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1.ケニア共和国教育制度概観	 

	 

1-1-1.はじめに	 

	 

本報告書の目的は、ケニア共和国における教育制度を対象とし、とりわけ同国

高等教育制度の概略と諸特徴を記述・考察する点にある。これらの記述・考察に

より明らかとなるのは、現在のケニア共和国の教育制度改革の進展とそこで直面

する難題である。	 

第一章第二節では、初等教育、中等教育、高等教育の全教育制度の概略を述べ

る。第一章第三節では、就学前教育の概略と具体的統計データを示す。第四節と

第五節では初等教育、中等教育制度の内実を概観する。第七節から第十節までは、

その他の教育制度を概説する。	 

第二章は、「ケニア共和国高等教育制度の諸特徴」と題して以下のように七節に

分けて、それぞれの諸課題や諸特徴を示す。	 

第二章第一節では、人類学の祖ブロニスラフ・マリノフスキーの指導を受けて

博士論文『ケニア山のふもと』を書き上げ出版した、後のケニア共和国初代大統

領ジョモ・ケニヤッタが、自ら国立 4 大学全ての学長を自ら歴任し、大学の自治

と学問の自由を求めて教育改革の先鋒となって闘争しながらも、逆説的に、大学
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の自治も学問の自由も束縛していく様をみていく1。	 

第二章第二節、「高等教育と職業的地位、社会的地位」では、職業的地位や社会

的地位に接近するための経済的手法として高等教育が人びとに把捉されている事

例を提示する。第三節「ケニア共和国高等教育制度における女性の地位向上」で

は、性差による格差をなくすために高等教育システムでいかなる措置がとられて

いるかを指摘する。第四節「ケニア共和国における大学の自治と学問の自由」で

                                            
1	 安西祐一郎は、たとえば、ケニヤッタ教育思想の核になるであろうマリノフスキーの「共

感（交歓）の共同体 phatic	 communion」という分析概念を教育制度に必須の集合的基盤を醸

成する社会性創出装置として近年改めて再評価した。1923 年に提出され、人類学の世界でも

ほぼ黙殺されてきた極めて重要なマリノフスキーの思想を安西が蘇生した意義はどれほど強

調してもしすぎることはない。さらに安西は、欧米を起源とするような近代的学校制度によ

る教育を精力的に推し進めた近代化の顛末には、暗記・暗証と命題の操作に重きをおく文字

学習の知と近代的学校制度を軸とする近代教育制度が、生活に根差した実践的身体「知」か

らかけ離れている事実を、人類学的知見を通じて説得的に記述している点にある（安西祐一

郎 2013『心と脳――認知科学入門』岩波書店、七五～七六頁、一〇八頁、一三〇～一三二頁、

一五一～一五九頁参照、）。	 

そもそもマリノフスキーから人類学的方法論、自文化と異文化とを対比することで文化の

差異を記述・考察しかつ相互におおよその理解が可能となる共通領域を探り出す手立てを存

分に学んだケニヤッタは、その豊饒なる理論で民衆を救済できると信じていた。ケニア共和

国全国立大学の学長となり、高等教育制度作りに多大な影響を与えたケニヤッタ大統領の思

想的淵源は人類学、別けてもマリノフスキーの思想にあった。マリノフスキーの思想の核心

部には、人間味あふれる情調を宿した雰囲気のなかで親しげな人びとの交わりにおいて用い

られる言葉の数々が、社会的情操の結び付きを醸成し練り上げることで、調和的で明るくに

ぎやかな仲間の集合意識を継続的に生成する方途としての「共感（交歓）の共同体 phatic	 

communion」の社会的機能と意義を力説する点にある。反省の道具としてではなく、ましてや

命題や抽象的思考の伝達の道具ではなくして、あくまで「仲間を求めて集まった人びとの間

に新しい結合をつくるのに役立つ」[マリノフスキー	 一九八二、四〇七頁]はずの「共感の

共同体」が「人類活動に欠くべからざる要素」、すなわち連帯感や社会的情操の安定性を創出

し、社会の個々人に強い動機付けと力付けを与える手立てとなると主張したマリノフスキー

の思想は、初代大統領ジョモ・ケニヤッタの教育思想に確実に受け継がれた。大統領となっ

たケニヤッタは、ケニア共和国の各民族文化に立脚したイメージ、象徴、ことば、集合的記

憶などを人類学の知見を活かして巧みに使い分けることで、共通した社会性を醸成し国家建

設に応用することになる。紙幅の関係上、ケニヤッタ思想とマリノフスキーのそれとを継承

関係も含めて再検討する余裕は無いが、本報告者は、マリノフスキーの思想はケニアの教育

制度にとり重要であると考えている。	 
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は、初代大統領ジョモ・ケニヤッタや二代目大統領のダニエル・モイの教育につ

いての理念や宣言とは異なり、大学の自治と学問の自由がいかなる政治的理由に

よって抑圧ないし禁止されてきたのかについて記述する。第五節「政治闘争と高

等教育システム」では、まさしく初代大統領ジョモ・ケニヤッタの時代から高等

教育システムが政治闘争に巻き込まれてきた点を指摘する。第六節「高等教育に

おける「地域別」「民族別」「偏向」では、独立以後いまだに残り続ける高等教育

システム上の「民族別」偏向を示す。第七節「大学の独立行政法人化と地方大学

創設」では、大学の自律性と独立行政法人化および地方大学創設の実態について

付記しておく。	 

	 第三章「国立大学と私立大学の特徴」と題して、ごく簡単に国立大学と私立大

学の特色と近年の動向を詳述する。第一節では、ナイロビ大学、ジョモ・ケニヤ

ッタ農工大学、ケニヤッタ大学、モイ大学、エガトン大学、マセノ大学といった

主要国立大学の沿革、特色、近年の動向を概説する。第二節では、合衆国大学、

ケニア山大学、マシンデムリロ大学などの主要私立大学の動向を述べる。	 

	 第四章「近年の学術関連動向」では、第一節、第二節、第三節で、ケニア共和

国のファンディング・エージェンシーと学術研究機関の機能とその独自性を叙述

し、第四節、第五節、第六節で、ケニア共和国大統領、副大統領、首相、大臣、

総長らの発言をまとめて示す。第四章の目的は、 近の高等教育制度についての

基本情報を示すことにある。	 
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1-1-2.本報告の限界	 

	 

本報告書で扱う共和政体の近代教育制度の概要は、あくまで中心は欧米的な意

味でのものだという点である。近代教育制度は、伝統的な民俗知識を通じた実践

理性の「教育」とは全く異なる。人びとが身体化された民俗知識を「器用」に運

用しつつ、他者と交歓して日々智恵をうみだしながら生きる姿こそが、教育の全

容だとすると、ここで扱う近代教育制度はそのごく一部分であるということであ

る。	 

	 一面的にみれば、本報告で提示するケニア共和国教育制度の概要は、とりわけ

その独自の発展過程を経験した認知心理学をはじめとした心理学や教育学、教育

社会学の先鋭なる理論的進歩からみれば、同国の「教育」や「学習」の現象をあ

まりに狭く限定的に叙述したものであり理論的に極めて貧弱な紹介文の域をでな

いだろう。というのも、認知科学者の安西祐一郎が、①人工知能研究を「インテ

ンション」の観点から批判するサールやアンスコムに代表される分析哲学の論理

行動主義の見解、②人類学の民俗知識の実践的利用の多種多様な事例、③急速に

発展した脳科学の理論的展開を紹介しながら指摘しているとおり2、暗証・暗記な

                                            
2ケニア共和国だけに限定しても、近代教育とは異なる実践的民俗知識の集積は日本人研究者

の膨大な知的営みにより可能となった。紙幅の関係上、本報告は、ケニア共和国教育制度を

近代教育に限定するほか無いが、半世紀以上にわたる日本人ケニア研究者の尽力により、西

欧型の近代教育とは異なる土着の知を通じた独自の教育のありかたを問うことが出来る時代

に入っている。	 

今西錦司や伊谷純一郎によって指揮された「京都大学アフリカ学術調査隊」が、1963 年に、

ケニア共和国をはじめとする東アフリカ牧畜民研究における理学部系人類学者の「知」の協
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どの皮相的「学習」の結果得ることができる命題的「知識」やそれをささえる「教

育」制度は、人間の「学習」や「教育」においてこのうえなくせせこましい範囲

のものである。	 

たとえば、分析哲学の論者らは、志向性や意図という論点を差し挟むことで、

社会的動機付けなど心づもりの問題を内的な心的過程から切り離し、人工知能が

人間のような十全な知性や悟性を獲得できないことを説得的に議論した3。さらに、

皮肉、当てこすり、風刺や、日常でごまをすったり、おべんちゃらという、人に

気に入られるように調子を合わせたりする曲学阿世の諸行為に代表されるような、

本当の意図がどこにあるのか、意識下で何が起こっているのかすらわからない複

雑な情報処理を要する狡知としての実践は、さらに人工知能をモデルにした知識

や学習概念では解き明かせない領域である4。	 

                                                                                                                                     
働作業として緒に就いてからはその調査・研究の速度は加速した。ケニアに暮らす人びとの

あらゆる領域の実践「知」を徹底的に収集・考察し、「人間」概念の新たな枠組みを提供した

彼らの半世紀にわたる尽力により、近代教育に全くあるいはほとんど包摂されない人びとの

極めて精妙で複雑な実践知、身体知のあり方がわかっている。	 

	 参考までに、現在のナイロビ研究連絡センターは彼らの膨大な知的営みによって産みださ

れたことは日本の「人間」をめぐる研究の展開において重要であった。	 
3	 分析哲学についての次のような著作は重要である。	 

アンスコム、エリザベス 1984(1957)『インテンション―実践知の考察』（菅豊彦訳）、産業図

書。	 

ライル、ギルバート 1987（1949）『心の概念』（坂本百大訳）、みすず書房。	 

サール、ジョン 2006（2004）『マインド――心の哲学』（山本貴光、吉川浩満訳）、朝日出版

社。	 

――――1997（1983）『志向性――心の哲学』（坂本百大訳）、誠信書房。	 
4	 たとえば、エスノメソドロジー、ゴフマン社会学、スペルベル人類学による関連性理論の

議論を参照するだけでも、コミュニケーションを単純なメッセージの送受信というコードモ

デルではなく、当てこすりなのか皮肉なのかといった相互に意図を読みあうような文脈依存

的な印象操作を通じた相互行為こそが日常的実践を支えていることを理解できるだろう。	 

上記の日常的実践を指示する相互行為を考えるのに以下の著作が有用である。	 

ガーフィンケル、ハロルド 1987『エスノメソドロジー―社会学的思考の解体』（山田富秋、
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この点で、アフリカ人がもつ、日常を生きるための悪知恵や邪知、あるいは人

を救うための善意の叡智は、本報告者の限られたアフリカでの現地経験だけでも

強く実感するだけに、ケニア共和国の政府主導の高等教育制度による近代「教育」

から得られる知は、日常において 小限のものであると考えておいてよいだろう。

本報告が、生活全般を基盤とする実践「知」という点では非常に狭い領域に限ら

れるといった理由はここにある。というのも、特定の所与の教科内容を、人が理

解する方法、すなわち、新知識を外部から獲得し暗記するといった方法にのみ焦

点を当てるだけでは理解できない「状況に埋め込まれた学習」方法があることが

すでに指摘されているからである5。	 

現在のケニア共和国の高等教育の方針で、もっと今以上にグローバル化し情報

化する必要があるとか、単純な知識の暗記・暗証だけではなく自ら探求する力を

醸成せよとか、成績重視教育から脱却せよなどと、ユネスコや世界銀行など外部

の人間や政府が触れ回るのみで、その解決の糸口すら見いだせていない。たしか

に学歴主義が急速に教育制度を席巻し、膨大な落伍者を産みだして若者の絶望感

を生み出してもいる。だからこそ学ぶべきは、近代教育制度のみではなくして、

人びとの生きるための智恵であり、実践的な知である。その点で、学習そのもの

                                                                                                                                     
山崎敬一訳）、せりか書房。	 

ゴッフマン、アーヴィング 1974(1959)『行為と演技――日常生活における自己呈示』（石黒

毅訳）、誠信書房。	 

スペルベル、ダン.	 &D.	 ウイルソン 2000（1986）『関連性理論―伝達と認知』（内田聖二、宋

南先訳)、研究者出版。	 
5	 アフリカ研究の人類学者レイヴが、リベリアのヴァイ人やゴラ人の仕立屋の職人技の事例

を通じて、「状況に埋め込まれた学習」のあり方を示している。レイヴ、ジーン&エティエン

ヌ・ウェンガー1993（1991）『状況に埋め込まれた学習―正統的周辺参加』、	 産業図書。	 
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を社会的実践の一部として考える「状況に埋め込まれた学習」理論やブルデュー

が示す「実践理性」、「実践感覚」理論を参照する必要がある6。ただ、残念なこと

は、上記で既にくどいほどくり返したように、紙幅の関係上、アフリカ人の狡知・

智恵の世界、精妙で秀逸な人生の熟達者の知の世界にはほとんど触れることがで

きないことである。ここで極めて表層的にしか扱うことができないケニア共和国

の近代教育制度は、学習だけを社会的実践、実践理性の脈絡から引き離し、上位

の成績を獲得するため、ひいては職業的地位と社会的地位を同時に得るための方

法とのみみなされる制度でしかない。村や地域で名手と呼ばれるその世界で も

優れた人びとの智恵を、あるいは精妙な知を社会的文脈のなかで「器用」に学ぶ

方法こそが、これまでもそしてこれからも我々が学ばなければならない英知なの

ではないだろうか7。	 

この節では、以下で詳述する高等教育制度についての情報が極めて限定的であ

ることを示した。今後、アフリカの教育の発展や開発を考える糸口を探るとすれ

ば、アフリカ大陸の大多数の人びとが生きる生活世界のほうに寄り添いながら「徒

弟」として学び続けるほか無いだろう。そこから、学ぶべきは安西が言うように、

                                            
6	 ブルデュー、ピエール 1993『資本主義のハビトゥス――アルジェリアの矛盾』（原山哲訳）、

藤原書店。	 

――――1997(1964)『遺産相続者たち――学生と文化』（戸田清訳）藤原書店。	 

7	 この課題については、人類学者のレヴィ＝ストロースやその弟子達が、果敢に取り組んで

きた。詳細は省くが、たとえば、 近の南米研究インディアン研究のデスコラが提示する事

例などは非常に重要な示唆を含んでいる。すなわち、動物、植物、地形、土壌、地層、天体

をはじめとした自然の諸要素を対象とした「野生の分類学」のプラクシス論である。以下を

参照のこと。	 

DESCOLA,	 Philippe.	 1986.	 La	 nature	 domestique:	 symbolisme	 et	 praxis	 dans	 l'écologie	 

des	 Achuar,	 Editions	 de	 la	 Maison	 des	 sciences	 de	 l'homme.	 
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「「共感の共同体」の創出を通して社会の安定性を保ち」つつ、「国民の多くが、

自立した個人として創造的なイノヴェーションを進めて」[安西 2013:268]いく制

度を日本とアフリカ双方が学びあいながら創出していくほかないように思われる。

そしてまさしくケニア共和国の教育思想と制度の核をつくった初代大統領ジョ

モ・ケニヤッタ、そしてその師匠マリノフスキーの思想の中心には、つねに「共

感の共同体」があったことが皮肉な結果を惹起したかもしれない点を以下では示

すことになるだろう。マリノフスキーの思想を継承したであろうジョモ・ケニヤ

ッタの思想的源泉8が、逆説的結果を産みだしてしまった理由は、別稿にゆずるほ

かないが、アフリカ大陸全土を襲った国家の暴力と市場の暴力についての考察が

別に必要になるだろう。	 

	 

1-1-3.謝辞	 

	 

	 本報告書作成にあたり、多くの方々のご支援をいただいた。表記ゆれから文体

のゆれまで見てくださったのは、羽井佐晴子さんでした。御多忙のなか、いつも

ご協力いただき、厚く御礼申し上げます。また、南アフリカで開催されたグロー

バル・リサーチ・カウンシルのアフリカ地域会合では、日本学術振興会安西祐一

郎理事長に多くの激励の言葉をいただき、本報告作成の気力と勇気をいただきま

                                            
8	 もしかすると、マリノフスキーの方法論と同時に博士論文の副査でもあったレイモンド・

ファースの思想もここには入り込んでいるだろう。	 
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した。その意味で、安西理事長に深甚の謝意を表します。	 

	 また、わたしの怠慢さからくる筆無精を叱りもせず、ともに執筆作業に精をだ

してくださった上村知春さんには感謝してもしきれません。ナイロビ研究連絡セ

ンターの全ての通常業務を担当し、激務のなか、情報収集、翻訳、執筆、編集、

図表作成、参考文献作成のすべてに携わってくださいました。上村氏の協力がな

ければ、絶対にこの報告書を纏めることはできなかった。それは紛れもない事実

です。本報告作成の期間、安倍総理のスピーチがアフリカとの学術交流の意義を

再強調され、アフリカ 9 カ国参加を成し遂げたグローバル・リサーチ・カウンシ

ル、部屋探しから不動産、オーナーとの激しい交渉、引っ越し屋との駆け引き、

250 名以上の訪問研究者の所有物の特定から整理などあらゆる雑務で忙殺された

移転事業などをこなしながら、着々と情報収集、整理、執筆を進める姿にほださ

れて、わたしも少しずつ書き進めることが出来ました。感謝するためのことばを

みつけることができません。	 

	 本報告の執筆は、基本的には、センター長の溝口大助と副センター長の上村知

春が担当しました。とはいえ、情報収集、翻訳、図表作成、執筆、編集の全てに

ともに携わったが、それらの責任は全てわたしが負うものです。随分と読み返し

たり、書き直したりして、ていねいに見てきたつもりですが、まだまだわかりに

くいところだらけである。	 

	 読者の御指摘をいただければ幸いです。	 
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1-2.ケニアの教育制度概観	 

	 

ケニア共和国では、人口 4,435 万人のうち、42 パーセントを 15 歳以下が占め

ている。これは、人口全体の 42 パーセントが、基礎教育、つまり、初等教育や中

等教育を必要とする世代であることを意味する。現在のケニアの教育システムは、

幼児教育（就学前教育）、初等教育、中等教育、高等教育から構成されている。ま

たこのほかにも、あらゆる段階における教育の機会の提供を目標に掲げている、

ケニア教育セクター支援プログラム (Kenya	 Education	 Sector	 Support	 

Programme	 :KESSP)のもとで、成人基礎教育、技術産業職業訓練(TIVET)、特別支

援学校、非公式教育(ノンフォーマル教育)などの教育機会の提供が行われている。	 

	 ケニアの教育制度は、初等教育 7 年、中等教育 4 年、高等教育 2 年、大学教育

3～5年の 7-4-2-3 システムから、1985 年の教育改革により、初等教育 8年、中等

教育 4年、高等教育 4～6年の 8-4-4 システム(図 1)へと移行した。幼児に対して

は、1～2年間の就学前教育が提供される。	 

	 義務教育は初等教育と中等教育であり、教育段階別の公式な学齢は、就学前教

育が 3～5 歳、初等教育が 6～13 歳、中等教育が 14～17 歳、高等教育が 18～22

歳である。	 
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図 1、8-4-4 システムの簡略模式図9	 

 	 

                                            
9	 http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=World+TVET+Database&ct=KEN より抜粋。	 
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以上が、初等教育、中等教育、高等教育についての簡略的な一般的概要である。	 

この 30 年にわたる、教育改革による初等教育、中等教育の大幅な改編・改善は、

逆説的にも以下の諸課題を惹起した。その諸課題とは、①上記の改善に連動した

教員養成制度の改正が立ち後れており、教員の質を確保することができず、適切

な初等教育を受けることができなくなっている点、②初等教育、中等教育で必要

な 低限度のインフラ整備が未開発のままである点、③現場では適正な教員養成

のトレーニングを受けた教員の圧倒的不足がある点、④教育省、高等教育科学技

術省、経済産業省、労働省などが一体となった改革が実行される機会がないため、

教育政策と経済開発・経済政策が切り離されている点、⑤そのため社会が要請す

る職業と教育制度との齟齬が生まれている点、⑥ゆえに大学・大学院卒業者が卒

業後も失職したまま放置されている点、⑦都市への若年人口の流入と心身とも荒

れ果てた大学卒業者の絶望感が、そのままストライキやデモなどに直結している

点、⑧挙句の果てには、この種の心理的に荒んだ中等・高等教育修了者のスラム

地域における暴力や犯罪に繋がる点、などである。他にも初等教育、中等・高等

教育におけるこの 30 年余りの急速な改善・進展に現実社会の要請が反映せず、多

くの問題が惹起し続けている。	 

とりわけ、現在のケニアでは大学生・大学院生および大学教職員の政治活動は

著しく活発であり、とくに大学教員らの日刊紙、ラジオ、テレヴィ、ウェブサイ

トなどでの言明や意図的な沈黙は言を俟たない政治的意義を宿し、ときの政権を

不安定にする批判力をもつ。さらに近年のスマートフォンの爆発的普及とソーシ
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ャル・ネットワーキング・サーヴィスの積極的利用を通して、各大学の学生・大

学院の繋がりは流動的かつ強固な組織を形成している。また学生運動のリーダー

たちは複数政党制のため各政党に密接に結び付いているため、ますます彼らの存

在を軽んじることはできなくなっている。たとえば、ナイロビ大学の学生数が、

かつての 3,000 名弱から 36,000 名となって、10 倍以上に累増しているにもかか

わらず、教室などの大学施設、図書館や蔵書数などの大学設備は依然として不備

が目立つし、そもそも根本的な問題として、卒業後の学生の就職先が存在しない

という課題もあるため、教員、学生・大学院生の政治活動は、歴代政権の悩みの

種となっている。この大学の施設や学生数の急激な増加による教員・学生の不満

に加えて重要なのは、1980 年から導入された構造調整による公務員削減政策によ

り、ときを 35 年経て公的な就職先が急減したという事実である。ケニア政府は、

民間企業における雇用創出のために莫大な労力を費やしているが、結果は思わし

くなく、全国の学生数が増えるばかりでケニア社会が提供できるポストは減る一

方である。	 

1980 年代に入りケニア経済、とりわけ GDP の成長は停滞し、マイナス成長まで

落ち込んだが、ケニア政府は、IMF と世界銀行の構造調整を受け入れ、その経済

援助を受けることになった。ところが、1990 年代中盤から、各国援助機関は、政

治改革、経済改革に乗り出すことができないでいる。	 

ケニアの教育はおもに教育省と高等教育科学技術省が管轄し、教育法（1968 よ

り施行）によって統制される。教育法は学校の設立、発展、運営や管理、カリキ
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ュラムの改善、教員養成等に指針を与えている。そのほかの教育関連の議会制定

法には、教員組合法、高等教育金融委員会法、大学関連法や、各大学の特許が含

まれる。	 

	 

図 2、年代別男女別純出席率	 2004 年	 
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表 1、教育を受けていない児童数10	 

	 

	 

表 2、教育機関別男女別生徒入学者数	 2011 年-2014 年11	 

                                            
10http://www.uis.unesco.org/DataCentre/Pages/countryprofile.aspx?regioncode=40540&c

ode=KEN	 
11	 Kenya	 National	 Bureau	 of	 Statistics.	 
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表 3、教育指標	 2011 年-2014 年12	 

	 

	 

1-3.就学前教育	 

	 

	 ケニアの教育システムの第一段階となる就学前教育は、通常 1〜2年間のカリキ

ュラムで構成される。政府は就学前教育への支援をほとんど行っておらず、約 99

パーセントが家計負担であることからも、初等教育と比較して参加率は低い1314。

それでも、1992 年に 33.8 パーセントだった純進学率が、昨年には 70 パーセント

にまで上昇しているし、就学前教育機関数は 1990 年の 16,329 から 1998 年には

23,977 へと増加した。	 

	 政府からの学費支援がないなかでのこのような大幅な改善は、種々のステーク

                                            
12	 file:///C:/Users/User/Downloads/kenyafacts2015.pdf	 
13［Ministry	 of	 Education,	 Science	 and	 Technology	 2001］	 
14［澤村	 2007:171］	 
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ホルダーが ECDE と連携し、率先して働きかけた結果である。	 

	 

図 3、男女別幼児教育総進学率	 1990 年–1998 年15	 

                                            
15	 http://wa1.www.unesco.org/education/wef/countryreports/kenya/Image1595.gif	 

より抜粋。	 
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図 4、男女別州別幼児教育総進学率	 1998 年16	 

                                            
16	 http://wa2.www.unesco.org/education/wef/countryreports/kenya/Image1596.gif	 

より抜粋。	 
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図 5、男女別就学前教育総進学率17	 

                                            
17http://www.uis.unesco.org/DataCentre/Pages/country-profile.aspx?regioncode=40540&

code=KEN/	 より抜粋。	 



 27 

	 

図 6、就学前教育総進学率純進学率	 2010 年-2014 年18	 

	 

	 

表 4、ケニア就学前教育総進学率・純進学率19	 

                                            
18	 http://datascience.co.ke/wp-content/uploads/2015/06/pre-primary.jpg	 

より抜粋。	 
19	 

http://www.uis.unesco.org/DataCentre/Pages/countryprofile.aspx?regioncode=40540&co

de=KEN	 
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1-4.初等教育	 

	 

	 ケニアの初等教育は 2003 年１月より無償化され、2010 年憲法で義務教育化さ

れた。	 

	 通常学齢 6〜7歳で 1年生になり、入学の 8年後に中等教育進学を決定するケニ

ア初等教育資格試験(Kenya	 Certificate	 of	 Primary	 Education	 :KCPE)を受ける。	 

	 

1-4-1.カリキュラムの変遷	 

	 

	 教育改革以前の初等教育では、理論中心だったものが、1985 年の教育改革後は、

初等教育修了後すぐに就職する児童が多いことを考慮して、カリキュラムの中に、

農業、ビジネス、クラフト、家庭科等の実用科目を取り入れた。しかし、2002 年

から 2005 年にかけて実施されたカリキュラムの見直しで KCPE の試験科目が重視

されるようになり、初等教育、中等教育から職業教育が取り払われた。	 

私立学校では、イギリスの制度に則ったカリキュラムを採用しているところも

あり、そうした学校では、”O-level(Ordinary	 Level)”テストが 4 年間の中等教

育修了時に実施され、その後 2年間の”A-level(Advanced	 Level)”教育へと進学

する。	 
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1-4-2.ケニア初等教育の就学率の変化	 

	 

ケニアは、1980 年代初頭より、世界銀行と IMF の支援による経済構造調整の時

代に突入する。1970 年代に建前上無償とされていた教育費が、構造調整計画の一

環でコストシェアリングと称して各家庭に課されるようになり、そのことによる

家計への負担増が 1990 年代の就学率低迷をもたらした。その後 2000 年代初頭ま

で、ケニアの教育機会拡充の兆しはほとんどみられなくなる20。2000 年代に入る

と、ミレニアム開発目標の達成に向けて、ケニア政府は 2003 年に初等教育を無償

化し、2002年の生徒進学数590万人から2009年には880万人への成長を遂げた。

小学校数は、2008 年には 26,206 校だったものが、2010 年現在 26,667 校(うち約

70 パーセントが公立)まで増加した。	 

	 初等教育の修了率は、2009 年には 70 パーセントを超えている。	 

	 

1-4-3.教育の質	 

	 

他方で、初等教育の質に着目すると、問題が山積している。原因のひとつとし

て、教師の数に対して生徒の数が多すぎることが指摘されている。初等教育の無

償化により公立小学校の生徒数が増加したにもかかわらず、需要を満たすだけの

教師や必要な資源の準備が追いつかなかったのである。この事実は、Education	 

                                            
20 ［澤村	 2007:168］ 
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Next の調査で明らかにされ、世界教育季刊誌にも掲載された。2003 年の初等教育

の無償化導入以降、初等教育への進学数が 2002 年の 590 万人から 2005 年の 760

万人へおよそ 30 パーセントの上昇をみせたことで明らかなように、他のサブサハ

ラアフリカの国々と同様、普遍的初等教育の達成目標に向けてケニアが目覚まし

い進歩を遂げてきた点についての異論はない。しかし同時に、就学児童数の増加

に教師数が追いつかず、教師数に対する生徒数の比が、とくに低学年教育段階で、

劇的に上昇した。クラス内で、生徒の年齢、学校側の受け入れ態勢、家族のサポ

ートなど様々な面でばらつきがみられ、クラス規模の大きい学校では、生徒数が

多く、教育教材が足りないなどの問題が顕著になっている。また、新入生の多く

は、就学前教育を受けておらず、初等教育が初めての教育の場となる。こうした

問題はケニア特有のものではなく、学校への進学者数が近年急増した多くのほか

の発展途上国でも深刻である21。	 

そうはいうものの、ケニアを含むアフリカの多くの国では、教師ひとり当たり

の生徒数や留年率が教育の質に結びつくわけではかならずしもない。	 

たとえば、ケニアでは、初等教育修了時に受験するケニア初等教育修了試験

(Kenya	 Certificate	 of	 Primary	 Education:KCPE)の成績で学校のレヴェルが判断

される。居住区による学区の定めがないため、試験成績上位の学校にはより多く

の優秀な児童が集まり、クラスの規模が大きくなる傾向にある。僻地の学校では

教員ひとり当たりの児童数は少なくなるが、児童の受ける教育の質が高いとはい

                                            
21	 http://educationnext.org/tracking-improve-learning/	 
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えない22。留年率は、KCPE の得点が低い学校で高いわけではなく、むしろ、成績

優秀校によくみられる現象であり、留年が少なさで教育の質の高さを説明するこ

とはできない23。さらに、質それ自体についても、いかにその内容を定義するの

かということのさらなる検討が必要である。質を測るいくつかの指標が存在する

が、上述のように国や地域によってその指標により評価することが適切でない場

合もありうる。	 

政府の「教育セクター支援プログラム(Kenya	 Education	 Sector	 Support	 

Programme:	 KESSP):2005-2010 年」では、教育の質改善のための開発目標のひと

つに、「2010 年までにすべての小学校で質と学習到達度を高めること」をあげて、

質を判断する指標として KCPE の結果を用いている。つまり、KCPE で児童が高得

点をとることができれば、質が高い教育であるということになる。	 

仮に受験学力ではあっても、そこで結果を出すことを、質向上のための取り組

みとして政府が優先的にすすめるのであれば、改善の第一段階としては評価する

べきであろう。だが、こうした評価方法による質の善し悪しは、受験学力を偏重

することを忘れてはならない24。	 

教育分野に携わる非政府機関の Uwezo	 Kenya もまた、現在の教育システムの不

適合性を、とくに初等教育に着目して指摘している。Uwezo の報告では、ケニア

の教育にかんして以下の 5 つの事実が強調された。すなわち、①第一に、国全体

                                            
22	 ［澤村	 2007:112］	 
23	 ［澤村	 2007:135］ 
24	 ［澤村	 2007:140］	 
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でみて、3 年生の 10 分の 3 しか 2 年生の学習レヴェルを満たしておらず、8 年生

100 人のうち 11 人は 2 年生で習う簡単な算数ができない点、②第二に、100 人中

7 人の児童は簡単な英単語やスワヒリ語の物語を読むことができない点、③第三

に、6～8年生の 5分の 1はケニア国旗に使われている色のそれぞれの意味を知ら

ない点、④第四に、ケニア北部の地域を除いて、男子生徒が女子生徒に成績で劣

っている点、⑤ 後に、州別の教育レヴェルをみたとき、トップ 5 を中央の州お

よびナイロビが独占する一方で、下位 5 州は貧しい州によって占められるという

結果にみられるように、州による不平等が存在する点、以上 5点である。	 
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図 7、男女別州別初等教育総進学率	 1998 年25	 

                                            
25	 http://wa2.www.unesco.org/education/wef/countryreports/kenya/Image1599.gif	 

より抜粋。	 
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図 8、初等教育の全体進学数に占める男女それぞれの割合	 1963 年–1998 年26	 

	 

                                            
26	 http://wa2.www.unesco.org/education/wef/countryreports/kenya/Image1605.gif	 

より抜粋。	 
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図 9、ケニア：初等教育出席率/進学率27	 

	 

	 

	 

	 

                                            
27	 

https://unmilleniumdevelopmentgoal.files.wordpress.com/2011/12/kenya.png?w=540&h=3

93	 より抜粋。	 
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図 10、男女別初等教育進学率28	 

	 

                                            
28http://www.uis.unesco.org/DataCentre/Pages/country-profile.aspx?regioncode=40540&

code=KEN/	 より抜粋。	 
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図 11、初等教育総進学率および純進学率	 2010 年–2014 年29	 

                                            
29	 http://datascience.co.ke/wp-content/uploads/2015/06/primary.jpg	 

より抜粋。	 
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図 12、男女別初等教育修了率	 1990 年-1998 年30	 

                                            
30	 http://wa1.www.unesco.org/education/wef/countryreports/kenya/Image1601.gif	 より

抜粋。	 
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図 13、初等教育における公共経常経費	 1990 年度-1998 年度	 
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図 14、男女別障害種類別初等教育特別支援学校登録数	 1998 年31	 

	 

	 

	 

	 

                                            
31	 http://www.unesco.org/education/wef/countryreports/kenya/rapport_2.html	 

より抜粋。	 
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図 15、男女別障害種類別初等教育特別支援学校および特別支援学級登録数 1998 年	 

	 

表 5、ケニア初等教育総進学率・純進学率32	 

                                            
32http://www.uis.unesco.org/DataCentre/Pages/country-profile.aspx?regioncode=40540&

code=KEN	 
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1-5.中等教育	 

	 

	 ケニアの中等教育への進学数は、初等教育の無償化が導入された年の 2003 年に

は 86 万 3 千人だったのが、2008 年には 140 万人へ増加した。さらに、政府が中

等教育の無償化を導入したことにより、2012 年には 190 万人へと到達した。中等

教育の無償化により児童の教育への参加の機会が広がったが、生徒の在籍率の低

さは依然として問題であり続けている。これは、ケニアの中等学校の授業料にか

んする政策があるにもかかわらず、学校当局が児童の家庭に高い授業料を課して

いるためである。	 

	 中等教育の授業料無償化後、複数の学校が政府による改善を経験している。具

体的には、中等教育改善のために投資された 2500 万ケニアシリングの補助金によ

り、学校が州立から国立に昇格されたり、教育内容の質の向上が図られたりした。	 

	 2013 年現在、ケニアには 114 の国立学校がある。2011 年に国立学校は 18 校の

みであり、州別の分布にも偏りがあったことと比べると、確実な進歩をみせたと

いえる。国立学校の増加は、新入生の数を大幅に改善した。さらに、早婚や出産

のために中退した女子生徒たちの再入学を許可したことにより、中等教育を受け

る女子生徒数は大幅に増加した33。	 

                                            
33	 社会人類学者、文化人類学者による、東アフリカ牧畜民・農耕民研究で明らかなように、

結婚や出産をめぐる人びとの認識と実践は社会的拘束力をもっており、個人の選択の問題で

はない場合が多い。そのため、民族によっては、そのような親族・婚姻のゆるやかなしかし

確実な規則が存在するため、その社会的規範が機能することで、14 歳から 18 歳にいたる初

婚適齢期に、中等学校に通学している女学生が結婚や出産のためにしばしば中等教育課程か
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	 表 6 は、現在ケニアの中等教育で教えられている科目を示す。それぞれの科目

は 6 項目に分けられる。スワヒリ語、英語、数学は必修科目となっており、どの

学校でもすべての学年で教えることが義務となっている。通常生徒は、自然科学

の科目を数学以外から 2 つ選ばなくてはならないが、学校によっては、数学以外

にも自然科学の科目が 1 つ、もしくは、2 つ必修になっている。これは、ある特

定の自然科学の科目を教える教師が多い学校や、ある科目を教える上での教材、

設備がほかの科目のそれよりも充実している学校などでみられる。人文学からも

低１科目選ぶ必要があり、技術科目、もしくは、応用科学の中からも 低１科

目選ばなければならない。ここでも、設備、教材には学校ごとに差があるため、

技術科目、応用科学は学校によって受けられるものが決定される場合がある。そ

して、生徒は、 初の 2年間で 13 科目まで受けられ、 終 2年間は 8科目にまで

絞ることができる。	 

	 

1-5-1.ケニア中等教育資格試験	 

	 

	 中等教育 終学年で、生徒は、大学への進学を左右するケニア中等教育資格試

験(Kenya	 Certificate	 of	 Secondary	 Education:	 KCSE)を受験しなければならな

い。KCSE は、成績の発表が教育大臣によって行われるばかりでなく、大統領によ

って成績優秀者・優秀校が表彰されるなど、文字どおり、中等教育の中でもっと

                                                                                                                                     
ら離脱することがある。	 
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も大きなイヴェントだ。KCSE の成績は、大学進学はもとより就職時にも重視され

るため、生徒にとっては良い成績を修めることがきわめて重要なのだ。評定は、

も高得点の 8科目の平均で決まる。大学入学には平均 C+が 低限必要だが、政

府の奨学金を受けるには B-、合計 58 点が必要となる。C+に満たなかった生徒で

も、D+以上でサーティフィケートプログラム受講の、C-以上でディプロマプログ

ラム受講の機会が与えられる。	 

	 KCSE は、その前身である、Kenya	 Junior	 Secondary	 Education(KJSE)と Kenya	 

Advanced	 Certificate	 of	 Education(KACA)が統合され、1990 年に導入された。

1990 年以前は、KJSE を中等教育の 4 年目に、KACA を 6 年目に受ける二部構成だ

ったが、その後は KCSE の一度の試験の結果で中等教育の習得度が測られるように

なった。	 

	 

1-5-2.KCSE にかんする国および大学の近年の動向	 

	 

l ケニア国立大学入学者選抜委員会が会合を開き、中等教育資格試験における

入学許可基準点を引き下げることで合意した34。(Daily	 Nation 紙、2009 年 8

月 3 日)	 

	 

l 新しいケニア国立大学入学者選抜指針によると、中等学校生徒が中等教育資

                                            
34	 	 [Daily	 Nation	 2009.8.3]	 
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格試験で現基準の C+の得点を獲得できなくても、特定の分野で優れた才能が

ある場合、国立大学への入学が許可されることになる。高等教育委員会によ

ると、これは世界的な傾向を反映したもので、全人的教育を行うことが目的

である35。(Daily	 Nation 紙、2009 年 8 月 4 日)	 

	 

l 政府調査班の提言が実施されれば、合同合格審査委員会は解体される。同委

員会は、大学教員、学長などで組織されており、毎年ケニア中等教育資格試

験における大学合格基準点を決定している。政府提言によると、入学者選抜

は各大学で行われる。大学学生数は、2年前に 12 万人であったものが現在は

15 万人に上り、このうち約半数を「並行」学生が占めるに至っている36。(Daily	 

Nation 紙、2010 年 2 月 23 日)	 

	 

l 2008 年のケニア中等教育資格試験によって大学への入学を許可された学生が、

国立大学の先陣を切ってジョモ・ケニヤッタ農業技術大学に入学した。今年

度一年次に入学する学生は約 3 千名。他の国立大学へは 9 月に入学予定37。

(Daily	 Nation 紙、2010 年 5 月 5 日)	 

	 

l 大学教育を改善させようとする試みが議会で静かに進んでいる。この問題の

                                            
35	 	 [Daily	 Nation	 2009.8.4]	 
36	 	 [Daily	 Nation	 2010.2.23]	 
37	 	 [Daily	 Nation	 2010.5.5]	 
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核心は、「並行」課程と一般には呼ばれている、第二群学生の受け入れにかん

