

timber production, including educating local 

officials concerned with the forests. Ten years 

later, in 1939, the education of local officials 

was emphasised more strongly, and local 

governments became deeply involved with 

forest management. In 1948, the law of forest 

management for local governments was enacted. 

However, after independence in 1967, the 

central government decided to take over 

management of all forests. Then, local 

governments could not manage or protect the 

forests except for some small village forests. 

In 1971, Amin formulated a forest policy for 

economic reasons, not for the protection of 

forests. In 1988, Museveni instituted a forest 

policy that emphasised the necessity of 

preserving forests, following a reforestation 

program by the World Bank. 

Next, I will discuss the character of forest 

policies after the protectorate period. Local 

governments temporarily managed the forests 

during this time, but the central governments 

essentially managed the forest, excluding local 

residents who used the forests’ resources. This 

traditional management model is called Fortress 

Conservation. The Forestry Department in the 

Ministry of Agriculture was the unit that 

managed the forests for a long time. This 

management system continued until about 2000. 

Then, a paradigm shift occurred involving 

policies for cooperative resource management 

between the government and communities of 

local residents, marking one of the more 

constructive advances of globalisation at the end 

of the 20 century. 

Next, I am going to talk about the paradigm shift 

of policies. First, in 1998, the Ugandan 

government decided to dismantle some 

ministries and agencies. They were broken up 
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with the help of the Department for International 

Development of the United Kingdom, the 

Norwegian government, the Technological 

Cooperation Organisation of Germany, the 

United Nations Development Program, FAO, 

and the EU. The Ugandan government 

implemented the New Forestry Policy in 2001, 

and made a National Forest Plan in 2002. In 

2003, the government  dismantled  the Forestry 

Department and instituted the National Forestry 

and Tree Planting Act. Through this, the 

government introduced a new forest 

management system. 

The new system has two main characteristics: 

First, local residents are invited to participate in 

the decision-making process of managing 

resources alongside local governments, 

companies, and related groups. The systematic 

exclusion of local residents after the protectorate 

period was thus changed. 

Second, by mobilising local residents, the 

government could manage the forests more 

efficiently. Substantially, the second aspect is 

bigger than the first. 

However, there is a problem with the new 

system of local residents managing natural 

resources, namely that local residents do not 

have as much power as local governments and 

companies. In my opinion, local governments 

can easily use their political power, and 

companies use their economic power, while 

local residents do not have any power they can 

use easily. 

Consider the example of the affirmative action 

of NGOs. In eastern Uganda is Elgon national 

park, a nature preserve protected by the 

Ugandan government.  The demarcation and 

changing boundaries of the national park caused 

conflicts between local residents and the 

government until the 1950s. The government 

regarded local residents as encroachers, fining 

them and forcing them to move. The local 

residents who lived in Elgon national park 

complained to the Wild Life Authority, which 

manages the national park. Consequently, in 

2004, the local High Court upheld the 

indigenous rights of the residents. However, the 

conflict over the boundary continues, and there 

are disparities among residents because residents 

do not have the same powers as the government. 

This problem is just one example, but further 

problems are likely to appear in succession.  

Nowadays, forest management is very 

complicated. Indigenous residents and the 

government may have political conflicts, which 

are compounded by foreign countries that want 

to use the forest as a tourist destination, locals 

who want continued access to forest resources, 

and companies that profit economically from the 

woods. Furthermore, environmental problems 

are increasing globally.  

In conclusion, forest issues are complicated by 

political, economic, and environmental factors, 

so we should judge any forest problems 

multilaterally. 
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Religion in Uganda 

 

Yumika KAMADA 

Hello, everyone. Today, I will talk about 

religion in Uganda.  

Have you ever visited Namirenbe Cathedral or 

Kibuli mosque in Kampala city? As you know, 

Namirembe Cathedral is a Christian building 

and Kibuli mosque is Islamic. Which religion do 

most Ugandans follow? 

According to the national census of 2002, most 

Ugandans believe in Christianity, followed by 

Islam, and then indigenous religions or Judaism. 

How does this compare to other countries in 

Africa? Look at this map: Most people living in 

the red area, which is North Africa, follow Islam, 

while the majority of people in the orange area 

of central and southern Africa, believe in 

Christianity. Indigenous religions are practiced 

in some countries. Thus, many Africans, 

including Ugandans, are Christians.  

