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地中海と砂漠の出会う国・チュニジア 

大久保浩司（2003－2005） 

職種 市場開拓 

１．チュニジアは 

 青い海と白亜の町並み、緑豊かな大地に金色のサハラ砂漠―アフリカ最北端

に位置する、チュニジアは、古くから地中海の交易の中心として栄えてきた国、

古代より多様な文化の影響を受け、複雑な歴史にはぐくまれ、様々な顔を持ち、

現在 8つの世界遺産を持ち、風光明媚で魅力あふれる国です。 

 

２．チュニジア共和国(Republic of Tunisia)の概要 

（１）国旗  中央の三日月と星はイスラム教の象徴(幸運を表す)、 

赤い色はオスマン帝国時代の反抗勢力の名残を示す。    

（２）面積  16万 4,154平方キロメートル（日本の約 5分の 2）      

（３）人口  1,067万人（2011年）・首都 チュニス Tunis (約 100万人) 

（４）言語  アラビア語（公用語）、フランス語 

（５）民族  アラブ人（98％）、残りはユダヤ人、ヨーロッパ人他（2％） 

(６) 宗教  イスラム教スンニ派が大半、ユダヤ教徒とキリスト教徒が少数。 

（７）GDP   443億米ドル（2011年、世銀） 

   主要産業の GDP割合(サービス業 58%、製造業･鉱工業 33%、農業 9％) 

（８）一人当たり GDP  4,070ドル（2011年、世銀） 

（９）通貨  チュニジアン･ディナール(TD)、 TD1.000= 約 50円('12,1月) 

（10）歴史  古代から中世初期（カルタゴ、ローマ、ヴァンダル、ビザンチン

初期キリスト、アラブ）、オスマン帝国、フランス保護領、1956 年フラ

ンスより独立、2011 年 1 月ジャスミン革命、23 年間ベンアリ政権崩壊、

10月民主政権発足、2011年 12月新大統領就任・新政権発足 

（11）政体    共和制、 

 (12) 元首    モンセフ・マルズーキ（2011年 12月就任） 

 (13) 議会･･･制憲国民議会、議員数：217名(選挙区：国内 199名，海外 18名) 

(14) 首相   ハマディ・ジェバリ 

(15) 気候･･沿岸部：夏は暑くて雨少なく、冬は穏やかな地中海性気候。乾燥

している、   内陸部：大陸性気候、日中暖かく朝夜冷える。 

(16) 時差･･･日本との時差 -8時間(日本時間：13時、チュニジア時間：5時) 

     夏時間（サマータイム)3月下旬―10月下旬、日本との時差－７時間 

(17)在留邦人数：171名、在日チュニジア人数：336名（2011年 10月現在） 
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３．ジャスミン革命後のチュニジア(2011年 11月訪問、革命時の話を聞く) 

①2011年 1月 14日以降 2月下旬迄・・革命後も治安悪化、ショッピングセ

ンター、店舗等が襲われる(なんと毛布と靴が戦利品）、独裁体制関係者へ

のデモ、何でも反対のデモ・・“デガジェエエエ！（でてゆけ、反対） 

②2011 年２月―６月チュニジア人の観光客、毎日繰り広げられるデモを楽

しそうに見学、７月以降、暑さにてデモどころでない。8 月からラマダン

(断食)開始、職が欲しい(お金を稼ぎたい) 

③2011年 10月、新政府の誕生(保守派の勝利、政治･経済の立直し) 

④2011年改正憲法議会は 1年で新憲法草案提出、大統領就任、新政権発足 

＊11月の訪問時、ショッピングセンター、放送局に戦車が配置されていた。 

⑤主幹産業たる観光は 2011年壊滅状態、2012年後半になってやっと回復基

調、農業生産も少し回復、しかし、若者の失業率は革命以前より悪化。 

⑥このジャスミン革命が引き金となり、各国に影響を与える。 

  エジプト:ムバラク大統領辞任(30 年間)、そして、自由化への道（険しい） 

  リビア:10/20 カダフィ大佐死亡・統一へ(40 年間の密閉状態からの開放) 

  バーレーン：ハマド国王、シーア派中心の反政府デモ、各世帯に給付金 

  ヨルダン：政府への抗議デモ、アブドｩラ国王指導の下で政治･経済改革 

  イエーメン：昨年 11 月サレハ大統領体制終結(33年間)、大統領権限委譲、 

他、アルジェリア、サウジアラビア、モロッコ、クウェートへの広がり。 

  2013 年 1 月泥沼になっているのが、シリア：アサド政権、イスラエルと

常に敵対、経済制裁、継続する内戦、ソ連が背後に(?)、長引いています。 

    

４．JICA の活動 

  2003 年 12 月―2005 年 11 月の 2 年間、JICA シニアー海外ボランティアと

して、チュニスの LCAE(国立中央試験分析研究所)で市場調査指導として入る

も、新所長より、経営アドバイスに代わり、新しい度量衡センター設立試案

作り等を行いました。100年の歴史をもつ古い研究所で、度量衡(長さ、体積、

重さなどの測定、トラックの積載荷重検査など)、食品分析（食品の輸出入

検査など）、数多くの検査分析項目あり。古い検査機器に混じって、最新の

検査機器も購入されている。その中で、2002 年に購入された日本の島津製

作所製イオン分析装置が故障しており、急遽、別件で来ていた島津のエンジ

ニアーにお願いし、応急修理で使用できるようにしてもらったこともあり。

2004 年 7 月着任のゲダムシー新所長は Quality Woman、私の 12 の提案か

ら 4つを採用、移動試験分析車購入、カタログ作りなど、研究所の効率を上

げるべく前向きに取り組んでくれ、お陰で、充実した仕事ができました。 
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５チュニジア便り（第 1 回―第 10 回） 