することである。チャンズ代議士によって提出された動議によると、第二群

学生の許容は貧富の格差を広げており、第二群課程の廃止あるいは授業料低

減が求められている。この動議を支持する代議士によると、第二群課程は当

初、大学寮の許容量が限界に達したため、寮の拡大を目的として設置された。

ところが、今は学位投げ売りの手段になっている。また、ケニア中等教育資

格試験で Aマイナスの成績を得た学生が、医学部や工学部等の人気学部に「本」

課程学生として入学できない一方、「並行」課程であれば Bでも入学できてし

まう。これは学生間の関係を歪めてしまう。「並行」学生は能力が不足してい

るという話もある。そのうち、医学部や工学部等の人気学部では富裕層の子

弟しか見られなくなるだろう等の見解が、動議賛成派の代議士から述べられ

た。これに対しムウィリア高等教育科学技術副大臣らは、「並行」課程のおか

げで、低位の中等教育学校から大学へ進学できている例もある。学生の長所

本位の制度を持たなければならないのであれば、学力面で長所を持つ学生は

学力に基づいて入学を認められて奨学金を受給し、資金面で長所のある学生

は他の学生より多くの授業料を払うという制度は、自然なものである。大事

なのは門戸を広げることであり、高等教育融資委員会の予算を増やす、私立

大学の定員を増やす、各県に大学を設置して高等教育における都市と農村の

格差を縮小する等の対策が求められている、と述べた。(記事の背景)ナイロ

ビ大学が第二群課程を設けたのは 1998 年のこと。この制度が他の国立大学に
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も広がり、現在では「本」課程学生よりも「並行」課程学生の方が数は多い。

「本」課程学生に対しては、政府が高等教育融資委員会等を通じて学費の 70

パーセントを負担する。入学許可は合同合格審査委員会によって下され、入

学するためには現在のところケニア統一中等教育認定試験で 低 B プラスの

成績を取らなければならない。また、同統一試験後入学まで、約 18 ヶ月待つ

必要がある。一方の「並行」課程には C プラスでも入学が許可され、ケニア

統一試験後すぐに入学することができる38。(Daily	 Nation 紙、2010 年 7 月

30 日)	 

	 

l ルト高等教育大臣インタヴュー記事。それによると、来年末までに国立大学

を現在の 7大学から 16 大学に増やす。大学昇格候補となっているのは、ボン

ド、チュカ、キマティ、モンバサ高等技術、ケニア高等技術、プワニ、マル

ティメディア、カビアンガ、ライキピア、ナロク、メル、南東、キシイの各

高等教育学校。現在ケニア統一中等教育認定試験(KCSE)を受験する 30 万人の

うち、大学入学の要件となっている C プラス以上の成績を得るのは 8 万 1 千

人だが、国立大学で受け入れ可能な人数は 2 万 4 千人のみ。国立大学を増や

すことによって、受け入れを 6 万人に増やす計画。関連法案を来月には閣議

決定したいとルト大臣は語る。現在国立大学の管理については、大学ごとに

法律が存在するが、新法案では、国立大学を一つの法律の下に管轄する。新

                                            
38	 	 [Daily	 Nation	 2010.7.30]	 
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たな法案が議会を通過すれば、国立大学の学生は、他の国立大学の単位を自

由に選択取得することができる。また、人文系に比べ理系の研究に対しより

多くの財政支援がなされる。つまり、現在政府は全通常課程学生一人あたり、

均等に年間 12 万シリングが大学に支給されているのを改め、政府の重点分野

には、より手厚い支援を行う。特に来年度は農業分野を重視するつもり。農

業分野の人材不足には、世界銀行と国際通貨基金の構造調整計画が関連して

いると、両機関をルト大臣が批判した39。(Saturday	 Nation 紙、2010 年 10 月

2 日)	 

	 

l ケニア統一中等教育認定試験の結果、政府の支援が得られる正規学生として

国立大学への入学が認められたのは昨年 8 万 2 千人であったのに対し、実際

に入学できたのは 2 万 4 千人であった。長い入学待機期間を短縮するため、

政府は私立大学にも協力を打診したが、私立大学側は、合同合格審査委員会

や高等教育融資局が国立の 7 大学しか相手にしていないとして、両委員会の

改組を求め、国立大学と私立大学を同格に扱ってほしいと求めている40。

(Sunday	 Nation 紙、2011 年 1 月 23 日)	 

	 

l 高等教育相のムウィリア副大臣が「成績良好者の大学入学定員を拡大するた

                                            
39	 	 [Saturday	 Nation	 2010.10.2]	 
40	 	 [Sunday	 Nation	 2011.1.23]	 
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めに『並行』課程制度を廃止すべきか」と題した論文を発表した。この中で、

国立大学の入学基準成績に達していなくても、学費負担能力が十分であれば

入学できる「並行」課程制度は、能力主義に反しており、たとえ「並行」課

程が国立大学の経営に貢献しているとしても、貧困家庭出身であることが大

学入学の障害になっているのは好ましくないと述べ、「並行」課程は廃止され

るべきであると結論付けている。その前提として、政府は国立大学に対し税

制上の優遇を設け、また国立大学への交付金増額、学生の支払い能力に応じ

た学費の増額が必須であると述べた41。(Daily	 Nation 紙、2011 年 2 月 23 日)	 

	 

l 2009 年に実施されたケニア統一中等教育認定試験の結果、国立大学への入学

を認められた 2 万 4 千 221 名の名簿が合同合格審査委員会から発表された。

これらの学生は、政府が学費の大部分を負担するいわゆる正規課程の学生で、

今年 5 月に入学する。 も多くの入学者を受け入れるのはナイロビ大学で 4

千 031 名、続いてモイ大学の 3 千 727 名、ケニヤッタ大学 3 千 611 名、エガ

トン大学 2 千 402 名、ジョモ・ケニヤッタ農工大学が 1 千 182 名、マセノ大

学 1 千 119 名、マシンデムリロ科学技術大学 764 名である。その他は、全国

に 13 存在する国立大学附属高等教育学校に入学する。合同合格審査委員会の

ムゲンダ委員長によると、女子学生や条件の厳しい地域出身の学生に対して

は優遇措置が設けられ、例えば男子学生の合格 低点は 63 点だったのに対し、

                                            
41	 	 [Daily	 Nation	 2011.2.23]	 
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女子学生は 62 点とされた42。(Daily	 Nation 紙、2011 年 2 月 24 日)	 

	 

l 初等教育無料化後小学校に入学した世代がケニア統一中等教育認定試験を受

ける年齢に達する 2014 年、大学入学 低基準点とされる Cプラス以上の成績

を得る生徒は 18 万人に上ると見込まれる。2010 年は約 9 万 7 千人であり、

このうち実際に国立大学に正式に入学できたのは 2 万 5 千人であった。高等

教育機関の不足に対して、高等教育省は国立大学の増設や現存国立大学入学

定員の増加を図っているが、思うように対応は進んでいない。ルト高等教育

大臣が停職処分となり、大臣職が兼任されていることも原因だとムウィリア

副大臣は語る。同省は中堅の高等教育学校を各県に設置する計画も進めてい

る43。(Saturday	 Nation 紙、2011 年 3 月 19 日)	 

	 

l ナクル・カウンティが も多くの大学進学者を輩出。Nakuru、Nairobi、Kiambu、

Kakamega は今年度国立大学入学を希望する KCSE(Kenya	 Certificate	 of	 

Secondary	 Education)志願者が も多い地方行政区であると予測される。こ

れらの地方行政区は KCSE 試験で、平均 B-以上の志願者を も多く排出した。

スコアが C+以上の志願者は国立大学に入学することは認められるものの、大

学の受け入れ可能人数に限りがあることから一般課程に参加する資格が与え

                                            
42	 	 [Daily	 Nation	 2011.2.24]	 
43	 	 [Saturday	 Nation	 2011.3.19]	 
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られない場合があり、近年そうした学生数の増加が深刻だ。KUCCPS(Kenya	 

Universities	 and	 Colleges	 Central	 Placement	 Service)は今年度、B-（58	 

points）を女子学生の、B（60	 points）を男子学生の、ケニア国内 31 の国立

大学に入学を認める 低スコアに設定した。ただし、C+のスコアで今年度不

合格とされた学生であっても、私立大学や、国立大学の提供する非正規課程

に参加することは可能である。Nation の調査によれば、Nakuru 行政区は国立

大学での一般カリキュラム参加が認められた学生の数が 4,889 名と も多く、

続いて Nairobi	 4,797 名、Kiambu	 4,162 名であった。皮肉なことに、KCSE の

試験結果が公表された時点では、全 47 の行政区中 Nakuru は 19 位、Nairobi

は 29 位、Kiambu は 37 位であった。しかし、 終的に、より高い平均スコア

を出していた行政区との順位が逆転したのである。平均得点に重きを置いて

学生の評価をした行政区の多くは、国立大学の正規課程参加志願者数が少な

かった。そのうちのひとつが Samburu 行政区である。Samburu 行政区は試験

順位において首位であった。この行政区は平均得点が も高かったのにもか

かわらず、B-以上の得点をとった志願者はたった 159 名しかいなかった。唯

一の例外は Siaya で、国内第 2 位の平均得点を記録し、実際、3,603 名の志

願者が B-以上の得点を獲得している。しかしながら、試験で第 3位の結果を

出した Elgeyo	 Marakwet は、B-以上の得点をもつ志願者は 1,331 名にとどま

った。Samburu や Nairobi などとの違いは、こうした KCSE 志願者数が少ない

行政区は、平均得点についていえばより高い得点を獲得しているということ
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である。試験結果が公表され上位に順位付けされた行政区の多くは、乾燥地

帯や半乾燥地帯であり、人口も少ない。これらの地域には 10,000 未満の志願

者しかいないが、Nairobi や kajiado、Nyeri などのより多数の志願者がいる

地域に比べて高い平均得点をとっている。たとえば、Samburuー国内で首位を

獲得したーは、KCSE 志願者登録数が 969 名だけであったが、Kiambu は他方で

24,268 名だった。このことは、Kiambu がより多くの志願者を国立大学に輩出

することを説明する44。(Daily	 Nation 紙、2014 年 5 月 19 日)	 

	 

l ケニアで 高レヴェルの国立学校(Alliance,	 Kabarak,	 Maseno	 and	 Maranda)

の生徒が国立大学への進学者数の大部分を占める45。(Daily	 Nation 紙、2014

年 5 月 20 日)	 

	 

                                            
44	 	 [Daily	 Nation	 2014.5.19]	 
45	 	 [Daily	 Nation	 2014.5.20]	 
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図 16、男女別中等教育への進学率	 1990 年–1998 年46	 

	 

                                            
46	 http://wa2.www.unesco.org/education/wef/countryreports/kenya/Image1602.gif	 より

抜粋。	 
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図 17、初等教育から中等教育への進学率	 2010 年–2014 年47	 

	 

	 

	 

                                            
47	 http://datascience.co.ke/wp-content/uploads/2015/06/PS-TR.jpg	 より抜粋。	 
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図 18、中等教育の全体進学数に占める男女それぞれの割合	 1963 年–1998 年48	 

	 

                                            
48http://wa1.www.unesco.org/education/wef/countryreports/kenya/Image1604.gif	 

より抜粋。	 
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図 19、男女別中等教育進学率49	 

	 

	 

表 6、中等教育学習科目	 

                                            
49http://www.uis.unesco.org/DataCentre/Pages/country-profile.aspx?regioncode=40540&

code=KEN/	 より抜粋。	 
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表 7、	 ケニアの中等教育成績評価システム	 

	 

	 

表 8、中等教育総進学率・純進学率50	 

                                            
50http://www.uis.unesco.org/DataCentre/Pages/countryprofile.aspx?regioncode=40540&c
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表 9、カウンティ別中等教育進学数51	 

	 

1-6.高等教育	 

	 

	 ケニアの高等教育は国立大学と私立大学に分けられる。大学での教育は、学士

課程、修士課程、博士課程の 3 段階で構成されるほか、学士レヴェルへの準備段

階としてのディプロマプログラム、サーティフィケートプログラムの提供もある。

また、第三次教育には、国立技術専門学校、第三次専門学校（教員養成学校や医

療関連訓練学校）、そして、そのほかの技術教育職業訓練(Technical	 and	 

Vocational	 Education	 and	 Training	 :TVET)機関（技術訓練学校、技術学校、専

門技術カレッジ）も含まれる。	 

	 下図 20 に示されるとおり、ケニアの大学を割合別にみると、国立大学とその付

属カレッジが大半を占める。	 

	 ケニアの第三次教育 tertiary	 education または高等教育 higher	 education（大

学・大学院）では、大学全体の学生進学数が 2011 年の 198,260 から、2013 年の

240,550 へと 21.3 パーセントの上昇をみせた。この値は、2011 年度にみられた進

学数上昇率 11.6 パーセントよりも大きい値となっており、2012 年度に実施され

た二次募集が起因したと考えられる。女子学生の進学数は 2011 年度の 80,560 か

ら 2012 年度の 106,115 へと 30.5 パーセントの上昇をみせた。また、同時期に、

                                            
51	 Source:	 Statistical	 Abstract	 2013	 Kenya	 National	 Bureau	 of	 Statistics	 
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私立大学の学生進学数は 40,344 から 45,023 と 11.6 パーセント上昇した。	 

	 入学者選抜委員会(Joint	 Admission	 Board)による国立大学への学生受入数は

2008 年度の 17,100 から、2009 年度の 21,100 へと 23.4 パーセント上昇し、さら

に、2010 年度には 24,000 まで増加した。この伸びは、大学の付属カレッジが数

多く設立され、より多くの人口に大学教育への門戸が開かれた結果である。しか

し、女子学生の割合は、2008 年度から 2009 年度にかけて、40.1 パーセントから

37.9 パーセントに減少している。こうした減少を深刻ととらえた入学選抜委員会

は、女子学生率上昇のために、女子学生に対して、男子学生よりも低い評定でも

受け入れる措置をとっている。	 
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図 20、ケニアの大学のカテゴリーと割合	 
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図 21、高等教育男女別総進学率52	 

                                            
52http://www.uis.unesco.org/DataCentre/Pages/country-profile.aspx?regioncode=40540&

code=KEN	 より抜粋。	 
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図 22、国立私立大学進学数53	 

	 

	 

                                            
53	 http://datascience.co.ke/funding-for-higher-education-in-kenya/	 より抜粋。	 
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図 23、１大学当たりの平均予算配分額54	 

	 

                                            
54	 http://datascience.co.ke/funding-for-higher-education-in-kenya/	 より抜粋。	 
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表 10、ケニアの国立大学	 
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表 11、ケニアの私立大学	 

	 

1-7.成人継続教育および非公式教育	 

	 

	 成人継続教育および非公式教育は、継続的な人間開発のために重要であると考

えられている。ユニセフによれば、ケニアの 15～24 歳の若者の識字率は、2008

年から2012年で男子が83.2パーセント、女子が81.6パーセントとなっているが、

他方、ユネスコによる調査では、ケニアの成人識字率は 27 パーセントとサブサハ

ラで 低レヴェルである。	 
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	 ケニア教育省の 2008 年 11 月の報告によると、政府は、2015 年までに全年齢層

の成人、とくに女性の識字率を 50 パーセント引き上げることを宣言している。	 

	 2007 年に、15 歳以上の成人識字率やその分布を測るために実施された、全国成

人識字調査（KNALS）では、成人識字率向上にかんする官民のプロバイダーやステ

ークホルダーのデータ・情報が得られると同時に、成人識字率向上のために取り

組むべき問題が明確化された。その結果によると、成人人口の 61.5 パーセントは

十分な識字能力を有したが、残りの 38.5 パーセント、およそ 780 万人は要求され

る識字能力を十分に満たしていなかった。また、高度な識字能力を有する成人人

口は 29.6 パーセントのみであった。年齢層別では、およそ 29.9 パーセントの 15

～19 歳の若者、49 パーセントの 45～49 歳の成人は識字能力が不十分であった。

調査により、性別、州別の識字率の不均衡が明らかになり、たとえば、ナイロビ

での識字率は も高い 87.1 パーセントを記録しているのに対し、東北部の州では

も低い 8パーセントとなっている。	 

	 成人継続教育の質を改善するため、成人教育センターのサーヴィスが、学習教

材とともに提供されている。成人学習者の需要に応えるため、基礎識字プログラ

ムは見直しが続けられてきた。現時点で、全 42 言語のうち、キクユ語、カンバ語、

ルヤ語、ソマリ語、ボラナ語、ルオ語のそれぞれの入門書が見直されているほか、

そのほかの現地語についての基礎識字教育のための教材開発もすすめられている。	 
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図 24、成人リテラシー教室への登録数	 1990 年–1998 年55	 

	 

1-8.ステークホルダー	 

	 

	 教育省は、ケニアの教育システムを改善するためにほかの組織と連携してきた。

それらの組織と実績を下表 12 にまとめた。	 

プログラム	 運営団体	 役割	 

無償初等教育、	 

無償中等教育	 

教育科学技術省(MoEST),世界銀行(WB),	 アメ

リカ合衆国国際開発庁(USAID),	 国際連合児童

技術支援	 

財政支援	 

                                            
55	 http://data.worldbank.org/country/kenya/	 より抜粋。	 
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基金(UNICEF),カナダ国際開発庁	 (CIDA).	 石

油輸出国機構 (OPEC).	 ワールドビジョン

(World	 Vision)	 

乾燥、半乾燥地域

における教育振

興プログラム	 

主軸省庁:	 教育科学技術省	 

そ の 他 関 連 省 庁 :	 地 方 分 権 化 開 発 省 ,	 

Coordinating	 &	 funding	 

開発支援団体:	 国際連合児童基金	 

ワールドビジョン	 

プログラムの実施	 

連携	 

財政支援	 

学校設備改善プ

ログラム	 

主軸省庁:	 教育科学技術省	 

その他関連省庁:	 運輸インフラ省、	 エネルギ

ー省	 	 

開発支援団体:	 英国国際開発庁(DfID),	 石油

輸出国機構,	 

ア フ リ カ 開 発 銀 行 / ア フ リ カ 開 発 基 金

(ADB/ADF),	 法人・民間セクターe.g.	 Bamburi	 

Cement,	 

サファリコム、バークレーズ,	 KCB	 Foundation,	 

US	 Marines	 and	 NGOs	 (World	 

Vision,	 Faith	 Based	 Organizations)	 

プログラムの実施	 

技術支援	 

財政支援	 
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学校教材プログ

ラム	 

主軸省庁:	 教育科学技術省	 

その他関連省庁:	 財務省,	 	 

開発支援団体:	 エアテル,	 KLB,	 JKF,	 DfiD,	 世

界銀行,	 外務貿易開発庁(DFATD),	 スウェーデ

ン国際開発協力庁(SIDA),	 アメリカ合衆国国

際開発庁,	 国際連合児童基金、ワールドビジョ

ン	 

・プログラムの実施	 

・技術支援	 

・財政支援	 

特別支援教育	 主軸省庁:	 教育科学技術省	 

その他関連省庁:	 労働・社会保障省	 

開発支援団体:	 Kenya	 society	 for	 the	 blind,	 

sight	 savers	 

・プログラムの実施	 

・身体・精神障害者への財

政支援	 

非公式教育、非公

式学校の無償化、

および、教育資金

援助プログラム	 

主軸省庁:	 教育科学技術省	 

その他関連省庁:	 労働・社会保障省	 

開発支援団体:	 国際連合児童基金,	 アメリカ

合衆国国際開発庁,	 NGO	 council.	 

・プログラムの実施	 

・学校登録	 

・財政支援	 

奨学金支給プロ

グラム	 

主軸省庁:	 教育科学技術省	 

その他関連省庁:	 財務省	 	 

開発支援団体:	 国際連合児童基金,	 USAID,	 

equity	 foundation,	 corporate	 bodies,	 

・プログラムの実施	 

・Statics	 

・財政支援	 
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cooperative	 bank	 foundation,	 KCB	 

foundation,	 ワールドビジョン.	 

理科実験設備援

助プログラム	 

主軸省庁:	 教育科学技術省	 

その他関連省庁:	 財務省	 

・プログラムの実施	 

・財政支援	 

・statics	 

Gender	 in	 

education	 

programme	 

主軸省庁:	 教育科学技術省	 

その他関連省庁:	 財務省,	 ケニア地方分権

化・計画省	 

開発支援団体:	 国際連合児童基金、Elimu	 yetu	 

coalition,FAWE,girl	 child	 network	 

・プログラムの実施	 

・財政支援	 

・能力開発アドヴォカシー	 

・インフラ整備	 

・衛生	 	 

情報通信技術	 主軸省庁:	 教育科学技術省	 

その他関連省庁:	 情報通信技術省,	 

開発支援団体:VVOB,USAID,ワールドビジョ

ン,RTI、マイクロソフト・インテル、ブリティ

ッ シ ュ ・ カ ウ ン シ ル 、 サ フ ァ リ コ ム

(Safaricom)、TSC,KICD	 

・プログラムの実施	 

・技術支援	 

・能力開発	 

Child	 friendly	 

school	 

initiative	 	 

主軸省庁:	 教育科学技術省	 

その他関連省庁:	 環境天然資源省(Ministry	 of	 

environment	 and	 natural	 resources),NEMA	 

・財政支援	 

・プログラム・コーディネ

ーション	 
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開発支援団体:	 国際連合児童基金	 ・教師や生徒のキャパシテ

ィ・ビルディング	 

	 

表 12、	 教育システム改善プログラムと運営団体56	 

	 

	 教育システムが直面する主な問題のひとつに、学習環境を改善しようとも、設

備や教材などの資源があまりに貧弱であるということがある。こうした問題はお

もに、国内の乾燥、半乾燥地域でみられ、そこでは、生徒たちが野外で授業を受

けざるを得ず、治安面の不安から、自身の生活への恐れを抱いた教師が職場放棄

する事態も生じている。治安の悪い危険地域では、学校が閉鎖し、学習環境のな

い状況が続いている。	 

	 ほかにも教育システムに間接的な影響を与える要因がある。たとえば、ユネス

コがサブサハラ全 20 ヶ国を調査した結果では、上流階級家庭出身の児童のほとん

どは、義務教育をすべて修了するだけでなく、そこで習得すべき 低限の学習レ

ヴェルに到達していた。しかし、サブサハラ 20 ヶ国のうち 15 ヶ国では、貧困層

出身の児童のうち初等教育を修了し、基礎教育を十分に習得するものは 5 人に 1

人にも満たない。	 

	 「すべての人に教育を	 2000-2015(Education	 for	 All	 2000-2015)」(成果と課

                                            
56	 Education	 for	 all	 2015	 National	 review	 (Kenya)	 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002316/231637e.pdf	 
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題)の報告によると、現在、万人のための教育目標には、対象国のうち 3 分の 1

しか到達していない。1999 年の 2,040 万人に比べて減少はしたものの、2012 年現

在、依然として 1,210 万人の青少年が学校に通うことができていない。また、初

等教育就学の完全普及に到達した国は対象国のうち半数であり、達成目前の国は

全体の 10 パーセントである。貧困層出身の子供たちは、上流階級家庭出身者に比

べ、初等教育を修了できない率が 5倍になる。	 

	 

1-9.インクルーシヴ教育(包括的な教育)	 

	 

	 2008 年 11 月、“Inclusive	 education:	 the	 way	 of	 the	 future”をテーマに

開催された教育国際会議にて、以下のような評価がなされた。ケニアは、社会的

立場の弱い人々を対象とした特別な支援を通して、すべての児童、青少年、成人

に、質の高い包括的な教育を提供する努力をしてきた。そうするなかで、包括的

な教育の概念が、「特別支援を必要とする子どもたちへの教育の提供」という従来

の考えから脱してきている。教育は全市民への基本的権利と考えられ、公立学校

では初等教育、および、中等教育の無償化が行われている。また 近では、一例

として、理科実験室のない非公式学校に通う児童のために、代替的な中等教育の

カリキュラムが開発された。さらに政府は、性差別を受けてきたグループ、重要

視されてこなかったグループ、困難な生活環境にいる児童たち等の排除されてき

たグループが教育を受けることができるようにするための仕組みを導入してきた。	 
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	 2010 年改正憲法の需要と要求を満たすためには、教育部門の再構築が必要であ

る。憲法の中には、教育に直接言及する条文が複数存在する。それの条項にした

がい、教育カリキュラムの統合のための対策本部は、教育訓練改革の政策枠組み

（いわゆる Sessional	 Paper	 No.	 14,	 2012）の公式化、および、2013 年に基礎教

育法を制定するきっかけとなった、1968 年制定の教育法の見直しを推奨した。現

在教育セクター計画(Education	 Sector	 Plan)（NESP,	 2013	 –	 2018）では、セク

ター・ワイド・アプローチ（SWAp）をつうじて、基礎教育法 2013 を施行している。

開発支援団体の評価によると、NESP は教育部門の過去の実績に基づいており、ケ

ニア教育セクター支援プログラム 2005-2010(Kenya	 Education	 Sector	 Support	 

Program	 2005-2010)の実践に伴って現れてきた問題へ真摯に取り組んでいる。こ

のセクター計画の核は、教育の質、教育システムのガヴァナンス・運営を改善す

ることにある。そこでの優先事項は、近年重要とされる内容を取り入れたカリキ

ュラムを導入するなど、質の向上につながりうる課題に取り組むことによって学

習者の成果の向上を図ること、低学年における識字教育や算数教育の強化、教員

の教授技術の評価や向上、また、国、カウンティ、サブカウンティ、学校レヴェ

ルにおける説明責任強化のための強固な監督機構の構築である57。	 	 

	 ケニアは、その教育システムにおいて壮大な目標を立ててきたが、そこに到達

するには、大変な努力と細密な思案が必要となる。識字能力のない成人は依然と

して多く、児童教育の質も低いことを考慮すると、ケニアの教育セクターは	 改善

                                            
57［UNESCO	 2015］	 
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の余地があると考えられる。教育に携わる 2 つの省も、目標到達の責務を担い、

挑戦を続けている。そうであっても、ケニアの教育費が高いことは明らかである。

その額は、2010 年では、国内総生産の 12.9	 %、3,300 億ケニアシリングにもおよ

び、これは、国民一人当たりの生産 8,200 ケニアシリング、または、学生一人当

たりの費用 24,200 ケニアシリングに相当する。この額は公立、私立のあらゆる教

育段階を含むが、民間、政府、外部からの資金によって賄われている。	 

	 研究もまた、ケニア教育システムにおける 重要課題となっている。高等教育

機関は、研究の質向上のため、また、より研究しやすい環境を得るため、世界中

の様々な組織との連携を深めてきている。こうした動きは、そうした組織からの

奨学金や資金援助の提供によって研究活動を行う博士レヴェルで も顕著である。	 	 

	 ケニア教育システムのこれまでの成長と、これから 2050 年に向けての展望を図

25 に示す。	 
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図 25、ケニアにおける教育段階別修了者数58	 ※2013 年以降は推定	 

	 

                                            
58	 http://blogs.worldbank.org/africacan/kenya-s-education-dividend	 より抜粋。	 
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図 26、ケニアの政府予算に占める教育予算額の率	 2010 年度-2014 年度59	 

                                            
59	 Source:	 Kenya	 facts	 and	 figures	 2015	 
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図 27、政府の教育費歳出の各教育段階への配分割合(1999-2006)60	 

	 

図 28、政府の教育費歳出の各教育段階への配分割合(1999-2006)61	 

                                            
60	 http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=184	 をもとに筆者が作成。	 

	 
61	 http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=184	 をもとに筆者が作成。	 

year 1999 2000 2001 2003 2004 2006
pre-primary(%) 0.24 0.58 1.33 2.24 1.56 0.05
primary(%) n 68.09 66.08 62.95 62.12 54.11
secondary(%) n 17.36 19.4 20.85 23.41 21.68
post-secondary non-
tertiary(%) 2.84 2.26 0.09 1.80 n 3.67
tertiary(%) 11.46 11.71 13.09 12.15 12.91 15.42
not allocated(%) n n n n n 5.07
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1-10.遠隔教育	 

	 

	 遠隔教育は、独立後に教育諮問委員会が提案し、1967 年にナイロビ・ユニヴァ

ーシティ・カレッジ(現ナイロビ大学)で導入された。当初は、大学卒の中等教育

教師の育成が目的で、受講生は、ラジオ、郵便、対面教育などのプログラムで構

成されたコースを受講、修了時に国家試験機関(Kenya	 National	 Examination	 

Council:KNCE)の試験を受験し、修了資格が与えられた。	 

	 1985 年には、ナイロビ大学付属の成人遠隔教育カレッジで External	 Degree	 

Programme の提供が始まり、教育学・経営学・法律学の学士レヴェルの教育を、

遠隔授業をとおして受けることが可能になった。	 

	 そして現在では、Eラーニングへの注目が高まっている。Eラーニングは、イン

ターネットを利用しオンラインで授業を受けるという、従来のラジオや郵便を介

した方法から発展した新たな学びの手段である。学習者が時間や場所を選ばずに

教育を受けることができ、またコスト・パフォーマンスも高いことから、国や国

際協力団体、大学は、地理的・社会的理由から大学の通常プログラムには参加す

ることがむずかしかった人々の学びの機会を広げるとして、さらなる拡大、プロ

グラムの充実を目指す。	 

	 

1-10-1.遠隔教育の近年の動向	 
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l オンラインで行う遠隔教育がケニアでも拡大している。ナイロビ大学の教員

によると、すでに遠隔教育の学生は通学する学生よりも成績が良い。ケニヤ

ッタ大学では300の課程に6千人が在籍しているという62。(Daily	 Nation紙、

2009 年 9 月 11 日)	 

	 

l 世界銀行がケニア政府を通じて、大学の情報通信基盤整備のため、2千百万

ドルの資金供給を行う。遠隔教育や大学間交流促進が目的63。(Daily	 Nation

紙、2010 年 11 月 5 日)	 

	 

l 多くの警察官が犯罪学の学士課程や治安学の研究課程の学生としてエガトン

大学で学んでいるが、警察官の勤務地は遠隔地が多いため、講義に出席する

のが難しい。そのため、エガトン大学は 1千万シリングを掛けて遠隔会議の

設備を整え、遠隔地の学生も講義に参加できるよう便宜を図る予定64。(Daily	 

Nation 紙、2010 年 11 月 15 日)	 

	 

l ナイロビ大学とヘルシンキ大学が協定を締結。職員や学生の交換、共同研究

等が盛り込まれている。また、ナイロビ大学は、米国のボルチモア、メリー

ランド、ワシントン大学、及びインドのバンガロールにある聖ヨハネ医科大

                                            
62	 	 [Daily	 Nation	 2009.9.11]	 
63	 	 [Daily	 Nation	 2010.11.5]	 
64	 	 [Daily	 Nation	 2010.11.15]	 
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学と医学関係の共同研究を始める。遠隔医学教育の向上が目的。この共同研

究は、米国大統領エイズ救済緊急計画(PEPFAR)の資金援助を受けている65。

(Daily	 Nation 紙、2011 年 1 月 31 日)	 

	 

l E ラーニング：大学教育参加への新たな方途	 

知識重視の現代社会において、ケニアでは、多くの成人が、現職に満足する

ことなく、更なる学校教育を受けて新たな知識を得たいと真剣に考えている。

そうすることで、より専門性のある職業に就くことができる、あるいは、す

くなくとも現職で、より重要な役割を果たすことができると考えるためであ

る。大学教育がケニアの人的資源の発展に大きな役割を果たすことについて

異論はない。したがって、機会がありさえすれば人々が高いレヴェルの知識

や技術の獲得のために努力を惜しまないことは想像に難くない。しかし、学

びの機会を得たいと希望する者が多い一方で、大学は十分な設備を持ち合わ

せていないのが現状である。高等教育機関は、彼らが受け入れることのでき

る学生数には限度があるにもかかわらず入学希望者数は増加するという状況

に直面し、それに対処する必要から、Eラーニングの活用が考慮されるよう

になった。多くの人々が、さらなる学校教育を受けることによって職場での

技能を向上させ、よりよい収入を得ることができればと願うが、時間的な余

裕を考えればそれは到底不可能である。その点において Eラーニングは注目

                                            
65	 	 [Daily	 Nation	 2011.1.31]	 
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に値する教育手段なのである。インターネットはオンライン学習の機会を大

幅に広げてきたが、そのことは、高等教育をつうじて人々が新たな技術を獲

得する可能性を高め、ひいては、経済的に有益な効果をもたらすことを示唆

する。	 

オンライン教育の利点は、自宅にて好きな時間に各々のスケジュールに合わ

せて学ぶことができ、教室に足を運ぶことなく知識や技術を獲得することが

できることだ。Eラーニングの導入で、教育機関は学生数が増えても質の高

いサーヴィスを提供しつづけることができ、それは、高度な能力・専門技術

をもった人材の輩出につながる。Eラーニングは、学部および修士課程・博

士課程の学生が質の高い教育にアクセスできるようにするための戦略として

ひとつの主導権をにぎっている。多くの Eラーニングの課程では、個々の学

生が時間を作ることができるときにいつでも、彼ら自身のペースに応じて学

習を進めることができる。課題の提出期限やたまのオンラインでの対話や講

義を除けば時間的な制約はほとんどないことから、Eラーニングは、社会人

学生や子どもをもつ学生にとって数少ない学びの機会を提供する。学ぶ時間

を自由に選ぶことができることで、学習に十分集中して取り組むことができ

るのだ。日常の時間的制約からの解放だけでなく、Eラーニングは、金銭的

な余裕がなく、大学教育を受けることができなかった学生に対しても学ぶ機

会を提供するだろう。Eラーニングは、視野を世界に広げ、また、真の意味
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で知識獲得の平等を実現することが期待される66。(Daily	 Nation 紙、2014 年

8 月 22 日)	 

	 

2.ケニア共和国高等教育制度の諸特徴	 

	 

2-1.はじめに	 

	 

	 初に現在のケニア共和国第４代大統領ウルフ・ケニヤッタの実父であり、ま

た同国建国の父であり、現在も尊敬を集めている初代大統領ジョモ・ケニヤッタ

の簡単な人生史を見てみよう。なぜなら、長期政権を維持したジョモ・ケニヤッ

タの信念と理念とこそが、現在のケニア共和国高等教育システムに多大な影響を

与えているからである。	 

	 イギリス植民地政府から「妖術つかい」とみなされ投獄された犯罪者の息子、

宣教師の調理場使用人から水道局員となって、向学のあまり英語、数学など近代

教育科目を学習し、苦学に耐えた少年は、いずれケニア共和国独立の闘士となっ

て、初代大統領となっていくだろう。彼はケニア共和国建国のために、イギリス

のロンドン大学で人類学の祖ブロニスラフ・マリノフスキーとレイモンド・ファ

ースのもとで社会人類学者として訓練を受け、初代大統領になったのちも西洋文

化を相対化し自文化をも相対化するバランスのうえに建国の精神をうち立ててい

                                            
66	 	 [Daily	 Nation	 2014.8.22]	 
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く。ケニア共和国建国の父、社会人類学者、そして独立闘争の闘士であったジョ

モ・ケニヤッタは、伝統的な親族・宗教・政治を体系的に把握する学的手法、す

なわち社会人類学を通じて、民衆を解放し救済できると確信していた。ブロニス

ラフ・マリノフスキーから絶大な影響を受けたジョモ・ケニヤッタは、ある出来

事、行為、モノの全体を有意味にする解釈の枠組みを内在的に理解する方法とし

て社会人類学を学習し、自文化でもある主要民族のキクユの生活様式を調査対象

として博士論文を書き上げた。人類学の方法論的力点が、自文化と異文化とを比

較して文化の差異を探りかつ互いに通約可能な領域を探求する点にあるとすれば、

まさにジョモ・ケニヤッタは、その方法を用いてケニア共和国のあらゆる民族、

階級の別なく大衆の心をつかみ、グローバルに変容しつつある慣習・伝統を積極

的に活用しつつ国家建設に命をかけた一人の闘士であり紛れもない学者だった。	 

自らもロンドン大学で高等教育を受け、博士論文まで取得したジョモ・ケニヤ

ッタだけに、他の独立の闘士や各国初代大統領たちよりも大学の自治や学問の自

由に対する感受性が人一倍強かったに違いない。たとえば、ジョモ・ケニヤッタ

大統領によるナイロビ大学創設時のスピーチを見れば、それは明らかである。	 

	 

	 このナイロビ大学は、学術団体における 重要の機能を決して度外視

したり、それに背いたりすることなく、むしろ国家建設のあらゆる要請

と現実への建設的な意気込みをもって、この学術団体と連動する必要が

ある。同時に、あらゆる健全な大学は、拘束よりも自由によって統治さ
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れるべきである。このために、私たちは、教育、研究、研究組織の点で

大限にあたう限りの自律性を大学法に基づく限りで神聖なものとして

守り切る必要がある。もし国家の精神がこの大学を通じて栄えることに

あるならば、教授と講師は自由にそして誠実に自分たちの信じる主題を

教えるべきだろう。そして学生や調査員は、恐れることなく自由に真理

を追求し、その研究成果を公刊するべできある。[Kenyatta	 1970,	 cited	 

in	 Sifuna	 ,2012:129]67	 

	 

	 ここにあるようにジョモ・ケニヤッタ大統領は、教育、研究を「神聖なモノ」

として 大限に崇敬するほど学問の自由と大学行政の自律性などを尊重した。に

もかかわらず、高等教育システムの歴史的変遷を丁寧に辿る限り、大学行政の自

治や学問の自由の砦が固守されたとは言いがたい。以下で示すように、大統領自

らがトップの大学であるナイロビ大学の総長になる慣行は、奇妙にも 40 年近く続

き、第二代大統領モイの専制統治時代には、学問、研究、教育への政府や大統領

の圧倒的な干渉が常態化した。なぜ、この大学の自治や学問の自由が守られなか

ったのか、あるいは政治闘争と高等教育システムとが絡み合ってしまったのか、

あるいは地域別、民族別の高等教育システム上のかたよりが生まれてきてしまっ

たのだろうか。学問の自由をもっとも重要視し、破廉恥なほど権力や常識に抵抗

する学的原動力をもつ人類学を存分に学び、学問の自由や大学の自治を 大限に

                                            
67	 [Kenyatta	 1970,	 cited	 in	 Sifuna	 ,2012:129]	 
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「神聖なモノ」として身体化していたケニヤッタが、いったいどうして学問の自

由を弾圧する高等教育制度を作り上げようとしたのか。	 

	 これが潜在的な本報告の問いである。この問いを解釈しとくためには科学的な

詳細なデータの分析が必要である。	 

	 紙幅の関係上、以上の疑問や諸課題を解明することができる点は必ずしも多く

はないかもしれないが、ここではケニアの高等教育システムにかんする諸論考を

考察することにより、若干なりとも貢献できると思われる。ここでの記述と考察

は、あまりにささやかではあるけれども、ケニア共和国高等教育システムのある

種の傾向性と本質に近づくための比較的近い道を選ぶことになるだろう。そのた

めにも具体的な傾向性を知るために、ケニア共和国高等教育システムが抱え込む

いくつかの主要な諸問題を取り上げようと思う。	 

	 

2-2.	 高等教育と職業的地位、社会的地位	 

	 

	 ケニア共和国では、高等教育と、職業的地位と社会的地位とは密接に連動して

いる。たとえば、トップの法律事務所に入所するためには、やはり弁護士資格を

取得する必要があり、まず高名なロー・スクールを飛び抜けた成績で卒業する必

要がある。そもそもロー・スクールに入るための条件として、法学部でも優秀な

成績をおさめておくことが必須である。そして国立のレヴェルの高い大学に優秀

な成績で入学するためには、同じくさかのぼって教育レヴェルの高い公立高校、
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そしてそこに入るために、レヴェルの高い私立中学で勉強しておく必要がある。