How, then, did Christianity spread to Africa? In 

the second half of the 18th century, European 

empires advanced into Africa. With this, 

Christianity which the Europeans practiced, 

spread to Africa; and now, according to one 

survey, 85% of Ugandan identify as Christian. 

In Uganda, when King Mutesa was enthroned, 

Christianity was propagandised. In 1877, two 

missionaries of the Church Missionary Society 

came to the court of the kingdom of Buganda. 

Then, two years later, missionaries of the White 

Fathers Mission arrived at the court. With that, 

Christianity spread in the kingdom. 

I have a question for you: What day is the 3
rd

 of 

July in Uganda? It is the Day of the Martyr. This 

day is state holiday, but why? Actually, the 

reason is related to the history of Christianity in 

Uganda. Under King Muwanga’s rule, 

Christians were persecuted, and 45 believers 

were killed because the king was afraid of the 

threat to his authority posed by the rise of 

Christianity. In fact, the day when the most of 

these people were killed was the 3
rd

 of July. 

Though King Muwanga suppressed Christianity, 

believers resisted his persecution, and now most 

Ugandans believe in Christianity. 

By the way, Pentecostalism, which is a new 

Christian sect, is growing in Uganda. Its 

followers sing, dance, laugh, jump, shout, clap, 

and shake their hands.  

Next, I will talk about traditional religion in 

Uganda, taking Busoga as an example. Busoga 

is a traditional religious area in the southeast of 

the country inhabited by the Soga tribe. 

In Busoga, there is a leader of traditional 

religion, called Abasweji. The Abasweji are 

believers in spirits called emisambwa whose 

natures are represented by heroic figures, natural 

forces, or the like. Abasweji have two roles, 

serving as the priests of the traditional religion 

and as herbalists. 

In their role as priests, Abasweji interact with 

ghosts and spirits and can harm people by using 

magic. Still, Abasweji have rules that they have 

to keep. For example, they must not eat specific 

foods, especially fish; cannot eat meals with 

family; or eat meals that are cooked for family in 

the same pot. 

As herbalists, Abasweji predict people’s 

diseases and troubles, then prescribe appropriate 

medicines. The medicine may be composed of 

plants or animals, and treatments involve, for 

example, smoking or burning the medicine to 

find a missing person or casting a magic spell on 

the person who steps on the medicine. This is a 

prosperous business. 

However, in modern society, Abasweji’s role is 

changing. Let us consider it from three 

perspectives: herbalisation, originality, and as 

the leader of traditional culture. 

First, herbalisation means that the role of 

Abasweji as doctor is growing. People used to 

visit Abasweji in groups, but now many visit 
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alone to seek help for their complaints. The 

Abasweji examine each person individually and 

prescribe medicine. The traditional style has also 

changed to western-style clothes, buildings, and 

containers for medicine. 

Second, Abasweji have become more original 

than before. As noted, clients come individually, 

having specifically selected the Abasweji. Due 

to this, Abasweji build flamboyant offices, show 

clients peculiar exhibits, and prescribe new types 

of medicine. Through these forms of originality, 

Abasweji display their spiritual power to attract 

more clients. 

Thus, Abasweji has shifted toward both 

commercialisation and specialisation. 

Third, Abasweji have become the leaders of 

traditional culture. As resurgent nationalism is 

on the rise in this modern world, so too the value 

of Abasweji as markers of traditional cultural 

heritage is increasing. Abasweji understand this 

role and play along, showing customers 

Busoga’s traditional pictures and performing 

spirit possession in front of tourists. 

Then, they also become folk entertainment 

performers, playing traditional musical 

instruments such as the engoma, which is a kind 

of drum, enhengo, which is a maraca, and 

olugwala. In addition, they perform traditional 

songs and dances. 

Therefore, the new role of Abasweji is a cultural 

resource. In this way, the concept of traditional 

religion is changing in modern society. 

By the way, do you know that Japanese religion 

has spread to Uganda? The religion is Happy 

Science! Happy Science integrates Christianity 

and Islam. The Uganda branch of Happy 

Science opened in 2011. 

