
1 

 

2018 年度 西南学院大学 国際文化学部・国際文化学科 研究旅行制度 【報告書】 

 

悲劇の国から復活できた理由とは 

～ルワンダのコーヒー産業と歴史・文化から探る～      20AR170 柴田一秀 

 

 

目次 

はじめに 

 研究旅行の目的 

 研究旅行の日程 

 

１ 調査報告 

 

 Ａルワンダ大虐殺 

  ⒜植民地時代 

  ⒝概要 

  ⒞キガリ虐殺記念館 

  ⒟ニャマタ教会 

 

 Ｂコーヒー産業   

  ⒜ルワンダ産コーヒーと現状 

  ⒝農園訪問 

 

 Ｃ現代ルワンダの社会事情 

  ⒜キガリ 

  ⒝農村部  

  ⒞学校 

  

 Ｄ まとめ 

 

 



2 

 

はじめに 

研究旅行の目的 

この研究旅行の目的は以下の 2 点であった。 

まずルワンダのコーヒー生産に関心があった。きっかけは Starbucks Coffee でのアルバ

イトだ。自分が働いている Starbucks は西日本でも 2 店舗しかない特別な店舗で、世界中

の希少なコーヒー豆を扱っている。そこでルワンダのコーヒー豆に出会い、こんなに美味し

いコーヒーがあるのかと感動した。そこからルワンダのコーヒー生産、そして国自体のこと

を調べるようになった。調べていく中で、ルワンダの主な輸出品目はコーヒーであるにもか

かわらず、多くの生産者が貧しい生活を送っていることを知った。そして大虐殺がおこった

1994 年の悲惨な状況から、現在のルワンダは急激な復興と経済成長を遂げている。その復

興にはコーヒーの生産が貢献した部分が大きく、現在では輸出総額の 25％がコーヒー豆で

あり、ルワンダにとってコーヒーの生産は大きな意味合いを持っている。そこでこの研究旅

行の目的の一つは、「日本では体験できないルワンダのコーヒー生産に直接触れて学び、生

産者が歩んでいる現状改善のヒント得ること、コーヒー生産の背景からルワンダについて

深く知ること」だ。 

そしてこのルワンダのコーヒー生産について知るためには、この国の歴史と文化につい

て現地で学ぶ必要がある。1994 年のツチ族とフツ族の大虐殺を生き抜いた女性が書いた『生

かされて』という本を読みました。この本を読み、恐ろしさを覚えた。絶望しかない、光の

ないこの国に希望があるのだろうかと。しかし、調べてみると現在のルワンダは「アフリカ

の奇跡」と呼ばれるまでに成長を遂げ、そしてベルギーによる植民地化以前には豊かな王国

があった。そこでこのような悲惨な状況に陥ったルワンダがそこからこのような発展を遂

げることができたのか疑問に思った。「ルワンダの街を実際に歩いて現状と文化を体感し、

歴史的な博物館や記念館を訪れて学び、悲劇の国から奇跡の国へと変貌を遂げることがで

きた理由を探ること」がこの研究旅行の二つ目の目的だ。 
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研究旅行の日程 

出発日  2018   年 9 月 3 日 

帰着日  2018   年 9 月 13 日 

旅行日数（発着日含む） 

         10 日間 

 都市名           行動 

第１日目 

 

福岡～東京 移動日福岡空港～成田国際空港 

成田国際空港～ドーハ国際空港 

第２日目 

 

東京～カタール

～ルワンダ 

成田国際空港～ドーハ国際空港 

ドーハ国際空港～エンテベ空港～キガリ国際空港 

第３日目 

 

首都キガリ 

 

キガリ虐殺記念館で虐殺について深く理解。 

 

キガリで開かれているマーケットに訪問。 

第 4 日目 

 

ニャマタ 虐殺が実際におこなわれた現場を見る。 

ルワンダの教育の現場を見る。 

第 5 日目 

 

キガリ 首都を一日歩き現状を知る。 

第 6 日目 

 

キミフルラ 農村部を訪問する。 

第 7 日目 

 

