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本日の
講義内容

① スクラッチブックについてのディスカッション

➁ 仏語圏アフリカの社会・文化

（植民地支配と政治、民族、家族、宗教…）

③ 記事読解

④ 今週の音楽



スクラッチブックについてのディスカッション

(1) 調べた記事のタイトル

（２） 調べた重要単語１つとその訳をみんなとシェアしよう



アフリカの社会・文化 主要テーマ・重要単語

① 植民地支配 (colonisation) の歴史とその遺産

➁ 伝統社会 (société traditionnelle)

- 民族集団 (groupe ethnique)

- 家族 (famille)

- 宗教 (religion)

③ 都市文化とポピュラーカルチャー (culture populaire)



(1)植民地支配の歴史とその遺産

アフリカの分割をヨーロッパ諸国が話し合ったベルリン会議



第一次世界大戦 アフリカの植民諸国の
人々も戦線に駆り出された。



ASSIMILATION & ASSOCIATION

フランスと仏語圏アフリカとの特
別な関わり

セネガルの事例

• フランスの国籍が与えられていた4都市

（quatre communes） : サンルイ、ダカール、ゴレ、

リュフィスク

ブレース・ジャーニュ Blaise Diagne（1872 – 1934）

始めの黒人のフランス代議員

複雑な関係（支配だけではない）… assimilation à la française



世界大戦中にフランス兵として戦った
「セネガル歩兵(TIRAILLEURS SÉNÉGALAIS)」

• 第一次世界大戦（1914~1918）中

合計200,000人の兵士、のうち

135,000がヨーロッパの戦地に送

られ、 30,000が死亡した。

• 第二次世界大戦中（1939~1945）

も各地戦地に送られた。



各地で独立運動が進む中、
フランスは仏アフリカ共同体を提案。
独立路線のギニア以外はこれを一時期受け入れる。





FRANCAFRIQUE フランサフリック
独立後も続く、仏語圏アフリカとアフリカの深い関係

• 経済面での依存 フランスフラン Franc CFA

• フランスの政治システム （共和制 républicainisme 民主主義 démocratie）

République = Forme de gouvernement où le chef de l'État (président) n'est pas 

seul à détenir le pouvoir qui n'est pas héréditaire ; État ainsi gouverné.

Antonyme (反意語) ＝ monarchie héréditaire （独裁政権）

• 教育システム＞＞＞文化的な影響（言語、宗教…）

• 軍事的依存

（例 マリの内戦、コートジボワールの内戦…）



(２)アフリカ「伝統社会(SOCIÉTÉ TRADITIONNELLE)」と
近代化 (MODERNIATION)

• それぞれの民族や言語によって多様な文化

• 住む環境によっても異なる風習や家族のありかた

…遊牧民族（nomades）、農耕民族（agriculteurs）、狩猟

採集民族（chasseurs-cueilleurs）…

• それぞれの民族の中にも存在する格差や職業集団

…武士階層(guerriers)、聖職者(religieux)、語り部（グリ

オ griots）、皮や鉄などを扱う職業(forgerons)の特殊な

位置づけ、奴隷階層（ヨーロッパ人やアラブ人などが導

入した奴隷の様子とは大きく異なる）…など



FAMILLE 「大事なのは家族」

• 伝統社会の基礎

• 大家族 →近年の都市化で核家族化(famille nuclaire)も

• 年功序列制、大人と子供、男性と女性はそれぞれ独自にグループに分かれて

いることが多く、食事の席や日中の活動などははっきり分かれている。

• 場合によっては血縁による両親ではない親類（叔父など）が親になる場合もあ

る。

• 一夫多妻制があるコミュニティー、国も多い（イスラーム圏に多いがキリスト教

圏にもある）

• 子供の教育は親だけでなく家族全員の仕事。

• 富のあるものは家族に分配するのが当たり前。

（子供の成功のために親は投資する→子供が成功したときに家族をささえる）





でも浮気も多い。

« Deuxième Bureau » ＝「二つ目のオ

フィス」、浮気相手のところ。

« Aya de Yopogoun »

BD (Bande dessinée) 

コートジボワールが舞台。19歳の少

女の日常を描く。











今週のテーマに関するテキスト読解

1 Aya de Yopougon ①

ヨプゴン市のアヤ 解説

2 Aya de Yopougon ➁

ヨプゴン市のアヤ 漫画のページ

3 La polygamie, une arme contre l’adultère

記事 一夫多妻、 浮気（に対抗する）武器か



CÔTE D'IVOIRE, 1978. AYA, DIX-NEUF ANS, VIT À 
YOPOUGON, UN QUARTIER POPULAIRE D'ABIDJAN. ÇA 
SENT LE DÉBUT DES VACANCES MAIS TRÈS VITE LES 
CHOSES VONT COMMENCER À SE GÂTER…

1978年コートジボワール、アヤ19歳はアビジャン市のダウンタウンのヨプゴン区に住んでいた。それ
はヴァカンスの始めを感じはじめたころ、どんどん（ものごとが）おかしくなりはじめたのは・・・

«Dans les années 1970, la vie était douce en Côte d’Ivoire. Il y avait du travail, les hôpitaux étaient 

équipés et l’école était obligatoire. J’ai eu la chance de connaître cette époque insouciante, où les jeunes 

n’avaient pas à choisir leur camp trop vite, et ne se préoccupaient que de la vie courante: les études, les 

parents, les amours… Et c’est cela que je veux raconter dans "Aya", cette Afrique qui subsiste malgré 

tout car, comme on dit chez nous, «la vie continue»…» (Marguerite Abouet).

1970年代、コートジボワールの生活は甘かった。仕事があり、病院には設備があり、教育は義務

だった。私はその心配のない時代を知るチャンスがあった、それは若者たちが所属を急いで決めなく
てもよい（時代）で、かれらの日常を危惧していればいいだけの時代だった・・・勉学や、両親や、恋人
といった・・・ それが、私が「アヤ」を通して描きたいことだ、その何にも関わらず（くじけず）生き延び
ているアフリカを、だって、私たちのところでよく言うように、「ラ・ヴィ・コンティニュー（生（活）はつづい
ていく）」から。



LA POLYGAMIE, UNE ARME CONTRE L‘ADULTÈRE
一夫多妻制は、不倫に対する解決策（直訳・武器）か。

“Une seule femme, cela ne suffit pas”, telle est la devise de Hayam Dorbek, une journaliste 

égyptienne mère de deux enfants, qui va tête nue, habillée à l’occidentale. Très prise par son travail 

et peu encline aux rythmes de la vie de famille, elle voudrait que son mari choisisse une seconde 

épouse. “La polygamie permet aux femmes de se garder un espace de liberté”, explique-t-elle pour 

justifier la création d’une association de défense de la polygamie appelée “Tayssir” [facilité], 

rapporte le quotidien romain La Repubblica.

「一人の女性では足らない」というのが、 エジプト人の記者で、二次の母であり、髪を露わにし
（ヴェールをかぶっていないということ）、西洋風の服装をしたHayam Dorbekの標語だった。仕事

で忙しく、家庭生活のリズムに入れ込むことをしない彼女は、夫が二人目の妻を選ぶことを望ん
でいる。一夫多妻制を擁護するための団体、「タイシール（容易）」というアソシエーションを作った
理由として、彼女は「一夫多妻制は、女性が自由な空間を保持することを可能にする」と説明した。

http://www.repubblica.it/index.html


本日の音楽

« En secret » 秘密で

Teeyah

フランス人とコートジボワール

人の両親を持つ歌手、ダン

サー。ズック(Zouk)がカリブ音

楽界でヒットをおさめる。


