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前回のグループ
ワークテーマ

フランス・オセアニアの伝説/宗教

メディアｘ乗り物
韓国の食
世界の料理
詩
個人テーマ・子ども・教育

個人テーマ・あそび（ポーカー）

個人テーマ・テーマパーク



今日のテーマ

アフリカ地域とディア
スポラ
・「コミュニティ」と
いう視点
・表象文化から考える



私のフィールド
• 大学2年生のときセネガルの首

都、ダカールへ。

• ダカール大学に留学、そこで10
年余りを過ごす

• その後フランスに留学して西ア
フリカのイスラームと教育、若
者文化について研究

• ギニア出身フランス人の配偶者
とフランスでの子育て
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注・上の写真は旦那
ではありません。



私（阿毛）のフィールド
（セネガル）の話



AFRICA QUIZ Q1
(基礎知識)
How many countries are in Africa?
アフリカにはいくつ国があるでしょう？
1. 25
2. 33
3. 54
4. 72
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answer

54
09/11/2022
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AFRICA QUIZ Q2
Across Africa, Nearly _____ % of the populations is
under 25 years old.
アフリカ人口の_____ %近くが２５歳以下である。
1. 25
2. 40
3. 55
4. 70
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answer

70%
09/11/2022



AFRICA QUIZ Q3
According to the World Bank, youth account 
for_______percent of all of Africa’s jobless.
世界銀行によるとアフリカ全体の失業者のうち____%が若
者である。

1. 20
2. 40
3. 60
4. 80
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answer

60%
09/11/2022



What do you imagine by the word « Africa » ?
アフリカと聞いて思いつくイメージは何ですか？
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貧しい Poverty
発展途上国

Under 
development

エイズ HIV
エボラ Ebola 
病気 Disease

（肌が）
黒い Black
(people)

「原住民」
“indigenous” peopl

e

サファリ Safari
動物がたくさんいる

ゾウ・ライオン・シマウマ
Animals (Lions, 

elephants…)

太鼓・ジャンベ
Drums, Djembé

アフリカンダンス
African Dance
カラフルな服

Colorful clothings
ゲットー Slams 
教育機会がない
Bad education

system
低識字率 Illiteracy

男尊女卑
Discrimination 
against women



あなたのアフリカのイメージは？
2050年には、世界の2人に１
人がアフリカ人！
2050年までに、人口25億人＝世界全体の
人口増加の半分を占めるといわれている
大陸！
（現在約１２億人の２倍に膨れ上がる）
「これから35年間毎日７つの医療施設と
25つの学校、６万戸の家を建て続けなけ
ればならない」というスピード感で急発
展中！
世界に移住するアフリカ出身者（ディア
スポラ）

アフリカについての基礎知識



アフリカで急激に起き
ている変化と日本を含
む世界への影響

★エネルギー問題・資源・エコエネルギー開発 ★急激な都市化と人口増加

★特に中国を中心とした国際経済
多国籍企業の進出とビジネス

★IT化とテック業界・サービス業界の発展

★アグリビジネスの最先端



アフリカの多様性
様々な文化圏と言語
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旧宗主国からの公用語文化圏

アラビヤ語
英語
フランス語
ポルトガル語

• 旧宗主国の言語
• 現地の多様な民族

語・民族文化
• 「クレオール」文化
• 人の移動による文化

の交流や変容
• 宗教（イスラーム教、

キリスト教、アニミ
ズム・土着信仰…）

アンゴラ

モザンビーク

ギニアビサウ



身近なテーマから
自分を取り巻く世界

の理解へ

11/9/2022
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あなたにとって
コミュニティとは何ですか？



コミュニティーと言ったとき思いつく
もの
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国家

サークル家族
オンライン

ゲーム

地域
コミュニティー

ライングループ

ディアスポラ
(移民のコミュ

ニティ)

国際コミュニ
ティー

実際は重層的だったり重なり合ったりしていますが、ここでは列挙してあります。
どのように重層的か考えてみよう。

大学

宗教



コミュニティーを作る要因

09/11/2022

場

活動人
コミュニティー

• 活動と場の継続性
• ひととひとの繋がり
• 過去・現在・未来を

共有しているという
こと



西アフリカの家族とコミュニティ
（一事例。文化圏によって異なります）

日本の「家族」「家庭」のイメージ

アフリカの「家族」のイメージ





28年ぶりに会った息子に対する父親のリアクション
「コミュニティ」としての家族と個人の役割



「みんなで」
子供を育てる社会

• 「子供たち（ハレ・ゴネ・トゥーティタン
ク）」が社会で果たす役割とイメージ

• 子供たちは、単に「小さな人間」でも「守るべ
き弱い存在」でもない

• 親ｘ子 もしくは 母親ｘ子供 だけの関係で
はなく、コミュニティーの中で育つ子供たち

宗教的価値…コーラン学校の生徒（ターリベた
ち）
近代化、西洋文化の浸透と子供たちの役割の変容
…「子供は社会の価値観を写す鏡である」
＝良いところも悪いところも見えてくる
+子供は家族や社会にとって「未来」
• 色々な社会の価値観を写す鏡としての子供たち