このように、現在のケニアでは、初等教育・中等教育から入学における競り合い

が熾烈を極めており、職業配分の中心的機能を果たしている。初等教育から大学・

大学院までの競争を制覇することが、立身出世で身を立てるにあたって 重要の

条件にすらなっている。	 

	 職業的地位と社会的地位を同時に勝ち取るために、より繁雑化する職業訓練の

複雑なプロセスを通過する手立てとして、ケニアの若者、とりわけその親は就学

前教育から高等教育までの厳格な「客観的基準」に基づいた教育の通過儀礼を容

認し、かつ推し進めている。その熾烈な競争は目に余るものがある。ケニアのあ

らゆるところでみられる現象だが、名うての一流私立中学に入学させようと、親

が子供へ向ける過剰な配慮と監督はしばしば言語に絶する。というのも、極めて

有利な職業的地位を得るためには、大学・大学院などの高等教育からでは遅すぎ、

入試で勝ち残るためには中等教育、初等教育から地固めをしておかなければなら

ない。とくに学生達にとり、現在のケニアの職業配分の状況と高等教育修了者の

桁外れな失業率を念頭におくと、大学へ進学することとそこで圧倒的に優秀な成

績を継続的に勝ち取り続けることがなにより重要である。	 

	 だが、だからこそ、初等教育から高等教育までの複雑化する全プロセスのうち

でいかなる主要な諸課題が引き起こされているのかを見ておく必要がある。	 

	 

2-3.	 ケニア共和国高等教育制度における女性の地位向上	 
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	 次に職業的地位と社会的地位を獲得する手段として、改めて注目すべき問題が

ある。すなわち女性の高等教育総進学数からみえる、高等教育男女機会均等の格

差である。この点については、以下のような論文を紹介することにより、問題を

より明確にすることができる。	 

Jane	 Onsongo は、「ケニアの私立大学数増大について」で、高等教育のジェン

ダー的公正における私立大学教育の増大の意義について検討している68。そこで

は、入学数、人材補充政策、大学の職場環境、管理職における女性の地位などの

資料に基づいて、ケニアの私立大学数の増加を分析することでケニア共和国高等

教育システムにおけるジェンダー・バランスの社会的意義が議論されている

[Onsongo	 2007:112]69。ここでは、ケニア共和国高等教育システムの沿革と女性

の高等教育システムへの参入の歴史を紹介する。	 

	 ケニア共和国での、私立大学の創設は植民地時代から始まった。初期のそれら

の大学はミッショナリーによって創設されただけに、その目的は、学校や制度が

（改宗のための）宗教教育を授ける点にあった。まず、1955 年にケニアに 初の

私立大学サン・ポール神学連合カレッジ St	 Paul’s	 United	 Theological	 College

が創立され、1962 年にスコット神学カレッジ Scott	 Theological	 College、そし

                                            
68	 Onsongo,	 J.	 (2007).	 ”The	 Growth	 of	 Private	 Universities	 in	 Kenya:	 Implications	 for	 

Gender	 Equity	 in	 Higher	 Education.”	 Journal	 of	 Higher	 Education	 in	 Africa	 5(2&3),	 

111-133	 
69	 [Kenyatta	 1970,	 cited	 in	 Sifuna	 ,2012:129]	 
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て 1970 年にアメリカ合衆国国際大学 The	 United	 states	 International	 

University が相次いで創設された。それらの大学は、海外の本校の名前のままに

学位プログラムを提供していたが、大学教育の充実が要請されると、その目標を

達成するため、ケニア政府は私立大学の創設を促すようになった。Onsongo によ

ると、これらの要因による大学数増大の理由を、大学教育に大いに熱意を示す優

秀な中等学校卒業生数の上昇に求めることができる。これらのほとんどの私立大

学は、社会正義に強い関心を有する宗教団体によって創設され運営され、４０を

超える諸「民族」、多様化するイスラームの各宗派や各種キリスト教教会などの宗

教的信念、性差による区分、社会的身分・地位、経済的地位などにより差別され

ることを避ける教育機会の平等を主張していたからである70。そのため、私立大

学では、社会正義やフェアネスの範となるジェンダー・バランスの問題や、ケニ

アの諸大学でみられる、スタッフや学生にたいする資源や機会配分の男女格差問

題が長期間にわたって配慮されていった。その結果、高等教育における男女平等

の進展により、2010 年度までに男女の身分の差別が是正され、学部長、教員、教

授会議長などのポストが平等に配分されることになった71。	 

	 そこで Onsongo が力説するのは、高等教育についてのユネスコ世界会議でなさ

れた高等教育世界宣言のような、高等教育について国際的に検討する機会が存在

すること自体の重要性である。Onsongo は、ユネスコ世界大会でなされた高等教

                                            
70	 [Onsongo	 2007:112]	 
71	 [Onsongo	 2007:114]	 
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育研究についての提言72を承認したにもかかわらず、ケニアの各大学にはいかな

る男女参画政策も制度も存在することがなかった点を指摘した73。	 

Onsongo によると、ケニア共和国高等教育における男女共同参画の二つの課題

があるという。	 

	 第一に、大学当局によるアファーマティブ・アクションの動向である。	 

	 ケニアの国立大学は、大学教育への女性の進学を推進する臨時的な対策を講じ

ている。たとえば、高等教育省は、入学者選抜委員会 the	 joint	 admission	 board

を創設し、ケニアの大学の学生入学許可を監督し、女性の入学のための足きり点

を大幅に下げ、大学入学を目指す女学生数を大幅に増やした。ただし、これらの

アファーマティブ・アクションが、女学生数に対する大学入学に限定されただけ

で、研究職や研究管理職への女性の任命の要求を満たすいかなる対策も講じられ

なかったという課題は残った。とはいえ、高等教育システムにおける男女機会均

等が多少なりとも達成したことは評価されている74。	 

	 Onsongo の調査によると、私立大学では、アドミッション・ポリシーや入学の

政策上の柔軟性があるため、大学入学者数における男女機会均等が達成されてい

                                            
72	 UNESCO,	 1998a,	 Higher	 Education	 in	 the	 21st	 Century,	 Vision	 and	 Action.	 Re-	 port	 of	 the	 World	 Conference	 on	 Education,	 UNESCO,	 Paris,	 

5-9	 October	 1998.	 Available	 at	 http://ifuw.org/cfhgred98-is.htm.	 

UNESCO,	 1998b,	 Higher	 Education	 in	 Africa:	 Achievements,	 Challenges	 and	 Prospects,	 Dakar:	 UNESCO.	 
73	 ケニア共和国の大学における個人によるジェンダー・バランス均衡の試みは、ドナーや

NGO によって継続的に努力されている。あるいはたとえばあまり効果があるとは言いがたい

ジェンダー・センターなどが財政支援されてはいる。またジェンダー・バランスについての

問題をこれらの大学プログラムに組み込むための、ケニアの大学による各個人の試みは存在

していることは確かである。	 
74	 	 [Onsongo	 2007:116-120]	 
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る。そのため、ほとんどの私立大学が社会科学なり人文科学のコースを提供し、

女学生をひきつけている。これらの私立大学への入学は、学生の教育費支払い能

力に左右されるが、以上のような私立大学の貢献は女学生の高等教育への入学者

数増加に大きく寄与している75。	 

	 以上のような私立大学の尽力があるとはいえ、現状では、男性に比べて、ケニ

アの国立大学および私立大学の両方で、研究職、管理職につく女性は非常に少な

い。私立大学の女学生数がじわりと増大しているとはいえ、管理職、研究職の女

性スタッフの昇進や任命に関しては、高等教育制度におけるジェンダー・バラン

スの課題が残っている76。	 

	 このように、国立大学および私立大学の両方で上級管理職に女性が少ないのは

事実だが、国立大学に比べて私立大学のほうが、研究職や上級管理職に女性が多

い。というのも、これらの私立大学はしばしば外国のキリスト教団体によって経

営されており、その外国の支援国が男女機会均等政策を推進しているからである。

それにこれらの母体となる大学は、女性がもっとも集中する社会科学および人文

科学を提供しているからである77。	 

	 第二に、国立大学および私立大学における職場環境の相違の問題もある。	 

                                            
75	 [Onsongo	 2007:123]	 
76	 Kanake,	 L.,	 1997,	 Gender	 Disparities	 among	 the	 Academic	 Staff	 in	 Kenyan	 Universities,	 

Nairobi:	 Lyceum	 Educational	 Consultants	 Ltd.	 

77	 [Onsongo	 2007:126]	 

World	 Bank,	 2003,	 The	 Kenyan	 Strategic	 Country	 Gender	 Assessment,	 Washington	 D.	 C:	 

World	 Bank.	 
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	 Onsongo によれば、私立大学の女性達は、親切で濃やかな環境を支えているが、

国立大学における女性の職場環境は、極めて劣悪かつ差別的で、女性に極めて敵

対的である。これは主に、政府主導の高等教育機関が保守主義的であり、官僚主

義的だからである。その結果、私立大学の職場環境が、高等教育研究における男

女共同参画改善に寄与しているわけである。元来、ケニアの私立大学には、女性

が仕事に専念でき、かつ能力を開発することができる環境が整備されている。ま

た私立大学執行部からも多くの支援を受けることができているという78。	 

	 また、Onsongo によると、このため、私立大学が、高等教育における女性の社

会進出と雇用機会創出促進に一役買っているという。私立大学は、こうして女性

の入学者数を増やし、適正な職場環境を提供し、女性を管理職にまで任命するこ

ともしばしばである。ただし、私立大学の増加と発展が男女共同参画を大いに促

しているとは言いがたい。そのため Onsongo は、男女共同参画が達成されるため

には、私立大学と政府機関が、大学の女性参加を促すために連動した政策と戦略

を展開する必要があると強く主張する79。	 

	 	 

2-4.	 ケニア共和国における大学の自治と学問の自由	 

	 

	 以上の女性の地位向上に加えて、注目するべき課題が、大学の自治と学問の自

                                            
78	 [Onsongo	 2007:129]	 
79	 [Onsongo	 2007:130-131]	 
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由の問題である。	 

	 本来的な意味での大学の自治の属性には、特定の教科課程やシラバスを編成・

作成する権利・自由、独自に取り入れた各大学別の教授法を指定する権利・自由、

大学別の客観的基準に基づいて学生を選抜する権利・自由、自由に選択した研究

課題を遂行し自分の考えを思いのままに主張する権利（研究発表の自由）、あるい

は研究成果を出版する権利・自由などが含まれるが、2002 年までは同共和国にお

ける高等教育システム上の全ての諸権利・自由は、ケニヤッタ大統領、モイ大統

領の暴政時代の４０年弱の期間、実質的に国家によって管理されていた。	 

	 通常大学経営の意志決定に関わる業務は、施設の維持・拡大、資金繰り（政策

作成）、資金集めである。とくに、資金配分（資金繰り）を実際に行うのは主要な

後援者、すなわち政府だった。それだけに、ケニヤッタ大統領、モイ大統領の専

制政治における資金配分や政策立案への干渉は論をまたないものであった。大学

の資金集めの方法には、民間寄付金、財団寄付金、学生からの授業料徴収、そし

て政府からの交付金などがあったが、政府の交付金がやはり も大きな割合を占

める。この傾向性はいまだにかわらない。そのため、大学自治への権力者の干渉、

たとえばナイロビ大学の歴代学長であった同共和国大統領とその側近たちの大学

経営上の口出しは、当然の事実となっていた。 大の問題は、たとえばナイロビ

大学創設者ケニヤッタ大統領が奇しくも強調した大学の自治の理念、創立の理想

と、大統領府の権力者たちが胸に抱き押しつけようとした大学の役回りとの間に

理念の食い違いが生みだされたならば、大学の自治や学問の自由は 初から排除
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されたことだ。	 

	 この点をはっきりしておくために、いくつかの事実を次の論者を紹介すること

を通して示しておこう。	 

	 Sifuna は、「ケニアの国立大学における指導力、大学自治と学問の自由の挑戦：

独立以降のトレンド概観」80で、アフリカの大学の喫緊の問題、すなわち大学自

治の変貌と学問の自由の問題を検討している。Sifuna は、ケニア共和国の国立大

学にかんする教育理念の運営方針に焦点を合わせることで、同国のリーダーシッ

プの特異なあり方、大学管理 governance、大学運営 management などの同国独自

の諸概念についての広範囲な理解をもたらした81。これら、大学管理、大学運営、

リーダーシップなどの諸概念と現象を主題として扱うことは、アフリカの、とり

わけケニアの大学が直面している主要な問題点を明らかにしてくれる82。なぜな

ら、ケニア共和国高等教育制度においては、ケニヤッタ大統領による独立後のナ

イロビ大学創設時からモイ専制政治の時代にいたるまで、つねに社会や政府の要

請と大学の理念とが相容れない齟齬をもたらしていただけに、大学運営、大学自

治、リーダーシップのあり方自体が恒常的に自己矛盾に陥る問題として議論の中

心になっていたからである。	 

	 Sifuna は、ケニア共和国高等教育制度について三つの主要な問題が存在すると

                                            
80	 Sifuna,	 D.	 N.	 (2012).	 Leadership	 in	 Kenyan	 Public	 universities	 and	 the	 Challenges	 

of	 Autonomy	 and	 Academic	 Freedom:	 An	 Overview	 of	 Trends	 Since	 Independence.	 Journal	 

of	 Higher	 Education	 in	 Africa,	 10(1),	 121-137.	 
81	 [Sifuna2012:124]	 
82	 [Sifuna2012:121]	 
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いう。	 

	 第一に、大学管理とリーダーシップの問題である。	 

	 Sifuna によると、リーダーシップとは、部下や側近の参加、連携を促進する指

導者によって示される一連の価値、質、振る舞いとして認知される多面的プロセ

スのことである。Sifuna は、多様なステークホルダーが、リーダーシップを通し

て意志決定を左右するルールとメカニズムを対象にすることにより、確立した規

則にしたがう高等教育制度によって追求された一連の目的の遂行・達成として定

義されたマネージメントを分析している。	 

	 高等教育システムでは、リーダーシップと大学管理（ガヴァナンス）は、カレ

ッジと大学の基本政策と実施にかんする決定を行うために、政府当局を巻き込ま

ざるを得なくなっているという83。さらに、多くのアフリカの大学では、リーダ

ーは、その研究、教育、研究室の発展についての評価に基づいて選出され、報酬

を与えられており、けっしてその潜在的なリーダーシップによってではないとい

うことを忘れてはならないという84。すなわち、ここで指摘されているリーダー

シップの取り方が、研究、教育、研究室の発展に尽力した帰結としての評価に基

づいて選出されたリーダーの資質、すなわち研究者および教育者としての能力に

ではなく、大学管理に必要な経営および管理能力や資質に依拠するという点は、

                                            
83	 [Sifuna2012:122]	 

Spendlove,	 M.,	 2007,	 ‘Competencies	 for	 Effective	 Leadership	 in	 Higher	 Education’,	 

Intern	 tional	 Journal	 of	 Educational	 Management,	 Vol	 21,	 No	 5.	 
84	 [Sifuna2012:123]	 
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興味深いものである85。大学の事務職員や大学経営全般に目配りする総務系職員

からすれば、大学は単なる一つの職場に過ぎない。それだけに彼らは、研究者お

よび教育者としての業績や研究室の発展に尽力した実績などに関わりなく、リー

ダーシップの取り方を公共企業体や営利団体における組織経営の能力の規準で測

る傾向にある。つまり、研究者や教育者としてどんなに学術の世界や教育に貢献

し尽力しても、大学運営の業務遂行上の能力が皆無であればガヴァナンスの側面

でみると愚かしい単なる無能としか評価されないということである。ここでの

大の問題は、ケニアの大学総長・学長は学術的な資格に基づいて任命されること

が多く、組織経営の訓練を受けていないにもかかわらず、任命後、大学の戦略的

計画、予算計画、人材開発、教授会管理などに携わらなければならないという点

にあるという86。	 

	 アフリカ大陸諸大学のリーダーシップが直面する難題においてとりわけ明らか

なのは、1980 年代から 1990 年代にかけて構造調整政策が初等教育に優先的に力

をいれたために、ケニア共和国の全ての大学が財源不足に悩まされたという点で

ある。こうして、ケニアの国立大学および私立大学の全てが目も当てられない財

政難に落ち込み、高等教育制度の社会的・経済的要請に期待通りにこたえること

                                            
85	 Eurydice,	 2008,	 Higher	 Education	 Governance	 in	 Europe:	 Policies,	 Structures,	 Fund-	 

ing	 and	 Academic	 Staff,	 http://www.eurydice.org.	 Eurydice は、２０００年代に入って

からヨーロッパ、北米で変貌せざるを得ない大学の社会的役割と、大学の教育・学術的制度

が連動せず、現在重大な帰結に陥っている点を指摘している。	 
86	 [Sifuna2012:123]	 
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ができなくなっているのである[Sifuna2012:124]87。	 

	 第二に、インフラの質とその利用可能性の問題がある。	 

	 研究・教育活動全般を維持・強化する根幹である研究施設・設備は、基礎研究

および応用研究の開発の絶対条件である。だが、ケニア共和国の大学では、教育

設備、図書館、図書館蔵書数、研究施設など基礎インフラの問題が重くのしかか

っており、大学発展の足枷となっている。大学発展のこの桎梏についての根深い

難題は、助成金の資金不足から来ている。たとえば、ナイロビ大学では、創設当

初の学生数 2,000 名弱の時代の図書館蔵書数、教育設備、研究施設と、現在の学

生数 40,000 名弱となった現在のそれらとが全く同じである。つまり学生数が 20

倍以上にのぼるのに、教育・研究施設は以前のままなのである。研究所のような

研究施設でも同じような事態に立ち至っている。とくに高等教育インフラの制約

については、教室の規模、研究設備、パソコン施設、情報通信技術などあらゆる

教育施設が恐ろしく欠乏しているため、教育と研究の両方に悪影響を与えている

88。	 	 

	 第三に、大学運営方針の問題が存在している。	 

	 新しい理想的な運営方針が採用されるべき時代に、それを刷新することができ

ず古めかしいままの管理体制が残っているという課題である。古参の教員、経営

者の伝統的な運営方針を変えることができず、時代に取り残され業務上の制度的

                                            
87	 [Sifuna2012:124]	 
88	 [Sifuna2012:125]	 
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制約の拘束力がますます強くなっている89。なるほど、ケニヤッタ体制、モイ専

制体制、そして 2002 年以降の複数政党制に時代にいたるまでのケニアの学問の自

由と大学運営の自治が課題であった。そのため、Sifuna は、大学が植民地時代に

享受することの適わなかった大学運営の自由と学問の自由についての以下のよう

な説明を加えている。	 	 

まず、ケニアの大学について言えば、大学自主管理と学問の自由をある程度は

享受していたとはいえ、政府が大学運営にうるさく口を挟むために学問の自由へ

の制限は強制的なものであり、大統領府や政府が、政権の思わくを大学などの諸

機関に無理強いしていた。たとえば、大学の理事会に当然のごとく政府の公務員

が参加し、授業科目範囲の設定、カリキュラムへの介入、学生選抜試験への干渉

など、大幅な政府介入が当然であった。そもそも、ケニア共和国の政治を取り巻

く実情が、大学の自主管理 university	 autonomy と学問の自由 academic	 freedom

についての独自の展開に敵対的であったからである。上記 2-1 の「はじめに」で

示したとおりであるが、皮肉にも、この学問の自由の問題は、ナイロビ大学創立

時にケニヤッタ大統領が発した宣言とは異なっている90。	 

	 

	 このナイロビ大学は、学術団体における 重要の機能を決して度外視

したり、それに背いたりすることなく、むしろ国家建設のあらゆる要請

                                            
89	 [Sifuna2012:126]	 
90	 [Sifuna2012:126-8]	 
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と現実への建設的な意気込みをもって、この学術団体と連動する必要が

ある。同時に、あらゆる健全な大学は、拘束よりも自由によって統治さ

れるべきである。このために、私たちは、教育、研究、研究組織の点で

大限にあたう限りの自律性を大学法に基づく限りで神聖なものとして

守り切る必要がある。もし国家の精神がこの大学を通じて栄えることに

あるならば、教授と講師は自由にそして誠実に自分たちの信じる主題を

教えるべきだろう。そして学生や調査員は、恐れることなく自由に真理

を追求し、その研究成果を公刊するべできある。91	 

	 

	 しかし、このケニヤッタの創立の理念は、大学の現実に反映することはなかっ

た。というのも、大学は、人材補充、学生入学許可についてのある程度の自治を

享受してはいたが、大学経営の政治干渉が常態化していたからである。はっきり

としているのは、四半世紀近く政権の座を守ったモイ独裁体制のもとで、国立大

学の自治と学問の自由がみごとにむしばまれていったという点である。Sifuna に

よると、モイ大統領は、学生リーダーや教員スタッフ組合を禁止し、そこに関与

した者は大学を罷免された。秘密裡に集まる学生組織や教員組織に目を光らせ、

徹底して監視し、可能な限り壊滅に追い込んだ。さらに飴と鞭を使い分けるモイ

大統領は、政治的忠誠を誓った者を学長や大学評議会の指定メンバーに任命する

一方で、政治的な都合に不適切な発言をすると即座に解雇した。すなわち政府が、

                                            
91	 [Kenyatta	 1970,	 cited	 in	 Sifuna	 ,2012:129]	 
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大学経営を管理し、大統領の命令を実行していたわけである92。	 

	 しかしながら、大学自治と学問の自由の条件は、民主的政府を先導する 2002

年に実施されたケニアの大統領選挙後の複数政党制の時代に大幅に改善した。こ

の時代に、ナイロビ大学総長を一年間だけ務めたキバキ大統領は、学長としての

自身のポジションを放棄し、この地位に相応しい卓越した人物（初代は、Dr.	 

Joseph	 B.	 Wanjui）を任命することで、大統領などに代表される政治家による大

学総長の任命を放棄した93。この事実は、ケニア共和国の高等教育システムに肯

定的な影響を与えた。	 

こうして 2002 年選挙後に、とりわけ第三代キバキ大統領による総長職法規によ

り、大学自治と学問の自由は改善したが、とくに大学自治においては政府介入に

よる独裁管理体制が継続している。はっきりとしているのは、現在でも大学スタ

ッフの談合問題、スタッフ不足、意志決定における学生の参画拒否、スタッフの

任命・昇進における不可解な人事などの諸問題解決は目指されておらず、とくに

そこでの専制的な管理体制により、問題にすらされないことである94。それゆえ、

いまだに問題になっているのは、基礎研究から積み上げイノヴェーションを生み

出す力をつけてきた研究組織の必要性、大学自治と学問の自由をまもるリーダー

創出のシステム、増大する大学の民主化、大学運営上の意志決定への教員・研究

                                            
92	 [Sifuna2012:130]	 
93	 [Sifuna2012:131]	 
94	 [Sifuna2012:132-133]	 
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員・学生・職員の参加などである95。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

以上のようにシフナは三つの示唆的な課題を指摘した。	 

議論が錯綜しているので、ここで取り扱った主題に戻ってみることにしてみよ

う。 初に上記の議論を整理するために、2-1.「はじめ」の議論も参照しつつ要

約しよう。	 

ここでは、独立の闘士であり、社会人類学の祖マリノフスキーの弟子として、

ロンドン大学で博士号を授与されたケニヤッタからはじまる高等教育システムへ

の直接の介入から、大統領令により大統領自らナイロビ大学の総長に任命される

というモイ独裁政権における高等教育システムへの圧倒的な支配、そして 2002

年選挙後のキバキ政権における高等教育への介入頻度の減少まで、独立後から現

在にいたる大学の管理者層もしくは管理者層を支配していた大統領を頂点とする

政府高官との大学人による長期的な闘争は、大学の自治と学問の自由において極

めて重要な役割を担ってきた。とりわけ大統領や政府高官と大学人との大学にお

ける闘争は、まさに政府の政治的正当性確保のために利用されてきた。	 

この正当性をめぐる政治的機能は政府にとって小さいとは言えない。政府は、

その政府が適切に国家運営しており、賛同の値打ちがあるということを、大学に

恒常的に主張してもらう必要がある。もちろんケニア共和国政府は、社会的に機

能しているあらゆる制度に、それが、多くのケニア人をひきつけている教会であ

                                            
95	 [Sifuna2012:135]	 
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れ、政治結社であれ、経済組織であれ、いかなる国家内組織であれ、政府自身が

その政治的正当性を主張してもらう必要がある。そのなかでも、ケニア共和国で

も代表的な正当性を再生してくれ、正当性を主張してくれる機関こそが、大学

であった。とはいえ、それはほとんどケニヤッタ大統領、モイ大統領までの時代

は、大統領自らがナイロビ大学の総長となり、大学の自治に大いに関与的だった

ので、大学は、政府の政策を批判する勢力がいれば容易に排除することができた

だけに、まさしく政府の政治的正当性を主張してくれる都合の良い機関であった。	 

以上のような問題を考えると、ケニヤッタ大統領、モイ大統領までの独裁政権

時代から 2002 年選挙後のキバキ政権における大学総長任命放棄までの間は、大学

自治と学問の自由は実質的には存在しなかったといっても過言ではない。	 

大学の自治には、特定のカリキュラム・シラバスを作成する権利、採用された

教授法を指定する権利、学生を選抜する権利、あるいは自由に自分の考えを主張

する出版の権利などがあるが、ケニア共和国ではそれら全てが 2002 年までは国家

によって実質的に管理されていた。経営上の意志決定は、施設の維持・拡大、資

金繰り（政策作成）、資金集めを実際に行う後援者、すなわち政府によっていた。

もちろん、以前から現在にいたるまで、大学の資金は、授業料、民間支援者から

の寄付金、財団からの供与、政府からの交付金などがあるが、やはり政府の交付

金が も大きな割合を占める。それだけに、大学の自治が求める理想と、政府や

大統領府などの権力保持者が考える役割との間に齟齬が生また場合に、犠牲にな

るのはつねに大学の自治であった。学問の自由についても、上記の説明にあった
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ように、主張したいと思う持論を展開する可能性は限りなく絞られていた。	 

以上のように、大学の自治と学問の自由についてのケニア共和国特有の政治

状況と関与的な課題が明確になった。	 

	 

図 29、教育段階別学齢人口96	 

                                            
96 	 

http://www.uis.unesco.org/DataCentre/Pages/country-profile.aspx?regioncode=40540&c

ode=KEN	 より抜粋。	 
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図 30、教育を受けていないケニア国内の男女別児童数97 

                                            
97 	 

http://www.uis.unesco.org/DataCentre/Pages/country-profile.aspx?regioncode=40540&c

ode=KEN	 より抜粋。	 
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図 31、ケニア 47 カウンティ別教育を受けていない児童の分布98	 

	 

3.国立大学と私立大学の特徴	 

	 

3-1.各国立大学の特徴	 

                                            
98 	 

http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Opinions/2012/7/11-kenya-public-sp

ending-watkins/fig1.jpg	 より抜粋。	 
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3-1-1.ナイロビ大学	 

	 

ケニア法国立大学法人法 2012 およびナイロビ大学設立許認可に基づいて設置

されたナイロビ大学は、ケニアおよび周辺地域の大学教育の先導的機関である。

同大学は、大学の教育および学術研究の国民的要請に応じ、高等教育ならびに研

究調査の向上を目指している。ナイロビ大学は、長い間、ケニアの高等教育の唯

一の機関であった。基礎科学、応用科学、技術、人文学、社会科学、芸術につい

ての力強くかつ多彩な学術プログラムと専門化を推し進めることで、国家レヴェ

ル、地域レヴェル、そしてアフリカ大陸において高水準の人材を輩出してきた。

初期には、大学入学資格は満たすにもかかわらず、通常プログラムの厳しい定員

制限のために大学教育への参加が適わなかった学生が数多くいたが、特定学科に

特化した学習単位プログラム（継続的教育）の提供によって、それら国内外から

の数百人もの学生に対して、きわめて重要な教育界を提供することが可能になっ

た。この尽力によって、首都とその周辺ではナイロビ大学が七つのキャンパスを

持つことととなり、大学までのアクセスが非常に容易になった。こうしてナイロ

ビ大学の所在地自体が、つねに学術活動の中心になるといった強みをもつことと

なった。また、通常プログラム、夜間プログラム、そして週末プログラムに加え

て、授業が、地方の郡などに置かれた臨時大学センターで行われることとなった。

ナイロビ大学は、これまで、教育・調査・開発においてめざましい業績を記録し
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てきたと同時に、今後、同大学が、学術・研究・専門知識の中心として卓越した

能力を発揮していくために、将来に向けた戦略的な計画設計を行っている。	 

	 

背景	 

ナイロビ大学の起こりは、1956 年に遡る。すなわち同年 4 月に技術コースの A

レヴェルの第一陣に入学を許した王立技術カレッジの設立に遡るわけである。王

立技術カレッジは、1961 年 6 月 25 日に王立ナイロビカレッジとその名を変え、

東アフリカの二番目の総合大学となった。王立ナイロビカレッジはロンドン大学

と特別な関係を有し、ロンドン大学の学位を授与することを目的に、教養学部、

自然科学学部、工学部の学生を募集しはじめた。その間、特別職業教育学部（後

の商学部）や農学部などの他学部の学生たちに対しては、職業団体や職業機関の

資格証明書を提供し続けた。（もともとイギリス政府は、植民地行政官などを養成

することを目指してはいたものの、結局、職業訓練機関の域を出ることはなかっ

た。そのため、機械工、医療従事者、農業指導員などの職業訓練にとどまった。）

[Onsongo	 2007:112]99。	 

1964 年 5 月 20 日、王立ナイロビカレッジは、ユニヴァーシティ・カレッジ・

ナイロビとなった。ユニヴァーシティ・カレッジ・ナイロビは、タンザニアのダ

ルエスサラーム大学、ウガンダのマケレレ大学とともに東アフリカ大学（Federal	 

                                            
99	 Onsongo,	 J.	 (2007).	 ”The	 Growth	 of	 Private	 Universities	 in	 Kenya:	 Implications	 for	 

Gender	 Equity	 in	 Higher	 Education.”	 Journal	 of	 Higher	 Education	 in	 Africa	 5(2&3),	 

111-133	 
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University	 of	 East	 Africa）を構成し、その名前で学位を出していたため、同カ

レッジの学生たちは、ロンドン大学ではなく、東アフリカ大学の学位を得た。1970

年には、ユニヴァーシティ・カレッジ・ナイロビは、ケニアで 初の国立大学と

なり、ナイロビ大学（ユニヴァーシティ・オブ・ナイロビ）と名称変更した。	 

大学自体の急速な拡大と行政上の複雑化のために、ナイロビ大学は、1983 年に

構造改革を実行に移し、学長裁量の 6 つのカレッジを創設することで行政の分散

化を行った。	 

その 6 つのカレッジの名前と所在地は以下のとおり。	 

	 

① 農業・獣医学カレッジ（アッパー・カベテ・キャンパス）（College	 of	 

Agriculture	 &	 Veterinary	 Sciences	 situated	 at	 Upper	 Kabete	 Campus）	 

土地資源管理・農業技術学部	 

農学生産学部	 

食品栄養学部	 

畜産学部	 

農業経済学部	 

	 

② 建築・工学カレッジ（本部キャンパス）（College	 of	 Architecture	 &	 

Engineering	 situated	 at	 the	 Main	 Campus）	 

工業デザイン学部	 
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構造環境学部	 

工学部	 

原子力科学技術研究所	 

	 

③ 生物学・物理学カレッジ（チロモキャンパス）（College	 of	 Biological	 &	 

Physical	 Sciences	 situated	 at	 Chiromo	 Campus）	 

生物科学部	 

コンピュータ・情報科学部	 

数学学部	 

物理学部	 

バイオ・生物情報学センター(CEBIB)	 

医学予備学部（Pre-Clinical	 Departments）	 

	 

④ 教育学カレッジ（キクユ・キャンパス）（College	 of	 Education	 &	 External	 

Studies	 situated	 at	 Kikuyu	 Campus）	 

教育学部	 

コンピュータ教育学部	 

遠隔通信教育センター（CENTRE	 FOR	 OPEN	 AND	 DISTANCE	 LEARNING,CODL）	 

	 

⑤ 医学（健康科学）カレッジ（ケニヤッタ国立病院）（College	 of	 Health	 
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Sciences	 situated	 at	 the	 Kenyatta	 National	 Hospital）	 

歯学部	 	 

医学部	 	 

看護学部	 

薬学部	 	 

熱帯感染症研究所(UNITID)	 

HIV・AID 予防研究センター	 

	 

⑥ 人文学、社会科学カレッジ（本部キャンパス）（教養学部：本部キャンパス、

法学部：パークランド、商学部：ローワー・カベテ・キャンパス）（College	 

of	 Humanities	 and	 Social	 sciences	 situated	 at	 the	 Main	 Campus;	 Main	 

Campus	 -Faculty	 of	 Arts	 ;	 Parklands-Faculty	 of	 Law;	 Lower	 Kabete	 Campus	 

-Faculty	 of	 Commerce）	 

経済学部	 

芸術学部	 

商学部	 

法学部	 

ジャーナリズム学部	 

開発研究所	 

国際問題研究所	 



 111 

人口調査研究所	 

アフリカ研究所	 

	 

歴史	 

ナイロビ大学は、高等教育機関としてケニアの発展に大いに貢献してきた。ナ

イロビ大学は、首都であるナイロビに位置し、利便性の点でも利点がある。ナイ

ロビ大学創設の起源は、国や地域の高等教育の発展計画に求められる。ケニアの

高等教育機関設立の構想は、ケニア政府がナイロビに技術・商業機関を創設しよ

うと計画立案した 1947 年にまで遡ることになる。1949 年まで、この計画は、高

等技術教育を提供したいという東アフリカの人びとの理想とともに膨らんでいっ

た。1951 年 9 月、王立の設立許可状が王立東アフリカ技術カレッジに発布され、

カレッジの定礎式が 1952 年 4 月に挙行された。	 

同時期に、東アフリカのアジア人コミュニティは、マハトマ・ガンジーの生き

た記憶として、教養カレッジ、科学カレッジ、商業カレッジの創設を計画中だっ

た。しかし、努力の重複を防ぐため、ガンジー・メモリアル・アカデミー・ソサ

エティ（Gandhi	 Memorial	 Academy	 Society）は、東アフリカ政府の新しいカレッ

ジとの統合に合意し、1954 年 4 月、王立技術カレッジはガンジー・メモリアル・

アカデミー・ソサエティと統合された。	 

こうしてこの王立技術カレッジは、1956 年 4 月の 初の学生受入への門戸を開

いたが、王立技術カレッジに学生が受け入れられてすぐ、東アフリカ高等教育の
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規準が厳密に検討されることとなった。ロンドン大学学長だったジョン・ロック

ウッド卿が議長を務め、1958 年に結成されたワーキンググループの勧告を通じて、

王立東アフリカ技術カレッジ（the	 Royal	 Technical	 College	 of	 East	 Africa）

は変革することになる。1961 年 6 月 25 日、同カレッジは、東アフリカで二番目

のユニヴァーシティ・カレッジ「王立ナイロビカレッジ」となった。その後、王

立ナイロビカレッジは、1964 年 5 月 20 日、「ユニヴァーシティ・カレッジ・ナイ

ロビ」と改称した。「ユニヴァーシティ・カレッジ」の地位を獲得したユニヴァー

シティ・カレッジ・ナイロビは、ロンドン大学の学位を授与する学士号の学生を

育てつつ、同時にカレッジのディプロマプログラムも提供し続けた。そして、東

アフリカ大学の学位を付与する学生を受け入れ始める 1966 まで、家政学を除き、

以上のような教育の方法を継続した。	 

1970 年 7 月 1 日に、東アフリカ三国のユニヴァーシティ・カレッジ・ナイロビ、

タンザニアのダルエスサラーム大学、ウガンダのマケレレ大学で構成された東ア

フリカ大学（Federal	 University	 of	 East	 Africa）が解体し、各国で国立大学（ユ

ニヴァーシティ）が創設された。この展開のなかで、1970 年、国会法によって、

新たな制度のもと国立ナイロビ大学が創立され、ケニアの高等教育と学術研究発

展を支えることとなった。ナイロビ大学の学生数は、かつての 2768 名から、36,000

名を超えることになった。	 

	 

●1970 年、大学創立後、学術プログラムの急拡大	 
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●1985 年、キャンパス・カレッジ創設	 

●1986 年、学生数倍増	 

●1988 年、ロワー・ケベテ・キャンパス、パークランズ・キャンパス所有地取得	 

●1990 年、8-4-4 の教育システム施行に伴う大学の学生の 初の受入	 

	 

3-1-1-1.ナイロビ大学近年の動向	 

	 

l ナイロビ大学電気情報工学科 4 年の学生 2 人が、自転車に取り付けられる携

帯電話充電器を開発した。材料はナイロビ市内のゴミ捨て場で集められた部

品で、価格は 350 シリング。開発した学生の一人によると、彼の実家で携帯

電話を充電する場合、10 キロ以上も離れた場所まで行く必要がある。NCST の

アブドゥルラザック事務総長は、ボダボダ(自転車タクシー)に取り付けると、

新たな商売の可能性ができるだろうと語った100。(Daily	 Nation 紙、2009 年 7

月 22 日)	 

	 

l ナイロビ大学が皮革工学を教育する新しい課程を設立する。ケニアの皮革工

業の生産高は 45 億シリングにのぼる101。(Daily	 Nation 紙、2009 年 8 月 13

日)	 

                                            
100	 ［Daily	 Nation	 2009.7.22］	 
101	 ［Daily	 Nation	 2009.8.13］	 
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l オンラインで行う遠隔教育がケニアでも拡大している。ナイロビ大学の教員

によると、すでに遠隔教育の学生は通学する学生よりも成績が良い。ケニヤ

ッタ大学では300の課程に6千人が在籍しているという102。(Daily	 Nation紙、

2009 年 9 月 11 日)	 

	 

l 今年の国立大学入学者人数。総計は 20,073 人。長らくナイロビ大学の入学者

数が も多かったが、今年はケニヤッタ大学が も多く、4,034 人。続いてナ

イロビ大学の 3,726 人。モイ大学 3,404 人、エガトン大学 2,274 人、ジョモ

ケニヤッタ農業技術大学 1,070 人、マセノ大学 983 人、マシンデムリロ大学

618 人であった。昨年はナイロビ大学 3,905 人、モイ大学 3,270 人、ケニヤッ

タ大学 3,128 人の順103。(Daily	 Nation 紙、2009 年 9 月 18 日)	 

	 

l ナイロビ大学孔子研究所では 150 人の学生が中国語を学んでいる。同研究所

は天津普通大学とナイロビ大学の協力で 2005 年に設立され、既に 500 名が同

研究所の中国語課程を修了している。対象はナイロビ大学学生だけではなく、

国連やケニア政府職員等も同研究所で中国語を学んでいる。同研究所職員に

よると、一日あたり 20 名の問い合わせがある104。(Sunday	 Nation 紙、2010

                                            
102	 [Daily	 Nation	 2009.9.11]	 
103	 [Daily	 Nation	 2009.9.18]	 
104	 [Sunday	 Nation	 2010.1.17]	 
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年 1 月 17 日)	 

