【行事報告】 アフリカ: 民主主義・開発・統治:
西アフリカ・トーゴ共和国ボジョナ大使の講演会とアフリカ研究セミナー
愛知県立大学外国語学部国際関係学科
亀井伸孝
	
  2015 年 6 月 29 日（月）、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
ができた。大使は 2012 年 7 月 11 日（水）に本学を初めて訪問、学
生たちと懇談会をもってくださったことがある（亀井, 2015）。
	
  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、
本学への 2 回目の訪問が実現した。講演と少人数のセミナーという
形で大使をお迎えし、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: 愛知県立大学多文化共生研究所
共催: 愛知県立大学教養教育センター／同地域連携センター
協力: 駐日トーゴ共和国大使館／愛知県立大学国際関係学科亀井研究室
■講堂での講演会
	
  講堂での講演会には、284 名の参加者が集まった。
教養教育科目「多文化社会とコミュニケーション」
の受講生たちも、授業の一環として参加した。
	
  はじめに、東郷哲也日本トーゴ友好協会顧問によ
るあいさつがあり、日本がいまなぜアフリカについ
て学び、交流を深めていく必要があるかについて、
情勢分析も含めたコメントがあった。
	
  続いて、ボジョナ大使による講演「Afrique : démocratie, développement et bonne gouvernance（ア
フリカ: 民主主義・開発・統治）」が行われた。講演はフランス語で行われ、名古屋大学のアブア・メラ
ド氏（ベナン出身）、同じく名古屋大学の所属で本学非常勤講師でもあるクリスチャン・オチア氏（コ
ンゴ民主共和国出身）および亀井の三者の分担により、日本語への逐次通訳が行われた。
	
  講演では、日本のメディアにおけるアフリカのイメージの偏りについて、アフリカにおける民主主義
と政治、開発のあり方について、さらに日本との関わりにおいて期待
することについてなど、さまざまな将来に向けた提言も含む話題が提
供された。
	
  大使は詩人・作家でもあり、これまでもフ
ランス語や日本語での詩作を行ってきた。講
演の中では、自作の詩集『心から心へ』から
作品を取り上げて朗読する場面もあった。
	
  後半では、事前に学生たちが寄せた大使へ
の質問に丁寧に答える時間を取ってくださっ
た。大使個人の経験（日本語歴、使用言語の
数、日本で驚いたこと、外交官の職務など）、

トーゴと日本の関係（対日イメージ、若者たちの違いなど）、
トーゴ共和国の概要（食文化、観光地など）、トーゴの言語
と教育（主要な言語、多言語状況、学校制度など）、植民地
化の歴史（フランス支配の影響、言語・民族集団の分断な
ど）ほか、多岐にわたる質問に細かく答えてくださった。
	
  最後に、国際関係学科の学生たちによる花束贈呈が行わ
れた。トーゴ共和国の国旗の色でもある汎アフリカ色（赤、
黄、緑）を配置した花束とあわせ、ビスケットが好物の大
使に愛知名物しるこサンドのプレゼントが手渡された。
■アフリカ研究セミナー
	
  講演会に続き、講義室に移動して、亀井研究室主催のアフリカ研究セミナーを実施した。この研究会
は、アフリカ地域研究の専門性を深める国際関係学科 3 年生配当専門科目「研究講読（国際文化）」の
授業を兼ねて行われた。参加者は、計 16 名であった（受講学生 9、ゲスト・通訳 4、一般参加 2、担当
教員（亀井）1）。
	
  セミナーは、基本的にすべて英語で進められた。学生たちが 2 人 1 組で英語によるプレゼンテーショ
ンを用意し、それらに対して大使や他のゲストたちがコメントや質問をするという方法で進んでいった。
	
  大使からの全体講評として、学生たちがアフリカについてきちんと学び、調査していることに対して、
大変よい評価をいただくことができた。全員で記念撮影をし、セミナーは終了した。
■成果と課題
	
  今回、大使を迎えて講演会、セミナーを開催したことの成果を、以下にまとめたい。
	
  まず、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。かねてより、クリスチャン・オチア
氏がフランス語圏専攻および教養教育科目のフランス語の非常勤講師として本学に勤務しているが、今
回は、トーゴ、ベナン、コンゴ民主共和国というフランス語圏に属する三つのアフリカ諸国のゲストた
ちが一堂に会して行事を行うことができた。今後とも、このような関わりを重視して研究教育上の交流
を深めていくための、よいきっかけとなった。
	
  ふたつ目に、学生たちが英語でセミナーを実施する力を発揮できたことが挙げられる。外国語「を」
学ぶのではなく、外国語「で」学ぶという大学を目指して、その可能性を大いに予見させてくれる機会
となった。
	
  本学で、アフリカ研究の専門性をそなえた授業はきわめて限られている。2015 年度の例で言えば、
亀井が担当する国際関係学科 2 年生配当「研究各論（アフリカ研究）」（前期）、国際関係学科 3 年生配
当「研究講読（国際文化）」
（前期）、クリスチャン・オチア講師によるフランス語圏専攻「研究各論（特
殊講義）」
（前期／後期）、伊東未来講師によるフランス語圏専攻「研究各論（フランス語圏歴史・社会）」
（前期集中講義）の四つにとどまる。
	
  教養科目の「グローバルな多文化共生」の区分の中には、世界各地の歴史と文化を講じる授業群が存
在するが、
「アジアの歴史と文化」
「ヨーロッパの歴史と文化」
「北アメリカの歴史と文化」
「ラテンアメ
リカの歴史と文化」にとどまり、アフリカのみ開講されていない状況が続いている。
	
