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１ タンザニアの概要 

（１） 一般事情 

タンザニアの場所は、アフリカ大陸の東岸で、ケニアの下、赤道直下にあります。

日本からは飛行機の乗り換えの時間で変わりますが、最短でも20時間ほどかかります。 

  赴任地ムワンザはタンザニアの北部、世界第２位の大きさのビクトリア湖に面して

います（図１）。また、ムワンザはタンザニアでも、第２の人口を持ち、小高い丘の上

までたくさん家があります（写真１）。 

 

また、ビクトリア湖と巨大な奇岩がおりな

す景色はとても美しい。「ビスマルク・ロッ

ク」と呼ばれるこの岩は今にも湖に落ちそ

うであるが、しっかりとバランスをとり、

立ちつくしています。 

湖には、以前は「白スズキ」という名で、 

今は「ナイルパーチ」という名の巨大な肉

食 魚も豊富にとれ、日本にも輸出されてい

ます。魚産業が発達している反面、湖の生

態系は崩れ、環境破壊にもなっています。

そして、この湖を介してケニア、ウガンダ

との交通の要所でもあります。 

図１ タンザニア 

写真１ ビクトリア湖と丘の上までの家 

写真２ ビスマルク・ロック



写真３ 巨大な魚市場 

写真４ スクマ族のダンス 

日本からタンザニアへの協力隊の派遣は４

０年近くも前から行われています。また、日

本の援助でできた幹線道路なども見られまし

た。ちょうど、日本の援助で巨大な魚市場の

建設中にムワンザにいたこともあり、ボラン

ティアの小さな協力から大きな援助まで、間

近に見ることもできました（写真３）。 

この国はスワヒリ語を母国語とし、中学以上

の教育をうけた人は英語も理解できます。 

ムワンザに多いスクマ族のダンスの様子

であります（写真４）。世界的には、独特の

伝統的な文化をもった「マサイ族」が有名

ではありますが、この国には、他に約１２

０程の民族があり、それぞれが違った言葉

を話します。母方の民族の言葉、父方の民

族の言葉、隣の村の言葉など４～５の言葉

がわかる人も多くいます。 

人々は、明るく、おしゃべり好きの人が多く、

道で会ったり、バスの中で会っても挨拶はかか

しません。「フジャンボ 

（こんにちは）」、「シジャンボ（こんにちは）」

「仕事はどうですか？」「家族は元気ですか？」

などと会話が続きます。家から歩いての勤務先

の向かう途中の道で会った子どもが、見ず知ら

ずの大人にも挨拶をしてきます（写真５）。この

国では、時間にルーズな人が多いと言われるが、

挨拶をしていて遅刻をしそうになることもある

らしい。 

文化として、村では、木の小枝を噛み、繊維

をやわらかくして、歯ブラシとして今でもつか

っている所もあります。食事は、手で食べる習

慣もあるため、食事の前後には必ず手を洗って

います（写真６）。このように衛生面に気を配っ

ていたりします。 

写真５ 明るい子どもたち 

写真６ 食事の前後には手を洗う



さて、食べ物についてでありますが、主食は「ウガリ」と云われるトウモロコシの

粉をまとめて、まんじゅうのようにしたものでした。おかずは、トマト味が多く、豆、

肉、魚などを煮込む、または、焼いたり、揚げただけであります。日本のようにたく

さんのレパートリーはありませんでした。朝などはミルクと砂糖の入った紅茶にオー

トミール、パン、スナックなどを１０時頃に仕事先で食べます（写真７）。 

 

女性の髪型をアフリカ最高峰の「キリマン

ジャロ」の山にたとえ、 「キリマンジャロ」

スタイルなどと呼ばれるものもあり、髪型に

はいろいろなものがありました（写真８）。 

「カンガ」＜写真９＞と呼ばれる布は非常

に便利な布で、冠婚葬祭には欠かせない物で

あり、日常生活の中でも赤ちゃんをおぶった

り、ふろしきのように使ったり、シャワーを

浴びる時のバスタオル代わりなどと何十通り

という使い方がありました。  

 また、自然が豊かで、海、山、そして動物

を見るために、世界各地から多くの観光客も

訪れています（写真 10）。 

 