Famous entertainers in Uganda believe in Happy 

Science. Do you know who? They are Jose 

Chameleone and Iryn Namubiru. Surprisingly, 

they made an album for Happy Science and Jose 

sang “Happy People” on it. 

In conclusion, the major religion in Uganda is 

Christianity, and traditional religion, which is 

often followed in the village, is becoming 

modern and commercial.  

Thank you for listening. 
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Modern architecture in East Africa  

 

Yushin KUMADA 

 

Hello, everyone. My name is Yushin Kumada. I 

am a first year student at Kobe University in the 

faculty of Intercultural Studies. Today, I will 

talk about modern architecture in East Africa.  

Before beginning this presentation, I have to 

mention that this talk was inspired by a paper by 

Dr. Ogura Nobuyuki [1986]. Dr. Ogura is a 

professor at Ryukyus University, and reads the 

architecture of Africa and Asia. 

I will begin by outlining today’s presentation. 

First, I will start with an overview of modern 

East African architecture, followed by what 

came before modern architecture here, 

pioneering designs, Aga Khan, and the modern 

movement in post-colonial African architecture, 

with some concluding comments to finish. 

Let us begin with an outline of modern East 

African architecture. The real beginning of 

architecture in East Africa is considered to be 

the 1930s, when modern European architects left 

their native countries due to political conditions 

and moved to East Africa. At that time, the 

major architectural scene in East Africa was still 

dominated by a classic revival style, or Art Deco. 

The term Art Deco refers to a style that spanned 

the boom of the roaring 1920s and bust of the 

Depression-era 1930s. It was not until after the 

Second World War that modern architecture 

really became popular, especially in the 1950s. 

After the war, modernist architects went to East 

Africa frequently and some of them settled there. 

Up to the 1950s, there was no college of 

architecture in East Africa, and most architects 

were educated in the European way. Because of 

this, in the early stage of the modern architecture, 

there were problems with the East African 

climate being so different from Europe’s. 

What is particular about the climate? It often 

rains and is warm throughout the year in East 

Africa. So weather conditions are different 

from those in Europe. Therefore, an architect 

must adapt the Western styles to tropical areas. 

Next, I will talk about what preceded modern 

architecture in East Africa. In 1901, the Imperial 

British Africa Company completed the 

construction of a railway from the Indian Ocean 

to Lake Victoria. The completion of this line is 

directly connected with modern architecture in 

three important ways: First, it resulted in an 

accumulation of skilled labour from India. 

Second, it involved the transportation of 

construction materials from ports and the 

promotion of settlement from Britain. Third, the 

builders of the railway stayed in Uganda and 

became shopkeepers and craftsmen. Skilled 

labourers’ contributions to modern architecture 

are worth special mention, as they provided the 

footing on which modern architecture could 

develop.  

As for construction materials, most major ones 

were imported until the 1950s because of a lack 

of industry. Concrete, steel, and glass were 

indispensable for construction.  Portland cement 

had been supplied by East African factories 

since the 1950s. At that time, steel was 

expensive because it had to be imported. This 

economic factor was key in the selection of 

materials and equipment. Therefore, reinforced 

concrete was the universal choice for basic 

structures. Even in the early 1960s, local 

materials were limited, but asbestos cement tiles 

and shingles were available locally, as was stone, 

some brick, and hollow blocks. An article by G. 

Atkinson describes well the background of the 

classic building style in tropical colonies, called 

the palladian style. The palladian style features 

one thick room for thorough ventilation, a 

verandah for shade against the sun or, 

alternatively, little hoods over the windows, and 

louvered openings, which could be closed during 

rain storms while still partly giving light. It is 

applicable to East Africa. 
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Next, I will highlight specific designs of 

architecture pioneers. There were two 

important architects who were pioneers of 

modern architecture in East Africa as well as 

Europe during this period. They were Ernst May 

and Amyas D. Conell. Ernst May is regarded as 

the first innovator who brought European 

modernism to East Africa in 1934, while 

escaping the political climate of Europe and his 

disillusionment with the U.S.S.R. He came 

directly from the Soviet Union to Tanganyika to 

farm for awhile. In 1952, he returned to West 

Germany and died there in 1970. He must be 

regarded as a planner first; however, his 

architectural work showed well-tempered 

designs, which could be categorised in one of 

the orthodox schools of tropical modern 

architecture in light of his sound, rational 

expression. His designs were firmly based on a 

combination of modern form and a scientific or 

rational approach to climate conditions. It is 

noteworthy that his main interest was in the 

planning and design of public buildings, rather 

than private-sector ones. Examples of his work 

include the Kampala town planning in Uganda, 

the Delamere flats development, designed in 

1939 and completed in ca.1951, the Aga Khan 

School and Hospital, completed in 1952, and so 

on. 