	 

l ナイロビ大学がワンガリ‐マアタイ平和環境研究所の設立準備を進めている。

平和や環境保護に係わる学際的研究が目的105。(Daily	 Nation 紙、2010 年 2

月 4 日)	 

	 

l 合同合格審査委員会による国公立大学の新入生選抜が終了した。今年は全体

で 2 万 73 人の新入生のうち、39%の 7 千 820 人を女性が占め、男女の人数差

が縮まった。大学別では、ケニヤッタ大学が 4千 34 人、ナイロビ大学が 3千

726 人、モイ大学が 3千 404 人、エガトン大学が 2千 274 人、ジョモケニヤッ

タ大学が 1,070 人、マセノ大学が 983 人、マシンデムリロ大学が 618 人の新

入生を受け入れる106。(Saturday	 Nation 紙、2010 年 2 月 27 日)	 

	 

l ノキア研究センターアフリカとナイロビ大学がソフト開発分野で提携するこ

とになった。大学関係者、ケニアのソフト開発業者による情報通信技術研究

の進展が期待される。ケニアには近年海底光ファイバーが到達。ケニアのソ

フト開発業者に期待されるのは、地元に合ったソフト開発を促進し、情報通

信技術の普及を加速させることである107。(Daily	 Nation 紙、2010 年 4 月 15

                                            
105	 	 [Daily	 Nation	 2010.2.4]	 
106	 	 [Saturday	 Nation	 2010.2.27]	 
107	 	 [Daily	 Nation	 2010.4.15]	 
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日)	 

	 

l 横浜国立大学の小池治教授が3月15日にナイロビ大学地理学部で行った講義

において、環境保護における「里山」の概念が紹介された。国土の 67%が森林

に覆われている日本は、世界のモデルとなり得る。祖先の霊が眠ると信じら

れてきた日本の「里山」の概念は、森林保護、森林回復を成功させた。都市

化の著しいケニアなどアフリカ諸国を含め、この概念は世界に通用する108。

(Daily	 Nation 紙、2010 年 4 月 20 日)	 

	 

l ケニア総合技術専門学校、モンバサ総合技術専門学校がナイロビ大学の関連

校となったことを受け、技術教育の不足を補完するため、政府は従来の技術

専門学校を格上げし、国立総合技術専門学校を 8 校開設する計画。設立資金

はオランダからの借款が用いられる109。(Daily	 Nation 紙、2010 年 5 月 14 日)	 

	 

l 昨日、ナイロビ大学学生協会の役員選挙が行われ、今日には結果が判明する

見込み。今回選挙前には、現議長を解任しようとする動きがあったが、投票

は平穏に行われた。雨天のため、投票率は低かった110。(Saturday	 Nation 紙、

2010 年 5 月 15 日)	 

                                            
108	 [Daily	 Nation	 2010.4.20]	 
109	 [Daily	 Nation	 2010.5.14]	 
110	 [Saturday	 Nation	 2010.5.15]	 
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l ナイロビ大学学生協会の役員選挙の開票において、混乱が生じた。マゴハ学

長は外部の政治家等が介入していると批判している。選挙運動は平穏に行わ

れたが、開票時に暴動分子が乱入し、投票箱を次々と奪っていった。学生は

これに対抗して投石を行い、大学の建物等に損害が生じた111。(Sunday	 Nation

紙、2010 年 5 月 16 日)	 

	 

l ナイロビ大学学生協会の役員選挙後の混乱を受け、昨日からナイロビ大学が

無期限閉鎖された。同大学が閉鎖されるのは2004年も学生暴動以来のこと112。

(Daily	 Nation 紙、2010 年 5 月 19 日)	 

	 

l 国会で大学のストライキについての議論が行われた。高等教育省のムウィリ

ア副大臣は、昨年来ストライキが発生したケニヤッタ大学とナイロビ大学の

両学長について、ストライキと関係した形跡はなく、両学長に責任はない、

部族主義が大きな問題であると述べた。東アフリカ共同体省のムニャ副大臣

とンジュグナ代議士は、ストライキを避けるため、大学に民主主義を根付か

せる必要があると発言。国会教育委員会のコエチ代議士は、国会議員が大学

の部族主義を煽るのを止めなければならないと述べた。ムウィリア副大臣も、

                                            
111	 [Sunday	 Nation	 2010.5.16]	 
112	 [Daily	 Nation	 2010.5.19]	 
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政治家がストライキに参加していた部分もあり、政治家もストライキによっ

て生じた損害を弁償すべきだが、このことは報告書にはあまり触れられてい

ないと不満を述べた113。(Daily	 Nation 紙、2010 年 7 月 1 日)	 

	 

l ナイロビ大学のアンザラ講師の研究グループが、ヒト免疫不全ウィルスの多

くを中和する抗体を分離した。米国国立アレルギー感染症研究所との共同研

究。同講師は、ケニアエイズワクチン運動(KAVI)の代表者でもある。研究グ

ループによると、この抗体はウィルスが他の細胞に感染していくのを防ぐ働

きがあり、ワクチン開発の鍵になる。既に霊長類の実験では、有効性が証明

されている。この抗体を持つ感染者ではウィルスの複製が非常に低い状態で

抑えられており、このような感染者は精鋭感染制御者(elite	 controller)と

して知られている114。(Daily	 Nation 紙、2010 年 7 月 14 日)	 

	 

l 5 月に発生したナイロビ学生協会連合の選挙をめぐる暴動を受け、ナイロビ大

学では同連合に対する意見調査を、学生を対象に実施する115。(Daily	 Nation

紙、2010 年 7 月 19 日)	 

	 

l 大学教育を改善させようとする試みが議会で静かに進んでいる。この問題の

                                            
113	 [Daily	 Nation	 2010.7.1]	 
114	 [Daily	 Nation	 2010.7.14]	 
115	 [Daily	 Nation	 2010.7.19]	 
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核心は、「並行」課程と一般には呼ばれている、第二群学生の受け入れにかん

することである。チャンズ代議士によって提出された動議によると、第二群

学生の許容は貧富の格差を広げており、第二群課程の廃止あるいは授業料低

減が求められている。この動議を支持する代議士によると、第二群課程は当

初、大学寮の許容量が限界に達したため、寮の拡大を目的として設置された。

ところが、今は学位投げ売りの手段になっている。また、ケニア統一中等教

育認定試験で A マイナスの成績を得た学生が、医学部や工学部等の人気学部

に「本」課程学生として入学できない一方、「並行」課程であれば Bでも入学

できてしまう。これは学生間の関係を歪めてしまう。「並行」学生は能力が不

足しているという話もある。そのうち、医学部や工学部等の人気学部では富

裕層の子弟しか見られなくなるだろう等の見解が、動議賛成派の代議士から

述べられた。これに対しムウィリア高等教育科学技術副大臣らは、「並行」課

程のおかげで、低位の中等教育学校から大学へ進学できている例もある。学

生の長所本位の制度を持たなければならないのであれば、学力面で長所を持

つ学生は学力に基づいて入学を認められて奨学金を受給し、資金面で長所の

ある学生は他の学生より多くの授業料を払うという制度は、自然なものであ

る。大事なのは門戸を広げることであり、高等教育融資委員会の予算を増や

す、私立大学の定員を増やす、各県に大学を設置して高等教育における都市

と農村の格差を縮小する等の対策が求められている、と述べた。(記事の背景)

ナイロビ大学が第二群課程を設けたのは 1998 年のこと。この制度が他の国立
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大学にも広がり、現在では「本」課程学生よりも「並行」課程学生の方が数

は多い。「本」課程学生に対しては、政府が高等教育融資委員会等を通じて学

費の 70%を負担する。入学許可は合同合格審査委員会によって下され、入学す

るためには現在のところケニア統一中等教育認定試験で 低 B プラスの成績

を取らなければならない。また、同統一試験後入学まで、約 18 ヶ月待つ必要

がある。一方の「並行」課程には C プラスでも入学が許可され、ケニア統一

試験後すぐに入学することができる116。(Daily	 Nation 紙、2010 年 7 月 30 日)	 

	 

l 合同合格審査委員会が、ケニヤッタ大学のムゲンダ学長を議長として、同大

学で開催され、今年度は総計 2万 4千 3百人の学生が、7つの国立大学に、本

課程学生としての入学を認められる。これは昨年より約 4 千人多い。このう

ちケニヤッタ大学が四分の一の学生を受け入れ、長らく入学受入学生数で首

位だったナイロビ大学を初めて上回る。各学部への振り分けは、各大学の定

員と学生の希望をもとに、ケニア統一中等教育認定試験の成績に応じて行わ

れる117。(Daily	 Nation 紙、2010 年 8 月 20 日)	 

	 

l ケニヤッタ大学の紹介記事。同大学は教育学、芸術、経済学、旅行学分野で

有名。 近、看護学、薬学、心理医学等の分野が加わった。校舎は本校舎の
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他に 5つある。同大学の創立は 1965 年、英国軍の兵舎がケニア政府に引き渡

された時に遡る。当時のケニア政府はこの敷地を高等教育機関であるケニヤ

ッタ高等教育学校として使用することに決め、まず中等教育部門と師範部門

を設立した。1970 年、同校はナイロビ大学附属ケニヤッタ高等教育学校とな

り、1972 年に教育学部学士課程の学生 200 名を初めて受け入れた。当時ケニ

アは教員の不足が深刻であったため、政府はナイロビ大学教育学部をケニヤ

ッタ学校に移転し、それ以後、同校はケニアにおける教育学の中心地となっ

た。1985 年、同校は正式に大学として承認された。今年の卒業生は、総勢 1876

名。うち 22 名が博士課程、1516 名が学士課程を修了した118。(Daily	 Nation

紙、2010 年 8 月 30 日)	 

	 

l ケニアの大学のウェブサイトの問題点を指摘した記事。既に済んだ行事を未

だに参加者募集中と書いている例、業績欄が「工事中」である例、文法の間

違いの例、連絡先を記載していない例、デザインが悪くて内容を読みづらい

例等、枚挙に暇がない。一方、ナイロビ大学のウェブサイトは情報量が多す

ぎて、本当に欲しい情報に到達できないという問題点がある。良いウェブサ

イトの例としてストラスモア大学が挙げられている119。(Daily	 Nation紙、2010

年 9 月 13 日)	 

                                            
118	 [Daily	 Nation	 2010.8.30]	 
119	 [Daily	 Nation	 2010.9.13]	 
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l ナイロビ大学地理環境科学部が、三菱国際奨学金の募集を始めた。奨学金は

同学部の学部生 9名に、年 9 万 6千シリングが授与される120。(Daily	 Nation

紙、2010 年 9 月 13 日)	 

	 

l 合同合格審査委員会によると、今年度の国立大学進学希望者に も人気があ

ったのは、計算機科学と教育学、商学であった。一方 も人気が無かったの

は、天文学、天体物理学、海洋管理学、土壌土地利用学である。 も多くの

教育課程を提供したのがケニヤッタ大学で、70 課程、続いてモイ大学の 67

課程、ナイロビ大学の 49 課程である。政府は経済発展に貢献しない学部課程

への補助金を削減する方針を出しているが、 も多くの学生を受け入れたの

は、一般教養系の教育課程であった。歯学医学系は依然としてナイロビ大学

の独壇場となっており、一年あたりの卒業者数はナイロビ大学が 300 名、モ

イ大学が 50 名である。ナイロビ大学のマゴハ学長によると、歯学医学系の教

育には多くの経費が必要であり、例えば歯学部学生の場合、年間の授業料は

15 万シリングであるが、実際の経費は 100 万シリングである。現在のところ、

政府から「本課程」学生への補助金は、全学部一律の一日あたり 19 シリング

である121。(Daily	 Nation 紙、2010 年 9 月 15 日)	 

                                            
120	 [Daily	 Nation	 2010.9.13]	 
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l ナイロビ大学の修士課程学生が他人の論文を剽窃したとして、 高裁判所が、

この学生の修士課程修了認定を、ナイロビ大学に対して禁止する決定を出し

た122。(Saturday	 Nation 紙、2010 年 9 月 25 日)	 

	 

l ナイロビ大学で物理を教えるカランブカ博士の投稿。ルト高等教育大臣の大

学への補助金配分見直し方針は、大学に蔓延する危機、つまり「何を教えれ

ばいいのか」「どの学部も同じ学費でよいのか」分からないという状態を指摘

したものだった。しかし、ルト大臣の発言は誤って受け取られ、社会科学の

地位は自然科学より低いのかという、古くから存在する議論を蒸し返すこと

になってしまった。私は、大学で教えられる学問はどれも重要だと考えてい

る。ルト大臣の方針は、中位層に存在する学位に対する強迫観念には打撃を

与えるだろう。学位の重要性を評価する前に、学究界自身が社会に貢献でき

るよう自己変革することが求められている123。(Daily	 Nation 紙、2010 年 9

月 27 日)	 

	 

l ナイロビ大学の今年の 優秀学生は、女性のリンダ-ンカタさんだった。ンカ

タさんは建築学部の学生。同学部から選ばれた 優秀学生で、女性は初めて
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である。ンカタさんの研究は「気候変動に対する建物の影響」。ナイロビで現

在ビルの建築が盛んなアッパーヒル地区で 5 棟の新しいビルを調査。寒冷な

ヨーロッパ向けと同じ建築材料が用いられ、建物内部にエネルギーを封じ込

めてしまう性質があると、問題点を指摘した124。(Daily	 Nation 紙、2010 年 9

月 29 日)	 

	 

l ナイロビ大学が米国から 10 億シリングを受け取る予定。この補助金は、特に

医学部におけるエイズ研究及び臨床能力強化が目的とされている125。(Daily	 

Nation 紙、2010 年 10 月 11 日)	 

	 

l 高等教育委員会の報告によると、ケニアでは教授が不足しており、一度も教

授に会わないまま卒業する学生も存在する。ケニアには総勢 352 名の教授が

居る。 も教授数が多いのはナイロビ大学で 110 名、続いてモイ大学 35 名、

ケニヤッタ大学 30 名等であるが、教授数が特に不足しているのは私立大学で

ある。中でも東アフリカ長老教会大学、キリリ女子大学等は一人も教授が居

らず、近年の大学数の急激な増加が、大学教員危機に拍車を掛けている。同

委員会のスタンダ委員長は、大学は各学科に 低 2、3人の教授を持つべきで

あると語った。一方、大学教員連合のクバス議長は、大学教授の給与が 15 万
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シリングであり、同等の地位にある他の職種に比べて不利な状態にある現状

を変えなければならないと述べた126。(Sunday	 Nation 紙、2010 年 11 月 7 日)	 

	 

l ナイロビ大学が通訳学修士課程を開設する。開設式典は 11 月 9 日午後 2時か

ら 5 時まで行われ、ヘレン-サンビリ高等教育大臣代理も出席する予定。本課

程の開設に対しては、欧州連合、アフリカ開発銀行、アフリカ連合、国連の

協力があった。対象言語は英語、スワヒリ語、アラビア語、ドイツ語、フラ

ンス語、ポルトガル語、中国語である127。(Daily	 Nation 紙、2010 年 11 月 8

日)	 

	 

l 高等教育委員会がケニアの大学教育の質にかんする調査結果を公表した。そ

れによると、特に私立大学や国立大学付属高等教育学校で、非常勤講師が多

い、博士の学位取得者が少ないという問題がある。例えば、カバラク、キリ

リ、長老教会、ケニア山、イノオレロの各大学は常勤講師を持たない。教員

のうち、博士の学位取得者の割合は、国立ではナイロビ大学で 46%、モイ大学

とエガトン大学 39%、ジョモケニヤッタ農工大学 38%、私立ではデイスタ大学

10%、米国国際大学 43%、ストラスモア大学 29%、KCA 大学 13%、アガカン大学

91%等である128。(Sunday	 Nation 紙、2010 年 11 月 14 日)	 
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l ケニヤッタ大学開学 25 周年を記念する広告記事。12 面に渡る。同大学は、前

身のナイロビ大学付属ケニヤッタ高等教育学校時代はナイロビ大学から学位

の授与を受けていたが、1985 年 8 月 23 日、ケニヤッタ大学設立にかんする国

会立法が大統領の承認を受け、9月 1日に業務開始、12 月 17 日にモイ大統領

臨席の下、開学式典が行われた。ケニアではモイ大学に続き 3 番目の国立大

学である。開校当初は教育学部、理学部、教養学部の 3 学部だったのが、現

在では農学経営学部、応用人間科学部、商学部、経済学部、人文社会学部、

純粋及び応用科学部、芸術学部、保健学部、教育学部、工学部、環境学部、

観光学部を抱える。現在の学生数は 3万 81 名、うち 3千 161 名が大学院学生

である。1985 年の開学以来 5 万人の卒業生を送り出した。同大学は前身の師

範学校設立当初、特に中等教育学校の教員養成を目的とされて開校したこと

から、教育学部には定評がある。今年の 12 月には、医学科の卒業生 17 名を

初めて送り出す。11月 14日から20日まで、25周年記念週間として植樹等様々

な行事が予定されている129。(Daily	 Nation 紙、2010 年 11 月 17 日)	 

	 

l デイスタ大学の 3 面全面広告。近くワチラ博士が第 3 代学長に就任予定。同

博士はナイロビ大学獣医学部出身。1983年リヴァプール大学修士、89年博士。

公衆衛生が専門。同大学はジンバブエのブラワヨが発症の地。本校舎はナイ
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ロビから 40 キロ離れたアティリバーにある130。(Daily	 Nation 紙、2010 年 11

月 18 日)	 

	 

l ナイロビ大学の月報 Varsity,	 Focus の 12 月号が発行された。主な記事は、

イスラエル政府と協力した行われるキブウェジ乾燥地農園の再生事業に交付

される 9 億 3 千 8 百万シリングの研究費、米国機関と共同で行われるエイズ

研究、第 43 回卒業式等。ナイロビ大学は開学以来、12 万人の卒業生を送り出

している131。(Daily	 Nation 紙、2010 年 12 月 20 日)	 

	 

l 米国の IBM 社が 10 人のナイロビ大学卒業生を採用する。商学部の成績優秀学

生が採用される見込み132。(Daily	 Nation 紙、2011 年 1 月 10 日)	 

	 

l ナイロビ大学が新しい副学長 2 人を任命。研究、生産、公開教育担当副学長

がルーシー-イルング教授、学生担当副学長がアイザック-ンベチェ教授133。

(Daily	 Nation 紙、2011 年 1 月 24 日)	 

	 

l ナイロビ大学とヘルシンキ大学が協定を締結。職員や学生の交換、共同研究
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等が盛り込まれている。また、ナイロビ大学は、米国のボルチモア、メリー

ランド、ワシントン大学、及びインドのバンガロールにある聖ヨハネ医科大

学と医学関係の共同研究を始める。遠隔医学教育の向上が目的。この共同研

究は、米国大統領エイズ救済緊急計画(PEPFAR)の資金援助を受けている134。

(Daily	 Nation 紙、2011 年 1 月 31 日)	 

	 

l ナイロビ大学が、6 月 15 日から 17 日まで、「 適な保健医療」を議論するこ

とを目的として学術集会を開催する。また、同大学は 2010 年 12 月 3 日に学

位を授与された者に対し、学位記の準備が整い受取可能になったと発表した

135。(Daily	 Nation 紙、2011 年 2 月 7 日)	 

	 

l Webometrics による大学ランキングで、ジョモケニヤッタ農工大学がアフリカ

地域で 89 位と、初めて上位 100 位以内に入った。ケニアで同大学より上位に

位置するのは、ナイロビ大学、ストラスモア大学、ケニヤッタ大学、合衆国

国際大学である136。(Daily	 Nation 紙、2011 年 2 月 14 日)	 

	 

l フランスの製薬会社 Servier	 International がナイロビ大学薬学部学生 10 人

に対し奨学金を授与する。3 年前から始まった事業。また、新たに Total	 Oil
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社もナイロビ大学と、奨学金や実習機会を提供にかんする合意に達した。産

学連携が目的137。(Daily	 Nation 紙、2011 年 2 月 21 日)	 

	 

l 2009 年に実施されたケニア統一中等教育認定試験の結果、国立大学への入学

を認められた 2 万 4 千 221 名の名簿が合同合格審査委員会から発表された。

これらの学生は、政府が学費の大部分を負担するいわゆる正規課程の学生で、

今年 5 月に入学する。 も多くの入学者を受け入れるのはナイロビ大学で 4

千 031 名、続いてモイ大学の 3 千 727 名、ケニヤッタ大学 3 千 611 名、エガ

トン大学 2千 402 名、ジョモケニヤッタ農工大学が 1千 182 名、マセノ大学 1

千 119 名、マシンデムリロ科学技術大学 764 名である。その他は、全国に 13

存在する国立大学附属高等教育学校に入学する。合同合格審査委員会のムゲ

ンダ委員長によると、女子学生や条件の厳しい地域出身の学生に対しては優

遇措置が設けられ、例えば男子学生の合格 低点は 63 点だったのに対し、女

子学生は 62 点とされた138。(Daily	 Nation 紙、2011 年 2 月 24 日)	 

	 

l 高等教育科学技術省ムウィリア副大臣のインタヴュー記事。同副大臣は 1954

年メルの出身。1975年ナイロビ大学卒業。1979年シカゴ大学比較教育学修士。

さらにスタンフォード大学で教育国際開発学博士。ケニア大学教員連合草創
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期の議長であり、1994 年にストライキを煽動したとしてケニヤッタ大学を解

雇された。その後南アフリカのウィットウォーターズランド大学等を経て、

2002年ティガニア西選挙区から初当選。インタヴューで、富裕層を利する「並

行」課程制度は廃止すべきである。このような制度は私立大学が採用するも

のであり国立大学には適さないと主張。「並行」課程廃止に伴う国立大学の減

収は政府、及び援助国が補填すべき。大学の増収により教育環境改善に役立

った「並行」課程の意義を一部では認めつつ、政府の更なる投資、私立大学

も含めた高等教育機関への優遇策を行い、「並行」課程を廃止に持って行くべ

きと述べた139。(Saturday	 Nation 紙、2011 年 2 月 26 日)	 

	 

l ナイロビ大学が環境研究所の設立計画を発表した。ノーベル賞受賞者のワン

ガリ‐マータイ教授の名を取り、「ワンガリ‐マータイ平和環境研究所」と名

付けられる予定。同大学のカベテ校舎に 50 エーカーの土地が割り当てられる

140。(Daily	 Nation 紙、2011 年 3 月 7 日)	 

	 

l ナイロビ大学附属南東高等教育学校の10年計画開始を記念する2面全面広告。

同校は1970年代設立のウカンバ農業学校を前身として2008年7月に開校。キ

トゥイ県内クワヴォンザに所在する。キトゥイからは西方へ38キロメートル。
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2010 年 5 月に初めての学生が 450 名入学した。10 年後の学生数は 1万 1千人

に増える見込み141。(Daily	 Nation 紙、2011 年 3 月 25 日)	 

	 

l ケニヤッタ大学とモイ大学で学生連合の執行部が選挙で選出された。一方、

ナイロビ大学では 4 月か 5 月に選挙が予定されているが、昨年 5 月の混乱の

影響で選挙方法について同意に至っていない142。(Daily	 Nation 紙、2011 年 3

月 28 日)	 

	 

l 4 月 1 日と 2 日、ナイロビ大学がオープンキャンパスを開催する。(Daily	 

Nation 紙、2011 年 3 月 28 日)	 

	 

l ナイロビ大学、アフリカ大陸大学ランキングでトップ 10 入り。大学ウェブラ

ンキング（http://www.webometrics.info/）は、ナイロビ大学をアフリカ大

陸で も優秀な大学と位置づけた。11 年前に当ウェブサイトが開設されて以

降の優れた功績をみるなかで、ナイロビ大学は東アフリカのあらゆる大学を

凌ぎ、1307 の大学で第 9位を記録している。また、世界中の 22,000 の大学の

うちで 907 位の座を勝ち取り、国際的にみてもみごとな発展を遂げている。

ナイロビ大学は、国内だけでなくアフリカ大陸で、そして全世界における学
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術的な競争力を着実に増している。ここ数年世界的に名のとおった大学とし

てその地位を確立している。アフリカでは、ナイロビ大学につづき地方大学

（各22,45,49,74,77位）がアフリカ大陸ランキングトップ100に入っている。

アフリカ内では、ケープタウン大学がカイロ大学を凌ぎ第 1 位であった。ト

ップ 10 のなかでは、ナイロビ大学は、南アフリカとエジプトを除けばただ唯

一の大学である。ナイロビ大学は、この数十年で学生数の増加も著しく、2004

年の 30,000 人から現在では 70,000 人に達し、東アフリカで 大の大学にな

っている。教員は 126 名の教授、276 名の准教授で構成され、3.5 兆 Ksh の研

究資産を有する。そして、1,350 を超える国際的なつながりを有する（うち

350 が積極的に活動している）。研究のための出資金もアフリカ大陸内 大で

あり、研究者や学生が知識を生み出す場となっている。ナイロビ大学同窓生

は 156,000 を超え、その多くは国内・国際経済のあらゆる分野にて重要な立

場にたって活躍している。(Daily	 Nation 紙、2014 年 8 月 5 日)	 

	 

l 新学長 Prof.Peter	 Mbithi、ナイロビ大学の改革に意欲。このたび学長に新任

する Prof.Peter	 Mbithi は、ケニアでもっとも古い歴史をもつナイロビ大学

の革新的変革を宣言した。彼は、それが容易な仕事でないことを理解してお

り、彼が重点的に取り組もうとしているのは、学生の抗議に伴う暴動問題で

ある。Prof.Mbithi が思い描く希望は、ナイロビ大学を世界クラスの高等教育

機関に育て上げることだが、その背景には、それが国の経済成長に極めて大



 133 

きな役割を果たすということがある。彼は来月 1 月から正式に学長に着任す

る予定であり、ナイロビ大学をアフリカのナンバー3に入る大学にしようと意

気込んでいる。彼はまず、数の増加し続けている学生向けのホステルの建設

から始める予定だ。また、市場での需要に応えられるようにするための新し

いコースとプログラムを導入し、卒業後非就職の問題に取り組む。何千もの

学生が、（大学に通っても）市場に入り込む余地がないと考えて大学を中退し

ており、そうした考えをもつ学生たちは新たなコースの導入や既存のコース

の見直しを求めてきた。Prof.Mbithi は、学生の不安は過去のものになるだろ

うと語る。彼は、大学は学生の更生に潤沢な資金を用い、また、金銭的な困

難に直面する彼らを支援すると述べる。ナイロビ大学はまた、地元の大学と

の協力関係をつくり学びの質を高める予定だ。Prof.Mbithi は Nation 紙に以

下のように語った。「学生と職員の間の秩序は無視できない。これが、ナイロ

ビ大学を居心地の良い場所にするのである。」「早い段階で学生を巻き込んで

彼らの不満解決のために努力する。道路まで出ていく者は少数であるし、彼

らは実際、デモンストレーションを起こす理由など無いないのだから。」彼は

また、多様な業務に従事する、とくに会社で働いている経験豊富な教授陣を

探している。彼の考えでは、教授らはひとところの財産としておいておかれ

るべきではなく、企業から大学へ授業に教えに出てくることが望ましい。な

ぜなら、企業で実際に働いている人材がまさにその分野の専門家であるから

だ。そして、教授陣はナイロビ大学だけでなく、複数の現地大学で教えるこ
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とを認められるべきである。（教授の）共有は国にとっても良く、ナイロビ大

学は、他大学が目的を達成するために手を差し伸べることを厭わない。学生

は彼らの試験結果の評価が出るのが遅れるのにしばしば抗議する。

Prof.Mbithi は、教師と学生は同じ見通しを持つべきだとして以下のように述

べる。我々は教師たちに、学生が抱える問題、たとえば適切になされなけれ

ばならない評価にかんする問題をそのまま伝える、同時に、学生は授業への

出席を必須とされる143。(Daily	 Nation 紙、2014 年 12 月 24 日)	 

	 

3-1-2.ジョモ・ケニヤッタ農工大学	 

	 

ジョモ・ケニヤッタ農工大学の本部キャンパスは、ナイロビ北東 36 キロメート

ルに位置し、Thika ロード沿いのジュジャに拠点を置いている。同大学は、日本

国政府、とりわけ国際協力事業団による財政支援をえてケニア国政府によって中

級のカレッジとして 1981 年に創設された（当時の名称は、ジョモ・ケニヤッタ農

工カレッジ JAKCAT）144。	 

	 

3-1-2-1.ジョモ・ケニヤッタ農工大学近年の動向	 

                                            
143	 [Daily	 Nation	 2014.12.24]	 

144	 http://www.jkuat.ac.ke/history/	 
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l ジョモ・ケニヤッタ農業技術大学タイタタヴェタ校は、自然保護について学

ぶ 2ヶ月の短期課程を来月創設する。定員は 25 名145。(Daily	 Nation 紙、2009

年 7 月 13 日)	 

	 

l ジョモ・ケニヤッタ農業技術大学(JKUAT)傘下のモンバサ技術専門学校が、母

体である JKUAT がモンバサに別の分校を新たに開校したことに驚いている。

JKUAT の学長は、モンバサ技術専門学校が地域内の名声に安住してきた傾向

があり、その名声を有意義に活用してほしいと語った。モンバサ技術専門学

校は昨年、JKUAT の分校となった146。(Daily	 Nation 紙、2009 年 8 月 7 日)	 

	 

l 今年の国立大学入学者人数。総計は 20,073 人。長らくナイロビ大学の入学者

数が も多かったが、今年はケニヤッタ大学が も多く、4,034 人。続いて

ナイロビ大学の 3,726 人。モイ大学 3,404 人、エガトン大学 2,274 人、ジョ

モ・ケニヤッタ農業技術大学 1,070 人、マセノ大学 983 人、マシンデムリロ

大学 618 人であった。昨年はナイロビ大学 3,905 人、モイ大学 3,270 人、ケ

ニヤッタ大学 3,128 人の順147。(Daily	 Nation 紙、2009 年 9 月 18 日)	 

	 

                                            
145	 [Daily	 Nation	 2009.7.13]	 
146	 [Daily	 Nation	 2009.8.7]	 
147	 	 [Daily	 Nation	 2009.9.18]	 
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l 合同合格審査委員会による国公立大学の新入生選抜が終了した。今年は全体

で 2 万 73 人の新入生のうち、39%の 7 千 820 人を女性が占め、男女の人数差

が縮まった。大学別では、ケニヤッタ大学が 4千 34 人、ナイロビ大学が 3千

726 人、モイ大学が 3 千 404 人、エガトン大学が 2 千 274 人、ジョモ・ケニ

ヤッタ大学が 1,070 人、マセノ大学が 983 人、マシンデムリロ大学が 618 人

の新入生を受け入れる148。(Saturday	 Nation 紙、2010 年 2 月 27 日)	 

	 

l メルー科学技術高等教育学校が本日開校する。開校式にはキバキ大統領が出

席する。本校はメルー科学技術専門学校を引き継いでおり、ジョモ・ケニヤ

ッタ農業技術大学から学位が授与される。所在地はイシオロから約 20 キロの

地点。入学時期は年三回で、毎年 1月、5月、9月に入学生を受け入れる。学

士取得課程は、商業、ビジネス情報工学、購買物流管理、情報工学、コンピ

ューター科学、コンピューター工学、数学電算科学である149。(Saturday	 Nation

紙、2010 年 4 月 17 日、全面広告)	 

	 

l 2008 年のケニア中等教育資格試験によって大学への入学を許可された学生が、

国立大学の先陣を切ってジョモ・ケニヤッタ農業技術大学に入学した。今年

度一年次に入学する学生は約 3 千名。他の国立大学へは 9 月に入学予定150。

                                            
148	 	 [Daily	 Nation	 2010.2.27]	 
149	 	 [Saturday	 Nation	 2010.4.17]	 
150	 [Daily	 Nation	 2010.5.5]	 
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(Daily	 Nation 紙、2010 年 5 月 5 日)	 

	 

l 2008 年のケニア中等教育資格試験によって大学への入学を許可された学生が、

国立大学の先陣を切ってジョモ・ケニヤッタ農業技術大学に入学した。今年

度一年次に入学する学生は約 3 千名。他の国立大学へは 9 月に入学予定151。

(Daily	 Nation 紙、2010 年 5 月 5 日)	 

	 

l ジョモ・ケニヤッタ農工大学は、ケニアで初めてとなる技術革新学校の設立

を、政府に認可申請中である。また同大学は、業務処理外注(BPO)の専門課程

を、業者と共に準備計画中である152。(Daily	 Nation 紙、2010 年 8 月 9 日)	 

	 

l ジョモ・ケニヤッタ農工大学物理学科の大学院生 3 名が、3 次元ホログラム

作成機を開発した。偽ブランド商品、偽証明書、偽札摘発に有用。米国や英

国から輸入すると 2千 4百万シリング要するところ、この機械は 15 万シリン

グで完成。今後、商品の適合を審査するケニア規格局(Kenya	 Bureau	 of	 

Standards)と提携したいと開発者は語っている153。(Daily	 Nation 紙、2010

年 10 月 1 日)	 

	 

                                            
151	 [Daily	 Nation	 2010.5.5]	 
152	 [Daily	 Nation	 2010.8.9]	 
153	 [Daily	 Nation	 2010.10.1]	 
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l ジョモ・ケニヤッタ農工大学の特集記事。同大学の収容可能学生数は 1 万 5

千人。前身のジョモ・ケニヤッタ農工高等専門学校は 1981 年の開校。1994

年に大学として承認された。本校舎はナイロビから 36 キロメートルのジュジ

ャの町にあり、その他定時制や短期研究課程の学生のために、ナイロビ、モ

ンバサ、キシイ、キタレ、ナクルに校舎を持つ。農学、工学系の学士課程の

ほか、栄養学、熱帯医学、感染症等の教育課程もあり、また修士及び博士課

程には、応用統計学、都市計画、経営学等がある。図書館の蔵書は 8 万冊以

上あり、電子ジャーナルは 30 誌以上を購読している154。(Daily	 Nation 紙、

2010 年 11 月 8 日)	 

	 

l 高等教育委員会がケニアの大学教育の質にかんする調査結果を公表した。そ

れによると、特に私立大学や国立大学付属高等教育学校で、非常勤講師が多

い、博士の学位取得者が少ないという問題がある。例えば、カバラク、キリ

リ、長老教会、ケニア山、イノオレロの各大学は常勤講師を持たない。教員

のうち、博士の学位取得者の割合は、国立ではナイロビ大学で 46%、モイ大

学とエガトン大学 39%、ジョモ・ケニヤッタ農工大学 38%、私立ではデイスタ

大学 10%、米国国際大学 43%、ストラスモア大学 29%、KCA 大学 13%、アガカ

ン大学 91%等である155。(Sunday	 Nation 紙、2010 年 11 月 14 日)	 

                                            
154	 [Daily	 Nation	 2010.11.8]	 
155	 [Sunday	 Nation	 2010.11.14]	 
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l ジョモ・ケニヤッタ農工大学と JICA が、再生可能エネルギーを用いて田舎の

家を明るくするための、知識普及にかんする協定を結んだ。4年間の事業で、

ジョモ・ケニヤッタ農工大学が実行機関となる156。(Daily	 Nation 紙、2011

年 1 月 10 日)	 

	 

l Webometrics による大学ランキングで、ジョモ・ケニヤッタ農工大学がアフ

リカ地域で 89 位と、初めて上位 100 位以内に入った。ケニアで同大学より上

位に位置するのは、ナイロビ大学、ストラスモア大学、ケニヤッタ大学、合

衆国国際大学である157。(Daily	 Nation 紙、2011 年 2 月 14 日)	 

	 

l ケニア海運機関とジョモ・ケニヤッタ農工大学が協定を締結し、ケニア初の

海運専攻課程が同大学に開設されることになった158。(Daily	 Nation 紙、2011

年 2 月 21 日)	 

	 

l 2009 年に実施されたケニア統一中等教育認定試験の結果、国立大学への入学

を認められた 2 万 4 千 221 名の名簿が合同合格審査委員会から発表された。

これらの学生は、政府が学費の大部分を負担するいわゆる正規課程の学生で、

                                            
156	 [Daily	 Nation	 2011.1.10]	 
157	 [Daily	 Nation	 2011.2.14]	 
158	 [Daily	 Nation	 2011.2.21]	 
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今年 5 月に入学する。 も多くの入学者を受け入れるのはナイロビ大学で 4

千 031 名、続いてモイ大学の 3 千 727 名、ケニヤッタ大学 3 千 611 名、エガ

トン大学 2 千 402 名、ジョモ・ケニヤッタ農工大学が 1 千 182 名、マセノ大

学 1 千 119 名、マシンデムリロ科学技術大学 764 名である。その他は、全国

に 13 存在する国立大学附属高等教育学校に入学する。合同合格審査委員会の

ムゲンダ委員長によると、女子学生や条件の厳しい地域出身の学生に対して

は優遇措置が設けられ、例えば男子学生の合格 低点は 63 点だったのに対し、

女子学生は 62 点とされた159。(Daily	 Nation 紙、2011 年 2 月 24 日)	 

	 

l ジョモ・ケニヤッタ農工大学がナイジェリアのカドゥナ高等技術専門学校の

博士課程を支援する。両者の合意によると、ジョモ・ケニヤッタ農工大の教

員がカドゥナで、一学期あたり数週間の教育活動を行う160。(Daily	 Nation

紙、2011 年 3 月 14 日)	 

	 

l ケニアの修士課程、博士課程の学生が、指導教官が自らの地位を守るため、

意図的に学位論文の指導を遅らせていると訴えている。一般的にケニアでは

修士取得に 3年、博士取得に 10 年を要し、諸外国より時間がかかる。これに

対し、ジョモ・ケニヤッタ農工大学のインブガ学長は、大学院学生が困って

                                            
159	 [Daily	 Nation	 2011.2.24]	 
160	 [Daily	 Nation	 2011.3.14]	 
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いるのは指導教官ではなく資金であると主張する。ケニアの国立大学は学部

教育に重点を置いており、原則的に大学院学生の研究資金は、学生自身が獲

得する必要がある。一方、大学教員連合のクバス教授は、大学教員の過労、

低賃金が問題であり、政府が対策を取る必要があると述べた161。(Saturday	 

Nation 紙、2011 年 3 月 26 日)	 

	 

l ジョモ・ケニヤッタ農工大学が「2030 年計画に向けた産業化、持続可能性、

開発」をテーマに研究課題を募集している。採用された場合、3 年間で 150

万シリングの研究費が提供される162。(Daily	 Nation 紙、2011 年 3 月 28 日)	 

	 

l ジョモ・ケニヤッタ農工大学、開校 20 周年記念式典開催。1981 年にケニア政府と

日本政府の 2 国間協力によって中間レヴェルのカレッジとして開校。1994 年に、ケ

ニアで 5 つ目となる国立大学、ジョモ・ケニヤッタ農工大学として正式に認可を受

けた。2013 年には、University	 act2012 の制定に続いて、再認可を得た。当大学の

本来の任務は、ケニアの経済発展に大きな期待がもたれる工学・農業・技術分野に

置ける質の高い人材の創出であった。日本の JICA の技術指導のもと、JKUAT は異花

                                            
161	 [Saturday	 Nation	 2011.3.26]	 
162	 [Daily	 Nation	 2011.3.28]	 
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受粉技術の中心となり、創造力、改革、世界志向という点での地位を確立した163。

(Daily	 Nation 紙、2015 年 3 月 26 日)	 

	 

3-1-3.ケニヤッタ大学	 

	 