着任後 7ヶ月目にして初めて、日本の友人･知人にメールをしたのが、この

チュニジア便りです。1枚にまとめたため、少し簡素化されています。通信、

電話など常に監視されており、よくメールが突然切られたりしました。 



 

 

 

 

 

2003 年 12 月 3 日チュニス（チュニジア）に到着して以来、あっという間に 7 ヶ月が過ぎ

てしまい、チュニジアのお話を少しでも皆さんに報告しておこうと二人で話し合っていな

がら、今日まで来てしまいました。とにかく、書いてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チュニジア便り        2004年 7月 5日 

 No.1       シニア海外ボランティア 大久保浩司、碩子 

チュニスの面白いこと 

１． 海岸沿いの道路は車で一杯、でも人

影はゼロ、デートは車の中が一番、

駐車した車はみんなアベック!! 

２． 夕方のモノポリ(スーパーマーケッ 

ト)は混み合います。一家総出の買 

い物（？）夕涼み（？） 

３． あちこちのカフェはアラブの男性

で一杯、シーシャ(水煙草)をふかし

ながら、コーヒー、紅茶でおしゃべ

り。アラブの女性はどこに？ 

みんな家の中?! 

 

 

 

 

 

 

5－6 月アフリカ原産の花、ジャカランタ 

碩子評：チュニジアの食事準備は手間を

取ります。随伴ではなく炊飯？だ。 

浩司の一日(7月のある日) 

～7月から夏の勤務時間 07:00-13:30 

05:30 起床、鳥のさえずり、10 分後日の出

06:30 朝食（ご飯、煮魚、野菜他） 

07:00 出勤、8 年目の黒いシトロエンで 

07:15 配属先（国立中央試験分析所）到着 

10:30 持参のコーヒーとケーキを食べる。 

13:00 退社、ぎらぎら太陽、車中は 46 度 

13:10 JICA チュニジア事務所到着 

書類提出、報告、郵便物をピックアップ。 

13:50 帰宅、家は窓を閉ざして暑さを防ぐ。 

昼食(パン、スープ、果物)､30 分横になる 

15:10 市内のフランス文化会館へ出発 

15:30 フランス語受講(3 時間) 

18:45 帰宅、暑さ和らぐ、30 分後日の入 

19:10 碩子と散歩（40 分間、近所を歩く） 

20:30 夕食(焼き魚、牛肉炒め、キュウリ、 

キャベツ他、缶ビール 2 本、ワイン 2 杯) 

21:30 E-Mail チェック 

23:00 TV(日本ニュース)見ながら、屈伸運動 

24:00 就床 

チュニジアの世界遺産 ～7つの文化遺産と１つの自然遺産～ 

・チュニスのメディナ＊とスースのメディナ  

・チュニス郊外＊とケルクァンのカルタゴ遺跡 

・ドゥッガ＊(ヌメディア、ローマ、ビザンチンの 

     複合遺跡、北アフリカ最大) 

・古都ケロアン(地中海沿岸で最初のイスラム都市) 

・エル･ジェムの円形闘技場＊ 

・イシュケウル国立公園(北部にある湿地帯)     ドゥッガの遺跡(円形劇場)  

＊今までに訪問したところ           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

暑い夏がやっと一段落、チュニスも 3 日前より、朝晩が少し涼しくなってきました。アテネオリン

ピックで日本は東京大会と同じ金メダル 16 個とれたと喜んでいますが、ここチュニジアはメダルを

1 個も取れず、9７0 万の人口でイスラム教の国になるとスポーツはもうひとつのようです。しかし、

サッカーだけは今年 4 月のアフリカカップに優勝、日本にも勝っており、別格の強さとの印象を持

っています。というわけで、チュニジアの夏を覗いて見ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

           

 

 

 

チュニジア便り         2004年 8月 31日 

 No.2         シニア海外ボランティア 大久保浩司、碩子 

初めてのチュニスの夏 

1.気温は 45度近く、むき出しの肌に突き刺

さる日差し、背中のジッパーの金具が焼

け付く感じで、日中は外出できません。

部屋は暑さを防ぐため、鎧戸も窓も朝か

ら閉め切っています。不思議に雨が一滴

も降らずじまい。 

2.市内の一流レストランは 8月中お休み。

マルシェ(小さな市場)の肉屋、魚屋、野

菜屋も 2週間ほどもお休み。おかげで週 1

回開く、スークの青空市場やカルフール

で 1週間分まとめ買い。野菜は品不足、

ひなびたキュウリとナス、ピーマン、キ

ャベツ、ジャガイモ、玉ねぎ。献立は? 