キブンゴ コーヒー農園を訪問する。 

第 8 日目 

 

キガリ コーヒー生産者を支援する starbucks のファーマーサポ

ートを訪問。 

第 9 日目 

 

ルワンダ～カタ

ール 

キガリ国際空港～ドーハ国際空港 

第 10 日

目 

カタール～東京 ドーハ国際空港～成田国際空港 

第 11 日

目 

東京～福岡 成田国際空港～福岡空港 
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１ 調査報告 

Ａルワンダ大虐殺 

⒜植民地時代 

 ルワンダの歴史を振り返る。ルワンダの歴史を振り返るにあたり、1994 年におこったジ

ェノサイドは見過ごすことはできない。なぜならこのジェノサイドは確かに悲惨であり、多

くの人の命が失われることになったが、それからのルワンダという国を大きく変え、現在の

ルワンダをつくったといっても過言ではないからだ。そしてこのジェノサイドが起きた要

因には、それ以前のルワンダの歴史が大きく関わっているため、そこまで立ち返る必要があ

る。 

 アフリカ大陸の社会では文字で記録を残す伝統を持つ国が少なく、19 世紀以前のルワン

ダの歴史はよくわかっていない。言い伝えによると 14 世紀～16 世紀の間にルワンダ王朝

が誕生し、第 18 代目の王が即位した時、現在のルワンダまで拡張したといわれており、ル

ワンダには主に「ツチ族」と「フツ族」という二つの民族が住んでいた。伝統的には少数派

の「ツチ族」が遊牧を、多数派の「フツ族」は農業をして暮らしていた。ルワンダの国土は

四国の約 1.2 倍であるように、農業に適した土地が少なく限られた作物しか作れなかったた

め、比較的フツ族は貧しい暮らしをしていた。そのため、経済的な面で「ツチ族がフツ族を

支配する」階級になることが度々あった。しかし、両方の部族の結婚が認められていた時代

もあり、混血も多いため、フツ族とツチ族の見分けはつかず、19 世紀末まではお互いに対

立することはほとんどなく、両部族とも仲良く暮らしていた。これまではルワンダはドイツ

の植民地であった。しかし、ドイツが第 1 世界大戦で敗れると、ベルギーがルワンダを統治

した。このベルギーによる支配がツチ族とフツ族の差別化をより強めることになった。なぜ

ならベルギーがルワンダの植民地化を行う過程で、「ツチ族の方がヨーロッパ人に近くて優

れている」という人種的差別観をもちこみ、ツチ族とフツ族が対立する根本的な原因をつく

ったからである。例えば、全ての首長をツチ族に独占させた上に、税や教育の面などにおい

てツチ族を優遇させた。そして、1930 年代にはツチ族とフツ族の身分を区別するために、

それぞれの民族にカードを持たせた。このようにベルギーは植民地支配を行うにあたり、ツ

チ族とフツ族の違いを明確にし、ツチ族の首長を利用して多数派のフツ族を抑えるという

統治を行っていた。 

 

⒝概要 

大きく流れが変わったのは、1962 年にベルギーがルワンダの独立を認めたことだ。この

独立によりフツ系の政権が成立し、ツチ系の一部はウガンダなどの他国に逃れた。フツ系政

権の下で、ツチ系はこれまでと違い少数派として冷遇されたので不満を持ち、ウガンダなど

に亡命していたツチ系は王政復活を狙って政情は安定しなかった。そしてツチ系はルワン

ダ愛国戦線（ＰＲＦ）を組織し、更に反政府運動を活発化させることになった。1990 年 10
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月にはＰＲＦがルワンダ北部に侵攻し、内戦が勃発し、1994 年にフツ系政権のハビャリマ

ナ大統領を乗せた飛行機が何者かに撃墜されたことを発端に、フツ族によるツチ族の大量

虐殺が始まった。この大虐殺へ至るまでは、ヘイトスピーチ、民兵組織の結成、銃火器の供

給、虐殺対象者の名簿の作成などの国家権力側による周到な準備と、対立や憎悪を煽られた

民衆の協力があった。その結果、約 80 万人の犠牲者をだし、その数は当時のルワンダ全国

民の 10％～20％にあたる。 

 

