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西アフリカ・トーゴ共和国ボジョナ大使との懇談会 

亀井伸孝（愛知県立大学外国語学部国際関係学科） 

 
	 2012年 7月 11日（水）、駐日トーゴ共和国大使館スティーブ・アクレ
ソ・ボジョナ（Steve Aklesso Bodjona）臨時代理大使が、愛知県立大学
長久手キャンパスを訪問した。国際関係学科の亀井が 2011年 8-9月にト
ーゴ共和国を訪れたことがきっかけで本学との関係ができ、今回、トーゴ

共和国大使館および大使ご自身のお申し出により、愛知県来県の機会に合

わせて本学への訪問が実現した。学生や教職員たちで大使をお迎えし、有

意義で楽しい国際交流のひとときとなった。 
 
■主催／協力 

主催: 愛知県立大学国際交流室 
協力: 駐日トーゴ共和国大使館／日本トーゴ友好協会／愛知県立大学多

文化共生研究所／愛知県立大学外国語学部国際関係学科亀井研究

室 
 
■スケジュール 

2012年 7月 11日（水） 
（同日午後、トヨタ自動車訪問） 
17:00: 本学到着。学長室にお通しし、理事長、学長との懇

談の時間をもつ（一部の時間帯に、宮浦国江学生支

援センター長、桑村昭国際交流室長も参加）。 
17:40: 旧学長公舎に移動。学生たちとの懇談会。 
19:30: 本学を出発。その後、法人理事長主催の夕食会。 
（翌日、名古屋大学講演および名古屋市役所訪問） 
 
■懇談会参加者 

【ゲスト】3人 
スティーブ・アクレソ・ボジョナ（Steve Aklesso Bodjona）: 
駐日トーゴ共和国大使館臨時代理大使 
金岡保之: 日本トーゴ友好協会会長 
服部保志: 日本トーゴ友好協会会員 
 
【参加登録学生】19人 
表 1	 参加学生の所属・学年 

学部・学科・専攻 4年 3年 2年 1年 計 
外国語学部国際関係学科 2 2 6 2 12 
外国語学部ヨーロッパ学科フランス語圏専攻 2 1   3 
外国語学部英米学科 1   1 2 
外国語学部ヨーロッパ学科スペイン語語圏専攻  1   1 
看護学部看護学科    1 1 

計 5 4 6 4 19 

 
写真１	 トーゴ共和国ボジョ

ナ大使 

 

写真 2	 学長室訪問 
（左から）笹津恭士法人理事長、高島

忠義学長、ボジョナ大使、亀井伸孝 
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【教職員・院生スタッフ等】9名 
笹津恭士: 法人理事長 
宮浦国江: 外国語学部英米学科／学生支援センター長 
稲村哲也: 外国語学部国際関係学科／多文化共生研究所所長 
亀井伸孝: 外国語学部国際関係学科／多文化共生研究所所員 
	 ほかに会場スタッフとして、多文化共生研究所および国際関

係学科亀井研究室のアシスタントである大学院生ほか、計 5 名
が参加した。 
 
■懇談会前半: 映像上映と大使講演 

	 懇談会の司会は、国際関係学科の野村梓さんと入江有香さん

が担当した。英語ですべてを進めていった。 
	 はじめに、宮浦学生支援センター長がフランス語と英語の併用で歓迎のことばを述べた。ついで、ト

ーゴの服を着てきた亀井が、フランス語と日本語の併用で、2011 年から続くトーゴおよびボジョナ大
使との交友について説明した。 

	 東京都港区が制作したトーゴ共和国紹介の映像の上映を

経て、ボジョナ大使の講演が始まった。クイズ形式で、ト

ーゴの地理、歴史、教育、儀礼、食文化など、「アフリカの

笑顔」トーゴのお国柄が紹介されていった。講演は英語で

行われたが、学生の正答に「ピンポン！」と応じるなど、

ときおり日本語での冗談がまざり、会場は笑いに包まれた。

また、昨年、トーゴ共和国大統領が来日した際に、東北の

震災被災地を訪れたエピソードが紹介され、国際協力のさ

まざまな側面を学んだ。中には、懸命にメモを取る学生の

姿も見られた。 
 
■懇談会後半: 茶話会における自由懇談 

	 休憩の後に、茶話会がもたれた。お茶とお菓子を手にし

ながら、大使が学生たちの質問に答えていく。質疑はほとんどが英語で、一部はフランス語で行われた。

多言語・多民族国家トーゴの実態、対欧／対日イメージ、食事の慣習、儀礼や宗教、日本での経験、大

使の趣味である作詩、ご家族の話題にいたるまで、矢継ぎ早に質問が相次いだ。 
	 終了予定時刻を大幅に過ぎる盛り上がりを見せたが、

時間の関係もあって懇談は打ち切り、結びのあいさつが

始まった。ヨーロッパ学科フランス語圏専攻の嶋田綾佳

さん、児島沙由美さん、安藤夏美さんがフランス語でお

礼のことばを述べ、記念品として七宝焼のボールペンを

贈呈した。さらに、国際関係学科の松野佑子さん、鈴木

智子さんが、トーゴ共和国の国旗の色である黄、赤、緑

をあしらった大きな花束を贈呈した。花束を抱えた満面

の笑みのボジョナ大使とともに、全員で記念撮影をし、

懇談会は終了した。 
	 名残惜しいひとときであったが、大使は法人理事長主

 
写真 5	 懇談会の風景 

 
写真 3	 ユーモアを交えながら講演
するボジョナ大使 

 
写真 4	 英語により司会を担当する学
生たち 
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催の夕食会に参加するため、自動車で大学を後にした。学生たちは後片付けに参加し、解散となった。 
 