焼きピーマンの冷たいおひたしが一番。 

･10kg･500円のスイカ           

・四角な桃(甘い) 

 

 

 

 

ﾁｭﾆｼﾞｱ人の夏 

～チュニスにいる人は田舎へ逃げます。～ 

・夏の休暇は 2-3 週間、7 月中旬～８月末頃、 

家族揃って田舎(生まれ故郷、両親の里)へ帰っ

たり、リゾート地(モナスティール、ビゼルト、

ハマメットなど)でペンションを借りきって、1

週間以上も滞在します。 

・友人や親族がよく集まり、美しい遠浅の海岸で

泳いだり、おしゃべりに、食事に、そして地元

のフェスティバルを楽しみます。 

・チュニスにいる人達は、涼しいベランダや家の

庭へ食卓､椅子､TV まで持ち出し、夜空を見な

がら食事、会話、映画鑑賞、時にはアラブの歌

が唄われます。 

・夏は結婚シーズン、女性達はここぞとばかりに

ドレスアップ、若い男性は背広。にぎやかな音

楽が深夜まで続きます。睡眠妨害です。(午前 1

時まで OKとのこと) 

・暑い中を“ヘンジー、ヘンジー”(サボテンの

実) と叫びながら、手押し車で売り歩いている

人がやってきます。ご苦労様です。 

チュニジアの夏の祭典 ～リゾート地はフェスティバルのラッシュ～    

タバルカのジャズ祭、ドゥッガの音楽祭、カルタゴ夏のフェスティバル、、 

エルジェムのシンフォンニィーなど、地中海に沿った 1300Km にお 

よぶ海岸線沿いのリゾート各地で開催されます。古いローマの遺跡を 

利用しており、夏の夜空の下で音楽、劇、映画などを楽しむ趣向で、 

世界各国から音楽家、劇団、踊り子達が集まって来ます。 

近くのカルタゴ・フェスティバルはローマ劇場で行われ、フラメンコ 

(右の写真)、映画（ラスト侍）、チュニジア歌謡祭(アラブの演歌)と 3 回も楽しみました。料金は 450

円―1000 円、始まりは午後 9 時半、終了は 12 時―12 時半です。翌朝がすこし眠いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

朝晩が涼しくなり、チュニジアもやっと秋を迎える感じです。家の周りのブーゲンベリア、ジャスミ

ンに加え、赤い細長い花が咲き始めました。ラマダン(イスラム教の聖なる行事、1 ヶ月間の断食)を

2 週間後に控え、店屋が活気づき、商品も大量に並んでいます。10 月 24 日には大統領選挙が行われ

ますが、現職ベンアリ大統領の対抗馬がなく、すんなり決まることでしょう。 

今回は、7 月上旬のシャンビー行きと 9 月下旬のケルケナ島行き、1 泊 2 日の旅をまとめました。 
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チュニジア便り         2004年 10月 4日 

 No.3（山と海）      シニア海外ボランティア 大久保浩司、碩子 

ケルケナ島は、ナツメヤシが一杯 

チュニスの南 300ｋｍ、第 2 の都市スファ

ックスから、フェリーで 1 時間の距離にケ

ルケナ島があります。人口、1 万 5 千人、夏

には 10倍の 15万人以上に膨れ上がります。 

主な産業：漁業、観光、 

町のシンボル：蛸（小さな町に 3ヶ所あり） 

独特な漁法：丸いかごの中に筒状のかごが

あり、魚は入ったら出られない仕組み。 

親戚だらけ？：周りの人はみんな知り合い、

車を降りてまで挨拶を交わしています。 

標高：５ｍ位、一番高い所はスペイン砦の 

16ｍとか。 

 

印象：海に浮かぶ釣り船、 

白壁に青い窓の民家、 

ナツメヤシの向うに 

見えるモスク。 

 

 

 

 

 

大家さんの故郷・ケルケナ島の家 

～シディ・フレジの東側、海岸の近く～ 

・夏の 2 ヶ月間、そして適宜１－２週間、大家

さんはケルケナ島に滞在します。22 年前に立

てた家は 3 ベッドの小奇麗な家でした。 

・近くにスペインの砦、その下にはローマ遺跡、

家の中にローマ遺跡から掘りだされた水瓶

類、大理石の破片が、飾られていました。 

・電話･電気はありますが、水は地下水です。 

・大家さんのご馳走： 

9月 25日 焼き魚、茹でたえび、イカの卵と

内臓の煮物、サラダ、ハリッサ、パン 

9月 26日ﾌﾞリック、クスクス、サラダ、パン、

新鮮な魚で、食べ過ぎたのも事実。 

 

 

 

 

 

チュニジアで一番高い山･シャンビー ～SHAAMBI山は中腹までがナショナルパーク～    

チュニスから南西、300km に位置するカセリンの町から、車で 30 分 

の所に、チュニジアで一番高い山、シャンビー(標高 1544 メートル)があ 

ります。殆ど車で頂上まで行けますが、入山許可を必要とします。 

7月 10日：チュニスからカセリンへ(360km)・シャンビー山登頂 15:30 

１）ザグアンの水道橋、２）イスラム世界の第 4 の都市、ケロアンのグ 

ランドモスク、３）アラブがビザンチンを始めて破ったスベイトラ遺跡 

7月 11日：カセリンからチュニスへ(370km)             ローマ遺跡の中でパチリ 

１）アルジェリアとの国境、２）国境近くのローマの遺跡、３）3 番目に大きな都市、エルケフでの

昼食(柔らかいマトン)と城壁、４）スペイ系の人たちの町、テスツールのアンダルシア風のモスク   

(総評)山に登ったというよりも色々な町を楽しんだ旅でした。走行距離 730km。 

。 

 

 

 

 

 

 

大家さんの家 

 

庭にナツメヤシを

7本植えています。 
  



 

 

 

 

 