あなたは見知らぬ人に食べかけのパ
ンを渡せるか。
社会で共有されている相互扶助(たすけあい)の規範

11/9/2022



アフリカは日本と全
く違う世界？
「ここは違う？意外
と同じ？人と文化・
コミュニティーのあ
りかた」
• 日本・アジアとアフリカ

の共通点？

近代化と伝統的な
文化や価値



コミュニティと個人
どちらが先？（共同体主義と個人主義）
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コミュニティー
によって個人が

作られる

個人がコミュニ
ティーを構成し

ている



ディアスポラ
とコミュニ
ティ
多文化共生社会は難
しい？
苦戦するヨーロッパ

11/9/2022



「ディアスポラ」
ディアスポラとは「移民」「植民」を意味する思想用語。ギリシャ語のディ
ア（分散する）とスピロ（種をまく）を語源とする。
かつては主にユダヤ人・ギリシャ人・アルメニア人の歴史的離散に限定して
使用されていたが、現在ではより広義に移民コミュニティ一般を指し示すよ
うになった。
1960年代後半まではそれぞれ異なった呼称を与えられていた離散コミュニ
ティを、一括してディアスポラと呼び替える動きも生まれた。現在、民族と
しての出身国や地域を離れて生活を送る集団であれば、ディアスポラと呼ば
れることが多い。

09/11/2022



今まで見てきたアフリカ・イスラーム圏の例
は、同じコミュニティーの構成員が文化を共
有しているという設定でしたが…

• 国家や多国籍企業、国際組織などおおきなまとまりになったと
き、国籍や文化が違う人々が一緒に活動する、あるいは同じ社
会を構成する、ということもあります。

• ヨーロッパの多文化社会

11/9/2022
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国際化するコミュニ
ティと「移民」
…emigrants / 
immigrants
Immigrants 
→海外から来る移民
(受け入れ人数)
Emigrants 
→海外に出て行く移民
(送り出し人数)
※受け入れ社会にとっては、
「 Immigrants 」が問題

フランス
230万人

(世界7位)
日本

84万人
(世界26位)

アメリカ
316万人

(世界1位)

インド
1751万人
(世界１位)

中国
1073万人
(世界3位)

メキシコ
1180万人
(世界２位)



ディアスポラの例
「華人」
• 華僑・・・依然として中華人民共和国の国籍を持つ者
• 華人・・・すでに外国籍を取得した者
(少し違うけれど、海外在住日本人と、「日系」の違い)
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パリ13区

NYマンハッタン
横浜
中華街



ディアスポラの例
各地の「アフリカ・タウン」

09/11/2022

パリ
「アフリカ地区」

中国の 広州市

ニューヨーク
「Little Senegal」



国境を越えて繋がるコミュニティー

カルチュラル・スタディーズの研究者であるイエン・アングは、ディアスポラを「身体的
には世界各地に分散しているにもかかわらず、共通のエスニック・アイデンティティに
よって少なくとも名目上は結びついている人々の編成形態」と説明した。彼らの多くが自
分たちのアイデンティティの前提として、「故郷」に特別な執着を持っており、またその
ことに自覚的でもある。「故郷」は世代を超えた記憶として代々語り継がれるが、時にま
だ見ぬ想像上の、理想化された土地となっていることもある。このようなディアスポラの
意識の保存・再喚起に、言説のみならず、アートや音楽が大きな影響を与えている。
土屋ユリ https://artscape.jp/artword/index.php
『グローバリゼーションの文化政治』,「ディアスポラを解体する グローバル化時代のグローバルな華人性を問
う」,イエン・アング,平凡社,2004『グローバル・ディアスポラ』,ロビー・コーエン（駒井洋監訳、角谷多佳子
訳）,明石書店,2001
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コリアン・ディア
スポラ
在外同胞法
1999年 韓国の国内法
外国籍を持つ「自民族」構成員の
特徴を規定
→国内での自由な経済活動を認め
る
還流型移民が急増し「国民かつ外
国人」である多重国籍の存在を無
視できなくなった
「ディアスポラ」という社会関係
資本を排斥せずに包括し、最大限
活用するほうがグローバル化状況
においてメリットがあると、韓国
は判断した」(鄭 暎惠)
→ 国民と外国人との境界線を引
くことがいっそう困難になり、国
民国家としてのアイデンティティ
の危機？