Now, let us look more closely at Ernst May’s 

design for the Aga Khan School and Hospital. 

Ernst May was from Frankfurt where the 

sunlight is not as strong as in Africa, and where 

it is considered reasonable architecturally to 

combine two rows of rooms along the axis: the 

east side for bedrooms, which get the morning 

light, and the west side for the living rooms. He 

took this careful consideration for orientation 

with him to Africa as can be seen in the Aga 

Khan School. 

He designed several sun-shading devices for the 

facades, which had an aesthetic effect. The 

corridor above the first floor was shaded with 

fine screen blocks. Rain and wind could 

penetrate this corridor space through the blocks, 

which would decrease the wind speed, and gave 

the corridors the look of a semi-outdoor space. 

In the case of the hospital, he also designed 

ventilation devices, including a double roof 

structure finished with aluminium foil glued to 

screed, continuous ventilation beneath the 

ceiling level, and a monitor for roof ventilation. 

These are effective for preventing excessively 

warmed air in the labour room on the first floor. 

As mentioned earlier, there are many Aga Khan 

architectural examples in East Africa. Next I 

will explain the relation between Aga Khan and 

architecture in East Africa. 

Aga Khan was the imam of the Ismail sect and 

influential in the Indian society in East Africa, 

comprised mainly of immigrants from India and 

Pakistan who had accompanied the railway 

construction from the Indian Ocean to Lake 

Victoria. He appreciated the meaning of modern 

architecture and had a strong desire to promote it 

in East Africa. 

Therefore, Aga Khan commissioned May to 

design some important projects in Kenya, 

Uganda, and elsewhere. 

Now, let me introduce Ciarkowski’s opinion 

about African architecture. In addition to 

Ciarkowski, Modernist architecture became one 

of the tools for constructing a new identity for 

the independent African states, and it was part of 

the vision of a modern, independent Africa. The 

luxury estates in suburbs formerly inhabited by 

white colonisers were replaced by newer, bigger, 

and more glorious districts. Some new 

architectural projects displayed the great 

ambitions of the local governments, often of 

supra-regional scope. He also suggested that the 

aesthetic of the international style in post-

colonial Africa became a symbol of 

development and progress; and the discourse 

enforced by the West seemed to be 

spontaneously adopted by the independent states 

searching for their identities. 
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In short, in addition to the role played in 

modernisation, in the post-colonial moment, 

architecture embodied the symbol of 

development and progress in the international 

sphere, in the country’s search for identity after 

independence. 

Finally, let me briefly summarise the points I 

have covered today. First, modern architecture 

in East Africa began in the 1930s. Second, 

before modern architecture the bungalow style 

predominated. And, finally, it can be said that 

architecture represents a society, so we can 

understand African society by studying its 

architecture, for the history of architecture and 

the history of society are the same. 

Thank you very much for your attention. 
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Environmental Problems in Uganda 

Yumi MORIWAKI 

 

Today I will talk about environmental problems 

in Uganda. Why did I choose this topic? Many 

Japanese people think that Uganda is a place of 

forests and rich nature. On the other hand, I hear 

that Uganda has been encouraging economic 

development more and more during recent years. 

Now, since environmental degradation is a 

global concern, I wanted to know whether 

environmental problems have arisen in Uganda 

by these policies that prioritise economic 

development. Also, I was interested in the policy 

that Uganda adopted in order to resolve 

environmental problems. Please allow me to 

describe my research. 

Do you think the environment in Uganda is 

good? At present, in Uganda, there remain rich 

forests. Indeed, 11.7% of the land area of the 

country is forested. However, compared with 

Kenya and Tanzania, Uganda’s declining forest 

area was the highest in the 1990s and 2000s. 