	 ケニヤッタ大学の本部キャンパスは、1,000 エーカーを超える広大な敷地面積

を有し、学術研究および教育に適した、静かな環境を提供している。ケニヤッタ

大学は、さまざまな領域で、研究および調査において世界的な成果を上げている。

ケニヤッタ大学の特徴は、グローバルに競い合う研究者達が切磋琢磨する高水準

の研究環境を提供する点にある。同大学は、国内でも高水準の研究環境を維持す

るため、研究設備と施設に研究資金を投資している。同大学は、先導的研究を維

持・発展させつつ、世界レヴェルの大学になることを目標に掲げており、実際、

良質な卒業生を輩出することで評価されている。	 

	 ケニヤッタ大学には、人文学部、ビジュアル・アート学部、教育学部、応用科

学部、工学部、環境学部、応用人文学部、保健学部、商学部、経済学部、農学部、

法学部、観光学部、公衆衛生学部などがある。	 

	 

3-1-3-1.ケニヤッタ大学近年の動向	 

                                            
163	 [Daily	 Nation	 2015.3.26]	 
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l 今年の国立大学入学者人数。総計は 20,073 人。長らくナイロビ大学の入学者

数が も多かったが、今年はケニヤッタ大学が も多く、4,034 人。続いて

ナイロビ大学の 3,726 人。モイ大学 3,404 人、エガトン大学 2,274 人、ジョ

モ・ケニヤッタ農業技術大学 1,070 人、マセノ大学 983 人、マシンデムリロ

大学 618 人であった。昨年はナイロビ大学 3,905 人、モイ大学 3,270 人、ケ

ニヤッタ大学 3,128 人の順164。(Daily	 Nation 紙、2009 年 9 月 18 日)	 

	 

l ケニヤッタ大学が沿岸州キリフィに観光ホテルを開業。ノースコウストビー

チホテルと名付けられた。かつてルソレイユビーチホテルと呼ばれたホテル

を昨年 3月に買収し、1億シリングを費やして改装した165。(Daily	 Nation 紙、

2010 年 1 月 25 日)	 

	 

l 合同合格審査委員会による国公立大学の新入生選抜が終了した。今年は全体

で 2 万 73 人の新入生のうち、39%の 7 千 820 人を女性が占め、男女の人数差

が縮まった。大学別では、ケニヤッタ大学が 4千 34 人、ナイロビ大学が 3千

726 人、モイ大学が 3 千 404 人、エガトン大学が 2 千 274 人、ジョモ・ケニ

ヤッタ大学が 1,070 人、マセノ大学が 983 人、マシンデムリロ大学が 618 人

                                            
164	 [Daily	 Nation	 2009.9.18]	 
165	 [Daily	 Nation	 2010.1.25]	 
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の新入生を受け入れる166。(Saturday	 Nation 紙、2010 年 2 月 27 日)	 

	 

l ケニヤッタ大学で開催された体育スポーツ国際学会において、ボダボダ(自転

車タクシー)運転手の健康指標は高いが、性的満足度は低いという研究結果が

発表された。ボダボダ運転手 48 人を対象にした研究。この結果は、ボダボダ

運転手がボダボダの仕事を始めた後、性的活動性が低下するという先行研究

に一致する167。(Daily	 Nation 紙、2010 年 6 月 17 日)	 

	 

l 国会で大学のストライキについての議論が行われた。高等教育省のムウィリ

ア副大臣は、昨年来ストライキが発生したケニヤッタ大学とナイロビ大学の

両学長について、ストライキと関係した形跡はなく、両学長に責任はない、

部族主義が大きな問題であると述べた。東アフリカ共同体省のムニャ副大臣

とンジュグナ代議士は、ストライキを避けるため、大学に民主主義を根付か

せる必要があると発言。国会教育委員会のコエチ代議士は、国会議員が大学

の部族主義を煽るのを止めなければならないと述べた。ムウィリア副大臣も、

政治家がストライキに参加していた部分もあり、政治家もストライキによっ

て生じた損害を弁償すべきだが、このことは報告書にはあまり触れられてい

ないと不満を述べた168。(Daily	 Nation 紙、2010 年 7 月 1 日)	 
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l ケニヤッタ大学では近々、学生証をデジタル化する。新しい学生証には、名

前、学籍番号、履修課程、顔写真、署名、指紋等の情報が入力される169。(Daily	 

Nation 紙、2010 年 7 月 19 日)	 

	 

l ケニヤッタ大学のムゲンダ学長によると、同大学は「アフリカ研究所」の設

立を計画しており、同研究所ではハウサ語、ヨルバ語、コサ語、それにケニ

アの部族語を含めたアフリカ固有の言語の課程を設ける予定である。これは、

アフリカの「死にゆく」言語を守る活動の一環と同学長は述べた170。(Daily	 

Nation 紙、2010 年 8 月 2 日)	 

	 

l ケニアの国立大学入学許可枠が狭いため、大学進学を諦める例が多い中、ケ

ニア人は外国政府や教育機関独自の奨学金に申請しないために、機会を逸し

ていることも少なくない。高等教育省のキアンバ事務次官によると、外国の

奨学金は学生の才能本位で選考を行うことが多く、ケニアの奨学金のように

需給のバランスで採択を決めるわけではない。ケニアの大学が学生の需要を

満たすことが大前提としながらも、外国奨学金の利点を述べた。例として、

26歳のデヴィッド‐ハーブリングさんは、2007 年当時ケニヤッタ大学の学生

                                            
169	 [Daily	 Nation	 2010.7.19]	 
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だった。それまで彼は奨学金など、選考委員に賄賂を払える金持ちだけのた

めのものと思っていたが、ある日日本への留学生募集の案内を見つけて応募

してみたところ、見事選抜され、一年間の日本留学の機会を得た。留学を終

え、彼が得た者は大いなる希望であり、今後に生きる経験であった。彼は今、

他の学生にも留学の機会を逃さないよう勧めている171。(Daily	 Nation 紙、

2010 年 8 月 2 日)	 

	 

l ケニヤッタ大学の文化祭が「統合のための多様性」をテーマとして、10 月 24

日から 31 日まで開催される172。(Daily	 Nation 紙、2010 年 8 月 16 日)	 

	 

l ケニヤッタ大学のムゲンダ学長を議長として、合同合格審査委員会が、同大

学で開催され、今年度は総計 2 万 4 千 3 百人の学生が、7 つの国立大学に、

本課程学生としての入学を認められる。これは昨年より約 4 千人多い。この

うちケニヤッタ大学が四分の一の学生を受け入れ、長らく入学受入学生数で

首位だったナイロビ大学を初めて上回る。各学部への振り分けは、各大学の

定員と学生の希望をもとに、ケニア統一中等教育認定試験の成績に応じて行

われる173。(Daily	 Nation 紙、2010 年 8 月 20 日)	 
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l ケニヤッタ大学の紹介記事。同大学は教育学、芸術、経済学、旅行学分野で

有名。 近、看護学、薬学、心理医学等の分野が加わった。校舎は本校舎の

他に 5つある。同大学の創立は 1965 年、英国軍の兵舎がケニア政府に引き渡

された時に遡る。当時のケニア政府はこの敷地を高等教育機関であるケニヤ

ッタ高等教育学校として使用することに決め、まず中等教育部門と師範部門

を設立した。1970 年、同校はナイロビ大学附属ケニヤッタ高等教育学校とな

り、1972 年に教育学部学士課程の学生 200 名を初めて受け入れた。当時ケニ

アは教員の不足が深刻であったため、政府はナイロビ大学教育学部をケニヤ

ッタ学校に移転し、それ以後、同校はケニアにおける教育学の中心地となっ

た。1985 年、同校は正式に大学として承認された。今年の卒業生は、総勢 1876

名。うち 22 名が博士課程、1516 名が学士課程を修了した174。(Daily	 Nation

紙、2010 年 8 月 30 日)	 

	 

l ケニヤッタ大学の学生総合支援センターが完成し、一昨日、ルト高等教育大

臣やムゲンダ学長が出席して開所式が行われた。また、エドワード王子の代

理としてエディンバラ公爵顕彰国際連合のシラジ事務総長が出席した175。

(Daily	 Nation 紙、2010 年 9 月 10 日)	 
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l ケニヤッタ大学とケニア警察が覚書を締結し、同大学で警察関係者に犯罪学

や平和構築、紛争解決の教育を行う予定176。(Daily	 Nation 紙、2010 年 10 月

18 日)	 

	 

l 高等教育委員会の報告によると、ケニアでは教授が不足しており、一度も教

授に会わないまま卒業する学生も存在する。ケニアには総勢 352 名の教授が

居る。 も教授数が多いのはナイロビ大学で 110 名、続いてモイ大学 35 名、

ケニヤッタ大学 30 名等であるが、教授数が特に不足しているのは私立大学で

ある。中でも東アフリカ長老教会大学、キリリ女子大学等は一人も教授が居

らず、近年の大学数の急激な増加が、大学教員危機に拍車を掛けている。同

委員会のスタンダ委員長は、大学は各学科に 低 2、3人の教授を持つべきで

あると語った。一方、大学教員連合のクバス議長は、大学教授の給与が 15 万

シリングであり、同等の地位にある他の職種に比べて不利な状態にある現状

を変えなければならないと述べた177。(Sunday	 Nation 紙、2010 年 11 月 7 日)	 

	 

l 高等教育委員会がケニアの大学教育の質にかんする調査結果を公表した。そ

れによると、特に私立大学や国立大学付属高等教育学校で、非常勤講師が多

い、博士の学位取得者が少ないという問題がある。例えば、カバラク、キリ
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リ、長老教会、ケニア山、イノオレロの各大学は常勤講師を持たない。教員

のうち、博士の学位取得者の割合は、国立ではナイロビ大学で 46%、モイ大

学とエガトン大学 39%、ジョモ・ケニヤッタ農工大学 38%、私立ではデイスタ

大学 10%、米国国際大学 43%、ストラスモア大学 29%、KCA 大学 13%、アガカ

ン大学 91%等である178。(Sunday	 Nation 紙、2010 年 11 月 14 日)	 

	 

l ケニヤッタ大学開学 25 周年を記念する広告記事。12 面に渡る。同大学は、

前身のナイロビ大学付属ケニヤッタ高等教育学校時代はナイロビ大学から学

位の授与を受けていたが、1985 年 8 月 23 日、ケニヤッタ大学設立にかんす

る国会立法が大統領の承認を受け、9月 1日に業務開始、12 月 17 日にモイ大

統領臨席の下、開学式典が行われた。ケニアではモイ大学に続き 3 番目の国

立大学である。開校当初は教育学部、理学部、教養学部の 3学部だったのが、

現在では農学経営学部、応用人間科学部、商学部、経済学部、人文社会学部、

純粋及び応用科学部、芸術学部、保健学部、教育学部、工学部、環境学部、

観光学部を抱える。現在の学生数は 3万 81 名、うち 3千 161 名が大学院学生

である。1985 年の開学以来 5万人の卒業生を送り出した。同大学は前身の師

範学校設立当初、特に中等教育学校の教員養成を目的とされて開校したこと

から、教育学部には定評がある。今年の 12 月には、医学科の卒業生 17 名を

初めて送り出す。11月 14日から20日まで、25周年記念週間として植樹等様々
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な行事が予定されている179。(Daily	 Nation 紙、2010 年 11 月 17 日)	 

	 

l ケニヤッタ大学 25 周年記念行事の広告の中に、東アフリカの高等教育の歴史

についての記述あり。東アフリカ 初の高等教育機関は、1922 年設立のマケ

レレ高等教育学校である。1956 年、ナイロビに王立高等技術学校が設立され

るまで、マケレレは東アフリカ唯一の高等教育機関であり、ケニア、ウガン

ダ、タンガニイカ、ザンジバルに加え、ザンビア、マラウィからも学生を集

めた。1963 年東アフリカ大学設立。1970 年に同大学が分裂し、ナイロビ、ダ

ルエスサラーム、マケレレの 3 大学が発足した180。(Daily	 Nation 紙、2010

年 11 月 17 日)	 

	 

l ケニヤッタ大学のムトゥンギ名誉総長によると、同大学付属のプワニ高等教

育学校が、近く正式に独立した大学として発足する。沿岸州で独立した大学

ができるのは初めて181。(Daily	 Nation 紙、2010 年 12 月 20 日)	 

	 

l 米国のサーベル財団がケニヤッタ大学に2万6千 671冊の教科書を寄贈した。

総額 3 億シリングの価値に相当する。ケニヤッタ大学同窓で、サーベル財団

顧問、ハーバード大学の化学の教授でもあるムワンギ博士によって贈呈され
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た。同教授によると寄贈元は、米国と英国の出版社である182。(Daily	 Nation

紙、2010 年 12 月 20 日)	 

	 

l ケニヤッタ大学のムゲンダ学長が契約を更新し、更に 5 年間同大学の学長を

続けることになった。大学評議会と名誉総長の結論。同学長は 2006 年の 3月

に就任して以来、大学は拡大を続け、学生数は 1 万 5 千人から 3 万人に、学

科数は 6から 13 に増加した。沿岸州のホテルの買収し、モンバサ、ナイロビ、

ナクル、ニエリに校舎を開設した183。(Daily	 Nation 紙、2010 年 12 月 28 日)	 

	 

l ケニヤッタ大学が「学生職場導入事業」を開始する。昨年 12 月の卒業式にお

いてムゲンダ学長が公表した。企業での職場研修先を見つけるのが難しい学

生に対し学内で職場を提供し、実社会で即戦力のある学生を養成するのが目

的。就職率向上も目指している184。(Daily	 Nation 紙、2011 年 1 月 21 日)	 

	 

l ケニヤッタ大学が 先端の印刷機を導入し、デジタル画像印刷に対応する。

印刷機は同大学発行の出版物作成に使用される。同大学の初代の印刷機は

1985 年に導入された185。(Daily	 Nation 紙、2011 年 2 月 14 日)	 
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l Webometrics による大学ランキングで、ジョモ・ケニヤッタ農工大学がアフ

リカ地域で 89 位と、初めて上位 100 位以内に入った。ケニアで同大学より上

位に位置するのは、ナイロビ大学、ストラスモア大学、ケニヤッタ大学、合

衆国国際大学である。(Daily	 Nation 紙、2011 年 2 月 14 日)	 

	 

l 2009 年に実施されたケニア統一中等教育認定試験の結果、国立大学への入学

を認められた 2 万 4 千 221 名の名簿が合同合格審査委員会から発表された。

これらの学生は、政府が学費の大部分を負担するいわゆる正規課程の学生で、

今年 5 月に入学する。 も多くの入学者を受け入れるのはナイロビ大学で 4

千 031 名、続いてモイ大学の 3 千 727 名、ケニヤッタ大学 3 千 611 名、エガ

トン大学 2 千 402 名、ジョモ・ケニヤッタ農工大学が 1 千 182 名、マセノ大

学 1 千 119 名、マシンデムリロ科学技術大学 764 名である。その他は、全国

に 13 存在する国立大学附属高等教育学校に入学する。合同合格審査委員会の

ムゲンダ委員長によると、女子学生や条件の厳しい地域出身の学生に対して

は優遇措置が設けられ、例えば男子学生の合格 低点は 63 点だったのに対し、

女子学生は 62 点とされた186。(Daily	 Nation 紙、2011 年 2 月 24 日)	 

	 

l ケニヤッタ大学のムゲンダ学長が、英連邦大学連盟評議会員に推薦され、2
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年の任期を務める。同学長は 4月に香港で開催される会議に初めて出席する。

同連盟は 1913 年に結成された世界 古の大学連盟であり、300 以上の大学が

加盟している187。(Saturday	 Nation 紙、2011 年 2 月 26 日)	 

	 

l 高等教育科学技術省ムウィリア副大臣のインタヴュー記事。同副大臣は 1954

年メルの出身。1975 年ナイロビ大学卒業。1979 年シカゴ大学比較教育学修士。

さらにスタンフォード大学で教育国際開発学博士。ケニア大学教員連合草創

期の議長であり、1994 年にストライキを煽動したとしてケニヤッタ大学を解

雇された。その後南アフリカのウィットウォーターズランド大学等を経て、

2002年ティガニア西選挙区から初当選。インタヴューで、富裕層を利する「並

行」課程制度は廃止すべきである。このような制度は私立大学が採用するも

のであり国立大学には適さないと主張。「並行」課程廃止に伴う国立大学の減

収は政府、及び援助国が補填すべき。大学の増収により教育環境改善に役立

った「並行」課程の意義を一部では認めつつ、政府の更なる投資、私立大学

も含めた高等教育機関への優遇策を行い、「並行」課程を廃止に持って行くべ

きと述べた188。(Saturday	 Nation 紙、2011 年 2 月 26 日)	 

	 

l ケニヤッタ大学が 3 月 7 日に書店を開業することを記念した全面広告189。
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(Daily	 Nation 紙、2011 年 3 月 7 日)	 

	 

l ケニヤッタ大学とモイ大学で学生連合の執行部が選挙で選出された。一方、

ナイロビ大学では 4 月か 5 月に選挙が予定されているが、昨年 5 月の混乱の

影響で選挙方法について同意に至っていない190。(Daily	 Nation 紙、2011 年 3

月 28 日)	 

	 

l ケニヤッタ大学；「リーダー育成プログラム」リーダーシップ認定を導入。

ケニヤッタ大学はこのたび新たに「リーダー育成プログラム」;リーダーシッ

プ認定を導入した。多くの学生が大学卒業段階でリーダーシップや管理能

力・責任感を欠いていることが、公的機関や雇用機関の長年の懸念であった。

その懸念が、「リーダー育成プログラム」;リーダーシップ開発認定・指導者

認定を生み出したのである。これは上記の欠如を埋めるための時宜を得た介

入であるといえるだろう。	 

プログラム内容	 

・卒業を控えたすべての学生に無償で提供され、修了証書が授与される。	 

・改革的、倫理的、価値ベース、そして愛国的なリーダーシップを育てつつ、

学生に多様な問題を教えていく。	 
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・指導方法は、参加型学習を採用することで、学生が自己実現のための能力

や創造力を育てることができるようにする。	 

プログラムの目標	 

組織・社会改革を実現するために求められる革新的な意見や戦略を実行する

ことのできる指導者を育成すること。	 

プログラムの視点	 

ケニヤッタ大学のすべての卒業生が指導能力を獲得できるようにすること。	 

プログラムの任務	 

国家が直面する社会的、経済的、政治的な課題にたいする新たな取り組みを

提案することによって、それらの分野を活性化し、状況を好転させ、理論的

枠組みに革命的変化をもたらす若い指導者を必要 定数輩出すること191。

(Daily	 Nation 紙、2014 年 10 月 14 日)	 	 

	 

l ケニヤッタ大学の学生の社会人技術育成、将来社会で活躍できる学	 

Kenyatta 大学は、雇用者にとって魅力的な卒業生を輩出するための課程改革

を行ってきたが、このたび新たに、学位課程の学生は"Leadership	 

Development	 and	 Mentorship"	 と呼ばれるプログラムをとることになった。

これは、教育・科学技術長官の Dr.Jacob	 Kaimenyi が大学に対し、教育課程

改善のなかで、大学に雇用主との恊働を求めたことに伴って導入が決められ
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た。Kaimenyi 長官は、職場で教えられる仕事の内容についていけるだけの能

力を被雇用者が持ち合わせていない現状を懸念してきた。昨日のプログラム

開始式典で、Olive	 Mugenda 学長は、当プログラムでは、教室を超えて労働

市場の需要に見合う学生を育成していくと述べた。学生はまた、自らを売り

出す方法、国際的に活躍する方法、努力の必要性、コミュニケーション能力

などについても教わる。Mugenda 学長によれば、毎年 50,000 人以上の卒業生

が労働市場に出されており、Kenyatta 大学ではこのプログラムの導入によっ

て、労働市場で彼らが競争力を獲得できるよう教育していく。Public	 Service	 

Commission 長の Prof.Margaret	 Kobia は、当プログラムをつうじて、自らの

能力や態度に目を向けることで、柔軟性のある学生を育成できると期待する

192。	 (Daily	 Nation 紙、2014 年 10 月 14 日)	 

	 

l ケニヤッタ大学、コンサルティング・サーヴィスの提供開始	 

2030 年までのケニアの開発目標は、経済・社会・政治の３つを柱とした、知

識主導社会の構築である。ケニヤッタ大学は、 高レヴェルの教育機関とし

て、柱のひとつである経済活性化に、ケニアの発展過程に重要な役割を担い

ながら貢献しようとしている。ケニヤッタ大学の期待は、大規模企業と同様

に、知識と技術を基礎として、公私両方の部門において建設的な役割を果た

すことである。活動計画のひとつの道筋は、ケニアのあらゆる部門に対して
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コンサルティング・サーヴィスを提供することである。ケニヤッタ大学のコ

ンサルティング・サーヴィス部門は、2014 年の 1月に大学の協力のもと設立

された。コンサルティング部門は、あらゆる分野で修士課程や博士課程の研

究を通じて専門知識や専門技術を磨いた、卓越した人的資本から強みを得て

いる。その使命は、大学の人的資本を結集してアフリカ大陸の公的・私的機

関のいずれに対しても知的基盤を用いて実践的解決を提供することだ。	 

Chief	 Guest からのメッセージ	 

ケニアの経済・社会部門は改革の時期に入っている。それら部門における生

産性、効率性、利用可能性の向上を促す改革が強く求められている。Kenyatta

大学のコンサルタント・サーヴィス部門では、総勢 950 名を超える修士号や

博士号取得者の素晴らしい人的資本を通じて経済的・社会的問題に対して幅

広い解決策を提供することが期待される。さらに、ケニヤッタ大学の、私企

業・政府機関との組織的協力体制が、可能性の質に大きな影響を与えるだろ

う193。(Daily	 Nation 紙、2014 年 11 月 12 日)	 	 	 

	 

l ケニヤッタ大学、職員及び学生向けの託児所を開設194。(Daily	 Nation 紙、2014

年 12 月 16 日)	 

	 

                                            
193	 	 [Daily	 Nation	 2014.11.12]	 
194	 	 [Daily	 Nation	 2014.12.16]	 
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l ケニヤッタ大学、学生向けにメインキャンパス内移動用スクールバス運行を

開始。ケニヤッタ大学は、学生向けにメインキャンパスからのスクールバス

運行を開始した。これにより、学生の大学キャンパス内の移動が快適になり、

授業への遅刻を減らすことができると予想されている。大学の敷地は広大で

あり、学生にとって授業から次の授業へ教室を移動するのが容易でなかった。

本サーヴィスは、学生が経験している大学キャンパス内の移動の慌ただしさ

を軽減するために導入された。バス運行の案はここ数年ずっと議題に上って

おり、今回ようやく実現した195。	 (Daily	 Nation 紙、2015 年 1 月 19 日)	 

	 

l ケニヤッタ大学法学部棟の公式竣工記念式典開催196。(Daily	 Nation 紙、2015

年 3 月 6 日)	 

	 

3-1-4.モイ大学	 

	 

3-1-4-1.モイ大学近年の動向	 

	 

l 今年の国立大学入学者人数。総計は 20,073 人。長らくナイロビ大学の入学者
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数が も多かったが、今年はケニヤッタ大学が も多く、4,034 人。続いて

ナイロビ大学の 3,726 人。モイ大学 3,404 人、エガトン大学 2,274 人、ジョ

モケニヤッタ農業技術大学 1,070 人、マセノ大学 983 人、マシンデムリロ大

学 618 人であった。昨年はナイロビ大学 3,905 人、モイ大学 3,270 人、ケニ

ヤッタ大学 3,128 人の順197。(Daily	 Nation 紙、2009 年 9 月 18 日)	 

	 

l ナイロビ大学とモイ大学が、米国から研究費を得たことが、6 月 23 日に行わ

れた米国とアフリカの大学教育協力にかんするワークショップで発表された。

ナイロビ大学はコロラド州立大学と農業及び資源開発の分野で研究協力を行

い、モイ大学はジョージワシントン大学と公衆衛生分野で共同研究を行う。

提供される研究費は 390 万シリング。米国国際開発庁(USAID)とゲイツ財団が

主な出資者である198。(Daily	 Nation 紙、2009 年 6 月 24 日)	 

	 

l 今年の国立大学入学者人数。総計は 20,073 人。長らくナイロビ大学の入学者

数が も多かったが、今年はケニヤッタ大学が も多く、4,034 人。続いて

ナイロビ大学の 3,726 人。モイ大学 3,404 人、エガトン大学 2,274 人、ジョ

モ・ケニヤッタ農業技術大学 1,070 人、マセノ大学 983 人、マシンデムリロ

大学 618 人であった。昨年はナイロビ大学 3,905 人、モイ大学 3,270 人、ケ
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ニヤッタ大学 3,128 人の順199。(Daily	 Nation 紙、2009 年 9 月 18 日)	 

	 

l 大学が市街地に校舎を持つ例が増えている。国立、私立を問わない。モイ大

学はナイロビ市街地に物件を購入した。ケニアメソジスト大学もナイロビ市

内大学通りに購入。この傾向はナイロビ、モンバサ、キスム等ケニア国内主

要都市で見られる。主な目的は市内中心部で勤務する人たちの取り込みを図

ること200。(Daily	 Nation 紙、2009 年 10 月 12 日)	 

	 

l 合同合格審査委員会による国公立大学の新入生選抜が終了した。今年は全体

で 2 万 73 人の新入生のうち、39 パーセントの 7 千 820 人を女性が占め、男

女の人数差が縮まった。大学別では、ケニヤッタ大学が 4千 34 人、ナイロビ

大学が 3 千 726 人、モイ大学が 3 千 404 人、エガトン大学が 2 千 274 人、ジ

ョモケニヤッタ大学が 1,070 人、マセノ大学が 983 人、マシンデムリロ大学

が 618 人の新入生を受け入れる201。(Saturday	 Nation 紙、2010 年 2 月 27 日)	 

	 

l カビアンガ高等教育学校が近々再開される。同校は学生のストライキにより

昨月閉鎖された。学生の訴えは、カビアンガの名が海外はおろか国内の労働

市場でも認識されていないので、名称を変更すべきというもの。卒業証書に
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モイ大学の名前を入れるよう主張していた202。(Daily	 Nation 紙、2010 年 4

月 8 日)	 

	 

l モイ大学チェプコイレル校舎が、モイ大学附属チェプコイレル高等教育学校

(University	 College)となることが官報に掲載された。昇格式典に出席した

ルト高等教育大臣は、エルドレットの町が急速に成長する中、同地域に 2 つ

めの大学が必要であり、同校は近いうちに大学に昇格するだろうと述べた203。

(Saturday	 Nation 紙、2010 年 8 月 21 日)	 

	 

l モイ大学が、自費で学費を払っている学生を教育する講師の給与を下げるこ

とを計画しているとして、大学教員連合が反対している。同連合のエデベ委

員長によると、学生の増加に伴って、施設整備に費用が掛かると大学側は主

張している。また同連合は、大学が非教員の職員を増やし、またその多くが

一つの部族から採用されていると批判している。同連合によると、大学の総

支出額に占める講師人件費の割合は 35 パーセント204。(Daily	 Nation 紙、2010

年 9 月 2 日)	 

	 

l ケニアの諸問題に対処するための科学研究の役割にかんする会議が、エルド
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レットのモイ大学で今日開催される。ルト高等教育大臣も出席予定205。(Daily	 

Nation 紙、2010 年 9 月 7 日)	 

	 

l ルト高等教育大臣が、大学入学待機者を減らすために年 2 回入学制度の復活

を検討中であるのに対し、モイ大学オゴット名誉総長が反論。オゴット名誉

総長自ら 1,500 名の学生を受け持った経験があり、それがいかに大変なこと

であったかを、同大学の第 6 回国際会議にて述べた。また民族問題が大学の

生産性に悪影響を与えているとも述べ、この責任は政府側にあり、大学関係

者が人事に関与できないとしている現在の大学法に問題があると主張した206。

(Daily	 Nation 紙、2010 年 9 月 9 日)	 

	 

l 大学附属の高等教育学校は、必ずしも母大学の研究水準を荒廃させることに

はならないと、モイ大学のオゴット名誉総長が述べた。大学附属高等教育学

校の教育内容は、母大学評議委員会の承認を受けており、教育水準が確保さ

れているというのが理由。また、初等教育無料化以降、中等教育修了者も増

えており、大学進学希望者を受け入れ先として大学附属高等教育学校の存在

は、良い解決法である。現状では 8 万人の入学資格者に対して国立大学の定

員は 2 万人と、許容学生数が大きく不足しているが、同名誉総長は、年 2 回
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入学制度には反対であり、徐々に定員を増やしていくよう求めた207。

(Saturday	 Nation 紙、2010 年 9 月 11 日)	 

	 

l 合同合格審査委員会によると、今年度の国立大学進学希望者に も人気があ

ったのは、計算機科学と教育学、商学であった。一方 も人気が無かったの

は、天文学、天体物理学、海洋管理学、土壌土地利用学である。 も多くの

教育課程を提供したのがケニヤッタ大学で、70 課程、続いてモイ大学の 67

課程、ナイロビ大学の 49 課程である。政府は経済発展に貢献しない学部課程

への補助金を削減する方針を出しているが、 も多くの学生を受け入れたの

は、一般教養系の教育課程であった。歯学医学系は依然としてナイロビ大学

の独壇場となっており、一年あたりの卒業者数はナイロビ大学が 300 名、モ

イ大学が 50 名である。ナイロビ大学のマゴハ学長によると、歯学医学系の教

育には多くの経費が必要であり、例えば歯学部学生の場合、年間の授業料は

15 万シリングであるが、実際の経費は 100 万シリングである。現在のところ、

政府から「本課程」学生への補助金は、全学部一律の一日あたり 19 シリング

である208。(Daily	 Nation 紙、2010 年 9 月 15 日)	 

	 

l モイ大学が、女性で経済学の修士取得者を対象に、2 番目の修士を取得する
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ための奨学金申請を受け付ける。この試みは今年が初めてで、ベルギーのフ

レミッシュ大学の提供によるもの。締め切りは 9 月 30 日。また同大学では

10 月 1 日にチェプコイレル校で第 3 回国際モイ学生文化祭が催される209。

(Daily	 Nation 紙、2010 年 9 月 20 日)	 

	 

l モイ大学の紹介記事。同大学は2番目の国立大学として1984年に設立された。

同大学が 初に受け入れた学生は、ナイロビ大学森林学部からの引き継いだ

83 名。東アフリカで初めて航空宇宙学部が設立された国立大学でもある。現

在の学生は 2 万 2 千人余り。附属高等教育学校を、カビアンガ、ナロク、チ

ェプコイレルの三ヶ所に持つ210。(Daily	 Nation 紙、2010 年 9 月 20 日)	 

	 

l モイ大学教育学部の雑誌「The	 Educator」が論文を募集中。4 千語以上 6 千

語以内。締め切りは 10 月 11 日211。(Daily	 Nation 紙、2010 年 9 月 27 日)	 

	 

l モイ大学地理学科とドイツのバイロイト大学アフリカ研究科が共同で 11 月

18 日から 20 日までシンポジウムを開催する。テーマは「東アフリカにおけ

る気候変動への適応」。発表希望者は11月 10日までに論文を提出すること212。
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(Daily	 Nation 紙、2010 年 11 月 1 日)	 

	 

l 高等教育委員会の報告によると、ケニアでは教授が不足しており、一度も教

授に会わないまま卒業する学生も存在する。ケニアには総勢 352 名の教授が

居る。 も教授数が多いのはナイロビ大学で 110 名、続いてモイ大学 35 名、

ケニヤッタ大学 30 名等であるが、教授数が特に不足しているのは私立大学で

ある。中でも東アフリカ長老教会大学、キリリ女子大学等は一人も教授が居

らず、近年の大学数の急激な増加が、大学教員危機に拍車を掛けている。同

委員会のスタンダ委員長は、大学は各学科に 低 2、3人の教授を持つべきで

あると語った。一方、大学教員連合のクバス議長は、大学教授の給与が 15 万

シリングであり、同等の地位にある他の職種に比べて不利な状態にある現状

を変えなければならないと述べた213。(Sunday	 Nation 紙、2010 年 11 月 7 日)	 

	 

l マシンデムリロ科学技術大学の特集記事。同大学の前身は 1972 年開校の西部

教養応用科学高等教育学校。2002 年にモイ大学付属西部科学技術高等教育学

校となり、2007 年国会立法により大学として承認された。ケニアの国立大学

7 学のうち、 も新しい大学である。マシンデムリロとは、多党制民主主義

の導入に尽力した元国会議員の名前である。大学はカカメガにあり、理工学
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部、教育社会学部、保健学部を持つ214。(Daily	 Nation 紙、2010 年 11 月 22

日)	 

	 

l カママ高等教育副大臣が、大学教職員の給与について、政府は大学教職員の

苦境を理解し、教職員との議論も続けている。教職員によるストライキは過

去のものとなるだろうと発言した。数百にのぼる「インチキ大学」の閉鎖に

も言及。ケリチョ県のモイ大学附属カビアンガ高等教育学校にて。同校は 2009

年の設立215。(Daily	 Nation 紙、2010 年 11 月 29 日)	 

	 

l 大学教員連合モイ大学支部のエベデ支部長によると、モイ大学では昨年 8 月

から未払いとなっている教員への手当てが総額 5 千万シリングに上っており、

この問題が解決されるまで、教員が夕方の講義を拒否する。 も影響を受け

るのは、同大学で研修を受けている小学校教員216。(Daily	 Nation 紙、2010

年 12 月 13 日)	 

	 

l モイ大学とエジプトのアレクサンドリア大学が協定を締結した。特に保健医

療科学と人文科学での研究協力が期待されている217。(Daily	 Nation 紙、2011
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年 1月 17 日)	 

	 

l モイ大学附属チェプコイレル高等教育学校の教員 300 名が先週水曜から 9 千

百万シリングの給料未払いをめぐってストライキを行っている。大学教員連

合同校支部のオゲタ博士によると、未払いがあるのはチェプコイレル校のみ。

同連合はケニア反汚職委員会にも調査を依頼している218。(Daily	 Nation 紙、

2011 年 1 月 19 日)	 

	 

l モイ大学歯科病院がオゴット同大学名誉総長の立会いのもと開院した。まだ

建設途上であるが、既に一階部分の使用は開始されている。3 億 6 千万シリ

ングの事業。同大学歯学部は 2007 年の設置で現在 77 名の学生が在籍。うち

11 名が臨床修練を開始する予定。教員数は 16 名。ケニアの歯学部は従来ナ

イロビ大学のみであり、毎年入学を許可される学生は 30 名程度。ケニアの歯

科医数は人口 6万乃至 10 万人に一人程度と大きく不足している。そのため患

者が歯科疾患で医療機関を受診する頃は手遅れになっていることが多い。同

大学歯学部はエジプトのスエズ運河大学やアレクサンドリア大学からも教授

を招き、学生教育にあたる219。(Daily	 Nation 紙、2011 年 1 月 21 日)	 
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l モイ大学のアラン‐オゴト名誉総長が、同大学付属ナロク高等教育学校の事

業開始記念式典において、大学数の増加がケニアの高等教育の質を低下させ

ていると述べた。ケニアにはわずか 360 人の教授しかおらず、この少人数で

20 以上ある大学と、更に多くの高等教育学校の教育を行っている。この原因

には低賃金があり、多くの教員が待遇の良い国外へ行かざるを得ない状況に

追い込まれていると述べた。同式典に来賓として出席したサンビリ高等教育

大臣代理は、大学教育が国の発展にもたらす 大の貢献は研究を行い、その

成果を実用化させることであると述べた。例えば、乾燥に強い作物を開発す

ることにより、食料安全保障を確保することができる。また同大臣代理は、

研究活動への資金供給は、大学施設への資金と同様に優先度が高いと述べた

220。(Daily	 Nation 紙、2011 年 2 月 11 日)	 

	 

l 2009 年に実施されたケニア統一中等教育認定試験の結果、国立大学への入学

を認められた 2 万 4 千 221 名の名簿が合同合格審査委員会から発表された。

これらの学生は、政府が学費の大部分を負担するいわゆる正規課程の学生で、

今年 5 月に入学する。 も多くの入学者を受け入れるのはナイロビ大学で 4

千 031 名、続いてモイ大学の 3 千 727 名、ケニヤッタ大学 3 千 611 名、エガ

トン大学 2 千 402 名、ジョモ・ケニヤッタ農工大学が 1 千 182 名、マセノ大

学 1 千 119 名、マシンデムリロ科学技術大学 764 名である。その他は、全国

                                            
220	 	 [Daily	 Nation	 2011.2.11]	 



 169 

に 13 存在する国立大学附属高等教育学校に入学する。合同合格審査委員会の

ムゲンダ委員長によると、女子学生や条件の厳しい地域出身の学生に対して

は優遇措置が設けられ、例えば男子学生の合格 低点は 63 点だったのに対し、

女子学生は 62 点とされた221。(Daily	 Nation 紙、2011 年 2 月 24 日)	 

	 

l モイ大学の教員 200 名以上が総額 4 千 5 百万シリングの給与支払を求めてス

トライキに入った。大学側は学費の徴収不足が原因と説明。教員側は学費徴

収は給与支払と関係ないと反論222。(Daily	 Nation 紙、2011 年 3 月 17 日)	 

	 

l モイ大学とケニヤッタ大学で学生連合の執行部が選挙で選出された。一方、

ナイロビ大学では 4 月か 5 月に選挙が予定されているが、昨年 5 月の混乱の

影響で選挙方法について同意に至っていない223。(Daily	 Nation 紙、2011 年 3

月 28 日)	 

	 

3-1-5.エガトン大学	 

	 

	 ケニア共和国高等教育の歴史上、エガトン大学は 古の大学である。同大学は、

1920 年からケニアに定住していたイギリス人モーリス・エガトン卿によって 1939

                                            
221	 	 [Daily	 Nation	 2011.2.24]	 
222	 	 [Daily	 Nation	 2011.3.17]	 
223	 	 [Daily	 Nation	 2011.3.28]	 
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年に農業学校として設立された。その後、1950 年に学位課程を提供する農業専門

学校（カレッジ）になった。1955 年には、エガトン農業カレッジ法令なるものが

施行されている。1979 年、ケニア政府とアメリカ合衆国国際開発庁は同機関の拡

張のための資金援助をしている。1986 年に、同大学はナイロビ大学の付属大学と

して公表され、翌年の 1987 年には、議会法にてエガトン大学としての設立が認め

られた。	 

	 エガトン大学には 3つのキャンパスと、Campus	 College が 1 つある。メインキ

ャンパスは Njoro	 に位置し、農学部、教養、社会科学部、教育学部、技術工学部、

環境資源開発学部、理学部、そして、（獣）医学部を包括する。また、Njoro キャ

ンパスには、学部生、大学院生の寮、フィールドアタッチメント等も包括してい

る。その他のキャンパスには、遠隔教育アフリカセンターの存在するナイロビキ

ャンパスがあり、教養学部、社会科学部、商学部、教育学部のプログラムを提供

している。Njoro	 キャンパスから 5 キロ離れたところに、三つめのキャンパスで

ある、ケニヤッタ大学があり、そこに、現在 Njoro	 キャンパスで提供されている

オープン遠隔学習プログラムを移行する予定である。	 

	 大学唯一の Campus	 College であるナクル Campus	 College は、商学部、保健科

学部を提供している。同大学は、9 学部、51 学科の広い範囲で、学位、学士、修

士号のプログラムを提供しており、すべてのプログラムは政府支援、自己負担に

かかわらず提供されている。	 

	 エガトン大学は、ケニア共和国高等教育就学者数の向上に絶大な貢献をしてき
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た。	 チュカ大学、キシイ大学、および、ライキピア大学は、それぞれ、2013 年 1

月 8 日、2013 年 2 月 6 日、2013 年 2 月 19 日に大学として認可を得たが、これら

の大学は、もとはエガトン大学の付属学校であった。さらに、同大学は、女性ジ

ェンダー開発研究機関における計画と開発、学生福利厚生サーヴィス、制度改革

推進、国際連携プログラム等への貢献、大学産業リエゾン・オフィス、アフリカ

ン・ヴァーチャル・ユニバーシティ（AVU）・センター、エッセンシャル電子農業

ライブラリー（TEEAL）の設立、そして、人間社会教育エガトン・ジャーナル、科

学技術エガトン・ジャーナル刊行など、様々な業績を残している。さらには、新

しい学問分野の導入も実践してきており、毎年およそ 3,000 人の卒業生を輩出し

ている。	 

	 エガトン大学では次にあげるリサーチが行われてきた。	 

① Vegetable	 Oil	 Protein	 System	 (VOPS)	 

② Agricultural	 Management	 Project	 (AMP)	 

③ Policy	 Analysis	 Matrix	 (PAM)	 

④ Participatory	 Rural	 Appraisal	 (PRA)	 

⑤ Lake	 Nakuru	 Research	 Project	 

⑥ the	 Horticultural	 Technology	 Experimental	 Project	 

⑦ Finger	 ponds	 Project	 

⑧ Wetland	 Project	 

⑨ River	 Njoro	 Watershed	 
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⑩ Soil	 Fertility	 Replenishment	 

⑪ Tropical	 Legumes	 Project	 

⑫ Managing	 the	 Process	 of	 Growing	 Up,	 and	 Epidemiology,	 Blood	 Safety	 and	 

Research	 Project	 (EBR)	 

⑬ Evaluation	 and	 promotion	 Pigeon	 pea	 Genotypes	 

⑭ Genetic	 improvement	 of	 East	 African	 Zebu	 cattle	 for	 milk	 production	 in	 

ASAL	 

⑮ Cassava	 post-harvest	 value	 addition,	 identifying	 socio	 economic	 

constraints	 to	 and	 incentives	 for	 faster	 technology	 adoption.	 	 

