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D j ibout i (ジブチ概要) 

私のいる国「ジブチ」の概

要や、私がジブチにいる理

由をお話しします。 

Activ ité(活動) 

私がジブチでしてきた仕事

についてお話しします。 

Actual ité(時事) 

ホームステイ、ラマダー

ン、安倍総理大臣への表

敬など。 

ジブチ共和国を知る事から始めよ

う。       Djibouti(概要) 

本当に暑い？本当にイスラム教徒は戒律を

守る？  —今から、お話しします。 

1

ジブチ

は、ぎり

ぎり北半

球にあり

ます。隣

国はエ

チオピ

ア、エリ

トリア、ソ

マリアで

す。エリ

トリア国境付近は２００８年に戦闘があ

ったため、現在も停戦監視中の注意喚

起が出ていますが、ジブチの国内情勢

自体は安定しており、安全です。 

私は、コンピュータの技術者として、ジ

Djibouti 

× 

Watanabé Yuki 

× 

JOCVolontaire 

外務省ホームページより 

République de Djibouti 
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ブチの職業訓練センターで現地の

方々と一緒に働いています。ジブ

チへの赴任が決まり、現地で数ヶ

月暮らす中で感じた「ジブチ共和

国」について、紹介します。 

 

〜ジブチの概要〜 

1. 灼熱の国、ジブチ 

2. 薬物使用率は脅威の９６％ 

3. イスラム教徒の国 

4. 失業率６０％ 赴任の背景 
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１．灼熱の国、ジブチ 

 気候は、１年を通した平均気温が

世界一高く、そのため、灼熱の国と言

われています。季節は雨期（真夏）と

乾季（夏）があり、雨期の昼間は、４５

度前後を推移し、場所によっては５０

度〜６０度弱まで達する場合がありま

す。私のいる首都のジブチ市は海に

面していることもあって、湿度も８０％

まで上がります。ビジネスアワーは０

７：００〜１３：００・・・なぜか？最も暑く

なる午後は、仕事が出来ないからで

す。私が感じた暑さは、風がドライヤ

ー、シャワーが熱湯、ベッドがホットカ

撮影場所：Djibouti Palace Kempinski 
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[続き] 

〜自己紹介〜 

氏名：渡辺裕樹 

年齢：２８歳 

性別；男 

言語：フランス語、日本語、英語（予

定） 

住まい：ジブチ市（日本：東京都） 

職業：SE 

趣味：スキューバダイビング、サーフ

ィン、旅行。スノーボード、ランニ ン

グ、筋トレ、読書 

 

 

 

 

目標は、数パーセントの失業率

改善貢献。 

今は、言語がキーポイント。 

           フランス語講師アブドラと 

Khat（カット） 
高揚感、多幸感、食欲抑制の効果があ

り、日本でアルコールを飲む感覚で食べ

られています。写真の様に至る所で売ら

れており、値段は１日の食事代程度で低

所得者の家計を圧迫しています。もちろ

ん、ジブチでは合法です。多くの先進国

では、非合法の麻薬として指定されてい

るが、日本では、効果と毒性が非常に低

いため、規制対象外となっています。 

4

ーペット、外は日差しで地獄。こんな

感じです。しかし、乾季は少し違いま

す。昼間の平均温度は 30 度程度。

朝晩は、２５度前後になり、少し肌寒

く感じます。ジブチの乾季は意外に快

適・・・なのかもしれません（まだ未体

験）。マラソン大会等も乾季に行なわ

れます。 

 

２．薬物使用率は脅威の９

６％ 

 ジブチに赴任する前に、ジブチのド

キュメンタリー番組を見ました。そこで

は、ジブチの薬物問題に触れていま

した。なんと、国民の９６％が Khat（カ

ット）という常習性のある植物を食べ

ているという内容（９６％の母集合に

女性や子供が含まれるのか定かで

はありません・・・）。ここで、気になる

のが本当に９６％の人がやっている

のか？調査とまでは行きま

せんが、知り合い十数人に

聞いたところ大体９割はや

っているとのこと。また、私

が見る限りほとんどの人が

食べているように思います。割

乾季の落とし穴 
 

乾季になると、マ

ラリアやデング

熱を持った蚊が

現れるのです。雨期は暑すぎて彼

らも生息できませんが、乾季は彼

らにとっても快適。気をつけないと

死にます。汗 

5

合は不明ですが、女性や子供も食

べており、子供の場合は、親の食べ

ている物を少しずつ食べて中毒にな

ると、現地の方が言っていました。薬

物と聞くと、マリファナや覚せい剤な

どを思い浮かべますが、Khat はそれ

らの薬物と比べ効果や毒性は低く、

日本のアルコールと同じ感覚で使用

されています。 

 ひとつ私が感じたのは、しっかりと

した教育を受けて、海外の大学へ行

き、知的労働をしている人は、食べ

ない人も多く、逆に嫌悪感を持って

いるように見えました。ジブチの失業

問題、政治的な問題や教育、そして

この暑さから、自然と Khat に手を出

すのでしょうか。 

 

