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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
＋ 先週のテキスト読解の訳見合わせ

➁ 仏語圏アフリカの社会・文化

（西アフリカの宗教と教育・政治について）

③ 今週の音楽

④ 聞き取り練習(音声メディア) インタビュー



文法留意点

Vécu(e) = > Vivre の過去分詞(p.p.)

• La Passion de Jésus-Christ, retracée à travers 14 méditations, a été vécue d’une 

manière particulière par les habitués de la Chapelle du Sacré Cœur du Centre 

hospitalier et Universitaire (CHU) de Treichville.

• キリストの受難は、トレシュビルのCHU大学病院サクレ・クール教会の人々によっ
て、14の瞑想を通し、特別な形で再体験されました(体現されました)。

！ 過去分詞が直接名詞の後についてきて受身修飾の役割をするときは、名詞の
性数一致に注意しよう。

• L’histoire vécue 実体験に基づく話

• Les films réalisés par Kurosawa 黒澤が監督した映画

• La carte bancaire volée 盗まれたクレジットカード

• La clef perdue  紛失した鍵



動詞のあたまに注意してみよう。

Re (再び～するの意味)がついた

• Retracer =線などを引きなおす、なぞる、再び書く、事件の経過などをたどる

Tracer ＝線などを引く、描く

• Rechercher ＝研究する探求する

Chercher ＝探す

• Retroquer ＝反駁する、(相手がしたこと言ったことに対し)言い返す、やり返す

Troquer ＝物々交換する、交換する

De(否定の意味)がついた ⇔ (時に意味をつよめる場合の動詞もあるので注意)

• Désintéresser = 興味をうしなわさせる

Intéresser = 興味を持たせる

• Décomposer = 解体する

composer = 構築する、構成する

• Décroiser ＝ (交差していたものを)解く

croiser = 交差させる、クロスさせる



先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


RELIGION 宗教の話

• 伝統宗教（religion traditionnele）とイニシエー

ション（大人になるための通貨儀礼）

• イスラーム教 … Islam

神秘主義教団 … soufisme, confréries

改革主義 … réformisme, islamisme

• キリスト教 … Christianisme

カトリック … catholiques

エヴァンジェリスト …. évangélistes

パンテコスタル … pentecôtistes



なぜアフリカの宗教に興味をもったのか。

• 日本との関連はない？日本は「無宗教」なのか？

• 研究職について

• 参与方観察？聖地で神秘主義の修行をした話

タリーカ(道)について

• 大学教育を受けたことも学校へ行ったことすらないのに世界に対して私たちと全く

違う視点から議論できるアフリカの宗教家、知識人

• 学校、大学だけが「学び」の場所ではない。



ムリッド教団

創始者シェーク・アーマド・バンバ
弟子で組織を広めた

シェーク・イブラヒマ・ファル

植民地時代、１９～２０世紀に劇的に発展。ダーラと呼
ばれる農村の組織から、都市のダイラと呼ばれる組織
に発展した。現在ではグローバル化に伴い国際的な
ネットワークを築く。聖地トゥーバ



教団コミュニティーのメカニズム：思想的・政治的･経済的側面

① イスラーム神秘主義教団の思想

② マラブー（導師）とターリベ（信者）の社会関係とマラブーの社会的役割

③ 教団のヒエラルキー

④ 教団と政治

 

マラブー／ジャウリン（下集団・ダイラの指導者） 

マラブー（カリーフの血縁・親族） 

カリーフ・ジェネラル（教団の指導者） 

ターリベ（弟子・信者） 



教団組織の構造



• フランコ・アラブ学校
(Franco-arabe schools)

• マドラサ(Madrassa)

• アラブ地域等への留学制度
• バイリンガル、トリリンガル教育

• 語学と宗教学に加え職業訓練などを
整え専門学校を充実させる

• コーラン学校(Daara)
政府の政策等により近代化 (公教育にあ
わせてカリキュラムを改正)

• 神秘主義教団組織(Tariqa) アラブ地域や信者から支援を得て独自
のイスラーム学校・大学の建設

• 国公立大学
大学生＝エリート

1960～1970年代マルクス主義、
反体制派の政治運動

• 国公立大学内でのイスラームグ
ループの活動が増加(ダイラ、イ
スラームアソシエーション)

• 学生達の宗教実践

• 私立大学、私立学校、専門学校
の増加

新たなイスラーム教育
の表現の場の発展

• アラブ地域との繋がり
• 信者のモビリティー

• 国内政治・社会への影響
力

• 新たな道徳観、価値観の
提示

宗教メディア(ラジオ局、
テレビ局…)

インターネットサイト・
ソーシャルネットワーク

オンライン講座

イスラーム大学・
研究所・シンクタンク

図書館・メディアセン
ター教育の

自由化

政治との
強い関連

1960～1970年代 1980年代以降 1990年代後半～現在

近代教育(大学・専門学校)

近代的イスラーム教育

伝統的イスラーム教育

国際化

IT社会の浸透



本日の音楽
« Votez Pour moi ! »

｢俺に清き一票を ！｣

Serge Bambara (Smockey)

ヒップホップアーティスト。1971年ブ

ルキナファソ人の父とフランス人の

母の元に生まれる。2006年にブル

キナファソのKundéグランプリでベス

トアーティストに選出される。

2013年にはブレース・コンパオレ前

大統領に反対する市民運動｢市民

の箒(balai citoyen)｣の創始者の一人

として、政治運動、政権交代に貢献

した。



インタビューを聞き取ってみよう