	 

	 以上の多様なプログラムは、ヴィクトリア湖研究プログラム（VICRES）や Edu	 

link からの資金援助を受けている。同大学は、穀物管理研究トレーニング（CMRT）

センター、また、Tegemeo 農業政策開発機関をも創設し、さらには、現在では、

ユネスコ生命倫理議会も開催している。こうして、エガトン大学は、研究、教育、

産業の分野での国内外にわたるパートナーシップを確立してきた。	 

	 他にも次のような結果を残している。	 

	 

① Establishment	 of	 HIV	 and	 AIDS	 Unit;	 	 

② Rehabilitation	 and	 development	 of	 Lord	 Egerton	 Castle;	 	 

③ Development	 of	 University	 Botanic	 Garden;	 	 



 173 

④ Establishment	 of	 Local	 Council	 of	 International	 Reading	 Association	 

(IRA);	 

⑤ Setting	 up	 of	 Egerton	 University	 Community	 Resource	 Centre;	 	 

⑥ Hosting	 the	 Secretariat	 of	 the	 African	 Council	 for	 Distance	 Education;	 	 

⑦ Development	 and	 introduction	 of	 a	 joint	 programme	 in	 Governance,	 Ethics,	 

Anti-Corruption,	 and	 Economic	 Crimes	 with	 what	 was	 the	 Kenya	 

Anti-Corruption	 Commission	 (now	 the	 Kenya	 Ethics	 and	 Anti-Corruption	 

Commission	 

	 

	 エガトン大学には、現在、19,000 名の学生と、	 514 名の研究者、1441 名の事

務員が在籍している。エガトン大学の理念は、誠実性、サーヴィスの継続的改善、

社会参加、	 男女平等、	 無駄のない資源利用である224。	 

	 

3-1-5-1.エガトン大学近年の動向	 

	 

l エガトン大学チュカ校が乾燥地農業の研究センターを設立するため、500 エ

ーカーの土地を購入した。同短大では既に、水の必要量が従来種より少ない

日本種米栽培の研究を行っている225。(Daily	 Nation 紙、2009 年 7 月 22 日)	 

                                            
224	 http://www.egerton.ac.ke/index.php/Chancellor/our-profile.html	 

225	 	 [Daily	 Nation	 2009.7.22]	 
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l 今年の国立大学入学者人数。総計は 20,073 人。長らくナイロビ大学の入学者

数が も多かったが、今年はケニヤッタ大学が も多く、4,034 人。続いて

ナイロビ大学の 3,726 人。モイ大学 3,404 人、エガトン大学 2,274 人、ジョ

モケニヤッタ農業技術大学 1,070 人、マセノ大学 983 人、マシンデムリロ大

学 618 人であった。昨年はナイロビ大学 3,905 人、モイ大学 3,270 人、ケニ

ヤッタ大学 3,128 人の順226。(Daily	 Nation 紙、2009 年 9 月 18 日)	 

	 

l エコセイブ‐テクノロジ有限会社設立者で、エガトン大学環境科学専攻修士

課程学生でもあるワンジュキ氏が、自動車の燃料消費を減らす新たな技術を

開発した。これはガソリン車にもディーゼル車にも適応できる。この技術で

は、自動車の交流発電機から発生する電力を利用して、水を水素と酸素に分

解する。水の分解にはナノテクノロジーが用いられている。ここで発生した

水素をエンジンに送り込み燃焼効率を上げる。この技術により燃料消費を 60

パーセント減らすことができる227。(Daily	 Nation 紙、2010 年 2 月 23 日)	 

	 

l 合同合格審査委員会による国公立大学の新入生選抜が終了した。今年は全体

で 2 万 73 人の新入生のうち、39 パーセントの 7 千 820 人を女性が占め、男

                                            
226	 	 [Daily	 Nation	 2009.9.18]	 
227	 	 [Daily	 Nation	 2010.2.23]	 
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女の人数差が縮まった。大学別では、ケニヤッタ大学が 4千 34 人、ナイロビ

大学が 3 千 726 人、モイ大学が 3 千 404 人、エガトン大学が 2 千 274 人、ジ

ョモケニヤッタ大学が 1,070 人、マセノ大学が 983 人、マシンデムリロ大学

が 618 人の新入生を受け入れる228。(Saturday	 Nation 紙、2010 年 2 月 27 日)	 

	 

l 国公立大学が内閣に対して、学費の約 100 パーセント値上げを申請し、速や

かな承認を求めている。これは「通常」学生の学費を現行の年間 1 万 6 千シ

リングから 低 3 万シリングに値上げするという提案。エガトン大学のトゥ

イトエク名誉総長によると、「通常」学生の学費は安すぎ、「並行」学生の学

費は極端に高い。通常学生には一人当り年間 12 万シリングの政府補助金が入

る。学生は学費のほかに、寮費や食費などに年間 5 万シリングの出費が必要

である。政府が協力して 近発行された「大学教育財政」でも、第一群「通

常」課程と第二群「並行」課程の統合が求められている。もし学費値上が認

可された場合、もっとも影響を受けるのは「通常」学生である229。(Daily	 Nation

紙、2010 年 3 月 8 日)	 

	 

l ケニア科学技術評議会により、1週間にわたる学会が開かれている。本学会は、

政府が 3 年前に、現在ケニアが抱える課題に対して自前の対処法を開発する

                                            
228	 	 [Saturday	 Nation	 2010.2.27]	 
229	 	 [Daily	 Nation	 2010.3.8]	 
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ため、国内の研究者に資金を提供し始めたことを受けて開催されている。研

究発表の例として、都市部など汚染地域のマラリア媒介蚊にかんするエガト

ン大学の研究、白檀の栽培法にかんするケニア森林研究所の研究が、記事に

含まれている230。(Daily	 Nation 紙、2010 年 5 月 5 日)	 

	 

l エガトン大学のムメラ学長代行によると、同大学は全職員の身分証明書、給

与明細、職員証明書等を提示させ、人数調査を行う。幽霊職員の有無を確認

するため。同大学の給与記録によると、現在 1,005 人の非教員職員と、500

人の講師が在籍している231。(Daily	 Nation 紙、2010 年 9 月 30 日)	 

	 

l 4 面に渡るエガトン大学の全面広告。国際標準化機構 9001:2008 及び

22000:2005 認定記念232。(Daily	 Nation 紙、2010 年 10 月 14 日)	 

	 

l 4 面に渡るエガトン大学の全面広告。国際標準化機構 9001:2008 及び

22000:2005 認定記念233。(Daily	 Nation 紙、2010 年 10 月 14 日)	 

	 

l エガトン大学の特集記事。同大学は英国人のタットン卿モーリス‐エガトン

                                            
230	 	 [Daily	 Nation	 2010.5.5]	 
231	 	 [Daily	 Nation	 2010.9.30]	 
232	 	 [Daily	 Nation	 2010.10.14]	 
233	 	 [Daily	 Nation	 2010.10.14]	 
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によって 1939 年に農業学校として設立された、ケニア 古の高等教育機関で

ある。当初はヨーロッパ系白人に農業教育を行うのが目的であり、1955 年に

はエガトン農業高等専門学校と改称された。アフリカ人学生を受け入れたの

は 1966 年のことであり、1986 年にはケニア政府と米国国際開発庁の援助で

ナイロビ大学附属高等教育学校となり、翌	 年議会による法制定と共に正式な

大学として独立した。ナクル近郊ンジョロの本校舎の他、ライキピア、キシ

イ、ナクル市内等に校舎を持つ。現在、健康科学部、農学部、教養社会科学

部、理学部、教育学部、工学部の 6 学部を持つ。修士、博士課程もある。特

に農学部は開設以来本学の中軸を担っており、農業経済、農業経営、畜産学、

農産加工学、土壌等様々な教育課程を提供している234。(Daily	 Nation 紙、2010

年 10 月 18 日)	 

	 

l チュカ高等教育学校の全面広告。同校の前身、チュカ高等技術専門学校は 1956

年に設立され、2007 年にエガトン大学から学位授与を受ける高等教育学校と

なった。現在の教育課程は、農業、教育、商業、教養、コンピュータ科学、

基礎応用科学、環境学等が存在し、近く法学士取得課程も開設される予定で

ある235。(Daily	 Nation 紙、2010 年 10 月 28 日)	 

	 

                                            
234	 	 [Daily	 Nation	 2010.10.18]	 
235	 	 [Daily	 Nation	 2010.10.28]	 
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l 高等教育委員会がケニアの大学教育の質にかんする調査結果を公表した。そ

れによると、特に私立大学や国立大学付属高等教育学校で、非常勤講師が多

い、博士の学位取得者が少ないという問題がある。例えば、カバラク、キリ

リ、長老教会、ケニア山、イノオレロの各大学は常勤講師を持たない。教員

のうち、博士の学位取得者の割合は、国立ではナイロビ大学で 46 パーセント、

モイ大学とエガトン大学 39 パーセント、ジョモケニヤッタ農工大学 38 パー

セント、私立ではデイスタ大学 10 パーセント、米国国際大学 43 パーセント、

ストラスモア大学 29 パーセント、KCA 大学 13 パーセント、アガカン大学 91

パーセント等である236。(Sunday	 Nation 紙、2010 年 11 月 14 日)	 

	 

l 多くの警察官が犯罪学の学士課程や治安学の研究課程の学生としてエガトン

大学で学んでいるが、警察官の勤務地は遠隔地が多いため、講義に出席する

のが難しい。そのため、エガトン大学は 1 千万シリングを掛けて遠隔会議の

設備を整え、遠隔地の学生も講義に参加できるよう便宜を図る予定237。(Daily	 

Nation 紙、2010 年 11 月 15 日)	 

	 

l エガトン大学のジェイムズ‐トゥイトエク学長の契約が 5 年間更新された。

同学長は 2005 年の就任。大学の環境改善、執行部と学生の良好な関係の構築

                                            
236	 	 [Saturday	 Nation	 2010.11.14]	 
237	 	 [Daily	 Nation	 2010.11.15]	 
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が評価されてのこと。同大学は 近、ナクル市街地に医学部を	 開設。今年度

末までにナイロビ校舎を開校する予定238。(Daily	 Nation 紙、2011 年 1 月 17

日)	 

	 

l エガトン大学ナクル市街校舎が独立した高等教育学校に昇格し、ナクル高等

教育学校となった。校長のナコネ教授によると校舎の改良に 7 億 8 千万シリ

ングを要した239。(Daily	 Nation 紙、2011 年 1 月 20 日)	 

	 

l エガトン大学第 10 回創設者記念日を祝う同大学の全面広告。1 月 30 日は同

大学創設者であるモーリス-エガトン卿の命日である。2002 年に政府がエガ

トン卿の城をエガトン大学に譲渡したのを機に、同大学が 1月 30 日を創設者

記念日として設定した240。(Saturday	 Nation 紙、2011 年 1 月 29 日)	 

	 

3-1-6.マセノ大学	 

	 

	 1991 年に設立されたマセノ大学は、世界唯一の赤道直下に位置する大学である。

同大学は、首都ナイロビから西へ 400	 km、キスム・シティから 25	 km、キスム-

ブシアロード沿いのマセノ・タウンに拠点を置き、ヴィヒンガ・カウンティとキ

                                            
238	 	 [Daily	 Nation	 2011.1.17]	 
239	 	 [Daily	 Nation	 2011.1.20]	 
240	 	 [Saturday	 Nation	 2011.1.29]	 
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スム・カウンティに接している。	 

	 マセノ大学は現在、4つのキャンパス、カレッジと	 付属カレッジを 1つずつ	 所

有している。マセノメインキャンパスはマセノ・タウンに構えられ、大学の中枢

として機能を担う。	 

	 ホマ・ベイタウンにあるホマ・ベイキャンパスは、広がりつつある地方教育へ

の需要にこたえている。	 

	 The	 eCampus は、high	 quality	 certificate プログラムやディプロマプログラ

ム、学士課程のオンラインプログラムを、国内あらゆる地域の学生にたいしての

みならず、	 東アフリカ各国、さらには世界中へ、教育の提供を可能にしたという

意味で、マセノ大学 大の革新を遂げたキャンパスだ。The	 eCampus で提供され

るプログラムのすべては、おもにインターネットをとおして行われ、学生は、学

期末試験時にキャンパスに試験を受けに来る。	 

	 キスムシティキャンパスカレッジ(前シティキャンパス)は、2010 年にマセノ大

学カレッジ(a	 College	 of	 Maseno	 University)となった。マセノ大学カレッジは、

キスムの商業中心地、マセノ大学の経営するキスムホテルのちょうど向かいに、

カレッジ専用のキャンパスビルを有している。	 

	 

	 ボンドユニヴァーシティカレッジ(前ボンド教員養成学校)は、2008年12月に、

マセノ大学の付属カレッジとなった。	 

	 「マセノ」の名前は、Rev.	 J.J.	 Willis によってつけられたものであり、初め
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てこの地域に入った宣教師たちが建てた教会の隣に立っていた木が、現地の言葉

で「オセノ」、もしくは、「	 オルセノ」として知られたことに由来する。	 

	 

3-1-6-1.マセノ大学近年の動向	 

	 

l 今年の国立大学入学者人数。総計は 20,073 人。長らくナイロビ大学の入学者

数が も多かったが、今年はケニヤッタ大学が も多く、4,034 人。続いて

ナイロビ大学の 3,726 人。モイ大学 3,404 人、エガトン大学 2,274 人、ジョ

モケニヤッタ農業技術大学 1,070 人、マセノ大学 983 人、マシンデムリロ大

学 618 人であった。昨年はナイロビ大学 3,905 人、モイ大学 3,270 人、ケニ

ヤッタ大学 3,128 人の順241。(Daily	 Nation 紙、2009 年 9 月 18 日)	 

	 

l マセノ大学が医学部を設置し、2011 年 9 月に初めての学生が入学する予定。

同大学は 2001 年設立の国立大学。現在の入学許可基準は、ケニア統一中等教

育認定試験の成績で、本課程が B プラス、並行課程が C マイナスである242。

(Daily	 Nation 紙、2010 年 8 月 16 日)	 

	 

l マセノ大学のオウマ講師が 2010 年ファイザー賞を受賞し、11 月に米国で授

                                            
241	 	 [Daily	 Nation	 2009.9.18]	 
242	 	 [Daily	 Nation	 2010.8.16]	 
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与される。受賞論文は、ケニア西部における小児のマラリア。この業績で同

講師は准教授に昇進した。同大学のオニャンゴ学長によると、同大学で 1 年

以内に講師から准教授に昇進したのは、オウマ准教授が初めて243。(Daily	 

Nation 紙、2010 年 9 月 1 日)	 

	 

l マセノ大学のオチエン教授より、ルト高等教育大臣の国立大学改革計画に反

対する当初。大学は専門家を養成する場所であり、労働者を育てる所ではな

いと主張244。(Daily	 Nation 紙、2010 年 10 月 12 日)	 

	 

l マセノ大学附属ボンド高等教育学校で、食料安全保障と気候変動にかんする

3 日間の研究集会が開かれた。南アフリカのケープ半島大学との共催。この

中で、マセノ大学のカラニ名誉総長が、政府の研究費予算不足が研究の障害

になっていると主張。同時に、政府以外に研究資金獲得の手段を探す必要が

あるとも述べた。同研究集会では、途上国は気候変動の影響を も受けやす

いのにも係わらず、その悪影響を乗り越えるための知識が不足している。研

究者は研究成果を草の根に還元する必要があるという意見が相次いだ245。	 

(Daily	 Nation 紙、2011 年 2 月 22 日)	 

	 

                                            
243	 	 [Daily	 Nation	 2010.9.1]	 
244	 	 [Daily	 Nation	 2010.10.12]	 
245	 	 [Daily	 Nation	 2011.2.22]	 
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l 2009 年に実施されたケニア統一中等教育認定試験の結果、国立大学への入学

を認められた 2 万 4 千 221 名の名簿が合同合格審査委員会から発表された。

これらの学生は、政府が学費の大部分を負担するいわゆる正規課程の学生で、

今年 5 月に入学する。 も多くの入学者を受け入れるのはナイロビ大学で 4

千 031 名、続いてモイ大学の 3 千 727 名、ケニヤッタ大学 3 千 611 名、エガ

トン大学 2 千 402 名、ジョモケニヤッタ農工大学が 1 千 182 名、マセノ大学

1 千 119 名、マシンデムリロ科学技術大学 764 名である。その他は、全国に

13 存在する国立大学附属高等教育学校に入学する。合同合格審査委員会のム

ゲンダ委員長によると、女子学生や条件の厳しい地域出身の学生に対しては

優遇措置が設けられ、例えば男子学生の合格 低点は 63 点だったのに対し、

女子学生は 62 点とされた246。(Daily	 Nation 紙、2011 年 2 月 24 日)	 

	 

l マセノ大学のフレデリック‐オニャンゴ学長の任期が 1 月末に満了し、同大

学は新学長の人選を進めている。広報担当のマッコニャンゴ氏によると、4

月までには新学長を迎えられる見通し247。(Daily	 Nation 紙、2011 年 2 月 24

日)	 

	 

l 廃止論議のある「並行」課程制度について、マセノ大学の研究グループが、

                                            
246	 	 [Daily	 Nation	 2011.2.24]	 
247	 	 [Daily	 Nation	 2011.2.24]	 



 184 

大学院教育において「並行」課程	 は重要な役割を果たしており、むしろ強化

されるべき制度であるという研究結果を発表した248。	 (Sunday	 Nation 紙、

2011 年 2 月 27 日)	 

	 

l マセノ大学の新しい学長が、ドミニク‐マカウィティ教授に決定した。同大

学が正式に総合大学として認可された2000年以降第二代の学長249。(Saturday	 

Nation 紙、2011 年 3 月 5 日)	 

	 

l マセノ大学が医学部を設立し、大学の年度が始まる今年 9 月に第一期生を迎

え入れる。広報のマッコニャンゴ氏によると、約 40 名の入学を見込んでおり、

実習は新ニャンザ州立病院で行う250。(Daily	 Nation 紙、2011 年 3 月 10 日)	 

	 

3-2.私立大学 

	 

3-2-1.はじめに	 

	 

ケニアの私立大学は、インテリム・オーソリティのレターにより認可を受けた

大学、登録証により運営する大学、高等教育委員会より正式に認可された大学に

                                            
248	 	 [Sunday	 Nation	 2011.2.27]	 
249	 	 [Saturday	 Nation	 2011.3.5]	 
250	 	 [Daily	 Nation	 2011.3.10]	 
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分類される。	 

ケニアにおける私立高等教育の歴史は国の独立以前から始まるが、ここでは独

立後の私立高等学校の沿革を見てみよう。ケニアでの私立大学設立は、1969 年設

立のアメリカ国際大学(United	 States	 International	 University:USIU)に始まり、

1974 年にデイスター大学(Daystar	 University)、1978 年には東アフリカ大学

(University	 of	 East	 Africa)バラトン校へと続く。1980 年代後半から 1990 年代

前半にかけて行われた政府の政策転換、また、高等教育を規制するための法的、

組織的な枠組みを整備することを目的として 1995 年に制定された高等教育法

(higher	 education	 (CHE)	 Act)によって、私立大学の認定数が大幅に増加した。

ケニアには現在、高等教育法のほかに、私立大学の設立、運営を規定する重要な

法として、大学法 210B 項（ケニア共和国、1985）および、法的通知第 56 番（ケ

ニア共和国、1989）の二つがある。	 

高等教育委員会は、これまで 6 つの私立大学に認可を与え、登録証およびイン

テリム・オーソリティを 9つの大学へと与えてきた。	 

私立大学に通う学生は、ケニアの大学生全体の 20 パーセントを占めるが、女子

学生でみると、私立大学への進学率が、2002 年で全体の 54.5 パーセントと、国

立大学の 32.2 パーセントよりも高い。私立大学に通う女子学生の割合の高さは、

国立大学へ入学するための 低基準を満たす女子学生が少ないことを反映してい

ると考えられる。	 

2001 年度の私立大学の進学にかんする調査によると、9,129 人の私立大学登録
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学生のうち、認定大学への進学者は 7,639 人(83.7 パーセント)と大半を占め、非

認定大学への進学者は残りの 1,490 人(16.3 パーセント)という結果であった。	 

私立大学では、その大半が学士向けコースになるものの、修士・博士課程のコ

ースも提供する。	 

ケニアの 14 の私立大学のうち、USIU を除くすべての大学では、キリスト教教

育プログラムを提供しているが、大学認定を受けた私立大学は神学以外の教育へ

の道も開くことになり、教育学、商学、経営学、心理学、経営学、社会学、会計

学を含む様々なプログラムを開設するようになっている。しかし、こうしたプロ

グラムは、卒業に必要な履修課程にはほとんど含まれていないことが多い。	 

私立大学は、資金源の割合が、学生から徴収する授業料に依存するところと寄

付に依存するところと多様であるが、多くの大学は、授業料よりもむしろ寄付や

贈与などの助成金に頼っている。	 

USIU は授業料のみをその資金源のすべてとする唯一の大学である。1999 年から

2001年3年間のUSIUの財政状況調査によると、USIUの財政は黒字となっている。	 

	 

3-2-2.	 私立大学近年の動向	 

	 

l ストラスモア(Strathmore)大学の卒業式が開催され、商業専攻修士課程、コ

ンピュータ情報処理機構専攻修士課程の修了生に、初めての学位が授与され
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る251。(Daily	 Nation 紙、2009 年 7 月 17 日)	 

	 

l デイスタ大学は、来年 1 月にコミュニケーション博士課程を創設する252。

(Daily	 Nation 紙、2009 年 9 月 15 日)	 

	 

l 大学が市街地に校舎を持つ例が増えている。国立、私立を問わない。モイ大

学はナイロビ市街地に物件を購入した。ケニアメソジスト大学もナイロビ市

内大学通りに購入。この傾向はナイロビ、モンバサ、キスム等ケニア国内主

要都市で見られる。主な目的は市内中心部で勤務する人たちの取り込みを図

ること253。(Daily	 Nation 紙、2009 年 10 月 12 日)	 

	 

l ストラスモア大学が拡張計画を始動させた。3億 4千 5百万シリングを費やす

見込み。商学や経済学教育の需要が拡大していることに応えるため。昨日、

同大学は財政学部と応用経済学部を立ち上げた。「起業教育は本学の特徴の一

つ。本学での教育がケニアの競争力を強化する。」とオディアンボ学長は語っ

た254。(Daily	 Nation 紙、2010 年 5 月 14 日)	 

	 

                                            
251	 	 [Daily	 Nation	 2009.7.17]	 
252	 	 [Daily	 Nation	 2009.9.15]	 
253	 	 [Daily	 Nation	 2009.10.12]	 
254	 	 [Daily	 Nation	 2010.5.14]	 
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l アガカン大学病院が今年度末までに、東アフリカ地域初となる心疾患癌セン

ターを立ち上げる予定。7億ドル以上の費用が見込まれている。設立の狙いは

治療だけではなく、心疾患及び癌治療の専門家育成にもあり、東アフリカ国

民に 6 千人の雇用を創出することも期待されている。同大学病院の第 6 回卒

業式で発表され、カロンゾ副大統領も出席した255。(Daily	 Nation 紙、2010

年 1 月 21 日)	 

	 

l アガカン大学産婦人科のストーンズ教授がケニア国立博物館霊長類研究所と

共同で、新しい殺精子薬の研究を行っている。今までの殺精子薬は膣上皮を

傷害し、HIV 感染の感受性を高める虞があった。バブーンを用いた研究では精

子の不活性化が確認されており、ヒトの精子を用いた実験結果が良ければ、

臨床試験が予定されている256。(Daily	 Nation 紙、2010 年 5 月 6 日)	 

	 

l モンバサで開催された腎臓病シンポジウムにおいて、アガカン大学のアブド

ゥッラー教授が、ケニアで腎移植が不可能であるというのは誤解である、ケ

ニア国内では年間 100 件の腎移植が行われていると述べた257。(Sunday	 Nation

紙、2010 年 5 月 30 日)	 

	 

                                            
255	 	 [Daily	 Nation	 2010.1.21]	 
256	 	 [Daily	 Nation	 2010.5.6]	 
257	 	 [Sunday	 Nation	 2010.5.30]	 



 189 

l ケニアで 初のイスラム大学の建設が計画されている。ウンマ大学イスラム

法学部は、11 億シリングの費用をかけ、クウェイト政府の援助を受けて 7 月

に建設が開始される予定。本部はカジアドに置き、ティカに分校を持つ計画258。

(Daily	 Nation 紙、2010 年 6 月 16 日)	 

	 

l ケニアの大学のウェブサイトの問題点を指摘した記事。既に済んだ行事を未

だに参加者募集中と書いている例、業績欄が「工事中」である例、文法の間

違いの例、連絡先を記載していない例、デザインが悪くて内容を読みづらい

例等、枚挙に暇がない。一方、ナイロビ大学のウェブサイトは情報量が多す

ぎて、本当に欲しい情報に到達できないという問題点がある。良いウェブサ

イトの例としてストラスモア大学が挙げられている259。(Daily	 Nation紙、2010

年 9 月 13 日)	 

	 

l ストラスモア大学には服装規定があり、ジーンズや T シャツ、ミニスカート

等は禁止である。大学によると、服装規定も教育の一環であり、社会に出る

準備である。規定に反した学生は家に帰され、服装を正して出直すことを要

求される。学生の多くは大学の方針を支持している260。(Daily	 Nation 紙、2010

年 9 月 17 日)	 

                                            
258	 	 [Daily	 Nation	 2010.6.16]	 
259	 	 [Daily	 Nation	 2010.9.13]	 
260	 	 [Daily	 Nation	 2010.9.17]	 
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l 高等教育委員会がケニアの大学教育の質にかんする調査結果を公表した。そ

れによると、特に私立大学や国立大学付属高等教育学校で、非常勤講師が多

い、博士の学位取得者が少ないという問題がある。例えば、カバラク、キリ

リ、長老教会、ケニア山、イノオレロの各大学は常勤講師を持たない。教員

のうち、博士の学位取得者の割合は、国立ではナイロビ大学で46パーセント、

モイ大学とエガトン大学 39 パーセント、ジョモケニヤッタ農工大学 38 パー

セント、私立ではデイスタ大学 10 パーセント、米国国際大学 43 パーセント、

ストラスモア大学 29 パーセント、KCA 大学 13 パーセント、アガカン大学 91

パーセント等である261。(Sunday	 Nation 紙、2010 年 11 月 14 日)	 

	 

l デイスタ大学の 3 面全面広告。近くワチラ博士が第 3 代学長に就任予定。同

博士はナイロビ大学獣医学部出身。1983年リヴァプール大学修士、89年博士。

公衆衛生が専門。同大学はジンバブエのブラワヨが発症の地。本校舎はナイ

ロビから 40 キロ離れたアティリバーにある262。(Daily	 Nation 紙、2010 年 11

月 18 日)	 

	 

l 聖ポール大学が第二代となる新しい学長を迎えた。新しく就任したのはジョ

                                            
261	 	 [Sunday	 Nation	 2010.11.14]	 
262	 	 [Daily	 Nation	 2010.11.18]	 
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セフ‐ガルガロ教授。同大学の本校舎はナイロビ近郊リムルにある。前学長

はティモシー‐ワチラ博士で 6年間務め、現在はデイスタ大学学長263。(Daily	 

Nation 紙、2010 年 11 月 24 日)	 

	 

l 東アフリカカトリック大学：同大学の特集記事。同大学の発祥は、1984 年に

開設された東アフリカカトリック高等研究所である。この研究所は神学の大

学院教育を行うことを目的として設立された。その後、大学設立に向けて高

等教育委員会との交渉が行われ、1989 年に仮免許発行、1992 年 11 月 2 日に

本免許が発行され正式に大学が発足した。同大学は、神学部、教養社会科学

部、商学部、理学部、教育学部、法学部、社会正義倫理センター、生涯教育

部を持つ。付属の高等教育学校も 3 校あり264。(Daily	 Nation 紙、2010 年 12

月 6 日)	 

	 

l ストラスモア大学商学部がスペインのアスナール前首相を招いて、1 月 26 日

に講演会を行う。参加登録料は 1万 5千シリング265。(Daily	 Nation 紙、2011

年 1 月 10 日)	 

	 

l ムウィリア高等教育科学技術副大臣がアガカン大学第 7 回卒業式に出席し、

                                            
263	 	 [Daily	 Nation	 2010.11.24]	 
264	 	 [Daily	 Nation	 2010.12.6]	 
265	 	 [Daily	 Nation	 2010.1.10]	 
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大学は卒業生の就職率や新たな就労機会の提供によって評価されるべきだと

語った。これにより、大学を技術革新、起業、知識の中心へと変革させ、高

等教育の質を向上し、社会の要請に応えていくことができるというのが同副

大臣の意見266。(Daily	 Nation 紙、2011 年 2 月 2 日)	 

	 

l 東アフリカカトリック大学アムタビ教授の投書。国立大学が余りにも多くの

学生を受け入れていることによる負担を減らすため、ケニア統一中等教育認

定試験結果による学生振り分けを私立大学にも広げるという提案に対し、大

学への交付金支給対象を私立大学にも広げるべきとの内容。同教授は学振ナ

イロビセンターが今年 1 月 20 日に主催したシンポジウムで座長を務めた267。

(Daily	 Nation 紙、2011 年 2 月 3 日)	 

	 

l 聖ポール大学の特集記事。ナイロビから約 30 キロのリムルに位置する聖ポー

ル大学の源流は、1903 年に開設された神学校にさかのぼる。高等教育委員会

の認可を受けたのは 2007 年であった。同大学は 5つの校舎を持ち、学士課程

は、経営、通信、神学、ビジネス情報工学などの専攻、修士課程は開発、神

学等の専攻分野を持つ。特色ある修士課程として、キリスト教イスラム教関

係専攻分野もある268。(Daily	 Nation 紙、2011 年 2 月 7 日)	 

                                            
266	 	 [Daily	 Nation	 2011.2.2]	 
267	 	 [Daily	 Nation	 2011.2.3]	 
268	 	 [Daily	 Nation	 2011.2.7]	 
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l Webometrics による大学ランキングで、ジョモケニヤッタ農工大学がアフリカ

地域で 89 位と、初めて上位 100 位以内に入った。ケニアで同大学より上位に

位置するのは、ナイロビ大学、ストラスモア大学、ケニヤッタ大学、合衆国

国際大学である269。(Daily	 Nation 紙、2011 年 2 月 14 日)	 

	 

l African	 Nazarene	 University のロー・スクール、 Council	 of	 Legal	 

Education(CLE)の認定を受ける270。(Daily	 Nation 紙、2014 年 7 月 18 日)	 

	 

l ウンマ大学の開校式、ルト副大統領を招き公式に開催される271。(Daily	 Nation

紙、2014 年 9 月 23 日)	 

	 

アガカン大学図書館、全国の優秀図書館選考で優勝を勝ち取る。アガカン大

学図書館は 77 の他の図書館を抑えて Maktaba	 Awards 総合部門の優勝を勝ち

取った。当大学は学術図書館部門でも優勝し、ケニア国立博物館で授賞式が

開催された。大学の地方図書館書司 Mr.Peter	 Gatiti によれば、当図書館は

規模の大きな他大学を、質の高いサーヴィス、高い技術、コミュニティへの

貢献の面で大きく引き離したという。選考過程はきわめて厳格にすすめられ

                                            
269	 	 [Daily	 Nation	 2011.2.14]	 
270	 	 [Daily	 Nation	 2014.7.18]	 
271	 	 [Daily	 Nation	 2014.9.23]	 
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た。そこでは、提供されるサーヴィス内容の細かな監査だけでなく、職員や

偶然居合わせた利用者へのインタヴューも行われた。Maktaba	 Award は the	 

Kenya	 Library	 Association や Goethe	 Institute、その他の機関によって開

催されるものである。他の分野では、Dr.	 Robert	 Ouko	 Community	 Memorial	 

Library が地域図書館部門で、Kenya	 National	 Library	 Buru	 Buru	 Branch が

国立図書館部門で、もっとも多くの票を獲得した。そして、Nairobi	 Primary	 

が国立学校部門で、Aga	 Khan	 Academy,	 Mombasa が私立学校部門で優勝した。

他方で、Prof.	 Calestous	 Juma がアフリカの社会経済発展を先導したとして

the	 Lifetime	 Africa	 Achevement	 Prize	 を受賞した。Prof.Juma は African	 

Academy	 of	 Science の同窓生であり、今年受賞した 16 名のうちのひとりであ

る。この賞の提供者 the	 Millennium	 Excellence	 Foundation	 は、今年の受賞

者について、数十年間みることのなかった立派な功績であると述べた272。

(Daily	 Nation 紙、2014 年 10 月 10 日)	 

	 

アガカン大学、メディアスクールを開校。専門教育に特化した課程充実への

取り組み。アガカン大学は、今年メディア・コミュニケーション大学院を開

校する予定であり、これは東アフリカにおける本分野の大きな発展のひとつ

となる。他の大学院は構想段階だが、それらは具体的に、健全な市民組織発

展を目指して計画されている。当大学院は、リーダーシップとマネジメント、

                                            
272	 	 [Daily	 Nation	 2014.10.10]	 
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サーヴィスと観光、建築と居住、政府、市民社会と公共政策、経済成長と発

展、法律と教育のコースで構成される。ここでは、今後 15 年間の教育の発展

を目的として東アフリカの大学に対して投資される 900 億シリングの一部が

つかわれる。全体の 315 億シリング以上がケニアに投資され、これは、複数

の高等教育機関に配分される予定だ。また、大学のメインキャンパスを

Arusha に建設中で、2019 年に開設予定、ほかのキャンパスを Dar	 es	 Salaam

にも開校する計画である。アガカン氏（Shia	 Ismaili	 Muslims	 (spiritual	 

healer))は、ナイロビにできる新しいメディア・コミュニケーション大学院

では、ジャーナリズム、メディア・マネジメントの修士課程だけでなく専門

家養成コースも提供し、環境、ビジネス、金融、NGO 活動、分野における専

門的な報告書作成の技術もコースに含まれる、と話す。メディアスクールは

他の専門学校と共に新しい校舎に入る予定だ、ひとつはリーダーシップとマ

ネジメント、もうひとつはサーヴィスと観光コースである。アガカン氏は昨

日の第 15 回卒業式で、今後 15 年間にケニアのこれらのプログラムへの投資

は 3.5 億ドル以上に上ると述べた。今年度の卒業式では、27 人が看護師・助

産師免許取得、39 人が薬学学士取得、21 人が薬学修士を取得した。これらの

大学院に加え、大学は行政、市民社会と公共政策、経済成長と発展、法律、

教育の大学院開校を計画中であると総長は語る。こうしたプログラムは市民

社会を強化し、人間の生活の質向上に貢献するという。健全な市民社会は実

力主義であり、倫理と名誉、卓越性が評価される。 も重要な課題は、アフ
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リカにおいてどのように、早急に健全な市民社会を構築し、それを強化して

いくか、である。このたびのタンザニアでの開校認可は、質の高い教育とリ

ーダーシップ能力を提供するのみならず、健全な市民社会の構築繁栄に向け

た第一歩である。ヘルス・ケアの（とくにがん、心臓疾患、糖尿病といった

非感染性疾患の）国際基準を達成するために、ケニアで事業を拡大すること

は 重要優先課題だ。学長の Firoz	 Rasul 氏は、大学は東アフリカのすべて

の国にキャンパスをつくっていると述べカンパラでは、専門家の要請のみな

らず、国際的なヘルス・サーヴィスを提供する大学付属病院を設立すると語

った273。(Daily	 Nation 紙、2015 年 3 月 3 日)	 

	 

3-2-3.	 合衆国大学近年の動向	 

	 

l 合衆国国際大学(アフリカ)の紹介記事。同大学はケニア 古の私立大学の一

つ。40 年の歴史を持つ。同大学の特徴はケニアの高等教育委員会と米国の高

等教育機関承認機構の双方の承認を得ていること。国際関係論教育を中心に

すえているが、経営学、心理学、報道学、情報システム工学等の教育課程も

ある。現在 4 千 7 百人の学生が在籍。国際関係論等の修士課程も持つ。同大

学の経営学部は、チャンダリア財団からの 8 千万シリングの寄付を受けて、

昨年チャンダリア経営学部と名前を変えた。同大学の創立は 1969 年 12 月。

                                            
273	 	 [Daily	 Nation	 2015.3.3]	 
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米国サンディエゴの合衆国国際大学アフリカ分校として始まった。1972 年 5

人の学生を受け入れ、1979 年に初めての卒業式を執り行った274。(Daily	 

Nation 紙、2011 年 1 月 31 日)	 

	 

l 私立大学陳情団長の合衆国国際大学ブラウン学長によると、大学入学待機者

の待機期間短縮を目的として、政府が学費を負担する政府認定学生を私立大

学で受け入れるという計画が頓挫した。私立大学陳情団は、政府認定学生の

私立大学受入のため、証票性を提案していた。この案では、合同合格審査委

員会から学生に証票が交付され、学生は同委員会から示された選択肢の中か

ら大学を選択し、証票を大学に提出。この証票は大学から高等教育委員会に

提出され、証票数に応じて各大学は政府から交付金を受け取る275。(Daily	 

Nation 紙、2011 年 2 月 15 日)	 