 

 

 

 

 

 

写真１０ 国立公園のライオン 

写真９ カンガ 

写真７ 食べ物 写真８ いろいろな髪型 



写真 11 村の小学校 

写真 12 図工の授業 

（２）タンザニアの教育 

 学校は、小学校にあたる Primary ７年

間。その上の Secondary は２タイプがあり

ます。日本の中学校にあたる O-Level ４

年間。日本の高校にあたる A-Level ２年

間。大学の University ４年間、 ここま

で、行ける人は全体の２％程度であります。

Secondary 終 了 後 、 教 員 養 成 校 な ど の

College に２～３年、または、Diploma ２

年間コースなどに進む人もいます。まずは、

小学校のようすを紹介します。 

村の小学校では、ひとつの机に４～５人ず

つすわっています。机などはなく、床に直接

すわって勉強していることさえあります（写

真 11）。 

他に、少し恵まれた大学校の附属小学校の

授業（写真 12）、この日は、「Stadi za kaji」

仕事の勉強と呼ばれる中の図工分野を教えて

いました。 

  

 

私立の小学校で、すでに英語での授業をと

りいれています。給食はワリ・ナ・マハラゲ

（煮豆をごはんにかけたもの）ランチルーム

で全校生徒が行儀良く、ならんで食べていま

す（写真 13）。 

 

 

 

インド系の子どもたちが多くかよっている

International School で在ります（写真 14）。

比較的に設備もめぐまれていて、先生は、イ

ギリスなど海外からきています。この日は、

図工の授業です。自分の名前をデザイン化し

ていました。 

 
写真 14 図工の授業 

写真 13 私立小学校の給食 



写真 16 私立中学校 

写真 18 ヤモリ 

写真 17 配属先の教員養成大学校 

次は中学校を紹介します。大学校の附属中学校

で、授業は全て、英語で行われています。小学校

までスワヒリ語で勉強してきた１、２年生には、

授業を理解するのに、ことばの壁があります。学

習方法は、グループ学習が多く使われていました

（写真 15）。 

インド系の私立中学の授業には、コンピュータ

ーが使われていたりします（写真 16）。ムワンザ

ではインド系の人々が、経済をにぎっているよう

でありました。 

（３） 配属先 

Butimba Teacher’s Training College 教員養

成大学校で 60 年以上の歴史をもちます。幼、小、

中学校の教員をめざす、1200 名近い学生が、全寮

生活をしています。タンザニアで唯一、美術、音 

楽、体育、演劇などの技術教科の教員養成も行っ 

ています。ここで、青年海外協力隊して、美術全 

般の指導に携わりました（写真１7）。 

学科の Art Department は２年制の美術科であ

ります。当初は O-Level を卒業した学生でありま

したが、政府の方針変更後は、A-Level を卒業し

た学生へと移行しました。学生は現職の小、中学 

校の教員で、美術教師を目指しています。20～50

歳近くと、幅広い年齢層でありました。しかし、

ここを卒業しても美術の授業が実際に行われてい 

る学校は、タンザニア全土で数えるばかりしかないのが、大きな問題点であります。 

ボランティア活動の内容としては、美術全般の指導。デザイン、デッサン、絵画、彫

刻、陶芸、版画、写真、鑑賞、美術史等の理論、実技と教授法などでありました。 

（４） その他 

現地での暮らし。２ＬＤＫの家。電気は 60 年以

上も前の設備のため、雨や風で、すぐに停電にな

ります。我が家はジェラシックパーク、いろいろ

な生き物が現れる。ヤモリ、ヘビ、サソリ、オオ

トカゲ、ヒヒ。一例でありますが、椅子にかけて

おいた洋服をつかんだ瞬間、ヤモリ（写真 18）が 

服の中にひそんでいて、びっくりして、とびあが 

ったこともありました。 

写真 15 グループ学習 



 