11月 14日にラマダン(イスラム教の聖なる行事、1ヶ月間の断食)が終わり､市場には青物野菜が溢れ、

ぶどうが終わり、オレンジ、りんごが並び、バナナが軒に釣り下げられ、賑やかになってきました。

チュニジアも雨期に入り、晴れが 2 日、後、雨と曇りのすっきりしない天気が 3－4 日といった状態

が続いています。シニア海外ボランティア、第 3 次のメンバー12 名が、任期を終えて 12 月 1 日に

日本に帰られました。皆が集まると、自然においしい日本食の話に花が咲きます。ということで、今

回は‘チュニジアの台所’をご紹介いたします。 
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チュニジア便り         2004年 12月 14日 

 No.4（チュニジアの台所）  シニア海外ボランティア 大久保浩司、碩子 

チュニジアの食材 

主食:バゲット、パスタ、タイ米 

野菜:キャベツ,キュウリ,トマト,米ナス,グ

リンピース,たまねぎ,ジャガイモ,人参など､

豊富で季節の物を頂けば、とても美味です。 

冬の鍋材料(大根、白菜、ごぼうなど)はなし。 

肉：牛、羊、鶏、七面鳥、カルフールで豚。 

魚：タイ,鰯,鯵,鰹,さば,カレイ類,イカ,蛸,

えびなど。タイミングよければ鮮度のよいも

のが買えます。乱獲ですべて小ぶり。時には

マグロ(3-4cmの筒切り)を入手,刺身,角煮。 

日本食材：日本米、醤油、味噌、出し汁の素、 

昆布、かつお、のり、梅干、お茶、しいたけ、 

わさびなど、ありません。パリ、ローマから 

仕入れ、こんにゃくと豆腐はパウダーで作る。 

果物：豊富。みかん、 

ぶどう,イチゴ,スイ 

カ,メロンなど,特に 

デーツは健康食品。 

酒: ビール、ワイン。 

ウィスキーはなし。 

                                                                                                                                                                                                   

碩子さんの一日 

――明日の夜は我が家で送別会―― 

 

7:00 起床。朝食。TVニュース 10分間、洗濯 

9:30 近くのマルシェ(市場)へ買い物。 

タイ 2匹,イカ・いわし各 1kg、きゅうり、卵、 

トマト､ほうれん草､えんどう豆(2kg) 

10:30 日本人会会合（クリスマス会準備） 

13:00 昼食 

14:00 少し遠くの野菜屋へ行く(カブ、レタス、

みかん、渋柿：始めて見つける） 

15:00 休息 

16:00 明日のパーティ準備（魚を下ろす、カブ

の酢漬け、豆むき、ほうれん草下準備ほか） 

19:00 夕食、後片付け 

20:00 こんにゃく作り、渋柿の焼酎付け 

21:30 明日のフランス語の予習(ウトウト) 

22:00 お風呂、メールチェックなど、 

23:30 就床 

(料理のコメント)野菜類は砂漠の砂や草を取り

除くのに、とても、とても時間がかかります。 

ラマダンの食事はブリックとクスクス  

階下の大家さんの所からラマダンの食事ブリックとクスクスが届きました。 

ブリックは春巻き風の皮に、シーチキンと野菜、真中に半熟卵が入った半楕 

円形のものが、油で揚げられていました。クスクスは細いスパゲッティを細 

かくした様なもので、きびと粟に似ています。よく蒸したクスクスの上にスー 

プ風に煮た肉、魚、野菜が載せられます。大家さんの所は魚が多く、今回は 

イカ、じゃがいも、ピーマンと人参で、煮汁がさっとかけられ、香ばしく、     鯛のクスクス 

少し辛く仕上げられていました。 

うまいもの。 

 

 



 

 

 

 

 

イスラム教徒にとっての大事なお祭り、犠牲祭が 1 月 20 日に開かれ、2 日間が国民の祝

日になりました。アユーブ家で生贄にされる羊を捌くのを、怖いもの見たさでカメラに

収めました。後で、その羊肉のバーベキュウをご馳走になり、羊の顔を思い出しながら、

複雑な気持ちで食べました。近くの町、アリアナでは 2-3 週間前から大広場に羊が集め

られ、販売されていますが、１頭 300DT(約３万円)が相場。犠牲祭の前まで各家から、

メエーメエーと羊の鳴き声が賑やかです。ということで、犠牲祭を取上げました。 
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チュニジア便り          2005年 1月 23日 

 No.5（犠牲祭）       シニア海外ボランティア 大久保浩司、碩子 

犠牲祭の話題 

日本のお正月のような大行事、神社、お寺へ

の初詣はなく、個人が家で祝うものです。 

チュニジアの民族大移動 

犠牲祭の前後は、日本の年末年始のように帰

省客ラッシュで大混雑、鉄道、長距離バス、

ルアージュ(乗合いミニバス)で移動します。 

家族･親族集合 

ばらばらになって 

いる家族、親族が 

集まり、食べて、 

しゃべって楽しく 

過ごします。 

子供達にお年玉？   ロバで野菜を運ぶ人 

新札が用意され、子供達に配られます。 

お世話になった人に挨拶  

人を訪ねることが大事で、迎える側も大喜び。 

生贄の羊肉は 3等分（自分、知人、貧しい人） 

肉：バーべキュウ、煮物、乾し肉(保存食)。 

内臓：長時間煮て食用、頭部：珍味の食料 

腸：野菜、肉などの腸詰、毛皮：敷物など 

 

                                                                                                                                                                                                