	 

l 私立大学陳情団長の合衆国国際大学ブラウン学長によると、大学入学待機者

の待機期間短縮を目的として、政府が学費を負担する政府認定学生を私立大

学で受け入れるという計画が頓挫した。私立大学陳情団は、政府認定学生の

私立大学受入のため、証票性を提案していた。この案では、合同合格審査委

員会から学生に証票が交付され、学生は同委員会から示された選択肢の中か
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ら大学を選択し、証票を大学に提出。この証票は大学から高等教育委員会に

提出され、証票数に応じて各大学は政府から交付金を受け取る276。(Daily	 

Nation 紙、2011 年 2 月 15 日)	 

	 

3-2-4.	 ケニア山大学近年の動向	 

	 

l モンバサ市で開催された東アフリカ教職員組合校長会議においてケニア山大

学学長が、現在の教育システムは試験で高得点を取る事に重点が置かれてお

り、実際の世の中との結びつきが弱いと発言。研究費への歳出を増やせば教

育システムも理論重視から実践重視へと変わっていき、新たな発見や発明に

つながるだろうとの考えを示す。現在のシステムでは成績が悪くて大学に入

れない生徒の可能性を伸ばす効果もある277。(Daily	 Nation 紙、2009 年 10 月

1 日)	 

	 

l ケニア山大学の特集記事。同大学は 1996 年にティカ技術高等専門学校として

開校し、2006 年に正式な大学に昇格した。開校時は商業系分野の学科を設置

し、経営やコンピュータ技術を教育していたが、 近は医療健康科学分野に

力を入れている。本校舎はティカにあり、その他ナイロビ、モンバサ、ナク

                                            
276	 	 [Daily	 Nation	 2011.2.15]	 
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ル、メル、エルドレットに校舎を持つ。現在までに 2回の卒業式が行われ、3

千人の卒業生を送り出した。今では大学院も持ち、将来は高次医療機関とし

ての大学病院設立も目指している278。(Daily	 Nation 紙、2010 年 10 月 11 日)	 

	 

l 高等教育委員会がケニアの大学教育の質にかんする調査結果を公表した。そ

れによると、特に私立大学や国立大学付属高等教育学校で、非常勤講師が多

い、博士の学位取得者が少ないという問題がある。例えば、カバラク、キリ

リ、長老教会、ケニア山、イノオレロの各大学は常勤講師を持たない。教員

のうち、博士の学位取得者の割合は、国立ではナイロビ大学で 46 パーセント、

モイ大学とエガトン大学 39 パーセント、ジョモ・ケニヤッタ農工大学 38 パ

ーセント、私立ではデイスタ大学 10 パーセント、米国国際大学 43 パーセン

ト、ストラスモア大学 29 パーセント、KCA 大学 13 パーセント、アガカン大

学 91 パーセント等である279。(Sunday	 Nation 紙、2010 年 11 月 14 日)	 

	 

l ティカに本部を置くケニア山大学に対し、今日キバキ大統領より正式に設立

許可状が授与される。同大学は 1 年余りの間、高等教育委員会発行の仮許可

状をもって運営されてきた。今日は設立許可状の授与と共に、ヴィクトリア

‐ウルシン教授に対する初代名誉総長任命も行われる予定。記事と共に、設
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立許可状発行を記念する 6 ページ半に及ぶ広告も掲載280。(Daily	 Nation 紙、

2011 年 1 月 26 日)	 

	 

l ケニア山大学の設立許可状授与式の写真記事。同大学は正式に設立許可を得

た 12 番目の私立大学。大統領は法的手続きを経ていない不法大学は閉鎖され

ると述べた281。(Daily	 Nation 紙、2011 年 1 月 27 日)	 

	 

l 南部スーダン教育省のマウィエン施設調達部長がティカのケニア山大学を訪

問し、同大学のギチャル評議委員長と会談した。マウィエン氏によると、南

部スーダンにおいて教授等専門職の人材難は深刻であり、東アフリカで も

発展しているケニアの協力を要請した。ギチャル氏によると、ケニア山大学

に在籍する南部スーダン出身学生は 11 名であり、同大学は近く南部スーダン

の首都ジュバに校舎を開設する予定282。(Daily	 Nation 紙、2011 年 3 月 21 日)	 

	 

l ケニア山大学、監督当局より栄養学者・食養学者養成機関の認可を受ける283。

(Daily	 Nation 紙、2014 年 11 月 20 日)	 	 
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3-2-5.	 マシンデムリロ大学近年の動向	 

	 

l 今年の国立大学入学者人数。総計は 20,073 人。長らくナイロビ大学の入学者

数が も多かったが、今年はケニヤッタ大学が も多く、4,034 人。続いて

ナイロビ大学の 3,726 人。モイ大学 3,404 人、エガトン大学 2,274 人、ジョ

モ・ケニヤッタ農業技術大学 1,070 人、マセノ大学 983 人、マシンデムリロ

大学 618 人であった。昨年はナイロビ大学 3,905 人、モイ大学 3,270 人、ケ

ニヤッタ大学 3,128 人の順284。(Daily	 Nation 紙、2009 年 9 月 18 日)	 

	 

l カカメガで「低収量の影響を緩和し食料安全保障を向上させるための植物品

種改良」を主題とした研究集会が開かれた。この中でマシンデムリロ科学技

術大学の研究者、パラパラ氏が、収量を向上させるためには、作物の多様性

に注目し、地域に応じた品種改良が求められていると述べた。また、品種改

良を支える研究を行うための実験設備を整える資金が不足していると訴えた

285。(Daily	 Nation 紙、2010 年 7 月 13 日)	 

	 

l マシンデムリロ大学が、カカメガ森林にかんする国際会議を、来年 7 月 4 日

から 8日まで開催する。同大学は演題を募集しており、締め切りは今年 10 月

                                            
284	 	 [Daily	 Nation	 2009.9.18]	 
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30 日。対象となる分野は多岐に渡り、森林再生、持続可能性、森林動態、地

域社会の役割、エコツーリズム、森林の生物多様性、等々である。参加費は

東アフリカ人が 3750 シリング、その他の参加者が 9千シリングで、学割もあ

る。カカメガ森林見学の機会も提供され、6千シリングで参加できる286。(Daily	 

Nation 紙、2010 年 9 月 6 日)	 

	 

l マシンデムリロ科学技術大学のクバス教授が同大学生物学部長に任命された

ことを受けて、同大学のワンギラ学長がクバス教授に書簡を送り、管理職に

就いたことを理由に大学教員連合の活動から退くよう促し、承諾の署名を求

めた。これに対しクバス教授は、現在大学教員連合議長の重責にあり、教員

連合の活動をやめることはできないと、学部長就任を辞退した287。(Daily	 

Nation 紙、2010 年 9 月 8 日)	 

	 

l マシンデムリロ科学技術大学広報出版責任者、カバジ教授の投稿。ルト高等

教育大臣の方針は、社会科学が純粋科学よりも低位に位置しているという考

え方に基づいており、人的資源の分野別相補性を無視している。科学技術に

優れた大学は人文社会科学でも優れているものである。心配すべきは教育の

質、研究の成果である288。(Daily	 Nation 紙、2010 年 9 月 27 日)	 

                                            
286	 	 [Daily	 Nation	 2010.9.6]	 
287	 	 [Daily	 Nation	 2010.9.8]	 
288	 	 [Daily	 Nation	 2010.9.27]	 



 203 

	 

l 大学教員連合のクバス教授がマシンデムリロ大学を解雇された。同教授は大

学教員連合の全国議長を務めており、管理職に就任できないことを理由にマ

シンデムリロ大学生物学部長の任命を辞退した。同教授は、解雇には正当性

がないと抗議している289。(Daily	 Nation 紙、2010 年 9 月 30 日)	 

	 

l 大学教員連合のクバス議長がマシンデムリロ科学技術大学の管理職就任を拒

否し、同大学を解雇された問題で、クバス教授の同大学への職務復帰が認め

られなければ、同連合がストライキを決行すると警告した290。(Daily	 Nation

紙、2010 年 10 月 22 日)	 

	 

l マシンデムリロ科学技術大学第四回卒業式 3 面全面広告291。(Daily	 Nation

紙、2010 年 10 月 28 日)	 

	 

l キバキ大統領が昨日のマシンデムリロ大学卒業式に出席し、政府は高等教育

施設建設債を起債して、国立大学の収容可能人員を増やす努力を行っている

と述べた。大統領によると、この起債によって得られた資金は大学施設建設
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に使われ、若者が高等教育を受ける機会を拡大することに貢献する292。

(Saturday	 Nation 紙、2010 年 10 月 30 日)	 

	 

l マシンデムリロ科学技術大学の特集記事。同大学の前身は 1972 年開校の西部

教養応用科学高等教育学校。2002 年にモイ大学付属西部科学技術高等教育学

校となり、2007 年国会立法により大学として承認された。ケニアの国立大学

7 学のうち、 も新しい大学である。マシンデムリロとは、多党制民主主義

の導入に尽力した元国会議員の名前である。大学はカカメガにあり、理工学

部、教育社会学部、保健学部を持つ293。(Daily	 Nation 紙、2010 年 11 月 22

日)	 

	 

l マシンデムリロ科学技術大学が初めてフルブライト研究者を受け入れる。こ

の研究者は HACC 中央ペンシルベニア地域大学のウェンガー教授。専門は心理

学294。(Daily	 Nation 紙、2010 年 12 月 20 日)	 

	 

l マシンデムリロ科学技術大学が「マシンデムリロ科学技術大学における東ア

フリカ圏計算化学基盤整備」と名付けた研究計画で、ヒューレットパッカー

ド社「触媒」事業から同社のモバイルワークステーション 22 台を授与された
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295。(Daily	 Nation 紙、2011 年 2 月 7 日)	 

	 

l マシンデムリロ科学技術大学で犯罪学を専攻する 3 年次の学生が、教育課程

の変更を求め、バラサ‐ワンギラ学長に書簡を提出した。これらの学生によ

ると、犯罪捜査局の実習申請が却下され、実地訓練を行う機会が不足してい

る。書簡の中で、教育課程に法医学実習や犯罪捜査専門家との交流を含める

ことが提案されている296。(Daily	 Nation 紙、2011 年 2 月 17 日)	 

	 

l 教育課程の見直しを求めるマシンデムリロ科学技術大学犯罪学専攻学生が、

昨日ストライキを行った297。(Daily	 Nation 紙、2011 年 2 月 23 日)	 

	 

l 2009 年に実施されたケニア統一中等教育認定試験の結果、国立大学への入学

を認められた 2 万 4 千 221 名の名簿が合同合格審査委員会から発表された。

これらの学生は、政府が学費の大部分を負担するいわゆる正規課程の学生で、

今年 5 月に入学する。 も多くの入学者を受け入れるのはナイロビ大学で 4

千 031 名、続いてモイ大学の 3 千 727 名、ケニヤッタ大学 3 千 611 名、エガ

トン大学 2 千 402 名、ジョモケニヤッタ農工大学が 1 千 182 名、マセノ大学

1 千 119 名、マシンデムリロ科学技術大学 764 名である。その他は、全国に
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13 存在する国立大学附属高等教育学校に入学する。合同合格審査委員会のム

ゲンダ委員長によると、女子学生や条件の厳しい地域出身の学生に対しては

優遇措置が設けられ、例えば男子学生の合格 低点は 63 点だったのに対し、

女子学生は 62 点とされた298。(Daily	 Nation 紙、2011 年 2 月 24 日)	 

	 

	 

4.近年の学術関連動向	 

	 

4-1.ケニアファンディングエージェンシー	 

	 

ケニア国家科学技術イノヴェーション委員会(NACOSTI)	 

National	 Council	 for	 Science	 and	 Technology:NACOSTI は、科学技術革新分野

の質の監督・保証、また、政府に対する助言提供を行う機関である。	 

NACOSTI は、科学技術イノヴェーション法 2013 第 6 節(1)に則り、以下の機能を

もつ。	 

・ケニア政府の経済・社会・政治分野とのかかわりのなかで、ステークホルダー

と協議を行いながら国家の科学技術革新活動を発展させること。	 

・カウンティ、国内外の科学技術革新関連組織と協同し、諸機関間が、適切な方

針を設定するようまた予算の執行をするよう導くこと。	 
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・科学技術革新にかんする計画と財源評価などについての方針について、国や郡

政府に助言を与えること。	 

・財源と優先すべき研究プログラムの実施を確実にするため、国家改革機関と国

家研究基金との連絡を密にすること。	 

・科学技術革新関連のあらゆる組織と協力し、また組織間の調整役を務めること。	 

・研究機関を認可し、また、ケニア国内での科学研究を承認すること。	 

・研究機関における科学技術革新プログラムの質を保証すること。	 

・基礎・応用いずれものレヴェルでの科学革新教育に対して助言を与えること。	 

・研究システムの新たな知識・情報や、発見の促進をすること。	 

	 

4-2.国家科学技術評議会(NCST)/	 ケニア国家科学技術革新委員会(NACOSTI)近年

の動向	 

	 

l アフリカへの外国投資は今まで社会資本に向けられることが多かったが、ア

フリカの開発のために、今後より多くの外国投資を科学技術分野に回すよう、

アフリカ諸国は政策の練り直しが必要である。そのためには官民協力が も

良い方法である。科学技術革新はアフリカ大陸工業化の基礎となる299。(The	 

Standard 紙、2009 年 5 月 8 日、アブドゥルラザック	 NCST	 事務総長の投稿)	 
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l 高等教育科学技術省が、科学技術・技術革新法、大学法、職業技術訓練法の

3法成立に向けて、6月 15 日、16 日の両日、ワークショップを開催。いずれ

の法律も、科学技術分野に対する政府の関与を強め、国内各機関が国の政策

の下で調和の取れた研究教育活動を行うようにするのが目的。具体的には、

科学技術・技術革新法が成立すると、NCST	 を国家科学技術・技術革新委員会	 

(NACOSTI:	 National	 Commission	 for	 Science,	 Technology	 and	 Innovation)	 

と言う名前に変更、改組した上で権限を強化し、NACSTI	 傘下に 4つの機関が

設けられる予定。大学法が成立すると、大学で行われている研究教育の質を

評価、指導する機関が設けられる。職業技術訓練法が成立した場合も、職業

訓練施設を評価する機関が新設される。いずれも、ケニアの研究教育機関が

国際標準に見合う質を備えるための施策であると強調されている300。(Daily	 

Nation 紙、2009 年 6 月 15 日)	 

	 

l 高等教育科学技術省が、科学技術・技術革新法、大学法、職業技術訓練法の

3法成立に向けて、6月 15 日、16 日の両日、ワークショップを開催。いずれ

の法律も、科学技術分野に対する政府の関与を強め、国内各機関が国の政策

の下で調和の取れた研究教育活動を行うようにするのが目的。具体的には、

科学技術・技術革新法が成立すると、NCST	 を国家科学技術・技術革新委員会	 

(NACSTI:	 National	 Commission	 for	 Science,	 Technology	 and	 Innovation)	 と

                                            
300	 	 [Daily	 Nation	 2009.6.15]	 
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言う名前に変更、改組した上で権限を強化し、NACSTI	 傘下に 4つの機関が設

けられる予定。大学法が成立すると、大学で行われている研究教育の質を評

価、指導する機関が設けられる。職業技術訓練法が成立した場合も、職業訓

練施設を評価する機関が新設される。いずれも、ケニアの研究教育機関が国

際標準に見合う質を備えるための施策であると強調されている301。(Daily	 

Nation 紙、2009 年 6 月 15 日)	 

	 

l コスゲイ高等教育科学技術大臣によると、今年度の科研費申請の半分以上が

不採択になったが、その理由は国の喫緊の課題解決に言及されていなかった

ためである。採択率は約 3分の 1であった。NCST のオドゥオル博士は、社会

的に影響力のある研究を行って、科研費を獲得して欲しいと語った302。(Daily	 

Nation 紙、2009 年 8 月 10 日)	 

	 

l ケニア科学技術評議会のアブドゥルラザク 高責任者が、沿岸州選出国会議

員、ケニア投資局等主催の沿岸州投資会議で講演。沿岸州経済の活性化には

教育への投資が不可欠であると述べた303。(Daily	 Nation 紙、2010 年 1 月 28

日)	 

	 

                                            
301	 	 [Daily	 Nation	 2009.6.15]	 
302	 	 [Daily	 Nation	 2009.8.10]	 
303	 	 [Daily	 Nation	 2010.1.28]	 
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l NCST のアブドゥルラザク事務総長が「科学技術、技術革新における女性;競

争の担い手となる戦略」と題してキカンバラで開かれたワークショップにお

いて、ケニアの大学で女性が占めるのは 25 パーセントに過ぎず、このうち自

然科学を専攻するのは 20 パーセント未満に過ぎないと嘆いた。また、女性が

科学者や技術者になる機会が平等でなければ、ケニアは科学的に優れた人材

を使い切れていないことを意味すると発言し、中等教育段階からの人材育成

が必要であると訴えた304。(Saturday	 Nation 紙、2010 年 2 月 27 日)	 

	 

l NCST と英国文化振興会(ブリティッシュカウンシル)がアフリカ知識移転協力

(AKTP)を拡大する合意文書を交換したことを伝える全面広告305。(Daily	 

Nation 紙、2ページ、2010 年 3 月 31 日)	 

	 

l ケニア科学技術評議会により、1 週間にわたる学会が開かれている。本学会

は、政府が 3 年前に、現在ケニアが抱える課題に対して自前の対処法を開発

するため、国内の研究者に資金を提供し始めたことを受けて開催されている。

研究発表の例として、都市部など汚染地域のマラリア媒介蚊にかんするエガ

トン大学の研究、白檀の栽培法にかんするケニア森林研究所の研究が、記事

に含まれている306。(Daily	 Nation 紙、2010 年 5 月 5 日)	 

                                            
304	 	 [Saturday	 Nation	 2010.2.27]	 
305	 	 [Daily	 Nation	 2010.3.31]	 
306	 	 [Daily	 Nation	 2010.5.5]	 
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l 高等教育科学技術省の全面広告。科学技術評議会(NCST)の新評議員の任命に

ついて。評議会は 12 名で構成され、高等教育大臣に指名される307。(Daily	 

Nation 紙、2010 年 5 月 17 日)	 

	 

l ケニア科学技術評議会(NCST)が、研究者のデータベース作りへの協力を呼び

かけている。同評議会は 1977 年に設立された法定機関。データベース作成に

より、研究者間の共同研究の促進が期待されている。研究者は履歴書とパス

ポート用写真を電子ファイルで同評議会に提出するよう求められている308。

(Daily	 Nation 紙、2010 年 11 月 1 日)	 

	 

l 11 月 10 日の「平和と発展のための世界科学の日」に伴う全面広告に、ケニ

ア科学技術評議会アブドゥルラザク事務総長の挨拶文あり。その中で、国際

研究協力の相手として JSPS についても触れられている309。	 (Daily	 Nation

紙、2010 年 11 月 10 日)	 

	 

l ケニア科学技術評議会の新聞広告。第 2 回技術革新研究課題募集。ケニアの

かかえる問題を解決に導く技術革新の研究に対して一年で百万シリングの研

                                            
307	 	 [Daily	 Nation	 2010.5.17]	 
308	 	 [Daily	 Nation	 2010.11.1]	 
309	 	 [Daily	 Nation	 2010.11.10]	 



 212 

究費を支給。申請締め切りは 2月 11 日。審査結果発表は 3月 31 日310。(Daily	 

Nation 紙、2011 年 1 月 13 日)	 

	 

l ケニア科学治術評議会の新聞広告。第 2 回女性研究者に対する競争的科学研

究費研究課題募集。学際的研究で、特に自然科学、保健医療、工学分野が優

先される。採用された場合は、2年以内の期間に 大 3百万シリングを支給。

申請締め切りは 2 月 25 日。審査結果発表は 3 月 31 日311。(Daily	 Nation 紙、

2011 年 1 月 13 日)	 

	 

l ケニア科学技術評議会(NCST)の研究費に関して、アブドゥルラザク長官(学振

東アフリカ同窓会長)のインタヴューを交えた記事。NCST は技術革新を支援

する助成金を支給している。これは中等教育レヴェル以下も対象で、技術革

新の商業化を後押しするのが目的。具体的な例として、64 歳になるムチュマ

さんが開発し、NCST も助成金を交付している、人力水中翼船事業が紹介され

ている。大学に対する科学研究費として NCST	 が得た予算は、2008 年度が総

額 2億 6千万シリング、2010 年度が総額 3億 2千万シリングであった。主に

修士課程、博士課程在籍の研究者を対象とし、これまで 47 名の修士、62 名

の博士に研究費を支給してきた。女性だけを対象とした研究費 30 名分や、食

                                            
310	 	 [Daily	 Nation	 2011.1.13]	 
311	 	 [Daily	 Nation	 2011.1.13]	 
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料安全保障、気候変動の研究のみを対象とする研究費(採択一件あたり千五百

万シリング)もある。南アフリカ、英国、日本との共同事業も始まった。アブ

ドゥルラザク長官は、 先端の技術に遅れを取らないため、現在国内総生産

の 0.3 パーセントに留まっている科学研究費予算を 1 パーセントに増やす必

要があると述べた。NCST は特許申請も推奨している312。(Daily	 Nation 紙、

2011 年 3 月 22 日)	 

	 

l 教育科学技術省が第３回科学技術と技術革新週間の開催を歓迎313。(Daily	 

Nation 紙、2014 年 5 月 19 日)	 

	 

l NACOSTI の CEO として Dr.Moses	 Ruggut が正式に就任。the	 National	 

Commission	 for	 Science	 and	 Technology は Dr.Moses	 Rugutt を新たな CEO

として迎えた。Dr.Moses はこの地位に 2014 年前半にすでに就いていたが、

このたび教育・科学技術長官の Jacob	 Kaimenyi によって正式に任命を受け、

今後 5 年間の任期で CEO を務めることになっている。国は、ケニアの研究を

揺るぎないものにするには千億シリングが必要とみている。しかしながら現

状では、科学技術改革のために 4 億シリング、いいかえれば国内総生産のわ

ずか 2 パーセントしか割り当てられていない314。(Daily	 Nation 紙、2014 年

                                            
312	 	 [Daily	 Nation	 2011.3.22]	 
313	 	 [Daily	 Nation	 2014.5.19]	 
314	 	 [Daily	 Nation	 2014.12.4]	 
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12 月 4 日)	 

	 

l NACOSTI、2014−2018 年の戦略的計画を発足315。(Daily	 Nation 紙、2015 年 3

月 31 日)	 

	 

4-3.研究所	 

	 

l エガトン大学チュカ校乾燥地農業の研究センター：同研究センターを設立す

るため、500 エーカーの土地を購入した。同短大では既に、水の必要量が従

来種より少ない日本種米栽培の研究を行っている316。(Daily	 Nation 紙、2009

年 7 月 22 日)	 

	 

l ケニア海洋漁業研究所：研究者はその成果を単純化して一般に説明すること

が求められている。沿岸州では土地の侵食が問題となっているが、科学的研

究成果を活用すれば、これは防ぎうるものである。ケニア海洋漁業研究所の

ボシレ博士の発言317。(Daily	 Nation 紙、2009 年 9 月 10 日)	 

	 

l ケニア国立農業研究所：同研究所の 2014 年までの 5年計画につき、同研究所

                                            
315	 	 [Daily	 Nation	 2015.3.31]	 
316	 	 [Daily	 Nation	 2009.7.22]	 
317	 	 [Daily	 Nation	 2009.9.10]	 
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の全面広告あり。4ページに及ぶ318。(Daily	 Nation 紙、2009 年 10 月 12 日)	 

	 

l ケニア森林研究所：保護と占拠住民の追い立てで政治問題化しているマウ複

合森林について、同森林の保全を目指す政府を全面支援すると、ケニア森林

研究所が全面広告を掲載319。(Daily	 Nation 紙、2010 年 1 月 14 日)	 

	 

l アガカン大学心疾患癌センター：アガカン大学病院が今年度末までに、東ア

フリカ地域初となる心疾患癌センターを立ち上げる予定。7 億ドル以上の費

用が見込まれている。設立の狙いは治療だけではなく、心疾患及び癌治療の

専門家育成にもあり、東アフリカ国民に 6 千人の雇用を創出することも期待

されている。同大学病院の第 6 回卒業式で発表され、カロンゾ副大統領も出

席した320。(Daily	 Nation 紙、2010 年 1 月 21 日)	 

	 

l ケニア国立農業研究所：タンザニアのシェイン副大統領がケニア国立農業研

究所を訪問。同研究所の施設を称賛し、東アフリカの農業系研究者は域外へ

行く必要はない、ケニア国立農業研究所に集まれ、と述べた。同大統領はま

た、東アフリカ共同体に参加する 5 ヶ国の現在の農業部門への支出は 0.1 パ

ーセントに過ぎないが、これを 1 パーセントに引き上げるべきだとの見解を

                                            
318	 	 [Daily	 Nation	 2009.10.12]	 
319	 	 [Daily	 Nation	 2010.1.14]	 
320	 	 [Daily	 Nation	 2010.1.21]	 
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示した321。(Daily	 Nation 紙、2010 年 1 月 27 日)	 

	 

l アフリカ自然保護センター：ケニア野生生物公社元所長でアフリカ自然保護

センター設立者でもあるデイヴィド‐ウェスタン博士が、ミズーリ大学ハリ

ス世界生態学センターから 2010 年世界生態学賞を受賞した。ケニア人ではリ

チャード‐リーキー博士に次いで二人目。ウェスタン博士は、家畜と野生動

物、人間の関係を、生態系と自然保護推進の観点から、42 年間研究を続けて

きた。ケニア野生生物公社にエコツーリズムの概念を持ち込み、「国立公園を

超えた国立公園」という方針の下、国立公園からの収益を元に住民と野生生

物との調和を図ったことで知られている322。(Daily	 Nation 紙、2010 年 2 月 4

日)	 

	 

l 国際熱帯農業研究所：主食のトウモロコシの不作が続く中、キャッサバ等の

塊茎類が食料の安全保障面から見直されている。国際熱帯農業研究所がこの

ほど、ビルとメリンダ‐ゲイツ財団から 1 億 8 千万シリングの研究費を得た

ことが発表され、キャッサバの病気に対する抵抗性を高める研究を加速させ

るとしている323。(Daily	 Nation 紙、2010 年 2 月 4 日)	 

	 

                                            
321	 	 [Daily	 Nation	 2010.1.27]	 
322	 	 [Daily	 Nation	 2010.2.4]	 
323	 	 [Daily	 Nation	 2010.2.4]	 
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l ケニア国立農業研究所：乾燥に強い遺伝子組み換えトウモロコシの実用化を

前に模擬試験が、アフリカ水有効利用トウモロコシ事業	 (WEMA)により行われ

た。模擬試験では良好な結果が得られ、ケニア国内で同事業を主導するケニ

ア国立農業研究所は、このトウモロコシを実際に使用した試験を行うため、

生物学的安全管理局に許可を申し出る。WEMA には	 ケニアの他に、ウガンダ、

タンザニア、モザンビーク、南アフリカが参加し、アフリカ農業技術基金

(AATF)が調整役を務めている。ケニア国立農業研究所トウモロコシ研究主任

で WEMA ケニア幹事でもあるゲティ博士は、このトウモロコシの導入は、ケニ

アのトウモロコシ自給率を上げる重要な一歩であると語っている324。(Daily	 

Nation 紙、2010 年 3 月 4 日)	 

	 

l ケニヤッタ大学多目的センター：同センターのムゲンダ学長によると、同大

学は 7 万人の同窓会員の協力を得て、2 億シリングを、経済的に恵まれない

学生の支援に充てる。また、多目的センターの建設も予定している325。(Daily	 

Nation 紙、2010 年 3 月 16 日)	 

	 

l ノキア研究センターアフリカ：同センターとナイロビ大学がソフト開発分野

で提携することになった。大学関係者、ケニアのソフト開発業者による情報

                                            
324	 [Daily	 Nation	 2010.3.4]	 
325	 [Daily	 Nation	 2010.3.16]	 
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通信技術研究の進展が期待される。ケニアには近年海底光ファイバーが到達。

ケニアのソフト開発業者に期待されるのは、地元に合ったソフト開発を促進

し、情報通信技術の普及を加速させることである326。(Daily	 Nation 紙、2010

年 4 月 15 日)	 

	 

l ケニア国立博物館霊長類研究所：アガカン大学産婦人科のストーンズ教授が

ケニア国立博物館霊長類研究所と共同で、新しい殺精子薬の研究を行ってい

る。今までの殺精子薬は膣上皮を傷害し、HIV 感染の感受性を高める虞があ

った。バブーンを用いた研究では精子の不活性化が確認されており、ヒトの

精子を用いた実験結果が良ければ、臨床試験が予定されている327。(Daily	 

Nation 紙、2010 年 5 月 6 日)	 

	 

l 国際昆虫生理生態研究センター：同研究センターのジョセフ‐マチャリア氏

が、ハリナシバチ用の巣箱を作成し、蜂蜜を採取することに成功した。ハリ

ナシバチの蜂蜜は一般的な蜂蜜より甘いが、巣を樹洞や地中に作る性質があ

り、自然の巣から蜂蜜を採取する場合、かなり破壊的にならざるを得なかっ

た。マチャリア氏はこの業績により、ミリアム‐ロスシールド自然保護賞、

ベルギー開発協力賞等を受賞した328。(Daily	 Nation 紙、2010 年 5 月 8 日)	 

                                            
326	 	 [Daily	 Nation	 2010.4.15]	 
327	 	 [Daily	 Nation	 2010.5.6]	 
328	 	 [Daily	 Nation	 2010.5.8]	 
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l ケニア国立森林研究所：同研究所が、ラム県マンダ島のマングローブ林を守

る運動を、大掛かりに開始する。同研究所の沿岸地域責任者のワイルングに

よると、既に同地域では 10 ヘクタール以上のマングローブ林が伐採されて入

植者が農業等のために住みつき、海洋生態系を脅かしている329。(Daily	 Nation

紙、2010 年 5 月 14 日)	 

	 

l 霊長類研究所：同研究所のオズワラ上級研究員が、マラリア根絶のため薬草

施術師と科学者の協力を呼びかけた。マラリアの伝統医療は有望であること

が分かっており、マラリア対策で唯一欠けているのは、施術師と科学者が協

力する枠組み作りであると述べた330。(Daily	 Nation 紙、2010 年 7 月 8 日)	 

	 

l 米国国立アレルギー感染症研究所：ナイロビ大学のアンザラ講師の研究グル

ープが、ヒト免疫不全ウィルスの多くを中和する抗体を分離した。米国国立

アレルギー感染症研究所との共同研究。同講師は、ケニアエイズワクチン運

動(KAVI)の代表者でもある。研究グループによると、この抗体はウィルスが

他の細胞に感染していくのを防ぐ働きがあり、ワクチン開発の鍵になる。既

に霊長類の実験では、有効性が証明されている。この抗体を持つ感染者では

                                            
329	 	 [Daily	 Nation	 2010.5.14]	 
330	 	 [Daily	 Nation	 2010.7.8]	 
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ウィルスの複製が非常に低い状態で抑えられており、このような感染者は精

鋭感染制御者(elite	 controller)として知られている331。(Daily	 Nation 紙、

2010 年 7 月 14 日)	 

	 

l ケニア行政研究所：エルドレット高等専門学校が大学に昇格する準備を進め

ている。同専門学校は既にケニア行政研究所と共同で、学位取得課程を設け

ている。同校の卒業式でルト高等教育大臣の挨拶が代読され、政府が高等教

育機関への支援を続けていく、また東アフリカ共同体の発展が卒業生の雇用

を促進したと述べられた332。(Daily	 Nation 紙、2010 年 7 月 19 日)	 

	 

l ケニヤッタ大学アフリカ研究所：ケニヤッタ大学のムゲンダ学長によると、

同大学は「アフリカ研究所」の設立を計画しており、同研究所ではハウサ語、

ヨルバ語、コサ語、それにケニアの部族語を含めたアフリカ固有の言語の課

程を設ける予定である。これは、アフリカの「死にゆく」言語を守る活動の

一環と同学長は述べた333。(Daily	 Nation 紙、2010 年 8 月 2 日)	 

	 

l ケニヤッタ大学学生総合支援センター：連合王国のエドワード王子がケニア

大統領顕彰(President	 Award-Kenya)の修了式に出席するためケニアを訪問

                                            
331	 	 [Daily	 Nation	 2010.7.14]	 
332	 	 [Daily	 Nation	 2010.7.19]	 
333	 	 [Daily	 Nation	 2010.8.2]	 
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中。同顕彰は国際顕彰連合(International	 Award	 Association)に加盟してい

る。エドワード王子はケニヤッタ大学も訪問し、新しく完成した学生総合支

援センター(Business	 and	 Students’	 Services	 Centre)の開所式に出席する

334。(Daily	 Nation 紙、2010 年 9 月 8 日)	 

	 

l ケニア国立農業研究所：農業開発株式会社が 2007 年にケニア国立農業研究所

に、ジャガイモの種の代金として 2 百万シリングを支払ったが、このうち約

百万シリング分の種が未だに届いておらず、国立農業研究所に、種を早く供

給するよう求めている。これに対し、国立農業研究所側は、種を供給できな

かったのは、同年から翌年にかけて起こった大統領選挙及び総選挙後の暴動

が原因であり、保険会社が免責されているように、同研究所も今になって種

を供給する責任はなく、不良債権として取り扱うことを希望している335。

(Daily	 Nation 紙、2010 年 9 月 7 日)	 

	 

l ケニヤッタ大学学生総合支援センター：同センターが完成し、一昨日、ルト

高等教育大臣やムゲンダ学長が出席して開所式が行われた。また、エドワー

ド王子の代理としてエディンバラ公爵顕彰国際連合のシラジ事務総長が出席

した336。(Daily	 Nation 紙、2010 年 9 月 10 日)	 

                                            
334	 	 [Daily	 Nation	 2010.9.8]	 
335	 	 [Daily	 Nation	 2010.9.7]	 
336	 	 [Daily	 Nation	 2010.9.10]	 
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l コーヒー研究財団：が生産コストを 30 パーセント抑えられる新種を開発した。

「バティアン」と名付けられたこの種は、成木に育つまで 2 年しかかからな

い。現在主流の「ルイル 11」は 3 年である。また、「バティアン」は感染症

にも強く、国内コーヒー栽培可能地域であれば、どこでも育てられる337。

(Daily	 Nation 紙、2010 年 9 月 14 日)	 

	 

l 人材育成研究所：KCA 大学の特集記事。同大学本校舎はナイロビのルアラカ

地区にあり、簿記会計と経営学に特化した大学である。前身のケニア会計高

等専門学校(Kenya	 College	 of	 Accountancy)は 1989 年に開校し、2007 年か

ら学士授与課程を開始した。現在のところ、商学遠隔教育学部、情報科学部、

専門職養成学部、人材育成研究所の 4 組織から成る。同大学はナイロビ本後

者の他、ケリチョ、エルドレット、キスム等にも校舎をもつ。南	 アフリカ大

学との協力関係があり、主に遠隔教育部門で提携している338。(Daily	 Nation

紙、2010 年 10 月 25 日)	 

	 

l 生物化学東部中部アフリカ中央研究所：がこのほど、国際家畜研究所の敷地

内に完成し、その開所を紹介する 2 面全面広告339。(Daily	 Nation 紙、2010

                                            
337	 	 [Daily	 Nation	 2010.9.14]	 
338	 	 [Daily	 Nation	 2010.10.25]	 
339	 	 [Daily	 Nation	 2010.11.4]	 
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年 11 月 4 日)	 

	 

l ケニア国立農業研究所：第 12 回隔年学術集会開催の 3 面全面広告。11 月 8

日から 12 日まで開催340。(Daily	 Nation 紙、2010 年 11 月 8 日)	 

	 

l 社会正義倫理センター：東アフリカカトリック大学の特集記事。同大学の発

祥は、1984 年に開設された東アフリカカトリック高等研究所である。この研

究所は神学の大学院教育を行うことを目的として設立された。その後、大学

設立に向けて高等教育委員会との交渉が行われ、1989 年に仮免許発行、1992

年 11 月 2 日に本免許が発行され正式に大学が発足した。同大学は、神学部、

教養社会科学部、商学部、理学部、教育学部、法学部、社会正義倫理センタ

ー、生涯教育部を持つ。付属の高等教育学校も 3 校あり341。(Daily	 Nation

紙、2010 年 12 月 6 日)	 

	 

l カアラ村落職業訓練センター：ケニアメソディスト大学の特集記事。同大学

の前身はカアラ村落職業訓練センターとメソディスト職業訓練学校である。

地域の人が自立できるよう、農業や自動車修理、大工仕事等の職業訓練を行

うという構想をメル地域の教会関係者が温め、1987 年に初めて大学開設構想

                                            
340	 	 [Daily	 Nation	 2010.11.8]	 
341	 	 [Daily	 Nation	 2010.12.6]	 
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が発表された。地方政府の協力で大学のために土地も提供され、2006 年に大

学が完成。同時に認可も下りた。同大学は、保健科学部、経営学部、教育社

会学部、理工学部の 4 学部を持ち、医師養成、土木工学、薬学の学士課程設

置を計画中である。修士課程は、保健システム管理、農業村落開発、金融投

資、看護、神学、教育学の専攻課程をもつ。学費は履修課程により異なるが、

比較的高いと言われている342。(Daily	 Nation 紙、2011 年 2 月 14 日)	 

	 

l 電機電子工学研究所：「高潔で健全な学術」と題したフォーラムが電機電子工

学研究所の主催で開催され、大学教員に至るまで剽窃や不正が横行している

と懸念が示された。高等教育委員会認可部長のオドンゴ教授は、新設大学認

可申請時に提出される教育課程案にも剽窃が発見されることがある、インタ

ーネットの普及で剽窃が増加していると述べた343。(Daily	 Nation 紙、2011

年 2 月 25 日)	 

	 

l ナイロビ大学環境研究所：ナイロビ大学が環境研究所の設立計画を発表した。

ノーベル賞受賞者のワンガリ‐マータイ教授の名を取り、「ワンガリ‐マータ

イ平和環境研究所」と名付けられる予定。同大学のカベテ校舎に 50 エーカー

の土地が割り当てられる344。(Daily	 Nation 紙、2011 年 3 月 7 日)	 

                                            
342	 	 [Daily	 Nation	 2011.2.14]	 
343	 	 [Daily	 Nation	 2011.2.25]	 
344	 	 [Daily	 Nation	 2011.3.7]	 
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4-4.大統領・副大統領・首相	 

	 

l カロンゾ副大統領は、ウィーンで開かれている国際原子力機関(IAEA)の会議

で、ケニアは核工学を既に受け入れ、小麦やバナナなどの収量向上に放射線

技術が導入されるだろうと語った345。(Daily	 Nation 紙、2009 年 9 月 15 日)	 

	 

l カロンゾ副大統領出席。アガカン大学病院が今年度末までに、東アフリカ地

域初となる心疾患癌センターを立ち上げる予定。7 億ドル以上の費用が見込

まれている。設立の狙いは治療だけではなく、心疾患及び癌治療の専門家育

成にもあり、東アフリカ国民に 6 千人の雇用を創出することも期待されてい

る。同大学病院の第 6回卒業式で発表され、カロンゾ副大統領も出席した346。

(Daily	 Nation 紙、2010 年 1 月 21 日)	 

	 

l タンザニアのシェイン副大統領がケニア国立農業研究所を訪問。同研究所の

施設を称賛し、東アフリカの農業系研究者は域外へ行く必要はない、ケニア

国立農業研究所に集まれ、と述べた。同大統領はまた、東アフリカ共同体に

参加する 5 ヶ国の現在の農業部門への支出は 0.1 パーセントに過ぎないが、

                                            
345	 	 [Daily	 Nation	 2009.9.15]	 
346	 	 [Daily	 Nation	 2010.1.21]	 
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これを 1パーセントに引き上げるべきだとの見解を示した347。(Daily	 Nation