⒝キガリ虐殺記念館（KIGALI GENOSIDE MEMORIAL） 

このようにルワンダ大虐殺について学ぶことができるのが首都キガリにあるキガリ虐殺

記念館である。首都に位置しているが、そこから少し離れたところにあるため、移動にはバ

イクタクシーを使用した。建物はとてもきれいであり、入口がある付近にはライフルを所持

した警官が数名配備されており、この記念館がとても大切にされていることがそこから伺

えた（写真１）。入場料は無料であり、館内に入るとすぐに、寄付金をいれる大きなボック

スがあった。館内の写真撮影は禁止されており、外からの建物の外観や庭の写真の撮影は許

可されていた。後から知ったがこの記念館はこの寄付金で運営されているということだっ

た。記念館の方のご配慮もあり、ガイドの方を一人つけて頂き、館内を英語で案内してくれ

た。館内の展示品は全て英語と現地語で表記されていた。平日ということもあり、入館者は

他におらず、館内をゆっくりと見学することができた。まずは、ビデオルームに案内された。

約 10 分間のビデオであり、内容は虐殺から逃れた方の当時の状況の証言や家族・親族が皆

殺しされて一人生き残った方の話など胸が苦しくなるような内容であった。その話の中に

印象的な言葉があった。「この記念館を私を含めたルワンダ国民は愛している。この記念館

は、私達の過ちが記録されている場所でもあり、原点でもあるからだ。ここは家のような場

所であり、ここで眠っている亡くなった家族・親友のことを思い浮かべながら、私達は生き

ている。彼らの分まで私たちは生きなければな

らない。そして虐殺のことをこれから国を背負

っていく子供達に伝えていかなければならな

い」という言葉だ。この言葉を聞くまでは、虐

殺はルワンダ人にとっては忘れたい過去であ

ろうと思っていたが、資料や話を聞き、多くの

人がこの虐殺の過去を踏まえた上で、前向きに

生きようとしていると感じた。施設内の展示品

を見進めていくと、解説付きの写真が、虐殺前、

虐殺、虐殺後と分かりやすく時系列順に展示さ

れていた。その中には実際に使われた血痕のつ

いた鉈や釘を打ち付けた棍棒などがあった。見た感じでは殺傷能力はとても低く思えたが、

実際虐殺の際、主に使われた武器は鉈と棍棒であり、多くの犠牲者を出していることから、

写真１ 記念館の入口（柴田撮影）  
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この武器で何度も切りつけ、殴打したことが分かり、その光景が頭に浮かび、いかに悲惨な

ものであったかが分かった。1 階はジェノサイドの概要、使用された武器、被害者の衣服が

展示され、2 階は過去に他国で起きたジェノサイドの概説と、ルワンダ大虐殺で命を落とし

た子供達のメモリアルスペースになっていた。このように虐殺の悲惨さを伝えるため、虐殺

の概要だけでなく、ビデオ、武器、衣服なども展示することで、訪問者の心により響くよう

になっていると感じた。 

 