チュニジアの挨拶 

―アラビア語とフランス語― 

犠牲祭の挨拶：アイデック・マーブ・ルックァ 

これが中々言えない内に終わりました。 

毎日簡単な言葉しか言えません。努力不足？ 

朝:ボンジュール(おはよう、こんにちは)、サ

バ？(元気？)サバ(元気だよ)エブ?(そちら

は?)サバ、でおしまい。 

これがオフィスの警備員へアラビア語で、 

アッサラーム･アレイコム(神に祝福を!おはよ

うに使います)または、スバハルヒール(おはよ

う、こんにちは)、－“－、レベス（元気？）

レベス(元気です)、ハンドゥルリラ(お蔭様で) 

日中：買い物に出かけて、店屋のおじさんにボ

ンジュールなどと挨拶、そしてオブアル（さよ

うなら）ボンジョネ（良い 1 日を）、時々、ア

ラビア語でビッサレーマ(さようなら)など！ 

夕方：パン屋に入って、ボンソネ（こんばんは）、 

ボンソワーレ(良い夜を)、ボナプティ(楽しい

食事を)、なかなかアラビア語は出てきません。 

(覚えた積もりですぐに忘れてしまいます。) 

犠牲祭って何？  

イスラム暦(年 354 日)の最後の月は巡礼月、メッカへと人は押し寄せますが、その 

10 日目の巡礼最後の日を祝う行事。羊、ヤギなどの家畜を生贄に捧げる謂れは、 

カアバ神殿を建てたイブラヒームの故事にちなんでいます。やっと恵まれた一人 

息子イスマイール、かわいい盛りの頃、その子を生贄にするよう神の命が下され、 

苦悩の末、神に言われたとおり、父は息子を生贄にしようとした時、神はイブラ 

ヒームのゆるぎない信仰心を確認、息子の代わりに子羊を生贄にするように命じ 羊の皮取り作業 

られたのです。コーラン(聖典)では‘自分の欲望を犠牲に、神に帰依すること’と説いています。 

 

 

 



 

 

 

 

チュニスも例外になく寒い冬がいつまでも続き、3 月末暑い日が 4-５日間ありましたが、

4 月に入り雹が降り、2 日間程ふるえあがりました。今は南の風が吹き、砂嵐があり、

日ごとに気温が上がります。野原は白、黄色、紫色の草花がいっぺんに咲き乱れ、ミモ

ザの黄色が鮮やかになってきました。朝の車のガラスはうっすらと砂に覆われ、見えな

くなっています。最近、交通取締りの警察官が急に増えてきました。交通事故を減らす

ためとのこと。チュニジアは報道管制があり、事故のニュースなど滅多に新聞に出てき

ません。今回はチュニジアの交通のお話を取り上げて見ました。 

 

 

チュニジア便り          2005年 4月 15日 

 No.6（交通）        シニア海外ボランティア 大久保浩司、碩子 

チュニジアの運転･車の話 

チュニジアの運転： 

信号が変わると親切に後ろから合図のクラク

ションあり。でもそれより早く、左折車線か

らあっという間に追い抜く車、一方通行の道

を逆に走ってくる車、赤信号にお構いなく、

さっさと通り抜ける車、２車線にまたがって

走る車、ウィンカーをつけないで左折、右折、

車線変更をするのは日常茶飯事です。ラマダ

ン(断食月)、犠牲祭の時は、信号が全部点滅、

気をつけて早く帰りましょうというお国柄。 

部品のバックアップは完璧？ 

駐車場で古い BMW の後部ガラスを割られたけ

れど、近所に部品ショップがあると教えられ、

そこへ行くとちゃんと特殊ガラスが在庫され

ていた。助かったけど少し変だとの友人の話。

これがアラブ商法かも？ 

自家用車のメーカー： 

ルノー、プジョー、フォルクスワーゲンの３

社で 70%、シトロエン、フォード、フィアッ

ト、ベンツ、BMW、アウディ、オペルなどの

ヨーロッパ勢が続き、日本の車は４WD に強

く、トヨタ、三菱、日産が走っています。 

 

 

車の免許・交通違反 

自動車の免許： 

18 歳以上で免許が取れ、期間は一生涯でしたが、

今年から 10 年間になる予定。自動車免許は最初

にペーパーテスト(法規だけでメカなし。20 問で

16 問以上の正解でパス)、後は路上での実地運転

にパスすれば免許 OK。教習所はなく、個人営業

の Auto Ecole で即実地運転、普通 10 回も練習す

れば取れる。ゆっくり運転のフランス語の先生(女

性)は 1 回で合格、すばやい運転の旦那は不合格と

の報告。自動車練習の費用は 1 時間 500 円、最近

630 円に値上がりしたそうです。 

交通違反： 

速度違反 20kｍ/h 以上で 1 ヶ月の免停、35km/h

以上、2 ヶ月免停と罰金 40-45DT と厳しい。 

信号,一方通行,一時停止の無視、追い抜き禁止車

線無視(９千円と 1 ヶ月免停、警官によって３-4

カ月の免停)。タクシー、ルアージュ、農作物運搬

車、そして､何故かしらおんぼろ車が捕まるとか、

我がカウンターパートは 

28km/h の速度違反で捕ま 

り、新車がほしいと嘆く。 

違反車の黄色い止め具 

チュニジア国内の交通手段           (上)ミナレットとタクシー      

飛行機：チュニス･地方都市間、不思議なことに一度も事故なし？本当？ 

汽車：1等から 3等まで、総距離 2400km、チュニス発着時刻は新聞で。 

バス：黄色の市内バス、青色の郊外バス、遠距離バス、連結バス(下の写真)多い 

ルアージュ：乗り合いミニバス、大事な郊外の乗り物、一番危ない。 

タクシー：最初が 20円、10kmほど走って約 600円。安い料金、手軽。 

メトロ(路面電車)：チュニスの東西南北 6路線、側面は広告で一杯。 

自家用車、会社の車など：ガソリン代・約 78円/L、洗車代 350-450円、 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6 月中旬に入り、日中 40 度を超える暑い日が続き､木陰が恋しくなります。家の窓は全