Contrary to what you might think, the Japanese 

ratio of forest is higher than Uganda and its rate 

is about 70%. Uganda must confront these 

environmental problems properly. 

What measures does Uganda take to resolve its 

environmental problems? In Uganda, the shift 

from conventional, state-imposed natural 

resource management to a more collaborative 

and participatory approach has been instituted. 

Effectively, not the government but the local 

residents play the central role in controlling the 

forest and its resources. By the late 20th century, 

the ‘fortress conservation’ approach had been 

adopted in which the forestry department of the 

government removed the local residents who use 

and control the forest’s resources. However, 

from the late 20th century to the early 21
st
 

century, the decentralisation of forest 

conservation was promoted. Once again, local 

residents could take part in the control of the 

forests. 

Why is this shift needed? There are two 

important reasons: First, the state interventions 

into economic management in Africa have 

largely proven ineffective, according to an 

influential school of economists who guided 

economic restructuring, especially since the 

1980s. Second, the contrasting experiences of 

activities carried out by non-governmental 

organizations (NGOs) have shown that effective 

and sustainable development requires the 

participation of various stakeholders, including 

local residents. While, in the past, top-down 

policies and activities by the state were the norm, 

now it becomes crucial to ensure that poor 

citizens also participate in the grassroots 

decision-making processes around the situations 

that affect their lives directly. This is why the 

new notion of ‘community conservation’ has 

replaced the earlier approach of fortress 

conservation. 

However, there are some problems with this 

approach. One of them is the conflict between 

the environment and development. Today, 

Uganda is developing rapidly, but, compared 

with other developed countries, it needs to 

promote economic development. To do so, the 

government sometimes tries to use forest 

resources, ignoring existence of various animals 

and plants in the forests. Development is 

sometimes made a higher priority than the 

environment. In addition, Uganda still has to 

confront the poverty issue. Adopting a 

community conservation system costs local 

residents more money. In a poor neighbourhood, 

people value abundant water and food and a 

decent education system higher than a healthy 

environment. Poor people tend to think that 

maintaining a good natural environment is not 

directly related to their livelihoods.  

How does Uganda resolve these problems? Now, 

environmental destruction is being caused 

around the world. Forest resources and the 

diversity of species steadily decline. Thus, one 
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cannot assert that development is more 

important than the environment. The 

government should consider not only the use of 

forest resources, but also forest preservation. It 

should establish a national park where people 

cannot gain control of resources and local 

residents work to preserve forests and coexist 

with them. 

In addition, the government, developed countries, 

and international authorities should all help 

financially to support a better environment. By 

reducing the burden on local residents, a 

community conservation system can become 

more effective. People should take a long-term 

rather than a short-term view and implement 

sustainable development. 

Japan destroyed its environment in the course of 

promoting development, which caused a lot of 

pollution-related diseases, such as, Minamata 

disease and Itai-Itai disease. Minamata disease 

was caused by methyl mercury; it caused 

paresthesia, ataxia, and language disorders. Itai-

Itai disease was caused by cadmium. This 

disease hurts the kidneys, bones, and muscles 

gradually and patients suffer from their body’s 

pain. Even now, these patients continue to suffer 

from these diseases. Further, the problem of 

compensation for damages arises between 

patients and the company that caused these 

diseases. In order not to repeat this mistake, 

developed countries and international authorities 

should introduce a strategy of environmental 

conservation and garbage disposal in Uganda. I 

hope that Uganda’s natural beauty will be kept 

forever. 
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Agriculture in Uganda 

 

Kyoko SHIRAE 

 

Today I will talk about agriculture in Uganda. 

I chose this topic because I think that an 

understanding of the agriculture in Uganda leads 

to deeper understanding of the country. 

Agriculture is really important in Uganda; about 

87% of the population is engaged in it.  

In this presentation, first, I am going to talk 

about geography and climate in Uganda. Then I 

will explain the 7 broad agro-ecological zones. 

Third, I will look at the production of rice. 

Let us first consider the country’s geography. 

Most of Uganda lies along a plateau, with gently 

rolling land at about 1,000-1,200 metres in 

altitude. 

Boasting eight major rivers and five huge lakes, 

water covers nearly one-fifth of Uganda. Lake 

Victoria forms the southeastern corner of the 

country. It is Africa’s largest freshwater lake. 