３．イスラム教徒の国 

 国民の９４％がイスラム教徒、残り

がキリスト教となっています。社会も

イスラムを中心に動いています。土

曜日から週が始まり、休日は金曜日

の１日のみです。イスラム教徒と言

えば、戒律、六信五行という義務が

あります。 

・六信（以下の６つを信じる） 
 神、天使、啓典、預言者、来世、天命 

・五行（以下の５つを行なう） 
 信仰告白、礼拝、断食、喜捨、巡礼 

しかし、イスラム教と言っても国によ

って、多少の（厳しさ等の）違いがあ

るようです。私の目で見て耳で聞い

たジブチの宗教感を、伝えていきた

いと思います。 
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４．失業率６０％ 赴任の背景 

 The World Factbook（CIA）によると、２００７年のジブチの

失業率は５９％となっています。（２００７年以降データなし）  

失業者の大半は若者です。 

国民の半分以上が職に就けていない状態。しかし、私が

関わる人で、教育を受けている人たちは、お金の羽振り

が良い様に見えます。なぜでしょうか？ 

この国は、中間貿易、軍（フランス、アメリカ、日本）の駐

留関連、国際援助関連で安定的に収入を得ています。国

民が潤わないのはなぜでしょうか？ 

この国の政治体制は、安定的な長期政権となっています

が、私には、一部のコネを持った人のみが肥え、チャンス

が与えられる仕組みに見えます。コネがないと仕事に就

くのが難しく、また教育も同じで、一部の人が海外の大学

へ進学し、高度な教育を受けることができる状態にありま

す。教育を受けていない人たちは、仕事をするにあたっ

て必要最低限の能力がないので失業するという流れが

強くなっています。 

国も、失業率を大きな問題と捉え、国民の教育を重要な

課題としています。私の要請は、教育の課題を改善する

為にジブチ政府から日本に依頼がありました。この失業

問題は、私の要請の主問題だと考えています。今後の活

動を通して、問題の把握や、どうあるべきか、どう改善し

ていけるのか、現地の人たちと議論を戦わせて、解決へ

の道を見つけられればと考えています。 

 

 

[続き] 

フランスパン工場で 

働く男性 
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 ジブチに来て感じたのが、信仰心への真面目さが人によっ

て違うと言う点。特に若い人を中心に宗教的な儀式に疑問

を持っていたり、宗教に対してこだわりを持っていなかった

り、真面目に信仰していない人（多様性）を受け入れていた

りします。今回は、ジブチのイスラム教徒の戒律へ考え方

（真面目さ）を少し考えてみました。以下の戒律を行なってい

るか否かをキーワードに、現地の方々（１５〜６０歳の男女）

に話しを聞いてみました。 

1. 豚肉を食べない 

2. アルコールを飲まない 

3. 結婚前の男女交際をしない 

4. 断食を行う 

 

結果、ジブチのイスラム教徒は、１０人いたら、９人は真

面目に戒律を守り、１人は不真面目。そして、他人の考え方

に干渉しないイメージを持ちました。イスラム教徒全てかは

わかりませんが、多様性を受け入れる国柄なのかな。 

※現地の知人に「どのくらいの割合で遵守しているか」と質問し、実際に自

分の目で見て感じたことを元に算出。質問した人数は１５人程度．男女交際

に関しては７人（全て男性）のみ。 

項目 遵守率 理由 

１．豚肉 ９９％ ・１００％の人が食べていないと回

答（試しに食べている人もいるかも

と回答有り） 

・回答者は誰も食べたことがない 

・豚肉を食べている人を見かけない 

・ただし、ごく一部の店で購入可能 

2．アルコール ８０％ ・１０％〜４０％の人が隠れて飲ん

でいるとの回答 

・回答者の数人は飲む 

・飲んでいる人をあまり見かけない 

・スーパーやバーで購入が容易 

３．男女交際 ９０％ ・１０％の人は隠れて男女交際をし

ていると回答 

・回答者の何人かは、結婚前のそ

れらの経験有り 

・２〜３週に１回くらいは、バスの中

でキス、道端で抱き合う若者を見か

ける 

・男女ともに異性の話題について

比較的オープン 

４．断食 ８０％ ・１０％の人は、真面目に断食をし

ていないと回答 

・回答者の何人かは、数日のみ行

う 

・平気で飲食している人を１日数人

見かける。（ただし、仕事している割

合は高い） 

・断食実施の日数について、正直

に話している。 
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赴任先は、Centre de Formation 