受け入れ国の社会に与える影響と差別
の問題
例 フランスの移民政策と問題
第一次世界大戦以降受け入れ増加
第二次世界大戦・・・炭鉱・自動車工業の労働者としてスペイン・ポルトガル
マグレブ
2004年 宗教的表徴禁止法で 学校で宗教的なシンボルを着けることが禁止
2005年 移民の少年が警察官に追われえ感電死 暴動の広がり
2007年 サルコジ大統領
→移民受け入れを厳しくする(家族の呼び寄せ条件の厳格化。10年以上の滞在で世紀滞在許可が得ら
れるを撤廃・婚姻による滞在許可条件の厳格化…)
選択的移民政策・社会統合政策
第二世、三世のアイデンティティの問題
(コミュニティー主義に対する批判と弾圧…しかし統合政策は失敗し
ている？)
マクロン仏大統領、「仏が移民を良い形で迎え入れたいと望めば全員は受け入れられない」
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「移民」の苦労とコミュニティ
パリの「フォワイエ」
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「可視化されない差別」…見えない壁

09/11/2022

では明日の面接で

求人は終了しました

わが社のチーム
へようこそ

後日ご連絡します



移民たちの苦労
「ああ、ナイア！」を聴いてみる

11/9/2022

ジャンル

モルナ、フナナ
（カーボヴェルデの民

族音楽）

言葉
ポルトガル語・バドゥ語
（カーボヴェルデのクレ
オール語・ポルトガル語

ベース）

お国
カーボ
ヴェルデ



海外と繋がるカーボ・ヴェ
ルデの歌姫、ルーラ

カーボヴェルデ出身の両親の子として1975年ポル
トガルに生まれる（国籍もポルトガル！）ダンス
と水泳インストラクターの道をめざしていたとこ
ろカーボヴェルデのアーティストにデゥオのアル
バムを依頼され一躍有名に。その後ソロ・アルバ
ムやヒット曲を数々発表してきた。
• カーボ・ヴェルデ…西アフリカのポルトガル語圏
• イタリア、ポルトガルを中心に海外のディアスポ

ラ家族が多い！
• ディアスポラの家族…家族の大黒柱が海外に出稼
ぎに行く→家族に仕送り…離れて暮らす「家族」



「私が何をしたっていうの？
ただお土産を持ってこられな
かっただけ」ディアスポラ家族
の絆・期待と苦悩
「会えないと心も離れる」のか？何年も、
ときには何十年も国境を越え離れて暮らす
「家族」
家族の絆をつなぎとめている「お金」「物」のや
り取り（Lobo, 2014）
（！）出稼ぎ者が家族に送るだけではない。
両方向からのエクスチェンジ
本国の家族 → ディアスポラ（故郷を思
い出させるもの・食べ物、写真、手紙）
ディアスポラ → 本国の家族（お金、現
代的な生活を保障するもの…テレビ、DVD、
パソコン、携帯電話、最新の電化製品、ブ
ランド物の衣類や靴…）



ディアスポラエリート
「ハイ・ソサエティ」へ？
第二世、第三世と新たなカルチュラル・シーン
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FOREIGN
「フォーリン（海外から来た）」

ジャンル
African Ballad / 

Nbalax
アフリカのバラード
ンバラフ（セネガルの

太鼓、サバール）

言葉
In Nigerian Pidgin 

English and Yoruba
ピジン英語・一部のみ

ヨルバ語

お国
Nigeria

ナイジェリア



falz

ナイジェリアのラッパーでシンガーソングライ
ターで俳優。中学生の時にデビューしてからヒッ
トを重ねる
Folarin Falana (born October 27, 1990), better 
known by his stage name Falz, is a Nigerian 
rapper, songwriter and actor who began his 
career while in secondary school after forming a 
group called “The School Boys” with his friend 
before his professional career as a music artist 
began in 2009. Falz became more well known 
after his song "Marry Me" featuring vocals from 
Poe and Yemi Alade.
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SIMIナイジェリアの歌手、シンガーソングライターで俳優。
ゴスペルシンガーとしてデビュー。
Simisola Kosoko (née Ogunleye; born April 19, 1988), 
better known by her stage name Simi, is a Nigerian 
singer, songwriter and actress. She started her career 
as a gospel singer, releasing her debut studio album in 
2008, titled Ogaju. She launched her record label 
Studio Brat in June 2019.