２ 活動内容 

（１） 陶芸に関わる 

日本での協力隊員になる前、現職参加制度での試験に合格しました。その約１月後、

自分の専門分野（絵画）ではなく、陶芸か彫刻の要請へと変更となりました。彫刻は、

大学でも多少勉強しましたが、陶芸に関しては子どもに教えるだけの知識でしかあり

ませんでした。そこで、協力隊の訓練に入る前の約半年で、自己学習をすることにな

りました。やらねばならないことは、粘土を探す知識、素焼き程度のできる窯の作成、

轆轤の技術などがありました。このため、短期間に、さまざまな知り合いをたずね、

多くの方の支援を受けて、即席の基礎を学び、旅立つこととなりました。 

しかし、赴任するや、日本で変更された要    

請内容でなくてもよく、科目は好きな分野を   

教えて良いと聞かされ、日本ではにわか勉強 

とは言いつつも、陶芸へかけた労力を無駄に 

はしたくありませんでしたので、絵画と陶芸 

の２束のわらじを履くことにしました。まず 

は、粘土探しから始めました（写真 19）。 

（２） 陶芸環境の整備 

野焼きは大昔から行われていて、タンザニ

アの伝統的な陶器の焼き方として今でも行わ 

れています。設備が不要なので、燃えるものさえあればできます。しかし、教員を養

成する美術学科としては陶芸の設備関係は整っていませんでした。 

まず、取りかかったものは、陶芸小屋と作

品保管棚の作成でありました（写真 20）。小

屋を建てるために整地をし、鉄柱の柱をたて

る１ｍほど穴を掘り、セメントで柱を固定し、

屋根を棟上げし、ブリキの波板を屋根にはっ

て完成させました。 

この作業、学校の主事さんは熱心に働くの  

で、毎日行えば 10 日もあれば終わるはずであ

りました。しかし、赴任３月後の 12 月から校 

長には話をし、経理にも伝えたが、いい返事 

はするものの一向にお金はもらえず、文字通り長い間、棚あげになってしまいました。 

週に１～２回、経理に会いに行くが、今はお金がない、来週には渡すといいつつ、

長期の出張に出かけてしまい何週間も帰ってこなかったりしました。しかたなく、出

張から戻った校長に再度お願いをしてみると、経理から、やっと柱部分だけのお金が

でました。 

写真 19 カオリンの山 

写真 20 陶芸小屋 



しかし、「残りのお金は柱が仕上がって

からでないと渡せない」と全額はもらえ

ず、このような繰り返しで、やっとのこ

とで、小屋と棚を作り、素焼きの窯用レ

ンガの購入まで含めると約４ヶ月もかか

ってしまいました。そして、素焼き窯用

のレンガを購入し、窯を作り始めたのは

２年生が卒業する１月前になっていまし

た。その上、薪を切るには、たった１本

の斧と２本の「パンガ」と呼ばれる大き

なナイフしかなく、数人が切り、後の学

生で運ぶという能率の悪さで、準備する

のに約１週間がかかりました（写真 21）。 

（３） 窯作成と焼成 

  焼成１回目は、平日は他の科目の授業

もありますので、休みの日に行うことに

しましたが、焼成の分担はしたものの、

午前中は、教会に行って遅れて来るし、

参加しなかった生徒もいました。１０時

間近く、薪のみを燃やしたにも関わらず、

焼き上がりの結果は、よく焼けていませ

んでした（写真 22）。原因としては、窯

の高さが高く、作品に火がまわりきらず、

熱効率が悪いようでありました。 

焼成２回目は、前回の窯の欠点を修理

し、今 度は焼成するのに時間での分担

ではなく、焼成の仕方を知る上でも、初

めから終わりまで、できるかぎり全員の

生徒が参加するように呼びかけました

（写真 23）。焼成時間も 10 時間以上にな

りました。火を止めたのは夜が明ける前

になっていました。焼き上がりの結果は

作品を置いた場所によって、良く焼けて

いるものもあれば、今ひとつのものもあ

りました。                     

2004 年の 12 月頃、ＪＩＣＡ事務所に粘土の試験を相談していた折、ＳＥＡＭＩＣと