⒞ニャマタ教会 （NYAMATA GENOCIDE MEMORIAL） 

ニャマタ教会は首都キガリから車で 2 時間ほどの場所にある。首都キガリがルワンダの

中心に位置し、ニャマタはルワンダの南に位置する。この教会はフツ族からの暴行から逃れ

て、ツチ族がやってきた教会である。熱心なキリス

ト教徒も多く、神の前では殺戮は起こらないだろう

と最後の希望として教会を選んだ人、また教会に逃

げれば安全だとフツ族に騙されて集まった人など、

その数は 1 万人を超えていた。そしてこの教会は、

当時の虐殺の現場がそのまま残されており、一般客

も見学することができる。ニャマタと書かれたバス

停で降車して、教会までは約 15 分ほどであった。たど

り着くまで多くの子供達、子連れの親とすれ違い、道

に迷っていると声をかけくれ、人の温かさを感じ、とてもこの地域で虐殺があったとは思え

なかった（写真 2）。教会に到着すると、入口には武装した警官が 2 名ほどいた（写真 3）。

外からの外観はいたって普通の教会であった。まず入口から中に入ると、その警官に事務室

に案内され、ガイドをつけてくれた。そのガイドは男性であり、虐殺当時は 19 歳でツチ族

の生き残りで、現在は教会の館長を務めているとのことだった。最初に教会に入る扉の前で

立ち止まった（写真４）。この扉はツチ族が教会の中に逃げ込んだ際、フツ族が中に入るた

めに手りゅう弾を投げ、鉄の棒が吹き飛んだ写真である。残っている鉄も削れていたり、折

れ曲がっていたりと、威力の強さがそこから伺えた。教会の外からフツ族が放った銃弾によ

り、屋根には無数の穴があいていた（写真５）。同様に入口付近は地面も手榴弾によってそ

がれており、いかにフツ族の攻撃が凄まじいものであったかがこの入口から分かった（写真

6）。次に教会の中へと案内された。中に入ると、まず衝撃を受けた。それは死臭が少しした

ことだ。それはこのニャマタ教会が当時の虐殺の現場をできるだけそのまま保っているか

らだ。その他にはツチ族の血がついた衣服が大量に積み上げられており，遺留品がたくさん

残っていた（写真 7）。遺留品の中には、お金、ネックレス、財布、注射器、財布、家族の写

真などさまざまであった。お金には血がついているものもあれば、破れているものもたくさ

んあり、ツチ族が酷い仕打ちを受けていたことを、その遺留品らが表していた。教会の壁に

は至る所に赤い血の跡が残っており、ガイドから聞いた話によると、幼い子供は何度も壁に

写真２ ニャマタ教会へ向かう道

（柴田撮影）  
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叩きつけられて殺され、その時についたものだということだった。 

 

 

Ｂコーヒー産業 

⒜ルワンダ産コーヒーと現状  

 ルワンダで有名な農作物はコーヒーとバナナであるルワンダでコーヒーが栽培されるよ

うになったきっかけとしては、植民地時代にヨーロッパの国から移植されて半強制的に栽

培がおこなわれたのがきっかけである。現在「アフリカの奇跡」と呼ばれるルワンダである

が、その虐殺からの復興の中でコーヒーの生産が貢献した部分が大きく、現在では輸出総額

の約 30％がコーヒー豆の輸出で占めている。 

写真７，８を見て分かるようにコーヒー豆の貿易に大きく依存している国、すなわちコー

ヒーによる現金収入が多いのはアフリカの国々に多くある。ルワンダでは輸出総額の約

30％がコーヒーであり、約 4分の１の人がコーヒー産業に従事していることがわかる。この

ようにルワンダにおいて、コーヒーが果たしている役割は復興の面だけに限らず、ルワンダ

のコーヒー農家の生活を支えているといっても過言ではない。実際にルワンダで話を伺っ

たところ、コーヒー農家の方々が一日に使えるお金の金額は約 80円ほどであり、生活を支

えるため副業（編み物など）をしている農家が多く存在するらしい。ルワンダにおいては、

写真３ニャマタ教会入り口正面 （柴田撮影） 写真４教会の扉（柴田撮影） 

写真５ 銃弾により穴が開いた屋根（柴田撮影） 写真 6 手榴弾によってそがれた地面（柴田撮影） 
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コーヒーを生産する環境に恵まれてはいても、農家の方々が歩む生活というのは厳しいの

が現実である。 

 

  

      

 

 

 

⒝農園訪問 

 

写真 10 kibungo 農園 （柴田撮影） 

 