« FOREIGN » as a 
social status
『フォーリン』
というステイタス
• New generation of 

Africans living in abroad
and their image in local
society

海外に住むアフリカ出身者と
彼らのアフリカにおけるロー
カルなイメージ
• Migrants and second or 

third generation
海外に出稼ぎにでたアフリカ
系移民たちの子供たち（２世、
３世）
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歌詞を見てみる
Foreign affairs, that's my department
外交っていうのが俺の部署
You get to meet me only by accident
俺（みたいなハイクラスの人間）には偶然お目にかかれるぐらいさ
People don't really understand my accent
みんな俺のアクセントは良くわかんないんだ
I'm so janded, look at all my garment
だって超イギリス流だからね、俺のコスチュームをみろよ
Janded…ナイジェリアの言葉でJand（イギリス）を受動にしたピジン英語
Jand…Nigerian word referring to England and london.
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Excuse me what's all this embarrassment
なんだってこんな恥かかせるんだ
Why will you give me Pounded Yam? it's for razz men
ヤム芋の餅なんか出して、それはふざけたやつの食べ物だ
ろ
Are you guys not having lasagna?
ラザニアはないの？
them I can wash it down with Champagne
あれだったらシャンパンと一緒に食飲み下せるんだけどな
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屋台で食べられているものたち
Typical African Foods

• Pounded Yam ヤム芋の餅
Pounded Yam is a staple in many West African 
homes, but it is not usually eaten by itself, it is 
often paired with many delicious African soups, 
and stews like Egusi, okra soup, Jute leaves 
soup (Ewedu), or Stewed Spinach (Efo Riro).

• AEwa Agoyin エワ アゴイン（豆のミンチ）
Ewa Agoyin or Agoyin beans is a delicacy of the 
Agoyin people from the Republic of Benin. It is 
a combination of very soft mashed up beans 
and a spicy pepper sauce.
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IRONIC aspect of “Foreign”
この歌がコメディーなわけ

Real « Foreigns » are there!
本当のフォーリンたちは、地元の屋台ではなくてこう
いうところに出没する！

09/11/2022

Golden Tulip Festac Lagos

https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g304026-d1651125-Reviews-Golden_Tulip_Festac_Lagos-Lagos_Lagos_State.html


日本におけるアフリカン・
ディアスポラ

現代のアフリカ出身の漫画
家・作家による表現から

… 海外で生まれ育ったり人生の一部を
過ごした作家の感性と表現

→ 人物像の書き方・メタフォーと
メッセージ性
コミックエッセイ・トランスカルチュア
ルアイデンティティーの表出する場とし
てのコミック
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事例 Elyon’s 漫画家

「アフリカ的」ステレオタイプを
求めるフランスの出版業界と
ELYON’sの「アフリカらしくな
い」キャラクターたち

カメルーン出身、コンゴ在住。現代文学
の学士号を取得後、ブリュッセルのSaint-
Luc芸術学校を卒業。最初の漫画の出版書
「 La vie d’Ébène Duta 」は、Facebook
上でのクラウドファンディングにより印
刷版を公開。現在カメルーンや様々な地
域でコミックフェスタやワークショップ
を主導し、アフリカにおけるコミックの
宣伝に取り組む。

• 「アフリカ×マンガ：カメルーンのマ
ンガ家が語るアフリカのマンガ事情」
（2021年1月14日開催）
―京都精華大学 現代アフリカ講座
2021の第1回目イベントとして開催。
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事例 星野ルネ 漫画家

「多文化経験」をコミック
エッセイとして日本の読者へ
むけて発信する
両親はカメルーン人で、カメルーンのジャ
ングルにほど近い村に生まれる。
母が仕事でカメルーンに来ていた日本人研
究者と知り合って再婚したことを機に、4歳
で来日。国籍はカメルーンだが、日本の永
住権を取得している。兵庫県姫路市で育つ。
２５歳でタレントを目指すがテレビ番組側
からは「日本語を流暢に話さないように」
など不本意にもステレオタイプ的な外国人
を演じることを要求をされることが少なか
らずあった。星野自身がこうした要求を良
しとしなかったことなどもあり、タレント
としてはなかなか芽が出ず悩んでいた折り
に、ネタを漫画にして2018年4月から
Twitterにアップしたところ大きな話題を呼
び、2018年8月に毎日新聞出版から「まんが
アフリカ少年が日本で育った結果」として
出版された。
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二人の経験に共通す
る点
• アフリカ出身でありながら、ヨーロッパや日本など、アフリ
カの外での経験によって画風やテーマなどを構築してきた

• 「ステレオタイプ化」されたアフリカ・アフリカ人像との葛
藤…出版社やプロダクションが求める表現との溝

• 表現者として新たな世代・色々な文化圏の読者を引きつける
• コミックエッセイとしてのメッセージ性
「アフリカ人らしくない」キャラクターたちは自分の分身・ダ
イバーシティに対して不理解なステレオタイプを笑いとばす・
Elyon’s

自分の多文化経験をコミックエッセイとして語ることでステ
レオタイプを見直すメッセージの発信・星野ルネ
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授業URL
授業資料・予定変更などこちらに随時アップします↓
https://kaeamo.wordpress.com/seminaires/2022-2023/area-
studies2022/

参考文献 吉田 昌夫 (編) 『地域研究入門』古今書院，2002
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