Apart from the Victoria and Albert Nile, 

Uganda’s rivers are mainly seasonal and can be 

slow and swampy in stretches. 

Mountains mark both the eastern and western 

borders. In the east, there are a number of 

volcanic mountains; Mount Elgon is the highest 

at 4,321m. In the west, the Ruwenzori 

Mountains run down much of the border, and in 

the south is the northernmost tip of the Virunga 

range. 

The next slide is about the Ugandan climate. Its 

tropical climate is moderated by frequent cloud 

cover, high altitudes, and, in some areas, by the 

presence of huge lakes. Maximum daily 

temperatures therefore average between 25 and 

32°C across the various regions. Uganda sits on 

the equator and daylight is nearly always 12 

hours long. However, temperatures are not as 

hot as we might think. Rainfall patterns vary 

greatly in different parts of the country, and 

distribution has generally been categorised as 

these three. 

Largely, however, we can say that Uganda has 

enormous potential in terms of agriculture. 

Now, I will explain the 7 farming systems. 

These are divided by the Uganda Ministry of 

Agriculture, Animal industry and Fisheries. 

This slide is about the banana-coffee system. In 

this system, rainfall is evenly distributed across 

soils of medium to high productivity. The areas 

cultivated per capita are small, under one hectare. 

Banana and coffee are the main cash crops; root 

crops and several annual or biennial food crops 

are growing. Maize is a secondary cash crop and 

sweet potatoes are a secondary food to bananas. 

Livestock is generally not integrated into the 

system, but dairy cattle are gaining prominence. 

The typical land holding is 2–4 hectares. The 

vegetation is mainly a forest-savanna mosaic 

with pastures suitable for intensive livestock 

production.   

There are a lot of big cities in this area; thus, 

there are also a lot of big markets. Further, the 

soil and climate are suitable for agriculture. 

However, excessive use of the land leads to 

deforestation and deterioration.  

This slide is about the banana-millet cotton 

system. Rainfall for this system is less stable 

than for the banana-coffee system, so there is 

greater reliance on annual food crops (millet, 

sorghum, and maize). In the drier areas, raising 

livestock is a main activity. The vegetation is 

moist Combetrum/Terminalia/Butyrospermum 

savanna with moderate biomass production.   

This area has a big problem. The dry season 

lasts for a long time and the food often runs 

short. 

This slide is about the mountain system, which 

is found at higher elevations between 1,500 – 

1,750 metres above sea level. The area receives 

high and effective rainfall and cloud cover. 
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Banana is a major staple along with sweet 

potatoes, cassava, and Irish potatoes. Arabica 

coffee is prevalent above 1,600 metres. Some 

temperate crops like wheat and barley are grown. 

High population intensities and intensive 

agriculture are the norm because of small 

landholdings of about 1.5 hectares. Feeding crop 

residues to livestock is a common practice. This 

area has a problem with soil erosion because 

people there cultivate most of the slope of the 

steeply graded land. Also, there is a problem 

with deforestation due to the expansion of 

farmland. 

This slide is about the Teso system. The area 

receives bimodal rainfall on sandy loams of 

medium to low fertility. The dry season is longer, 

from December to March. The vegetation is 

comprised of moist Combetrum/Butyrospermum 

and grass savannas, and short grasslands, which 

are ideal for grazing. The staple foods are millet, 

maize, and sorghum; other crops include oil seed 

crops (groundnuts, simsim – Sesamum indicum 

– and sunflower) with cotton as the major cash 

crop. Mixed agriculture (crops and livestock) is 

practised, and cultivation by oxen is the main 

agricultural technology. Livestock are kept 

extensively in those areas, which are tsetse fly-

free. The use of crop residues is very common in 

the Teso System. The average farm size is about 

3 hectares. In this area, people are troubled by 

the theft of livestock, starvation by the dry 

season, and unsteady income because of the 

drop in the price of cotton. 

This slide is about the northern system. Annual 

rainfall in parts of this system is less 

pronouncedly bimodal, with about 800mm. 

Rainfall in the far north and northeast of the 

country (Kotido and Moroto) is unimodal, and 

too low (under 800 mm) and erratic for 

satisfactory crop production. The dry season is 

so severe that drought tolerant annuals are 

cultivated; these include finger millet (Eleusine 

coracana), simsim, cassava, and sorghum. 