  こうした不備を補うために、さまざまな試みが期待されるが、今回のように、一般教養の授業の枠を
用いたゲスト講義、課外行事などの機会を活かして、今後ともアフリカを含む世界全体に視野を広げる
ための研究教育の取り組みを進めていくことがいっそう期待される。
亀井伸孝. 2015.「西アフリカ・トーゴ共和国ボジョナ大使との懇談会」『共生の文化研究』(愛知県立大
学多文化共生研究所) 9: 132-136.
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  鮎京正訓法人理事長、高島忠義学長には、大使ほかゲストたちとの懇談の時間をいただいた。教養教
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■全体スケジュール
愛知県立大学講演会：2015 年 6 月 29 日（月）行程表
Programme du lundi 29 juin 2015 : Conférence à l’Université Préfectorale d’Aichi
13:30 	
  愛知県立大学到着	
  Arrivée à l’Université Préfectorale d’Aichi
13:30-14:00	
  理事長、学長との会談
Rencontre avec l’Administrateur Général et le Président de l’Université
14:00-14:30	
  通訳打ち合わせ	
  Arrangement préalable avec des interprètes
14:30-16:00	
  講演会（東郷哲也氏のスピーチ 15 分間、臨時代理大使の講演）
Conférence (Discours de M. TOGO pendant 15 minutes, suivi par la Conférence de
Monsieur le Chargé d’Affaires)
16:10-17:40	
  10 人程度の学生たちによるアフリカ研究の小プレゼンテーションおよび自由討論会
（東郷氏及びボジョナ臨時代理大使も討論に参加）
-Exposés orales par une dizaine d’étudiants sur les études sur l’Afrique
-Discussion ouvertes (Participation de Monsieur le Chargé d’Affaires et Monsieur TOGO)
17:40	
  愛知県立大学出発	
  Départ de l’Université
■ゲスト
スティーブ・アクレソ・ボジョナ (Steve A. D. Aklesso BODJONA)
駐日トーゴ共和国臨時代理大使	
  Chargé d’Affaires a.i. de la République du Togo
東郷哲也 (Tetsuya TOGO)
前衆議院議員／日本トーゴ友好協会顧問／名古屋外国語大学客員教授
Ex-Parlementaire de la Chambre des Représentants
Conseilleur de l’Association d’Amitié Togo-Japon
Professeur d’Invité de l’Université des Etudes Etrangères de Nagoya
アブア・メラド (Aboua MELARDOT)
名古屋大学大学院工学研究科修士課程二回生
Département de Technologie, Université de Nagoya
■通訳 / Interprètes
亀井伸孝 (Nobutaka KAMEI、愛知県立大学国際関係学科)
クリスチャン・オチア (Christian OCHIA、愛知県立大学非常勤講師、名古屋大学)
アブア・メラド (Aboua MELARDOT、名古屋大学)

■アフリカ研究セミナーのプログラム
Séminaire des études africaines	
  アフリカ研究セミナー
Organisé par : le Laboratoire de KAMEI Nobutaka, U.P.A.	
  主催：愛知県立大学亀井研究室
16H10-17H40, le 29 juin 2015	
  2015 年 6 月 29 日	
  16:10-17:40
E302, Département des Etudes Internationales et Culturelles, Université Préfectorale d'Aichi
Nagakute, Aichi, Japon	
  愛知県長久手市、愛知県立大学国際関係学科共同研究室 E302
Programme	
  プログラム
I : Les présentations par les étudiants (en anglais)	
  学生による英語でのプレゼンテーション
Confucius Institutes in Africa

Mamiko Kanai & Shioko Kido

金井真実子・木戸志緒子「アフリカの孔子学院」
The Importance of Tubers

Jovielyn Okine & Tomoyo Morita

沖根ジョべリン・守田知世「塊茎のインパクト」
Sapuer in Congo

Tetsuya Ozaki

尾崎哲矢「コンゴのサプール」
Economy of Togo

Kisetsu Kiwa & Miwa Masuda

紀和季節・増田実和「トーゴの経済」
Togo’s agriculture / Secondary Industry in Togo

Kaneko Haruna & Waki Tsuzuki

兼子春奈・都築和希「トーゴの農業／トーゴの第二次産業」
Les conseils, les questions et les réponses avec M. Steve Aklesso Bodjona, Chargé d'Affaires,
l’Ambassade de la République Togolaise au Japon
スティーブ・アクレソ・ボジョナ駐日トーゴ共和国臨時代理大使によるコメントと質疑応答
II : Débats (en anglais, en français et en japonais)	
  自由討論（英語、フランス語、日本語による）
M. Steve Aklesso Bodjona	
  スティーブ・アクレソ・ボジョナ大使
M. Tetsuya Togo, le Conseilleur de l’Association d’Amitié Togo-Japon
東郷哲也日本トーゴ友好協会顧問
III Photo de famille	
  記念撮影
Conclusion	
  まとめ
Organisateur :

Nobutaka KAMEI (U.P.A.)	
 

Observateurs / interprètes : 	
 

主催／司会：亀井伸孝（愛知県立大学）

オブザーバ／通訳

Christian OCHIA (RDC, Université de Nagoya)	
 
クリスチャン・オチア（コンゴ民主共和国、名古屋大学）
Aboua MELARDOT (Bénin, Université de Nagoya)
アブア・メラド（ベナン共和国、名古屋大学）

講演会、アフリカ研究セミナーの様子

	
 
（左）理事長および学長を訪問／（右）東郷哲也日本トーゴ友好協会顧問

	
 
（左）アフリカ研究セミナー／（右）コメントするボジョナ大使

アフリカ研究セミナーの参加者全員で記念撮影
（本稿の写真は、いずれも 2015 年 6 月 29 日、愛知県立大学にて亀井伸孝撮影。
大使近影と詩集表紙写真は、駐日トーゴ共和国大使館提供）