部閉めきって暑さを防ぎ、日が落ちる頃に窓を開け、風が吹き抜ければほっとします。

階下の大家さんはベランダに椅子を持ち出し、暗くなるまで夕涼みをしています。 

夏の花が満開、赤、白、黄色の夾竹桃、鮮やか赤色のブーゲンベリア、桃色、赤色の大

きな花のハイビッカスが咲いています。チュニジア南部は大塩湖、サハラ砂漠、オアシ

ス、ベルベル人(原住民)の村など、観光名所が多く、沢山の外国人が４WD を駆使して

暑い中を訪問します。今回はこんな素晴しい場所を皆さんに少し紹介します。 

 

運転手は｢アトンション(注意しての仏語)｣の掛け声の連続。砂漠と山岳オ

アシスなど 

チュニジア便り          2005年 6月 20日 

 No.7（チュニジア南部）    シニア海外ボランティア 大久保浩司、碩子 

チュニジア南部の旅でのお話 

スコルピオン（さそり）：運転手が急に減速、前

の方に交通取締りの警官、日本のネズミ捕りが

チュニジアではさそり捕りでした。 

ケロアン：イスラム教の第 4 の聖地、アフリカ

一のグレートモスクとモハメッドの教友が祭ら

れた霊廟で有名。7 度訪れるとメッカに 1 度訪れ

たに相当するとか？住人は何度になるのかな？ 

ラクダの肉：南部地方ではポピュラー、少し堅い

牛肉のつもりがラクダの肉だったとか？市場で吊

りさげられた、ラクダの頭を眺めました。 

映画のロケ地：スターウォーズ、イングリッシュ

ページェントのロケ地に 

なった、地下穴ホテルと 

ゴルファ、サハラ砂漠と 

山岳オアシスなど、皆様 

も映画を見て、チュニジア 

南部を味わって下さい。我が家の砂漠のバラ･30cmH 

 

 

 

 

サハラ砂漠のあれこれ 

サハラ砂漠を走る車（４WD）：日本車ばかり、

80%トヨタ、10%日産、残りは三菱、プジョウ等、

故障の少ない証明、50数台が並ぶ姿は壮観。 

サハラ砂漠の砂の色：北部は白く、南部は赤い。 

砂漠の顔：岩がごろごろ、低い草の茂みが点々、

岩盤の露出、岩と砂で波打つ道、内陸に入ると

すべてが細かい砂、砂。うねる砂丘が続きます。 

砂漠のバラ：Rose of Sahara、何千年、何百年

を経て出来上がった砂の結晶、見事です。成分

は二水石膏と石英。砂漠の砂底に溜った雨水

が、灼熱の太陽で煮えたぐり、その中に溶け出

した砂の成分の石膏が入り、結晶化。酸化鉄で

褐色になった石英を巻き込み、成長したもの。 

砂漠の生き物：さそり(5-12sm)、トビバッタ（WHO

の天敵）、ねずみ、銀色の子狐（環境省のマスコ

ット・ラビブ）、角のある蛇、トカゲ、白すずめ、

ひばりなどの鳥、ひとこぶラクダ、ガゼルなど。 

チュニジア南部の印象深い場所                             

タメルザ峡谷：35年前の大洪水で一瞬にして廃墟になった三つの村。 

ミデス：アルジェリアから流れてくる水が滝に、見上げる山が国境線。 

シェビカ：岩山のオアシス、こんこんと湧き出る温かい水。 ラクダ乗り  

ショット・エルジェリド：約 5千平方㎞の塩湖、1時間で横断、蜃気楼。 

ドーズ：サハラ砂漠（白い砂）の入口、途中のナツメヤシの緑が鮮やか。 

マトマタ：ベルベル人の地下穴住居。地上は TVアンテナ。  ゴルファ  

クサールギレン：サハラ砂漠(赤い砂)のオアシス、テント部屋のホテル。 

クサールハダダ：ゴルファ(かまぼこ型をしたベルベル人の住居)の集落。 

シェニニ： ベルベル人の山岳住居、山の頂上まで岩穴住居がびっしり。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

良い天気が続きます。時々、突然風が吹き、雷鳴と共に夕立があると、車は砂の入った雨跡を残

して、汚れてしまいます。6 月中旬から夏休みになった子供たちが、大家さんの家によくやって

きて、庭中を駆け回ったあと、親族そろっての戸外での食事です。日が暮れるのは 9 時前。 

7 月 1 日より夏時間(7:00-14:00) 勤務になり、早起きをしなければなりません。ところがチュニ

スの皆さんは昼寝をして、夜遅くまでおしゃべりに忙しく、カフェ、道路、家の前、所かまわず、

大きな声で話し合います。チュニジアは夏が結婚シーズン、隣で賑やかなアラブ音楽が午前 1

時まで続き、こちらは睡眠不足。夏の風物詩、‘結婚式と海水浴’をご紹介いたします。 

 