Tobacco and cotton are the major cash crops. 

The grassland is short, and communal grazing 

abounds. This area is well known for its pastoral 

system with seminomadic cattle herding.  The 

problem here is that people cannot use farmland 

efficiently because of the land lease system in 

the community. Also, this area does not have 

access to big city markets. 

This slide is about the West Nile system. The 

rainfall pattern resembles that of the northern 

system, with more rain at higher altitudes. 

Mixed cropping is common with a wide variety 

of crops. The system is in the sub-humid zone 

where the vegetation community is moist 

Butyrospermum/Combetrum/Terminalia 

grassland. Livestock activities are limited by the 

presence of tsetse fly. As in the northern system, 

tobacco and cotton are major cash crops. In this 

area, people traditionally divide labour by 

gender, which is a very difficult problem. 

This slide is about the pastoral system, which 

covers some districts in the northeastern parts of 

the Western and Central Districts. Annual 

rainfall is low (under 1000mm). The system is 

characterised by short grasslands where 

pastoralism prevails with extensive nomadic 

grazing. Mixed herds are common but there is 

no sound information on cattle, just small 

ruminant ratios for optimum grassland use. This 

area has a lot of problems: Excessive pasturing 

causes deforestation and deterioration; struggles 

around water resources and grazing lands often 

happen within and among the tribes; and so on. 

Now, I’m going to explain rice production in 

Uganda. In Uganda, rice has long been a staple 

food, even though it is a relatively minor source 

of calories (Benson et al. 2008). Rapid 

population growth and urbanisation, however, 

has caused increases in rice consumption, 

forcing the importation of 60,000 tons of rice 

annually. Since an increase in domestic rice 

production might provide a way to save foreign 

currency reserves by decreasing dependence on 

imported rice, and may help to improve food 

security and decrease rural poverty, the 

Government of Uganda released the National 

Rice Development Policy in 2009. This policy 



125 

 

made a commitment to doubling rice production 

over 10 years by joining the Coalition for 

African Rice Development.  

Next, I will introduce the training project for rice 

production by JICA as an example. The field 

trainings are offered four times at each site per 

agricultural season and involve: (1) the 

establishment of a demonstration plot including 

the construction of water channels in the 

surrounding area, and leveling the main field (1-

3 days); (2) the preparation of nursery beds and 

seedlings at the nursery beds (0.5 day); (3) 

methods for transplanting and weeding (0.5 

day); and (4) the methods of harvesting and 

threshing (0.5 day). The contents taught in each 

session were summarised so that the trainees 

could remember the key points. In the training, 

the project did not involve the construction of 

modern irrigation facilities. Chemical fertilizers 

and other kinds of chemicals were neither given 

to the training participants nor applied in the 

demonstration plots. Rice seeds used in the 

demonstration plots were selected by the JICA 

experts. 

The training project for rice production by the 

JICA played a specific role in the development 

of the regional economy. It allegedly succeeded, 

but they say there are various problems that 

were not anticipated at first. For example, the 

ratio of the students who leave school is 

allegedly increasing in the areas where new 

development projects are carried out by the 

JICA or other organisations. From the viewpoint 

of education, the projects lower school 

attendance although they are successful 

economically. Thus, the balance between 

education and economics should be carefully 

considered. 

If some organisations start up a project for the 

seven systems, they have to consider the 

characteristics of each system and have to be 

flexible for various unexpected problems, such 

as that of the project for rice production.  

In conclusion, development projects have 

several goals and always include some problems. 

Providers should be careful about balancing 

several elements. 

Thank you. 
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Education in Uganda: Through Comparison 

with Japan 

 

Nozomi IIYAMA 

 Hello. My name is Nozomi Iiyama. I am from 

Kobe University in Japan. Today, I will talk 

about education in Uganda and Japan. 

First, I will provide an overview of both school 

systems. In Japan, we have to go to elementary 

school for 6 years and junior high school for 3 

years. After graduating from junior high school, 

about 97% of students go to high schools. In 

order to enter a high school, we have to pass an 

entrance exam. After graduating from high 

school, about 70% of students go on to 

universities. In order to enter a university, we 

also need to pass an entrance exam. There are 

two exams to enter universities. One is the same 

anywhere in the country, and the other differs 

from university to university. Each university 

administers its own exams. One attends 

university for 4 years in one’s major. Both 

entrance exams are held in February and March. 