今回訪れたコーヒー農園は首都キガリから車で約 2 時間ほどの所にある kibungo という

ところだ(写真 9)。まず訪れた kibungo は、山に囲まれ自然豊かな場所であった。一緒に訪

れたルワンダ人に聞くと、この地域の人たちはほとんどの人が農家であり、商売をして暮ら

している人が多いということだった。今回車でこの kibungo を訪れたが、多くのバナナの

木、コーヒーの木を見かけた。 

 まず到着すると、6 名の女性生産者が迎えてくれた。この農園では約 150 名の人が働いて

いるということだった。 

この訪れた 9 月という時期は収穫が終わっている頃であり、赤いコーヒーチェリーがなっ

ている木は少なかった。種子を植えて収穫するまでのコーヒーを栽培する過程を、順に実演

してもらった。 

写真７世界のコーヒー生産 

（村田 2013 ｐ10）より 

写真 8 コーヒー依存による現金収入  

（村田 2013 ｐ11）より 

 

 

 

写真 9 kibungo   

Wikipedia より 
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① まずは種子を縦に 5 ㎝間隔、横に 15 ㎝間隔に植えていく。写真

６は縦間隔に種子を植えている写真である。この種子植えの作業は、

10 人ほどで手作業で行う。そして植える際は、種子の割れ目を下向き

にして植える。これはその割れ目から虫が入るのを防ぐためだ。土を

手でかぶせたら植える段階は終了である。 

 

② 土をかぶせたら、写真７のように草をかぶせる。そしてこの状態

で朝と夕方の計１日２回水をやる。使用している道具は日本と同じジ

ョーロであった。この草をかぶせる理由としては、土に直接水をかけ

るより、草から滴り落ちる水の量が丁度いいという理由と、植えた場

所を分かりやすくするための目印の役割を果たしているということ    

だった。 

 

③ 約 3 か月後 

約 3 か月ほど経つと芽を出し始める。大体の大きさで言うと、地面

から約１０㎝くらい。この芽を出してから 5 か月間はそのまま同じ

場所で育てる。 

       

 

 

④芽をだしてから5か月後の計 8か月後、一つずつ手作業で、

苗に移す。目安として、定規くらいの高さになったら移す。 

 

 

⑤苗に移されたコーヒーの木は写真 14 のようなコーヒー

ハウスに入れられる。このハウスは縦横高さにそれぞれ

50 ㎝ほどであった。うまく枝を削ったり、組み立てて作ら

れていた。その組み立てた枝の上に草をかぶせていた。水

の与えすぎはよくないため、直接草の上から水をやる。一

つずつ苗に移す理由は、成長スピードを同じにするため。

ハウスにいれて、草をかぶせる理由は一つ目は水の量の調

節、二つ目はコーヒーの木にあたる日光の量を調節できる

からである（上の草は取り外したり、また乗せることも

できるため）。このコーヒーハウスには約 6 か月間の間、苗をいれる。 

 

写真 11（柴田撮影） 

写真 12（柴田撮影） 

1 

写真 13（柴田撮影）  

写真 14 （柴田撮影） 

写真 15 コーヒーハウス（柴田撮影） 
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⑥約 1 年 2 か月後 

 約 1 年以上たつと、コーヒーの木は膝くらいの高さまでは育

つ。この段階で状態のいい枝を 3 本選んで、それ以外の枝は切

り落とす（写真 15）。そして切り落とした後、写真 11 のよう

に枝と枝の間に石をおく。これをする理由としては、枝が成長

した時にぶつからないよう、同じ角度で枝を成長させるためで

ある。 

 

 

⑦約３年経つと、写真１４の大きさまで育つ。高さは２m を超え

るくらいである。そしてコーヒーの実は実がなるまで、種子を植

えてから３年～５年かかるので、やっとこの段階で実をつけ始め、

収穫可能となる。           

 

 

 

 

最後にこの kibungo で生産者の方に話を聞くことができた。ルワンダにおいてコーヒーは

今段々と世界から注目を浴びてきている農作物であり、おいしいコーヒーを届けるために

生産者の方々は細かい部分にもこだわってるとのことだった。アフリカということもあり、

設備には恵まれていなかったが、実際に栽培しているところを目にして、生産者の方々は確

かな知識や技術をもっており、それは想像以上であった。 

 