海水浴風景(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

          ひな壇の新婚夫婦アル 

チュニジア便り         2005年 7月 14日 

 No.8（結婚式と海水浴）   シニア海外ボランティア 大久保浩司、碩子 

結婚に関する話題 

結婚式:６月から８月が多く、市役所で契約書

にサイン。その夜、ホテル、自宅でパーティ、

バンドが入って 20時から朝 2時頃まで続き、

歌と踊りで体力が必要。アルコールはなし。 

その為、式は金、土の週末。場所により 3 日

から 1週間もあり。会場は男女別々。 

結婚衣裳：地域によって民族衣装あり。先日

のカップルは黒い背広と白いｳｪｯﾃﾞｨﾝｸﾞドレ

ス、目鼻立ちが綺麗なだけに映えます。 

結婚平均年齢:男性 33-36歳、女性 24-28歳 

男女の年齢差：平均 4－6歳、10歳以上も多い。

CPは 12歳,友人 SVの大家さん 14歳とか、 

結婚時の契約書：2 ページ(サインのページ、

法律条項と離婚時の条件を明記したページ)  

法律第何条と列記、離婚時の金額も明記。 

結婚準備：男性がハード（家、家具、電気品 

など）、女性がソフト（身の回り品）を用意。 

その為、男性はお金がなければ結婚できませ 

ん。結婚年齢が高くなる筈です。                                                                                                                                                                            

イスラムの世界でも海水浴 

ヨーロッパから沢山の観光客がチュニジアの東

海岸(スース、モナスティール、ハマメットなど)

で休暇を過ごします。しかし地元の人も負けてい

ません。チュニス郊外のラグレット、マルサ、北

部のラフラフなどで、海水浴を楽しんでいます。 

遠浅の海･白黒の旗:海水浴を楽しむ海岸は 100ｍ 

沖でも大人の腰の水位とか。水泳 OKは白い旗。 

プラスティックの椅子は重宝：海水浴風景(1) 

海の中に持ち込んで座ります。おばあちゃんを載 

せて、子供たちが水浴びを手伝っていました。 

棕櫚の屋根の丸いパラソル:  海水浴風景(２) 

茶色のパラソルが海岸に並び、その向こうに色と

りどりのパラソル。パラソルの周りが布で囲まれ

即席テントにはや変わり。考えたものです。（２） 

 海水浴風景（１） 

 

チュニジアの結婚式(普通の市民) CP:カウンターパート        

配属先の CP の弟さんの結婚式に招待され、チュニスの南、メグリンの市民 

会館に出かけました。19 時開始が 45 分遅れ、新婚夫婦はリボンをつけた車で 

会場に到着、正面のひな壇にあがる迄、女性の甲高い声(鳥の鳴き声に似てる) 

の囃子あり。親族、知人の前で市長代行の立会の下、新婚夫婦と男親が保証人 

として契約書にサイン、立会人の法律遵守とコーランの説教があって終了 

(約 40 分間）、そして出口で新婚夫婦と挨拶をし、綺麗な包装のお菓子と    ひな壇の新婚夫婦 

チョコレートを頂いて帰宅。夜、普通はパーティがありますが、CP の弟さんは後日行うとのこと。  

 

 

 



 

 

 

 

 

9 月の美しい満月を楽しんでいると、1 時間もしない内に、突然風が吹き、雷鳴と共に激しい雨

が来ました。家の前、地上 15ｍの高さで道路を照らす街灯(3 ヶ月間故障中)の取り付け部分が、

ショート、盛んに火花を散らしています。修理は一体いつになるのでしょう？ 

9 月 15 日一斉に学校が始まりました。重いかばんを背負って、学校を行き帰りする子供達の姿

を見かけるようになりました。薄いブルー、濃紺、ピンクの上張りが制服、よく見ると女の子達

は袖や襟の形が少し違い、かわいい刺繍のついた上張りを着ている子もいます。今回は、チュニ 

ジアの教育(公立)を調べて見ました。               学校の看板と通学の女の子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

          ひな壇の新婚夫婦アル 

チュニジア便り         2005年 9月 25日 

 No.9（教育）       シニア海外ボランティア 大久保浩司、碩子 

教育に関する話題 

中学留年:9年目の試験不合格（留年 2年まで）

中学を卒業出来なかった人達は職人、メイド、

ぐれる人など。今年から試験は自由選択。 

バカロレア：7日間の試験、2回まで受験可能。 

一大イベント、合格すれば、親戚中が祝賀会。 

車でホーンを鳴らし、走り回る。総合、各科

目のトップは顔付き写真で新聞に掲載され、

海外留学する際、トップ 1-2 名のみ、政府は

奨学金(月約 4万円)を支給する。今年は 20名。 

授業時間：小、中、高とも、午前、午後の 2

部制、先生の都合でよく時間が変わるとか。

土曜日は授業あり。クラス担任教師はいない。 

体育と音楽:校庭、器材、楽器などなく、他の

広い所で、サッカー、バスケットなどをする。

音楽は中学校から音符を習う。音のない音楽。 

コピーは生徒に？：多くの公立学校にコピー

機がなく、先生は生徒の誰かにコピーを頼む。

約 50 枚位、ある人の息子は気前よく、4 回も

コピーをしたとか。負担は生徒の親。やれやれ 

 

 

                                                                                                                                                               

基本アラビア語 

学校で教えるのは基本アラビア語、全世界共通のも

の。チュニジアで日常使われる言葉は、アラビア語

の中でも方言、フランス語、イタリア語の影響をう

けた、崩れたアラビア語とのこと。 

政府の公用語:基本アラビア語、(副)フランス語 

教科書：小学校と中学校の教科書は全部アラビア 

語、高校の理数科目はフランス語。貰ったリスト 

で新年度開始前に教科書を個人が購入。ノートブ 

ックは開始時に配布されたリスト(指定のサイズ) 