In Uganda, students receive 7 years of 

elementary education. After that, they have a 

primary leaving examination (PLE). Next, 

comes 4 years of middle school education. After 

that, students receive a Uganda certificate of 

education. Further, there are 2 years of A-level 

secondary education to obtain the Uganda 

advanced certificate of education. Then, 

university in Uganda is 3 years long. Each 

examination is administered by the Uganda 

National Examination Board (UNEB). All 

exams are the same anywhere in the country, 

and are held in October or November. 

Now, I am going to talk about repetition and 

dropouts in Japan and Uganda. In Japan, 

elementary school and junior high school are 

compulsory. In other words, we must go to 

elementary and junior high school. No one stays 

in the same class for another year, and no one 

drops out of school. However, high school and 

university are not compulsory. We can decide 

whether or not to attend them. If your grades 

were bad, or you were absent too often, then you 

might not move up to the next grade. A few 

students drop out of school each year. In contrast, 

in Uganda, a relatively large number of 

elementary school students stay in the same 

class for another year or drop out of school. 

From 2003 to 2005, 34.8% of boys and 31.2% of 

girls repeated a school year once; and 30.5% of 

boys and 31.4% of girls repeated twice. In 

elementary school, 7th grade boys and 6th grade 

girls are the most likely to drop out: 13.4% of 

7th grade boys and 19.9% of 6th grade girls drop 

out. There are several reasons for this trend. 

Regarding repetition, students travel long 

distances from home to schools; the quality of 

the public schools is not good; and there are 

delays in developing schools in the border areas. 

Brand orientation is also a problem. Some 

parents who value education and have enough 

money will send their children to private schools. 

The reasons for dropping out are age and how 

much of an education the mother received. 

Especially for girls, having many brothers and 

sisters aged from 6 to 18, and financial 

difficulties are also causes. 

Third, I will talk about UPE policy. In 1962, 

Uganda became independent. After that, more 

and more people began insisting on the 

importance of elementary education. Then, in 

1963, an educational evaluation committee was 

founded. However, elementary education did not 

spread quickly. In the early 1970s, only half of 

school-aged children received elementary 

education. In the 1990s, the number was still just 

65%. To address this, an elementary education 

reform program was started in 1993. Then, in 

1997, the UPE policy was launched. The UPE 

policy consists of 5 elements: free tuition, 

greater subsidies from the government, reducing 

costs, lessening the parents’ burden, and PTA 

costs. In 1997, President Museveni decided to 

wave tuition fees for elementary education for 

up to 4 children per household. Then, in 2000, it 

was extended to all children. The government 



127 

 

provided more support for elementary education 

by, for example, paying salaries to teachers, 

providing textbooks for children, and supplying 

the materials to build schoolhouses. In order to 

reduce costs, the number of students per class 

grew to 55. Before UPE policy, there were 37 

students in one class. Parents’ burdens were 

reduced to providing lunch, school uniforms, 

and labour. Lastly, the collection of PTA costs 

was abolished, except for in urban areas where it 

is difficult to offer labour. 

Thanks to the UPE policy, the number of 

schoolchildren increased in this way. It remains 

a positive outcome of UPE policy. However, 

there are some drawbacks: First, the quality of 

education fell, and supplies remained short, with 

textbooks and teaching materials lacking. 

Teachers are also lacking. A gap in the quality 

of education between urban areas and villages 

exists. Therefore, although tuition fees 

theoretically became free, some schools still 

need money for operating expenses or the price 

of teachers’ lunches, so some people still pay 

tuition fees. 

In conclusion, we cannot compare Uganda and 

Japan because too many things, such as the 

proportion of students who go on to higher-level 

education, are different. For example, at 

university, repetition is rare in Japan, but 

moving up to the next grade is rare in Uganda. 

However, I think the education system of 

Uganda should change. People who have 

received an education thanks to the UPE policy 

will soon start playing important roles in society. 

So, such people should change it. For example, I 

think the quality of teachers needs to improve. 

 Thank you for listening. 
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