C 現代ルワンダの社会事情 

⒜キガリ KIGALI 

・街の現状 

 キガリはルワンダの首都である。首都の人口は約 120万人ほどである。20年前虐殺がこ

のキガリでも行われ、現状を知るため、まずルワンダに到着し、キガリの街を歩いた。移

動には主に徒歩とバイクタクシーを利用し、キガリに限らずル

ワンダで最も主流な交通手段である。価格は運転手にもよる

が、高くても 1000RWFrwf(ルワンダフラン)、日本円にすると

120円程度である。まず驚いたことが、綺麗な施設やビルが建

ちならんでいたことである（写真 18）。写真 18はキガリハイ

ツ（Kigali Heights）という商業施設である。その他にも、こ

のような現代的な建物がキガリには多くあり、ここがアフリカというイメージを覆され

写真 16（柴田撮影） 

写真 17（柴田撮影）  

写真 18Kigali Heights（柴田撮影） 
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た。そしてキガリにはゴミ一つ落ちていなかった（写真

19）。ルワンダでは月に一度国民全員で街を掃除する日があ

り、ビニール袋の使用が禁止されており、実際に空港でビ

ニール袋を落ち込んでいないかの検査があった。買い物を

した際は紙製の袋が渡され、それを使用するようになって

いた。トイレも写真 20 のように綺麗であった。キガリの中

心部は設備もしっかりと整っており、ルワンダが国を綺麗

にしようと努めていることがうかがえた。 

一方で同じキガリでも中心から少し離れた所に行くと、街並み

は変わる。ルワンダは「千の丘の国」といわれるほど、土地の起

伏が激しく、丘が多い。その丘の上に簡単に作られた小さい家が

多く立ち並んでいる様子を見ることができる。写真 21 のように

家は簡単な作りで、日中は近隣の人たちが家の外に集まって、地

面に座って談笑したり、ボードゲームをしたりしていた。20

年前に近隣同士が殺しあった事実を知っていたので、この光景

を見たとき、皆明るく、とてもこの地で虐殺があったとは思え

なかった。一人で歩いていても、明るく挨拶をしてきたり、困

っているとむこうから助けに来てくれたりと、ルワンダの人た

ちの温かさを感じることができた。しかし、両替所といった外

国人が集まるような場所には、幼い子供を抱えた母親がいてお

金を要求されるような場面もあった。 キガリは確かに発展し

ていたが、高層ビルが立ち並ぶような中心部は富裕層、少し中心部から離れると富裕層で

もなく貧困層でもない人々が暮らしていることが分かった。富裕層の人々は主にビジネス

をしている人が多く、それ以外の人は自営業して生計を立てていると現地の友人に話を聞

くことができた。確かに中心部から少し離れるとこじんまりとした店が多く横に並び、理

髪店や衣服店、雑貨店などが多かった。 

次に治安がとてもいいと感じた。アフリカでは、ケニアのナイロビや南アフリカのヨハ

ネスブルクなど、昼間でも日本人が市街地を一人で歩けないことが多い。キガリは「アフ

リカで 1 番安全な場所」と言われており、滞在中の約 2 週間危険な目に一度もあわなかっ

た。滞在中に驚いた光景がある。それは夜でも子供が多く外出しており、女性がスマート

フォンを見ながら歩いていたことである。この光景から治安の良さがわかる。他には、大

きな施設（商業施設や図書館など）に出入りするときは必ず警官がおり、ボディーチェッ

クが行われた。道路にもライフルをもった警官が随所に配備されており、治安の維持にル

ワンダが取り組んでいることが分かった。 

伝統工芸品にバスケットとアガセチェと呼ばれるものがある（写真 22）。別名「平和を

呼ぶかご」といわれており、デザインは様々である。この 2 つはルワンダの伝統と歴史を

写真 19 ゴミ一つ落ちていな

いキガリ（柴田撮影） 

写真 20 キガリのトイレ

（柴田撮影） 

写真 21 キガリから少し離

れた住宅街（柴田撮影） 
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象徴しており、国章にも描かれている。アガセチェは、キガリの多