で購入、筆記具はボールペン(青、緑、赤)のみ、鉛 

筆はデッサン用、黒のボールペンが少ない筈です。 

小学校からフランス語と英語：小３からフランス

語、小 6から英語の授業。高校ではもう 1つの言語

(ドイツ語、イタリア語、ロシア語など)か、コンピ

ューター技術のどちらかを専攻する。陳列された鞄 

言葉の遊び： 

ムッシュ･ムシケラ(虫けら) 

･･(問題なし)と言う人、   

カローラ・･(ビン)の意味。    

ﾁュニジア語ではダブーザ。 

             

             

チュニジアの教育制度 6･3/4･3-5/2･2、公立の授業料はただ。                        

義務教育：小学校(6 年間)、中学校(3 年間)                            

高等教育：高校(4 年間)、大学(3-5 年間）、大学院(2 年間)、博士課程(2 年間) 

卒業試験（6 月に実施）：6 年目の試験(廃止)、9 年目の試験（今は自由選択） 

バカロレア(高校卒業時の試験、合格しなければ大学に行けない)  

年度開始：9 月 15 日 終わり：6 月 1 日―30 日（試験会場になると早く終了） 

休暇：冬休み(12 月下旬、2 週間)、春休み(3 月下旬、2 週間.)､学期末(3-4 ヶ月) 

11 月 7 日(独立記念日前後の 1 週間)、休みが多いと親は嘆いています。 

システムはよく変わる。しかし、休みが多い。試験の会場なア 

 

 

 



 

 

 

 

 

11 月に入って朝夕が寒くなってきました、11 月 16-18 日、世界情報社会サミット（WSIS)がチュ

ニスにて開催、各国の VIP(要人)がやって来て、道路規制が厳しくなっています。空港・ホテル・サ

ミット会場までの道路は整備され、道路周辺は、花、並木、看板、旗、垂れ幕で飾られ、夜間照明で

幻想的なムードを作っています。夜間作業をして突貫工事で間に合わせました。やれば出来るぞ!! 

2 年間の任期もまもなく終わり、11 月 30 日チュニスを出発いたします。最後のチュニジアの 

匂いをかいで下さい。 

            、  

 

 

 

 

電車が止まる踏切       （アラビア語：ういきょう=ベスべス、オクラ＝ゴンボウ） 

・チュニスには車の通行を待つために、信号に従って、電車(メトロ)が止まる踏み切りが何ヶ所かあ

ります。変な感じですが、「踏切とは、鉄道線路と道路が交差する場所」(広辞苑)で、納得。 

チュニジアは猫の天国？ 

・市内の道を歩くと至る所で猫に出会います。ゴミ箱の 

周りに 5-6 匹がたむろ、餌をあさりながら警戒して見 

てくれます。チュニジア人曰く、ネコは自分の体をい 

つも舐めて清潔にしているけれど、犬はそれをしない、 

だから猫の方が良い。最近チュニスでペットショップ 

が出来、花屋でも小鳥が売られるようになりました。 

チュニジア便り         2005年 10月 15日 

 No.10（雑記帳）      シニア海外ボランティア 大久保浩司、碩子 

地鶏のさばき方 

ケージに入った鶏を選び、店の人に「首を

切って、血を抜いて処理してください」と

頼みます。奥に入ってゴオーとする音がし

て、熱湯処理をしている様子、生暖かい毛

の抜けた鶏がビニールに入れられて出て

きます。肝、心臓、砂ずりはお腹の中でし

た。肉は硬かったです。（鶏 1 羽約 800 円、

捌き賃 20 円）  

魚のさばき方 

普通、魚は鰓とはらわたを取って、ナタの

ような包丁で背中の皮 1 枚を残し、筒切

りにされます。頭と尾びれをもって持ち上

げると、扇形に広がる芸術品です。 

まぐろ、かじき、たらなどの大きな魚は、

3-5cm の厚さの筒切りで売られます。 

 

 

市場での買物 値段は Kg単位、1個いくらは高価品(キウイ、アボガドなど)。 

１． ラマダン(断食 1ケ月)前は、みんな一斉に大量の買物、お隣はこんなに買いました。 

“ピーマン 3kg、じゃがいも 10kg、卵（30個入り）2ケース、水 1.5L入り x6本を 5パック、

牛乳１Lx6本を 2パック”等々、半端なものではありません。こちらはビールとワインのみ。 

２． かぶ、ラディッシュ、新たまねぎ、ういきょうなど、見事な 

 丈の葉を付けたままで計られ、料金をとられます。秤で計った 

後、葉を切り落として渡されます。だいぶん、損をした感じ。 

３．今年買ったスイカの最大重量 22kg、最大 20Kgの秤で計れず、 

手で持ち上げて、不思議に 2kgオーバーを計量しました。 

４．肉屋の入口に、牛の頭、牛の腸、羊の頭、羊 1 頭の丸裸など 

ぶら下げられます。おまけに鼻の穴に野菜、モウたくさん。 中央市場(オクラとカボチャ) 

 

チュニジアの死亡率 1位は交通事故？  

・情報通信、統計の管理はお手のもの、表面はいい格好 

内部は厳しい統制。交通事故  

は放送・新聞で報道なし。 

巷の噂は真実を語ります。 

昔の名残、泥落としの楔 

・門の横に四角い楔のような物 

靴の底の泥を取るものでした。 チュニジア田舎風景 

 

 