いう研究機関がタンザニアにあることを知り、隊員支援経費で支援してもらい、５月

写真 21 木を切り薪にする 

写真 22 焼成結果を見る学生 

写真 23 修正した窯 



に、同僚と共に、陶芸の理論と実技のワ

ークショップを 10 日間行いました（写真

24）。その後、ワークショップでの成果を

他の学科の教員にも報告し、作品を同時

に展示しました。また、生徒向けにも展

覧会を実施しました。 

それから、学校内にある木の量は限ら

れているし、重労働であるので、オイル

バーナーの導入を考えました。校長にも

同意が得られ、今回は経理から早い時期

にお金がもらえました。しかし、今度は

頼んだ職人がもらった手付け金で、昼間から酒を飲み、仕事は進まない状態だった。

その上、見積もりの時点では同意していたはずなのに、寸法違い、材質の違いなどで

金額的に無理だと言われました。学校にも相談するが、この年は大統領選を控え、政

府がお金を学校に出せなくなり、学校は電気代は払えず、電気は止められ、生徒達の

食事も質が落とされ、そしてとどめは、

食事をまかなえないので、試験を早め生

徒を家に帰らせることとなった。 

このような状態では、陶芸のお金など

でてくる見込みもないし、ここまでやっ

てきたことを中途半端で投げ出すわけに

もいかないので、事務所にも困惑した状

況を説明し、隊員支援経費で支援して頂

くこととなりました。もちろん、担当の

職人を変えてもらい、この年、水不足で

停電で再三作業が滞りましたが、作成ま

で約半年かかってオイルバーナーが完成しました。 

この頃は、同僚もワークショップに参加したことから、ワークショップで行った本

焼きのできる窯の作成が目標になっていました。そして、オイルバーナーと同時期に

作成することとなりました。それには、支援経費の申請に必要な見積もりが必要であ

りました。閉鎖したガラス工場に行き、見積もりをお願いしましたが、日本人である

ことで、足下を見てか、タンザニア価格の４倍もの値段をふっかけてきました。そし

て、その値段以外では売らないとまで、工場長は強気でありました。自宅まで、話に

言っても居留守を使われたり、奥様に会える日を聞くと、「忙しいので、朝７時に来て

くれ」と言われたりもしました。 

しかし、「レンガは、タンザニアの教育のために購入するものであって、あなたの子

どもや孫たちのためになるものである」ことを同僚に伝えてもらい、やっと適正価格

写真 24 ワークショップの様子

写真 25 完成したオイルバーナー



で見積もりが取れました。そして、窯作りがはじまり

ました。窯作りでは、学校の主事さんがとても仕事を

がんばってくれました。また、窯のドーム部分のレン

ガの角度を削るのには、日本から持参した石の彫刻用

の道具１本を使い、生徒と共に、自らコツコツと削り

とりました、予定よりは日数がかかりましたが、なん

とか完成しました。                 

 そして、焼成としては３回目であるが、新しい窯で   

の初焚きになりました、素焼き程度ということで結果

は焼けていました。みんな大喜びでありました。 

次の焼成４回目では、楽焼き程度 1000 度以下の低

温で焼成をしました（写真 27）。日本で同様の窯の焼

成をした時は、10 時間くらいで温度が 1200

度まで上がりましたが、ここタンザニアでは、

ぜんぜん温度が上がっていませんでした。       

また、新しい窯で再度、焼成することになり

ました。５回目は、時間をできるだけ長くかけ

たこともあり、結果は、釉薬が上手くとけてい

て、その上、薪の炎のあたり方で変化し、いろ

いろな色がでました（写真 28）。 

 

６回目の焼成は、全土的に雨が降らず、水力発電のた

め昼間は水不足の停電が続きました、そして、焼成は

電気が来る夜間になりました。だれもが徹夜を覚悟し、

私も日本に帰る直前でありましたので、これが最後だ

という意気込みで取り組みました。 

 

 