くのお店で売られおり、写真 23 のような路地で多くの女性がアガ

セチェを編んでいる光景が多く見られた。滞在中にお世話になった

家庭の玄関にも、アガセチェがおいてあり、入れ物としてだけでな

く、玄関という入口に置くことで「幸せを呼び込む」という縁起

のあるものとしてルワンダでは扱われていた。他には至る所に黄色

のゼッケンをつけた人が、日本でいうガラパゴス携帯といたよう

な、携帯に入れる電子マネーカードを販売していた。簡単にいう

と、iTunes カードのようなもので、歩いていると必ず買わないかと

声をかけられた。ルワンダは内陸国であり、天然資源に恵まれてい

ない。ところが、ルワンダはこれを逆手に取る形で「ICT 立国」を

国家戦略に位置付け、アジアでいうシンガポールを目指している。

実際、ルワンダは「ICT の活用促進に最も成功した政府」として、

2015 年に世界一位に選ばれている（世界経済フォーラムより）。確かにルワンダは、虐殺

後のカガメ大統領のもと、政治的安定を維持し、汚職が少なく、治安の良さからビジネス

がしやすい環境にあると感じた。この電子マネーカードはルワンダが「ICT 国」であるこ

とを象徴していた。 

 

⒝農村部 

 Kimihulura というところを訪れた（写真 24）。ここはキガリから

徒歩で 1 時間ほどの所にある。自然豊かな地域であり、ここの地域

に住んでいる人は自給自足の生活を歩んでいる人達がほとんどであ

る。木の枝で組み合わせて作られただけのサッカーゴール（写真

25）や壊れたバスケットゴール（写真 26）だけでなく、ほとんどの

家に畑があったり、ヤギや鶏、牛などが放牧さ

れていて、この地域の人々の暮らしを垣間見る

ことができた。特に川で人が選択している姿は

印象的であった（写真 27）。この地域を歩いて

いると、多くの子供達と遭遇した。するとほと

んどの子供達が「money money（お金,お金）」

「chocolate（チョコレート）」といって寄って

きた。外国人が来ることが珍しいようであっ

た。子供たちは皆裸足で、服も破れていた

り、明らかにサイズが大きすぎたりと経済的

に恵まれていないことがうかがえた（写真

28）。しかし、そこには輝く笑顔と目があり、

写真 24kimihulura 地域

（柴田撮影） 

写真 25 サッカーゴール

（柴田撮影） 

写真 26 バスケットゴール

（柴田撮影） 

写真 27 川で洗濯する人

（柴田撮影） 

写真 28農村部の子供達と

（柴田撮影） 

写真 23 路地 （柴田撮影） 

写真 22 アガセチェ（柴田撮影） 



13 

 

現状に対してあまり不安をもっていないように感じた。そしてこの

kimihulura で過ごした 2 日間の間宿泊も含め、30 歳代の夫婦のご

家庭にお世話になった。この夫婦から多くのお話を聞くことが出来

た。農村部では、一日の食事の回数はほとんどの家庭が 1 回で多く

ても 2 回ということだった。首都や地方都市だと、ルワンダではビ

ュッフェスタイルが主で豆、ポテト、米、芋、パスタ、バナナが基

本であったが、農村部になると豆、ポテト、米の炭水化物のみがほ

とんどで実際にこの家庭でもそうであった（写真 29）。子供がいる家庭では 2 日に１回の

所もあるそうだ。また、ルワンダの家庭の特徴として挙げられることにシングルマザーが

多いということに気づいた。約 20 年前に虐殺がおきた際に男性の人口が減ってしまった

からである。そのため、女手一つで子供を育てている家庭が多い。だがルワンダの様々な

家庭をみて、家庭の垣根が低いと感じた。実際には近所の人達でご飯を分け合い、子供が

年下の子をおんぶして面倒を見ている姿を多く目にした。 

 