Professionnelle des Adultes (通称、

CFPA)、成人を対象とした職業訓練セン

ターです。 

CFPA には、上級技術者コースと職業

訓練資格コースの２つの大きな分類が

あり、その下に様々なコースが設けられ

ています。概要は以下の通りです。 

〜CFPA のコース一覧〜 

上級技術者 

コース 

職業訓練資格 

コース 

情報処理 自動車整備 

秘書 電気 

会計 板金・塗装 

経営 冷凍・冷蔵機器 

 

教師は３０名前後、生徒は 10 代後半

〜２０代後半で、３００名〜４００名程度

です。私の情報処理のコースには、３名

の教師がおり、２０名程度の学生を１ク

ラスとし３クラス体制で教えています。

教師のレベルや生徒のレベルに関して

は、授業内容や課題などを含めて、今

後お話しします。 

2

 

私がジブチに来た理由 

先にも述べたとおり、ジブチでは成年

の失業率が非常に高く、未就職者に対

する技術訓練は開発の重点な分野とな

っています。CFPA が属する国民教育・

職業訓練省は、教師の拡充、教材の拡

充、カリキュラムの向上を計画していま

す。ジブチより要請を受け、私の赴任と

なりました。 

求められている仕事 

CFPA より期待されている具体的な要

請内容は、大きく３つです。 

1. コンピュータ機器のメンテナンス 

2. 情報処理の実習担当 

3. メンテナンス講座の開講 

しかし、この要請内容を受け取ったのは

１年半前、果たして本当にこの要請内

容が需要にマッチしているか再度ヒアリ

ングする必要があります。そして淡々と

この要請をこなしても、ただのマンパワ

ーとなってしまうので、自分のやれるこ

と、やりたいことを考えていきたい。 

3

 

私がやったこと（2 週間） 

職業訓練センターはまだ始まっていま

せんが、仕事はあります。９月の頭に全

体会議に出席。自己紹介をすませ、人

間関係の把握に奮闘しました（CFPA に

は派閥的なのがありそうな予感）。そし

て、自分の居場所作り。部品をかき集

め PC 作成。他にも、入学試験の見学、

特別授業の見学していました。シラバス

や授業の資料等を参照したいと依頼す

るが、同僚は休みに入り、バカンスへ。

スタッフがほとんどおらず、出来ることも

限られているので、PC の修理、教材研

究、目標管理、そしてフランス語の学習

に時間費やす毎日です。 

赴任先は、

何を求める

のか…。
Activité(活動) 

ジブチに来て 2 ヶ月目にして、配

属先の職業訓練センターが始ま

り・・・ません。まずは、何があって

何がないのか、求められているこ

と，自分のしたい事。それに、ジブ

チの人たちの仕事観を把握してい

きます。 

コンピュータ技術者 

Informaticien. 

どのパ

ソコンを

見ても

ウイル

スだら

け。 

同僚のアブドラ 
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外国では、新しい事が毎日起き

ています。    
 Actualité(時事)  

1

海外で生活していると、日本とは違うイベントや発見がたくさん

あります。ジブチに来て 2 ヶ月に起こったできごと、イベントを

お話しします。 

ホームステイ 

ジブチに来て初めの 3 週間は、現地生活に慣れる為に、ジブ

チ人の家庭にお世話になりました。ホストファミリーは、息子 2

人、娘１人の５人家族、富裕層で、息子達はフランスやアラブ

で暮らしています。お手伝いさんも５人くらい。人望も厚く、毎

日訪問者がいて、常に１５人くらいで暮らしいる感じです。私の

ベッドの上にも常に誰かいました。ホームステイ先で暮らして

いる分には、特に不自由はありませんでした。どこの国にもあ

る貧富の差。中間層貧困層の暮らしはどうなのだろうか…。 

 

 

 