■懇談会の成果 

	 今回、大使を迎えて懇談会を開催したことの成果を、3点
にまとめたい。 
	 一点目は、本学とアフリカとの距離がいっそう縮まったこ

とである。本学にアフリカのゲストが来たのは二度目だが

（一度目は、2011年 10-11月の多文化共生研究所の行事「森
と草原の地球教室」にカメルーン共和国からのゲストである

メッセ・ベナン氏が参加）、アフリカがもはや疎遠な大陸で

はなく、日常的な国際交流の一部をなしている様子が示され

た。 
	 二点目は、通訳なしでの外国語による行事が十分に実施可

能であることが、実例とともに示されたことである。司会進

行、講演、質疑応答、懇談、結びのあいさつまで、学生たちは主に英語で、その力がある者はフランス

語で参加し、また自ら行事を進めていった。今後、本学で外国語を使用言語とした教育や課外活動を奨

励していく上で、明るい展望が示された。 
	 三点目は、選択肢を拡充することにより、学生の能力と意欲をいっそう引き出せたということである。

今回は、授業や単位とは関わりのない、自由意志による参加の課外行事であった。しかし、このような

機会を活用したいという学生たちは、参加を志願することで知識や情報を得、自らの語学力を試すチャ

ンスとし、行事を支えるスタッフとなってその活躍ぶりを示した。参加機会は均等に保障されるべきで

あろうが、特別な意欲と能力がある学生には、いっそうそれを伸ばすための支援の機会が設けられるこ

とが望ましいといえよう。そのための一定の学内資源の集中も、検討に値すると思われる。教員として、

新しい教育実践を試してみたいと思わされる、大いに勇気づけられた光景であった。 
	 課題としては、学内各部署の連携、各種資源の有効活用、幅広い学生層への参加奨励などが挙げられ

る。さまざまな取り組みを重ねることにより、改善されていくものと思われる。 
 
■謝辞 

	 最後になったが、笹津恭士法人理事長には、懇談、学生

懇談会への参加、夕食の接待など、全体を通じて大使応接

のためにご尽力いただいた。高島忠義学長と宮浦国江学生

支援センター長には、別件の海外からのゲストの応接も重

なる多用な日に、大使応接と懇談の機会をいただいた。 
	 国際交流室には、事前の参加者募集広報などのご尽力を、

国際交流促進後援会には懇談会開催のための経費の助成を、

多文化共生研究所にはスタッフの派遣と講演記録作成に関

わるご助力をいただいた。また、当日のプログラム立案に

あたり、ヨーロッパ学科フランス語圏専攻の教員各位のご

助言をたまわった。学生スタッフのみなさんは、ボランタリーな仕事を献身的にこなしてくれた。この

ほか、学内の多くの方がたのご助力により円滑に大使応接と懇談会運営ができたことを記し、お礼を申

し上げたい。 
 
■懇談会スタッフ 

 
写真 6	 フランス語で学生たちがお礼の
ことばを述べる 

 
写真 7	 トーゴの国旗をイメージした花
束の贈呈 



愛知県立大学多文化共生研究所 

『共生の文化研究』9（2014 年度）寄稿 

 4 

【司会】野村梓／入江有香（国際関係学科） 
【記念品贈呈／結びのあいさつ】嶋田綾佳／児島沙由美／安藤夏美（ヨーロッパ学科フランス語圏専攻） 
【花束贈呈】松野佑子／鈴木智子（国際関係学科） 
【記録】ソロンガ／堀この美（大学院国際文化研究科） 
【助言】亀井伸孝（国際関係学科） 
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トーゴ共和国ボジョナ大使との懇談会 

Lecture and tea party with Mr. Steve Aklesso Bodjona, 

the Ambassador of the Republic of Togo 

 
2012年 7月 11日（水）17:40-19:30 
Wednesday, July 11, 2012 
愛知県立大学旧学長公舎 和室 
In: Japanese style tearoom, university guesthouse, 
Aichi Prefectural University 
 
■プログラム Program 

 
 歓迎のことば: 宮浦国江（学生支援センター長） 

Speech of welcome by MIYAURA Kunie, General Director of Student Support Center 
 
大使来学の経緯説明: 亀井伸孝（国際関係学科） 
Background of the visit of the Ambassador  
by KAMEI Nobutaka, Department of International and Cultural Studies 
 
トーゴ共和国紹介映像の上映: スティーブ・アクレソ・ボジョナ大使 
Short movie with Japanese caption by Ambassador Steve Aklesso Bodjona 
 
講演: スティーブ・アクレソ・ボジョナ大使 
Lecture by Ambassador Steve Aklesso Bodjona 
 
（休憩 break） 
 
茶話会: スティーブ・アクレソ・ボジョナ大使と参加学生 
Tea party (free questions and discussions) between the Ambassador and students 
 
お礼のことば: 参加学生 
Words of thanks by students 
 
記念品贈呈: 参加学生 
Tribute to the Ambassador by students 
 
記念写真: 全員 
Commemorative photographs by all the participants 
 
閉会: 参加学生 
Closing remarks by students 

 
写真 8	 全員で記念撮影 