⒞学校 

 ルワンダの教育事情を知るためにニャマタ地域を訪れた。早朝の５時にタクシーを利用

し、約 2 時間を所要した。運転手の方はフランス語しか話せない方で、目的の場所を伝え

ることに苦労した。現地にいて英語を話せる人は半数くらい

で、あとは現地語とフランス語が主であった。ニャマタには朝

7 時には到着した。その時間帯はちょうど通学の時間帯であ

り、多くの子供たちが登校していた。しかしその中には、ポリ

タンクを頭に抱えていたり、バナナを担いでいる子供達も多く

いた。学校に行ける子と行けない子の格差があるようだった。

ニャマタには多くの学校が集中しており、その周辺を歩いた。6

つほどの校舎があり、校舎によって学年が分けられていた。校

舎といっても日本のように立派なものではなく、とても簡易的

に作られたものであった（写真 30）。校舎の入口には、写真

31 のように絵が描かれており、校舎によってそれは様々であ

った。校舎の近くを歩ていると、偶然この地区の校長先生に声

をかけて頂き、各校舎の中に入って、授業を見学し、生徒た

ちとお話する機会をもらえた。まず驚いたことは、生徒の数

である。教室一杯に生徒が授業を受けており、中には立って

受けている子もいた。そして、使用している黒板も日本のも

のとは違い、薄い鉄板に近いものに文字を書いており、とて

も見えづらいものであった。授業を午前中に見学した後は、

校長先生とルワンダの教育事情についてお話する時間があっ

写真 29 農村部での食事

（柴田撮影） 

写真 30 ルワンダの学校

（柴田撮影） 

写真 31 学校の校門（柴田

撮影）  

写真 32 学校の黒板（柴田

撮影）  
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た。まずルワンダの教育の特徴として挙げられるのが、生徒が午前と午後で入れ替わるこ

とだそうだ。朝は 7 時 20 分から 1 限目であり、7 限目が 12 時 40 分に終了する。そして

8 限目からは生徒を入れ替えて 13 限目まで授業を行う。なぜ入れ替え制を適用しているか

というと、生徒の数が多くて一気に受け入れることができないからである。あとは、教師

の人数が圧倒的に足りないためである。現在ルワンダの教師がうけもつ生徒の数は平均し

て 60 人ほどであるそうだ。そのためルワンダでは教師の雇用に近年力を入れており、約

3000 人ほどの教師を雇用して、教師不足の解消に取り組んでいるそうだ。だがそこには、

教師の低賃金問題や学校にいけない子供達が多くいるという現実がある。 

 

Ｄまとめ 

 今回ルワンダを訪れて、現地の人と暮らしを共にしたり、教育・虐殺の現場を直接見る

ことができた。当初、現地の人（現地で仲良くなり受け入れてくれた家庭）は虐殺のこと

に関しては表面的な事しか語ってくれなかった。現地の人が心を開くには、先に信頼する

ことが必要だと考え、行動で示した。具体的には、マラリア蚊がいる中でも現地の人が安

全だと用意してくれた場所で裸になって身体を洗った。また男性同士が手を繋いで歩く習

慣があり、実際に多くその光景を目にし、はじめは抵抗感があったが価値観に固執しすぎ

ず、取り組んだ。次第に心を開いてくれるようになり、帰国前に「虐殺に対する本心」を

語ってくれた。それは以下のようなものであった。「あのような虐殺は二度とあってはい

けない。家族や友人を多く失い、当時虐殺がおわっても復讐心は一時の間消えなかった。

しかし、いまは国民の皆が国の発展と自身の将来の為に前をむいて生きている。今の平和

暮らしがあるのは、あれから皆が前を向きつづける共通意識があるからだ。」この共通意

識というところで、これはルワンダの街と人に表れていると思った。月に 1 回国民で清掃

する日があり、ゴミ一つ落ちていない綺麗な街並みや近所同士の家庭でお互いの子供の面

倒をみて助け合う光景が多く見られた。また男性が手を繋いでいる光景や近所同士が集ま

って仲良く話をしている姿は、本当に虐殺が 20 年前にあった国なのかと思わせるほどで

あった。ルワンダの人達が前を見て歩み続ける気持ち、それに応えルワンダを発展させて

いこうとする政府。この２つがかみ合っているのがルワンダがここまで発展した理由だと

感じた。しかし農村部では明らかに都市部との格差を感じた。農村部のインフラの整備、

そして教育制度の充実がこれからのルワンダの課題だと現地で感じた。 
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