2

ラマダ−ン（断食月） 

 イスラム教徒にとって、特別な月ラマダーン（断食月）。２０１３

年は７月１０日から８月７日まで。（1 年約 354 日周期の太陰暦に従っ

ているため、毎年 11 日程度早まります）イスラム教徒はこの月の日の

出から日没までの間、飲食を断ちます（対象外の人もいま

す）。具体的な時間帯は、夜中の４時前から１８時３０分まで何

も飲食できません。ラマダーンの昼間は、街から人が消え、お

店もほぼ閉まっています。店を開いても買う人が居ないからビ

ジネスにならないとのこと。この１ヶ月間、どのくらいの経済損

失になっているか気になります。しかし、この１ヶ月間常に断食

をして、街が静まり返っているわけではありません。日没後

は、自由に食事が出来るのです。さらに、特別感や開放感もあ

ってか、毎夜ちょっとしたお祭りのような雰囲気があります。 

 ジブチの人々が断食をする理由は、飢えを体験することで、

食べ物のありがたみを確認し、飢えている貧しい人たちの気

持ちを知ることだそうです。知ることで、喜捨の気持ち常に保

つことができるでしょうか。 

私のベッド。珍しく女性が… 家 

家周辺 

町外れの為、何もない ママ 

次男 

飢えに耐えながら 

食事の開始を待つ 
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(続く) 

3

 断食中の食事は、日没後（朝食）、２２時くらい（夕食）、夜

明け前（夜食）の３回です。ホームステイ先の家族に誘われ

て、私も４日間だけ断食をしました。そこで気づいたのが、断

食をするにしても「方法」があるということ。 

【ラマダ−ンのポイント１】 

昼間は寝ていなさい！ 

単純な話しだけど、昼間寝ていれば、起きたらすぐ食事。苦

労せずに断食ができます。ただ昼と夜が逆転しただけ？…

その通りです。 

【ラマダ−ンのポイント２】 

夜明け前の食事はボカァを食べなさい！ 

正直なところを言うと、

ボカァが何か分かって

いません。多分、消化

が遅そうなでんぷん質

の何かだと思います。

それをヨーグルトと大

量の砂糖を混ぜ、食べ

ます。 

…おいしくありません。 

 

【ラマダ−ンのポイント３】 

ボカァと一緒に水をいっぱい飲みなさい！水を大量に飲

むというのは、ボカァに水分を含ませるのか、単に飲めなくな

るから飲むのかは不明。とにかくここで水を飲まないと、１日

が辛くなります。 

 

このポイントを守ると、意外なほど簡単に断食できると思い

ます。ただ、昼間働いている人にとっては相当辛いです。私

も４日中３日間は

活動していたの

ですが、辛かっ

たです。たった

4

４日間の断食ですが、飢えの苦しみを少しでも感じることができ、

貧しい人が何を考えて物乞いや、逆に動かずに寝ているのか、

考えことができました。本当にいい経験をしたと思います。相手

の立場になることは、理解を深めるにはとても大切で欠かせない

ことです。 

 断食が終わった次の日は、イ−ド（Aiid）と呼ばれるお祭りがあり 

ます。祭りの前の日までに大掃除をし、祭りの為に新しい服を購

入します。市場は服を買う人で活気に溢れています。祭り当日は

、親族の挨拶回りをして、日本の新年のように、ラマダン明けを

一緒に祝って過ごします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

安倍総理大臣への表敬 

 安倍総理大臣が、平成 25 年 8 月 24 日～29 日にバーレーン，

クウェート，ジブチ及びカタール訪問を訪問されました。ここジブ

チには、８月２７日（木）に訪問。

滞在時間は４時間。時間のない

中、私たちの表敬に時間を割い

て頂きました。表敬場所は大使

公邸。私たちの表敬が終わり、

安倍総理大臣から激励の言葉を

頂きました。私たちの話しを一人

一人丁寧に聞いて頂けたのが印

象的です。 

今回の安倍総理大臣の訪問の

目的は以下の通り。私たちの表敬は(3)に該当します。 

（1）自衛隊活動拠点の視察 

（2）ゲレ大統領との会談 

（3）オスマン・フクザワ中学校校長等、日・ジブチ関係者からの表

敬 

  

私も、ホストフ

ァミリーから新

しい服を買って

もらいました。

家族と言ってく

れ、その気持

ちが本当に嬉

しく、ずっとニ

ヤついていま

した。 

しかし…似合っ

てない。 

約５０度を示す温度計と記念撮影 

Facebook[首相官邸]より 

断食明け（１８：３０）の食事

日本人の友人招いて夕食 
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  Yuki  Watanabé 

Email  :  yuki .w.tokyo@gmail .com 

ご意見等ございましたら、ご連絡ください。 

Yuki  Watanabé  