薪がなくなれば、夜中に木を切り、学科に

保存していた彫刻用の丸太までも燃やしまし

た。そして、翌朝６時すぎ、また、停電にな

りました。みんな「やることはやった」とい

う思いで、残りの薪をくべて、焼成を終わる

こととなりました。数日後、窯を開けました、

やはり、高温焼成のハードルは高く、釉薬は

とけず、目標温度には達成していませんでし

た。 

写真 26 完成した窯

写真 27 焼成中 

写真 28 釉薬がとけた作品 

写真 29 最後の焼成 



写真 31 資料整理

既に、日本への帰国がぎりぎりになっていました

が、もう１度焼成し、締めくくりたいと思いでした、

しかし、時期悪く教育実習期間になり、その評価に

同僚が出張に行くこととなり、再度焼成することは

不可能になりました。この時点では、日本へ帰る日

がもう秒読み段階でありましたので、最後の仕事と

して、耐火レンガを使わなくてもよい現地のレンガ

でできる素焼き窯を製作しました（写真 30）。 

 

また、粘土の調合試験結果、研究機関や陶器工場にお願

いして得た粘土の試験結果、赴任中に集めた粘土、原材料

などをこれからの研究のために資料整理し、学科に保管し

ました（写真 31）。 

 

 

（４） 活動のまとめ 

活動を行って、今後の陶芸について残された問題点として、１つ目は、焼成の仕方

の改善、薪を入れるタイミングの見極めが必要。10 時間程度の焼成で、1200 度くらい

上がる窯をつくったつもりではありましたが、実際には17時間焼成したにも関わらず、

温度はせいぜい 1000 度前後であったと思われます。日本のように温度計もないので、

木をくべた時の温度が上がったのか下がったのかもわからないのも難しい点でありま

した。 

２つ目は、窯の仕組みの改善、熱を蓄えるよう更に二重に煉瓦で覆うこと、煙突の

長さと幅の調整、焚き口を大きくするなどが考えられました。 

３つ目は、現地で手に入るものを使った釉薬の調合試験が必要になります。 

４つ目は、カオリンなどとの調合をした粘土の開発も必要になります。 

最後に、生徒作品のレベルアップも考えなくてはならなくなります。しかし、美術

科の時間数が政府の方針で減ってきていることから、今後どのように実技の時間を生

み出すかが問われてくると思います。 

（５） その他 

タンザニアの美術としては、おみやげ物としても有名なテ

ィンガティンガ派の絵画、マコンデの彫刻。また、陶芸では、

日常使われている鍋や水瓶をつくる伝統的な職人（写真 32）。

それに少数でありますが、作家活動をしている陶芸家なども

います。その他、アフリカらしいカラフルな布なども日常品

という以上に美しい物が多く見られます。美術教育には直結

写真 30 現地の材料でつくる

写真 32 陶芸の職人



はしていませんが、すばらしいものがたくさんあります。             

３ 協力隊活動で得たこと 

最終報告書、協力隊に参加して、要請内容が変更されたり、現地の方針がかわること

も度々でありました。そのために、日本でも、タンザニアでも、色々な人々との出会い

がありました。 

日本にいるのとは、違う苦労はありましたが、自分がしっかりとした目標をもってい

れば、何事にも挑戦できる。筋書きのない創造的な時間でありました。結果をだすには、

時間が短かいことは残念でした。 

しかし、「やはり、行って良かった。」多くの人にも経験してもらいたいと思います。 

そして、行くまでにお世話になった多くの方々、また、現地ではインターネットを介し

て、日本から窯づくりを支援して頂いたり、また、遠く離れたオランダからバーナー作

りを支援して頂くなど、本当に多くの方々のおかげで活動ができました。感謝申し上げ

ます。 

最後に、映像で、友人の Bache さんの勉強方法を日本の子どもたちへ伝えたいと思い

ます。バラバイグ族の女の子は、学校へは行けませんでした。そこで、彼女は毎日、牛

の世話をしながら、アカシアの木のとげを鉛筆代わりに、その木の葉を紙代わりし、小

学校に行っている男の子たちからアルファベットを習いました。そして、小学校の先生

にアルファベットを覚えたので学校に行かせてほしいとお願いに行きました。先生に「制

服は準備できますか？」と聞かれ、彼女は近所の人のお手伝いをして、制服を用意しま

した。小学校に入学したのは、すでに 12 歳でした。今は、小学校で教鞭をとっています。

アカシアの木は自分にチャンスを与えてくれた木で、大好きな木であると話してくれま

した。 

タンザニアでは、学校に行きたくても行けない子どもたちが、今でも多くいます。 
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