
 

5月度木曜例会（2012/05/10） 

 

本日のゲストスピーカーは約半年前タンザニアからやって来

たModiさん。アフリカンドラムDjembeの演奏者です。JICAの

ひな祭りフェスティバルでその腕前を披露してくれ、皆さん感

動し拍手喝采でしたね。今日はかっこ良い民族衣装Kitengeを

着ての登場。最初の挨拶はスワヒリ語で“Mambo?”これに対

し返事は“Poa!”とのこと。一般的には“Jambo” “Nzuri”で

すがタンザニアでは前者が多いそうです。テーマは”Tanzania 

in Tradition and Culture”。では最初にお国紹介から。 

 

1) Tanzania 

国土面積日本の2.5倍、人口4千万強、位置は下記地図を参照下さい。彼の出身地は最大都市

Dar-es-Salaamの北にある歴史深いBagamoyoという風光明媚な港町です。1964/26/April 

Tanganyika & Zanzibarは統合されTanzaniaとなりNyerereが初代大統領となりました。アラブの

オマーンスルタンに長らく支配されていたZanzibar, またTanganyikaは ヨーロッパ人の侵略

以前、伝統的な狩猟・農耕に基く部族社会が広がっており、小規模な王国がいくつも存在してい

ました。沿岸部では、ザンジバルを支配していたアラブ人との交易も行われており、その様な歴
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史背景から現在Zanzibarではほぼ100％がイスラム信者、本土ではクリスチャン30％、ムスリム

35％、土着宗教35％と言う割合です。 

 

2) 教育制度 

The Tanzanian educational system is based on the 7-4-2-3 system: 7 years of primary 

school, followed by four years of secondary school leading to Ordinary Level exams in nine 

subjects, followed by two more years leading to the Advanced Level exams in nine subjects. In 

the second year of secondary school, there is a national assessment examination which allows 

those who pass to continue to study for an additional two years. After those two years, students 

take the Certificate of Secondary Education Exam (CSEE). Two years later, A-level exams are 

given. After the final year of secondary school - the thirteenth year - students can take the 

Advanced Certificate examination, which is recognized all over the world. On the average, a 

student can complete the Bachelor's degree in three years, although some majors require more 

time.  

 

3) Culture & Festival 

都市の生活光景よりも自然に富んだローカルな生活の様子を特に

説明します、とのことです。グリーンバナナ、ひまわり、カッサ

バ、綿花が最初に紹介されましたが農業は手作業が多く、また定

期的に開かれるマーケット光景、放し飼いされている鶏、牛、ヤ

ギ等、数々のスライドはこれぞ真のアフリカ、と言う感じでした。

無論都会にはスーパーマーケットもあれば高層オフィスビルも整

然と建っていますが。食文化の代表的なものとしてchapati（発酵

させないフラットパン、ナンのような物）、chai（スパイスやアロ

マ入り紅茶、coffeeは貴重な輸出物、chaiより消費量は少ない）ugali（It is an East African dish of 

maize flour (cornmeal) cooked with water to a porridge- or dough-like consistency. It is the most 

common staple starch of much of Eastern and Southern Africa.）、pilau（ピラフ）、ココナッツオ

イルが多く使われる。バナナビールも愛飲。写真はcassava等をグラインドする杵と臼光景。魚

類は淡水、海水、共に豊富です。 

音楽が皆大好きで、乗り合いバスの中などは大音響、それに比べ

日本は静かなもの！フェスティバルと言えば年に一度開催され

るSanti za Busara音楽祭はあまりにも有名。It is the annual 

music event in East Africa and widely known as ‘the friendliest 

festival on the planet’ そこに毎年出演するBi.Kidudeおばあさん、

90歳をとうに過ぎていまだに現役、音楽祭の顔です。She is 

considered the undisputed queen of Taarab and Unyago music. 

 

The kanga which comes from the old Bantu (Kiswahili) verb ku-kanga to wrap or close, is a 

colourful garment similar to kitenge, worn by women and occasionally by men throughout 

Eastern Africa. It is a piece of printed cotton fabric, about 1.5m by 1m, often with a border along 

all four sides and a central part which differs in design from the borders. Kangas are usually very 

colorful.  
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4）Maasai  

タンザニアには100を越すエスニックグループが有りますが部族のライフスタイルを固執して

いるグループのひとつがMaasai族です。他にGogo族もそうです。両部族は良く闘争しました。 

ケニアとタンザニアにまたがるマサイランドでマサイ族の人々は暮らしていますが、その特徴の

いくつかをここで紹介します。 

 牛の生き血を飲む。喉に小さな穴を開けて血を吸い取っ

た後、バンデージで止めておく。 

 柵内の家は土、草、牛糞、灰などを練って作る。内部は

どういうわけか非常に涼しい。 

 マラリアにかかる率は高く、対策が講じられている。 

 ジャンピングダンス、狩の後の憩いの為の踊り。 

 チーフを中心としたファミリー、牛が財産、多く持つ者

がリッチマンで一夫多妻制のため数人の奥さんを持つ。

例えば300頭の者は20人もの奥さんも。 

 クリスチャンは一夫一婦。 

 

 ちなみにGogo musicは世界的に名声を得ている。 

 

5）Tours 

人類発祥の地のひとつであり、広い国土の25％が国立公園、またはそれに準ずる自然豊かな国

ですから観光収入は大きいです。鉄道はDar –es－Salaamから何ラインか各地方に向けて出てい

ますが彼は乗ったことが無いそうです。バスはどこも押し合いへし合い状態ですがタクシー、モ

ーターバイクも、無論遠距離には飛行機も使われます。車は多くなんといっても日本車！ 

Safari tourならどこでも素晴らしいですがLake Manyara 

National Parkがお薦め、Simba, Temboその他野生動物た

ちをま近に見えます。またアフリカ大地溝帯のLake 

Rukwaも見逃せません。さらにはZanzibarでのストリート

フードは如何ですか？皆、家族揃ってディナーを楽しみま

す。そしてなんと言ってもアフリカの屋根Mt. 

Kilimanjaro!!  

5,895m。サファリキャンプで有名なKiboからの雄姿は圧

巻です、とのこと。 

 

Q&A 

 カッサバってどんな味ですか？甘くないし多分日本人は好きではないでしょう。ココナツミ

ルクなどで味付けします。 

 放し飼いの鶏が家の敷地で卵産んだらどうする？どこの家の鶏か分からなかったら食べち

ゃいます。でも分かっていれば返すかな？ 

 日本に来て驚いた事は？１）生の食べ物の数々、それに全体的に甘い。２）それまで写真で

見ていた古いタイプの家々が全然無かった。我が家もマンションだし隣近所との付き合いも

薄い。エレベーターの中で挨拶するくらい。国では家族構成から仕事先に関することまで何

でも知っている。３）交通機関、電車に乗るのが怖かったし大変驚いた。 



 グリーンバナナは？皮は？好みに切って野菜と一緒に3分ボイル、塩、ソースなど味付けし

ます。ビールのおつまみには最高。皮はほとんど捨てます。 

 日本人は歩くのが速いですね。ビジネスも然り。タンザニアは伝統を維持し続けているのか

な？金、タンザナイトなどミネラルは豊富なんですがスローですね。 

 今日着ている服は？Kitengeと言う私の部族の伝統衣装です。日本では着物が民族を代表す

るウエアですが、アフリカは部族が多く国家を代表するウエアを決めるなどと言うことは出

来ません。ウエア戦争が起こりかねない。 

 

Modiさん。また来てDjembe演奏して下さいね。 

 