紙、2010 年 1 月 27 日)	 

	 

l オディンガ首相も出席して 7 日に行われた話し合いの結果、大学教員のスト

ライキは回避された。未払いとなっている総額 20 億シリングの給料は、来年

度に支払うと政府が保証。政府によると、昨年来非常事態が相次いだため、

今年度の国家予算は底をついてしまった。本件の教訓は、対話が重要である

ということ348。(Daily	 Nation 紙社説、2010 年 4 月 9 日)	 

	 

l キバキ大統領出席。メルー科学技術高等教育学校が本日開校する。開校式に

はキバキ大統領が出席する。本校はメルー科学技術専門学校を引き継いでお

り、ジョモケニヤッタ農業技術大学から学位が授与される。所在地はイシオ

ロから約 20 キロの地点。入学時期は年三回で、毎年 1 月、5 月、9 月に入学

生を受け入れる。学士取得課程は、商業、ビジネス情報工学、購買物流管理、

情報工学、コンピューター科学、コンピューター工学、数学電算科学である349。

(Saturday	 Nation 紙、2010 年 4 月 17 日、全面広告)	 

	 

l 内閣の小改造が行われ、ルト農業大臣が高等教育科学技術大臣に、コスゲイ

                                            
347	 	 [Daily	 Nation	 2010.1.27]	 
348	 	 [Daily	 Nation	 2010.4.9]	 
349	 	 [Saturday	 Nation	 2010.4.17]	 
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高等教育科学技術大臣が農業大臣に任命された。農業省は監督下に 30 の関連

機関を持っているのに対し、高等教育省はわずか 3 つである。関連機関の多

寡は予算権限に係わり、ルト大臣が農業省に配置転換となったのは、事実上

の降格人事と言える。ルト大臣は、マウ複合林問題、憲法改正問題などで、

オディンガ首相と意見を異にしてきた350。(Daily	 Nation 紙、2010 年 4 月 22

日)	 

	 

l 1 万 4 千人の構成員を持つ全国大学非教員職員連合が 8月 16 日からのストラ

イキを予告している。同連合は今年 4 月にもストライキを実行し、当時はオ

ディンガ首相が 7 月までに給料の遅配分を支給すると約束して、ストライキ

が終息した。同連合のムクワヤ委員長によると、総額 20 億シリングに上る遅

配はまだ解決されていない351。(Daily	 Nation 紙、2010 年 8 月 10 日)	 

	 

l 連合王国のエドワード王子がケニア大統領顕彰(President	 Award-Kenya)の

修了式に出席するためケニアを訪問中。同顕彰は国際顕彰連合

(International	 Award	 Association)に加盟している。エドワード王子はケニ

ヤッタ大学も訪問し、新しく完成した学生総合支援センター(Business	 and	 

Students’	 Services	 Centre)の開所式に出席する352。(Daily	 Nation 紙、2010

                                            
350	 	 [Daily	 Nation	 2010.4.22]	 
351	 	 [Daily	 Nation	 2010.8.10]	 
352	 	 [Daily	 Nation	 2010.9.8]	 
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年 9月 8日)	 

	 

l ティカのグレツァ大学が、ケニヤッタ副首相件財務相を招いて、初めての卒

業式を 9月 17 日に施行する予定353。(Daily	 Nation 紙、2010 年 9 月 13 日)	 

	 

l ムウィンギに新しい大学を作ろうという計画が進んでいる。同地域選出のム

ショカ副大統領は、大学建設予定地はすでに決まったと延べ、土地購入費の

一部として百万シリングの支援を有権者に約束した354。(Daily	 Nation	 紙、

2010 年 9 月 14 日)	 

	 

l ケニヤッタ副首相兼財務相を招いて施行されるはずだったグレツァ大学卒業

式が 11 月に延期され、ケニヤッタ氏の出席も取止めになった355。(Daily	 

Nation 紙、2010 年 9 月 27 日)	 

	 

l キバキ大統領が昨日のマシンデムリロ大学卒業式に出席し、政府は高等教育

施設建設債を起債して、国立大学の収容可能人員を増やす努力を行っている

と述べた。大統領によると、この起債によって得られた資金は大学施設建設

                                            
353	 	 [Daily	 Nation	 2010.9.13]	 
354	 	 [Daily	 Nation	 2010.9.14]	 
355	 	 [Daily	 Nation	 2010.9.27]	 
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に使われ、若者が高等教育を受ける機会を拡大することに貢献する356。

(Saturday	 Nation 紙、2010 年 10 月 30 日)	 

	 

l ケニヤッタ大学開学 25 周年を記念する広告記事。12 面に渡る。同大学は、

前身のナイロビ大学付属ケニヤッタ高等教育学校時代はナイロビ大学から学

位の授与を受けていたが、1985 年 8 月 23 日、ケニヤッタ大学設立にかんす

る国会立法が大統領の承認を受け、9月 1日に業務開始、12 月 17 日にモイ大

統領臨席の下、開学式典が行われた。ケニアではモイ大学に続き 3 番目の国

立大学である。開校当初は教育学部、理学部、教養学部の 3学部だったのが、

現在では農学経営学部、応用人間科学部、商学部、経済学部、人文社会学部、

純粋及び応用科学部、芸術学部、保健学部、教育学部、工学部、環境学部、

観光学部を抱える。現在の学生数は 3万 81 名、うち 3千 161 名が大学院学生

である。1985 年の開学以来 5万人の卒業生を送り出した。同大学は前身の師

範学校設立当初、特に中等教育学校の教員養成を目的とされて開校したこと

から、教育学部には定評がある。今年の 12 月には、医学科の卒業生 17 名を

初めて送り出す。11月 14日から20日まで、25周年記念週間として植樹等様々

な行事が予定されている357。(Daily	 Nation 紙、2010 年 11 月 17 日)	 

	 

                                            
356	 	 [Saturday	 Nation	 2010.10.30]	 
357	 	 [Daily	 Nation	 2010.11.17]	 
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l ウンマ大学の開校式、ルト副大統領を招き公式に開催される358。(Daily	 Nation

紙、2014 年 9 月 23 日)	 

	 

4-5.大臣・長官	 

	 

l 国の高等教育委員会が、国民に対して高等教育への門戸を広げるため、大学

の増設を提案したが、コスゲイ高等教育科学技術大臣は、大学の増設は質の

低下につながり、まず行うべきは現存大学が国際標準に達するよう努力する

ことであると、大学の増設に反対している359。(Daily	 Nation 紙、2009 年 4

月 27 日)	 

	 

l 国立専門学校を大学に統合する計画は、大学の教育の質を落とす可能性があ

る、とサリー-コスゲイ高等教育科学技術大臣が語った。理由は予算的制約と

教員不足である360。(Daily	 Nation 紙、2009 年 7 月 26 日)	 

	 

l 高等教育委員会の移転新築を祝う全面広告が、コスゲイ高等教育科学技術大

臣の挨拶と共に掲載。同委員会の役割は高等教育の質を監査すること。監査

の対象となるケニア国内の大学は、国立大学が 7 校、国立大学の分校

                                            
358	 	 [Daily	 Nation	 2014.9.23]	 
359	 	 [Daily	 Nation	 2009.4.27]	 
360	 	 [Daily	 Nation	 2009.7.26]	 
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(University	 College)が 12 校、認可された私立大学が 11 校、暫定的に認可

されている私立大学が 8 校、登録されているが認可されていない私立大学が

4 校、認可更新中の大学が 5 校である361。(Daily	 Nation 紙全面広告、2009

年 7 月 30 日)	 

	 

l コスゲイ高等教育科学技術大臣によると、今年度の科研費申請の半分以上が

不採択になったが、その理由は国の喫緊の課題解決に言及されていなかった

ためである。採択率は約 3分の 1であった。NCST のオドゥオル博士は、社会

的に影響力のある研究を行って、科研費を獲得して欲しいと語った362。(Daily	 

Nation 紙、2009 年 8 月 10 日)	 

	 

l コスゲイ高等教育大臣によると、高等教育省は中級の技術専門学校を 13 校開

設する。これは専門家がかねてより主張してきたことに合致する。ケニアで

は大学の拡大、増設が続いてきたが、ケニアの経済成長に本当に必要なのは

技術者である。学位よりも技術を育成する高等教育機関が必要とされている

363。(Saturday	 Nation 紙社説、2009 年 8 月 29 日)	 

	 

l 1 月 28 から 30 日まで開催されるケニアロボットコンテストにかんする全面

                                            
361	 	 [Daily	 Nation	 2009.7.30]	 
362	 	 [Daily	 Nation	 2009.8.10]	 
363	 	 [Saturday	 Nation	 2009.8.29]	 
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広告記事。コスゲイ高等教育科学技術大臣、キアンバ同省事務次官の挨拶と

共に、同コンテストを支援する倉科 JICA アフリカ地域支援事務所長の挨拶も

掲載された364。(Daily	 Nation 紙、2010 年 1 月 28 日)	 

	 

l 今会計年度、大学交付金は計 190 億シリング。また高等教育融資委員会が供

与する学資融資は総額 31 億シリング。そのうち 13 億シリングが国庫から。

この 2年間で大学附属カレッジが 12 校新設された。コスゲイ高等教育大臣談

365。(Daily	 Nation 紙、2010 年 2 月 23 日)	 

	 

l 大学教員連合(UASU)等高等教育機関系職員 3 団体と、コスゲイ高等教育大臣

との会談が不調に終わり、同 3 団体は 7 日間のストライキに入ると宣言。大

学教員連合議長クバス教授によると、教員への給料総額 20 億シリングが未払

いとなっているため366。(Daily	 Nation 紙、2010 年 4 月 1 日)	 

	 

l 内閣の小改造が行われ、ルト農業大臣が高等教育科学技術大臣に、コスゲイ

高等教育科学技術大臣が農業大臣に任命された。農業省は監督下に 30 の関連

機関を持っているのに対し、高等教育省はわずか 3 つである。関連機関の多

寡は予算権限に係わり、ルト大臣が農業省に配置転換となったのは、事実上

                                            
364	 	 [Daily	 Nation	 2010.1.28]	 
365	 	 [Daily	 Nation	 2010.2.23]	 
366	 	 [Daily	 Nation	 2010.4.1]	 
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の降格人事と言える。ルト大臣は、マウ複合林問題、憲法改正問題などで、

オディンガ首相と意見を異にしてきた367。(Daily	 Nation 紙、2010 年 4 月 22

日)	 

	 

l 高等教育科学技術省の全面広告。科学技術評議会(NCST)の新評議員の任命に

ついて。評議会は 12 名で構成され、高等教育大臣に指名される368。(Daily	 

Nation 紙、2010 年 5 月 17 日)	 

	 

l ケニアの国立大学で、職員の採用、昇進、奨学金志望者の選考に、部族主義

が蔓延しているとの主張に対し、ムウィリア高等教育副大臣は、モンバサで

開かれた高等教育委員会において、大学の質を守るため、大学から部族主義

を排除する必要があると発言した。先の大統領選挙後の混乱においては、出

身が異なることを理由に大学に留まることを断念した学生もいた。ムウィリ

ア副大臣はまた、大学から商業主義を排除する必要があるとも語り、商業主

義の原因は大学への交付金が不十分であることが原因であると指摘した。同

委員会委員のチャチャ教授は、大学人事に政治家が介入していると主張した

369。(Daily	 Nation 紙、2010 年 5 月 18 日)	 
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l 高等教育省のルト大臣が、昨日のケニア国会機会均等委員会において、大学

職員の出身部族を調査すると述べた。ルト大臣によると、一つの部族の職員

に占める割合が 3 割を超えている大学は、法律に従う義務がある。また、同

省のキアンバ事務次官は、性別の割合についても、男女の機会均等措置に従

う必要があると述べた370。(Daily	 Nation 紙、2010 年 6 月 16 日)	 

	 

l 国立大学の名誉総長、学長、評議員が、地元出身者から選ばれる傾向が強ま

っている。前政権時代、国立大学の人事は、与党の政策に大きく影響されて

いた。現キバキ政権になり、学長及び副学長が公募人事になったが、改革は

あまり進んでいない。ルト大臣が指示したように、職員の出身部族が調査さ

れなければ、崇高であるべき大学が、村の施設に成り下がってしまう371。

(Daily	 Nation 紙社説、2010 年 6 月 16 日)	 

	 

l 国立大学入学待機者を一掃するため、来年から国立大学は 1 年に 2 度、学生

の入学機会を設定する。これにより、少なくとも 2 年間は、7 つの国立大学

の総入学者数が現在の 2 万人から倍増し、4 万人となる。待機者が多い現状

では、経済的に余裕のある者は、私立大学か国立大学の「並行」学生となる

一方、経済的に苦しい者は、国立大学の「通常」学生として入学を許可され
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るまで待つ必要がある。「通常」学生として入学できた頃に	 は、経済的に余

裕のある学生から 3 年程度遅れてしまうのが普通となっており、このような

格差は許されるものではないと、ルト高等教育大臣は述べた372。(Daily	 Nation

紙、2010 年 6 月 17 日)	 

	 

l 国会で大学のストライキについての議論が行われた。高等教育省のムウィリ

ア副大臣は、昨年来ストライキが発生したケニヤッタ大学とナイロビ大学の

両学長について、ストライキと関係した形跡はなく、両学長に責任はない、

部族主義が大きな問題であると述べた。東アフリカ共同体省のムニャ副大臣

とンジュグナ代議士は、ストライキを避けるため、大学に民主主義を根付か

せる必要があると発言。国会教育委員会のコエチ代議士は、国会議員が大学

の部族主義を煽るのを止めなければならないと述べた。ムウィリア副大臣も、

政治家がストライキに参加していた部分もあり、政治家もストライキによっ

て生じた損害を弁償すべきだが、このことは報告書にはあまり触れられてい

ないと不満を述べた373。(Daily	 Nation 紙、2010 年 7 月 1 日)	 

	 

l エルドレット高等専門学校が大学に昇格する準備を進めている。同専門学校

は既にケニア行政研究所と共同で、学位取得課程を設けている。同校の卒業
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式でルト高等教育大臣の挨拶が代読され、政府が高等教育機関への支援を続

けていく、また東アフリカ共同体の発展が卒業生の雇用を促進したと述べら

れた374。(Daily	 Nation 紙、2010 年 7 月 19 日)	 

	 

l 大学教育を改善させようとする試みが議会で静かに進んでいる。この問題の

核心は、「並行」課程と一般には呼ばれている、第二群学生の受け入れにかん

することである。チャンズ代議士によって提出された動議によると、第二群

学生の許容は貧富の格差を広げており、第二群課程の廃止あるいは授業料低

減が求められている。この動議を支持する代議士によると、第二群課程は当

初、大学寮の許容量が限界に達したため、寮の拡大を目的として設置された。

ところが、今は学位投げ売りの手段になっている。また、ケニア統一中等教

育認定試験で A マイナスの成績を得た学生が、医学部や工学部等の人気学部

に「本」課程学生として入学できない一方、「並行」課程であれば Bでも入学

できてしまう。これは学生間の関係を歪めてしまう。「並行」学生は能力が不

足しているという話もある。そのうち、医学部や工学部等の人気学部では富

裕層の子弟しか見られなくなるだろう等の見解が、動議賛成派の代議士から

述べられた。これに対しムウィリア高等教育科学技術副大臣らは、「並行」課

程のおかげで、低位の中等教育学校から大学へ進学できている例もある。学

生の長所本位の制度を持たなければならないのであれば、学力面で長所を持
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つ学生は学力に基づいて入学を認められて奨学金を受給し、資金面で長所の

ある学生は他の学生より多くの授業料を払うという制度は、自然なものであ

る。大事なのは門戸を広げることであり、高等教育融資委員会の予算を増や

す、私立大学の定員を増やす、各県に大学を設置して高等教育における都市

と農村の格差を縮小する等の対策が求められている、と述べた。(記事の背景)

ナイロビ大学が第二群課程を設けたのは 1998 年のこと。この制度が他の国立

大学にも広がり、現在では「本」課程学生よりも「並行」課程学生の方が数

は多い。「本」課程学生に対しては、政府が高等教育融資委員会等を通じて学

費の 70 パーセントを負担する。入学許可は合同合格審査委員会によって下さ

れ、入学するためには現在のところケニア統一中等教育認定試験で 低 B プ

ラスの成績を取らなければならない。また、同統一試験ご入学まで、約 18 ヶ

月待つ必要がある。一方の「並行」課程には C プラスでも入学が許可され、

ケニア統一試験後すぐに入学することができる375。(Daily	 Nation 紙、2010

年 7 月 30 日)	 

	 

l モイ大学チェプコイレル校舎が、モイ大学附属チェプコイレル高等教育学校

(University	 College)となることが官報に掲載された。昇格式典に出席した

ルト高等教育大臣は、エルドレットの町が急速に成長する中、同地域に 2 つ
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めの大学が必要であり、同校は近いうちに大学に昇格するだろうと述べた376。

(Saturday	 Nation 紙、2010 年 8 月 21 日)	 

	 

l ルト高等教育大臣によると、法的手続きを踏まずに運営されている高等教育

機関(college)が 600 あり、これらは閉鎖されると昨日述べた377。(Daily	 

Nation 紙、2010 年 8 月 26 日)	 

	 

l 高等教育委員会の設立 25 周年を祝う全面広告記事あり。6頁にわたる。ルト

高等教育大臣、キアンバ高等教育省事務次官、マリティム同委員会議長等の

挨拶文掲載。同委員会の役割は、大学の許認可、中等教育修了者対象の高等

教育課程の調整、高等教育内容(質)保証、ロックフェラー財団の支援による

単位累積互換制度の推進、外国学位の審査認定等である378。(Daily	 Nation

紙、2010 年 8 月 26 日)	 

	 

l ケニアの諸問題に対処するための科学研究の役割にかんする会議が、エルド

レットのモイ大学で今日開催される。ルト高等教育大臣も出席予定379。(Daily	 

Nation 紙、2010 年 9 月 7 日)	 
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l ルト高等教育大臣が、無認可の高等教育機関は指導教員の質、設備、蔵書等

に問題があり、閉鎖されるだろうと述べた。このような高等教育機関は 600

以上有り、学生数は 8 万人以上である。また、これらの機関が発行した修了

証書は無効になると、ルト大臣が警告した。ただ、この方針が実行されると、

ケニアの失業率を上げることになりかねないという心配もある380。(Daily	 

Nation 紙、2010 年 9 月 9 日)	 

	 

l ルト高等教育大臣が、大学入学待機者を減らすために年 2 回入学制度の復活

を検討中であるのに対し、モイ大学オゴット名誉総長が反論。オゴット名誉

総長自ら 1,500 名の学生を受け持った経験があり、それがいかに大変なこと

であったかを、同大学の第 6 回国際会議にて述べた。また民族問題が大学の

生産性に悪影響を与えているとも述べ、この責任は政府側にあり、大学関係

者が人事に関与できないとしている現在の大学法に問題があると主張した381。

(Daily	 Nation 紙、2010 年 9 月 9 日)	 

	 

l ケニヤッタ大学の学生総合支援センターが完成し、一昨日、ルト高等教育大

臣やムゲンダ学長が出席して開所式が行われた。また、エドワード王子の代
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理としてエディンバラ公爵顕彰国際連合のシラジ事務総長が出席した382。

(Daily	 Nation 紙、2010 年 9 月 10 日)	 

	 

l 現在、大学の各学部、各課程には平等に政府の補助金が支給されているが、

今後は、国の経済発展に資する人材を育成する学部に重点的に配分されると、

ルト高等教育大臣が昨日述べた。各学長及び各大学付属高等教育学校校長と

の会議後の発言。その他、学生数の増加に対応するため、大学は不動産が免

税になるとも述べた。大学補助金の再配分により、人類学や哲学、歴史学、

考古学、森林学等への補助金は今後削減される。具体的な補助金の配分は、

大学が提出したカリキュラムを基に、高等教育委員会で審査される383。(Daily	 

Nation 紙、2010 年 9 月 14 日)	 

	 

l ルト高等教育大臣の、国の経済発展に貢献する学部に予算を重点配分すると

いう方針に対して、大学教員連合のエベデ委員が、国の人材育成という観点

では、どの学部も等しく重要であると反論した。しかしルト大臣はこの批判

を却下。大臣が現在行おうとしていることは、2 つの委員会の助言に基づい

ており、自分の発言を批判する人たちは、大学の改革を望まない人であると

述べた384。(Daily	 Nation 紙、2010 年 9 月 15 日)	 
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l ルト高等教育大臣の投稿。なぜ、国の発展に直接関係のある学問分野を優先

すべきなのか。例えば原子力発電は 80 パーセントも費用を削減でき環境に優

しいのにもかかわらず、ケニアには原子力一般の専門家が一人、原子力工学

の専門家が二人しか居ない。ケニア人の死亡原因として癌が も多くなって

いるのにもかかわらず、放射線治療の専門家は一人しか居ない。一方で人類

学者は何百人も就職を探している。このような人材の浪費は容認できるもの

ではない385。(Daily	 Nation 紙、2010 年 9 月 24 日)	 

	 

l ナイロビ大学で物理を教えるカランブカ博士の投稿。ルト高等教育大臣の大

学への補助金配分見直し方針は、大学に蔓延する危機、つまり「何を教えれ

ばいいのか」「どの学部も同じ学費でよいのか」分からないという状態を指摘

したものだった。しかし、ルト大臣の発言は誤って受け取られ、社会科学の

地位は自然科学より低いのかという、古くから存在する議論を蒸し返すこと

になってしまった。私は、大学で教えられる学問はどれも重要だと考えてい

る。ルト大臣の方針は、中位層に存在する学位に対する強迫観念には打撃を

与えるだろう。学位の重要性を評価する前に、学究界自身が社会に貢献でき

るよう自己変革することが求められている386。(Daily	 Nation 紙、2010 年 9
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月 27 日)	 

	 

l マシンデムリロ科学技術大学広報出版責任者、カバジ教授の投稿。ルト高等

教育大臣の方針は、社会科学が純粋科学よりも低位に位置しているという考

え方に基づいており、人的資源の分野別相補性を無視している。科学技術に

優れた大学は人文社会科学でも優れているものである。心配すべきは教育の

質、研究の成果である387。(Daily	 Nation 紙、2010 年 9 月 27 日)	 

	 

l ルト高等教育大臣インタヴュー記事。それによると、来年末までに国立大学

を現在の 7大学から 16 大学に増やす。大学昇格候補となっているのは、ボン

ド、チュカ、キマティ、モンバサ高等技術、ケニア高等技術、プワニ、マル

ティメディア、カビアンガ、ライキピア、ナロク、メル、南東、キシイの各

高等教育学校。現在ケニア統一中等教育認定試験(KCSE)を受験する 30 万人の

うち、大学入学の要件となっている C プラス以上の成績を得るのは 8 万 1 千

人だが、国立大学で受け入れ可能な人数は 2 万 4 千人のみ。国立大学を増や

すことによって、受け入れを 6 万人に増やす計画。関連法案を来月には閣議

決定したいとルト大臣は語る。現在国立大学の管理については、大学ごとに

法律が存在するが、新法案では、国立大学を一つの法律の下に管轄する。新

たな法案が議会を通過すれば、国立大学の学生は、他の国立大学の単位を自
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由に選択取得することができる。また、人文系に比べ理系の研究に対しより

多くの財政支援がなされる。つまり、現在政府は全通常課程学生一人あたり、

均等に年間 12 万シリングが大学に支給されているのを改め、政府の重点分野

には、より手厚い支援を行う。特に来年度は農業分野を重視するつもり。農

業分野の人材不足には、世界銀行と国際通貨基金の構造調整計画が関連して

いると、両機関をルト大臣が批判した388。(Saturday	 Nation 紙、2010 年 10

月 2 日)	 

	 

l 米国シカゴの北西大学に勤務するムワンギ教授より、ルト高等教育大臣の理

系科目特に農業を重視した国立大学改革計画に対する反対意見を述べた投書

389。(Daily	 Nation 紙、2010 年 10 月 8 日)	 

	 

l マセノ大学のオチエン教授より、ルト高等教育大臣の国立大学改革計画に反

対する当初。大学は専門家を養成する場所であり、労働者を育てる所ではな

いと主張390。(Daily	 Nation 紙、2010 年 10 月 12 日)	 

	 

l ルト高等教育科学技術大臣が汚職で訴追を受けているため、昨日停職処分と
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なった。ヘレン-サンビリ東アフリカ共同体大臣が高等教育大臣を兼任する391。

(Daily	 Nation 紙、2010 年 10 月 20 日)	 

	 

l ナイロビ大学が通訳学修士課程を開設する。開設式典は 11 月 9 日午後 2時か

ら 5時まで行われ、ヘレン-サンビリ高等教育大臣代理も出席する予定。本課

程の開設に対しては、欧州連合、アフリカ開発銀行、アフリカ連合、国連の

協力があった。対象言語は英語、スワヒリ語、アラビア語、ドイツ語、フラ

ンス語、ポルトガル語、中国語である392。(Daily	 Nation 紙、2010 年 11 月 8

日)	 

	 

l サンビリ高等教育大臣代行によると、4 百以上の高等教育機関が、有効な認

可を受けていないため、1 月に閉鎖される。かつて受けていた免許が失効し

ている教育機関が 395 校あり、そのうちナイロビには 194 校が存在する。そ

の他にも認可申請すら行っていない高等教育機関も、東部州に 54 校、沿岸州

に 25 校等、全地域に存在する393。(Daily	 Nation 紙、2010 年 11 月 25 日)	 

	 

l カママ高等教育副大臣が、大学教職員の給与について、政府は大学教職員の

苦境を理解し、教職員との議論も続けている。教職員によるストライキは過
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去のものとなるだろうと発言した。数百にのぼる「インチキ大学」の閉鎖に

も言及。ケリチョ県のモイ大学附属カビアンガ高等教育学校にて。同校は 2009

年の設立394。(Daily	 Nation 紙、2010 年 11 月 29 日)	 

	 

l 高等教育省のムウィリア副大臣によると、現在議会で審議中の法案が承認さ

れれば、偽の高等教育機関を経営する者は、3 年の禁固刑か百万シリングの

罰金に問われる。無認可の高等教育機関は増加傾向にあり、五百校程度に上

る。教育への渇望を逆手にとって無知な親たちをおびき寄せていると同副大

臣。ケニアの中堅高等教育機関(訳注:短期大学レヴェルであろう)を監督する

官庁は現在のところなく、また法規制もない。議会で審議中の「技術、産業、

職業指導、起業教育にかんする法律」が施行されれば、この分野における混

乱は収束するだろうと、ムウィリア副大臣が語った395。(Sunday	 Nation 紙、

2011 年 1 月 30 日)	 

	 

l ムウィリア高等教育科学技術副大臣がアガカン大学第 7 回卒業式に出席し、

大学は卒業生の就職率や新たな就労機会の提供によって評価されるべきだと

語った。これにより、大学を技術革新、起業、知識の中心へと変革させ、高

等教育の質を向上し、社会の要請に応えていくことができるというのが同副
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大臣の意見396。(Daily	 Nation 紙、2011 年 2 月 2 日)	 

	 

l モイ大学のアラン‐オゴト名誉総長が、同大学付属ナロク高等教育学校の事

業開始記念式典において、大学数の増加がケニアの高等教育の質を低下させ

ていると述べた。ケニアにはわずか 360 人の教授しかおらず、この少人数で

20 以上ある大学と、更に多くの高等教育学校の教育を行っている。この原因

には低賃金があり、多くの教員が待遇の良い国外へ行かざるを得ない状況に

追い込まれていると述べた。同式典に来賓として出席したサンビリ高等教育

大臣代理は、大学教育が国の発展にもたらす 大の貢献は研究を行い、その

成果を実用化させることであると述べた。例えば、乾燥に強い作物を開発す

ることにより、食料安全保障を確保することができる。また同大臣代理は、

研究活動への資金供給は、大学施設への資金と同様に優先度が高いと述べた

397。(Daily	 Nation 紙、2011 年 2 月 11 日)	 

	 

l 高等教育相のムウィリア副大臣が「成績良好者の大学入学定員を拡大するた

めに『並行』課程制度を廃止すべきか」と題した論文を発表した。この中で、

国立大学の入学基準成績に達していなくても、学費負担能力が十分であれば

入学できる「並行」課程制度は、能力主義に反しており、たとえ「並行」課

                                            
396	 	 [Daily	 Nation	 2011.2.2]	 
397	 	 [Daily	 Nation	 2011.2.11]	 
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程が国立大学の経営に貢献しているとしても、貧困家庭出身であることが大

学入学の障害になっているのは好ましくないと述べ、「並行」課程は廃止され

るべきであると結論付けている。その前提として、政府は国立大学に対し税

制上の優遇を設け、また国立大学への交付金増額、学生の支払い能力に応じ

た学費の増額が必須であると述べた398。(Daily	 Nation 紙、2011 年 2 月 23 日)	 

	 

l 高等教育科学技術省ムウィリア副大臣のインタヴュー記事。同副大臣は 1954

年メルの出身。1975 年ナイロビ大学卒業。1979 年シカゴ大学比較教育学修士。

さらにスタンフォード大学で教育国際開発学博士。ケニア大学教員連合草創

期の議長であり、1994 年にストライキを煽動したとしてケニヤッタ大学を解

雇された。その後南アフリカのウィットウォーターズランド大学等を経て、

2002年ティガニア西選挙区から初当選。インタヴューで、富裕層を利する「並

行」課程制度は廃止すべきである。このような制度は私立大学が採用するも

のであり国立大学には適さないと主張。「並行」課程廃止に伴う国立大学の減

収は政府、及び援助国が補填すべき。大学の増収により教育環境改善に役立

った「並行」課程の意義を一部では認めつつ、政府の更なる投資、私立大学

も含めた高等教育機関への優遇策を行い、「並行」課程を廃止に持って行くべ

きと述べた399。(Saturday	 Nation 紙、2011 年 2 月 26 日)	 

                                            
398	 	 [Daily	 Nation	 2011.2.23]	 
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l 初等教育無料化後小学校に入学した世代がケニア統一中等教育認定試験を受

ける年齢に達する 2014 年、大学入学 低基準点とされる Cプラス以上の成績

を得る生徒は 18 万人に上ると見込まれる。2010 年は約 9 万 7 千人であり、

このうち実際に国立大学に正式に入学できたのは 2 万 5 千人であった。高等

教育機関の不足に対して、高等教育省は国立大学の増設や現存国立大学入学

定員の増加を図っているが、思うように対応は進んでいない。ルト高等教育

大臣が停職処分となり、大臣職が兼任されていることも原因だとムウィリア

副大臣は語る。同省は中堅の高等教育学校を各県に設置する計画も進めてい

る400。(Saturday	 Nation 紙、2011 年 3 月 19 日)	 

	 

l 大学課程の改正難航、カイメニ教育・科学技術長官が高等教育制度改革の必

要性を訴える。大学はこれまで、学生にとって意義ある課程を提供すると同

時に、企業雇用者と連携する試みを続けてきた。カイメニ教育・科学技術長

官は、労働市場の需要を満たすことは政府の目標になっており、その目的を

達成するには高等教育制度の大きな貢献がなくてはならないとして次のよう

に述べる。大学卒業者就職率への関心は、政府に課された、人的資本の蓄積

促進、との使命のもと「ヒューマン・キャピタル」理論への支持を反映した

ものだ。高等教育への政府の歳出は増加し続けており、それにより、年間に

                                            
400	 	 [Saturday	 Nation	 2011.3.19]	 
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新たに創設される大学数が2003年には7だったのが2013年には31になった。

大学の教育課程の幅が広がったことで年間 300,000 人以上の学生が入学でき

るようになった。毎年労働市場に新たに出て行く 750,000 人の若者のうち、

50,000 以上が新卒者である。しかし、雇用者の 大の懸念は、職場で教えら

れる仕事の内容についていけるだけの能力を、被雇用者が持ち合わせている

のかどうかということだ。雇用者が必要としているのは職場環境に適応でき、

彼らの能力と技術を職場の発展のために生かすことができる者であるからだ。

さらに、発展のためには、高等教育の運営方法の転換が求められる。これに

関連して、開始してから２年目になる研究プロジェクトである"Universities	 

Employability	 And	 Inclusive	 Development"は、現在現場で何が起こってい

るのかを政府に教えてくれるはずである。研究は我々に、目指す場所、そこ

に到達するには何が必要か、またその方法、そして我々が負担するものの示

唆を与えてくれるだろう401。(Daily	 Nation 紙、2014 年 10 月 13 日)	 

	 

4-6.総長・学長	 

	 

l ジョモケニヤッタ農業技術大学(JKUAT)傘下のモンバサ技術専門学校が、母体

である JKUAT がモンバサに別の分校を新たに開校したことに驚いている。

JKUAT の学長は、モンバサ技術専門学校が地域内の名声に安住してきた傾向

                                            
401	 	 [Daily	 Nation	 2014.10.13]	 
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があり、その名声を有意義に活用してほしいと語った。モンバサ技術専門学

校は昨年、JKUAT の分校となった402。(Daily	 Nation 紙、2009 年 8 月 7 日)	 

	 

l ケニアの 30 大学の学長が本日会議を行い、高等教育の向上などについて議論

する403。(Daily	 Nation 紙、2009 年 9 月 1 日)	 

	 

l 学長会議において、ケニアの大学が国際評価を高めるためには、更に多くの

外国人学生を受け入れる必要がある、また人材の外国への流出を食い止める

ため、教官の給料を上げる必要がある、との決議が発表された404。(Daily	 

Nation 紙、2009 年 9 月 2 日)	 

	 

l モンバサ市で開催された東アフリカ教職員組合校長会議においてケニア山大

学学長が、現在の教育システムは試験で高得点を取る事に重点が置かれてお

り、実際の世の中との結びつきが弱いと発言。研究費への歳出を増やせば教

育システムも理論重視から実践重視へと変わっていき、新たな発見や発明に

つながるだろうとの考えを示す。現在のシステムでは成績が悪くて大学に入

れない生徒の可能性を伸ばす効果もある405。(Daily	 Nation 紙、2009 年 10 月
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1 日)	 

	 

l ケニアメソジスト大学が混乱に陥っている。先日、ムガンビ前学長が大学の

閉鎖を発表したが、ムテマ新学長により大学の閉鎖は撤回された。同大学は

数か月前にも副学長人事を巡って混乱したことがある。同日の新聞に、ムガ

ンビ前学長はもはや学長ではないとする、反ムガンビ派の広告あり406。(Daily	 

Nation 紙、2010 年 2 月 19 日)	 

	 

l 政府調査班の提言が実施されれば、合同合格審査委員会は解体される。同委

員会は、大学教員、学長などで組織されており、毎年ケニア中等教育資格試

験における大学合格基準点を決定している。政府提言によると、入学者選抜

は各大学で行われる。大学学生数は、2年前に 12 万人であったものが現在は

15 万人に上り、このうち約半数を「並行」学生が占めるに至っている407。(Daily	 

Nation 紙、2010 年 2 月 23 日)	 

	 

l ケニヤッタ大学のムゲンダ学長によると、同大学は 7 万人の同窓会員の協力

を得て、2 億シリングを、経済的に恵まれない学生の支援に充てる。また、

多目的センターの建設も予定している408。(Daily	 Nation 紙、2010 年 3 月 16
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日)	 

	 

l ケニヤッタ大学のムゲンダ学長は、同大学学生連盟の新評議会任命にあたり、

大学の印象を良くするため協力してほしいと要請。同大学はケニアで 2 番目

に大きい国立大学であり、新執行部は選良として学生に対して指導力を発揮

することが期待されており、大学当局と密接に連携していく責務があると、

同学長は述べた409。(Sunday	 Nation 紙、2010 年 4 月 11 日)	 

	 

l ストラスモア大学が拡張計画を始動させた。3 億 4 千 5 百万シリングを費や

す見込み。商学や経済学教育の需要が拡大していることに応えるため。昨日、

同大学は財政学部と応用経済学部を立ち上げた。「起業教育は本学の特徴の一

つ。本学での教育がケニアの競争力を強化する。」とオディアンボ学長は語っ

た410。(Daily	 Nation 紙、2010 年 5 月 14 日)	 

	 

l 国立大学の名誉総長、学長、評議員が、地元出身者から選ばれる傾向が強ま

っている。前政権時代、国立大学の人事は、与党の政策に大きく影響されて

いた。現キバキ政権になり、学長及び副学長が公募人事になったが、改革は

あまり進んでいない。ルト大臣が指示したように、職員の出身部族が調査さ

                                            
409	 	 [Sunday	 Nation	 2010.4.11]	 
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れなければ、崇高であるべき大学が、村の施設に成り下がってしまう411。

(Daily	 Nation 紙社説、2010 年 6 月 16 日)	 

	 

l 国会で大学のストライキについての議論が行われた。高等教育省のムウィリ

ア副大臣は、昨年来ストライキが発生したケニヤッタ大学とナイロビ大学の

両学長について、ストライキと関係した形跡はなく、両学長に責任はない、

部族主義が大きな問題であると述べた。東アフリカ共同体省のムニャ副大臣

とンジュグナ代議士は、ストライキを避けるため、大学に民主主義を根付か

せる必要があると発言。国会教育委員会のコエチ代議士は、国会議員が大学

の部族主義を煽るのを止めなければならないと述べた。ムウィリア副大臣も、

政治家がストライキに参加していた部分もあり、政治家もストライキによっ

て生じた損害を弁償すべきだが、このことは報告書にはあまり触れられてい

ないと不満を述べた412。(Daily	 Nation 紙、2010 年 7 月 1 日)	 

	 

l ケニヤッタ大学のムゲンダ学長によると、同大学は「アフリカ研究所」の設

立を計画しており、同研究所ではハウサ語、ヨルバ語、コサ語、それにケニ

アの部族語を含めたアフリカ固有の言語の課程を設ける予定である。これは、

アフリカの「死にゆく」言語を守る活動の一環と同学長は述べた413。(Daily	 
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Nation 紙、2010 年 8 月 2 日)	 

	 

l 国民結集統合委員会のキブンジア議長が、ナイロビ以外に所在する国立大学

学長の大半が、大学の立地する地域の民族的要素を考慮された上で選出され

ている、ケニアの民族紛争を撲滅するためには、まず高等教育機関から行動

を起こさなければならないと述べた。同氏によると、ケニアの大学は、一つ

の民族から 30 パーセント以上の職員を雇用するのを禁止されているが、この

規則は新規雇用にのみ適応され、過去に遡っては守られていない。なお、こ

の 8 年間にケニアの大学の入学定員は 10 倍に増えた414。(Daily	 Nation 紙、

2010 年 8 月 3 日)	 

	 

l 合同合格審査委員会が、ケニヤッタ大学のムゲンダ学長を議長として、同大

学で開催され、今年度は総計 2 万 4 千 3 百人の学生が、7 つの国立大学に、

本課程学生としての入学を認められる。これは昨年より約 4 千人多い。この

うちケニヤッタ大学が四分の一の学生を受け入れ、長らく入学受入学生数で

首位だったナイロビ大学を初めて上回る。各学部への振り分けは、各大学の

定員と学生の希望をもとに、ケニア統一中等教育認定試験の成績に応じて行

われる415。(Daily	 Nation 紙、2010 年 8 月 20 日)	 
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l マセノ大学のオウマ講師が 2010 年ファイザー賞を受賞し、11 月に米国で授

与される。受賞論文は、ケニア西部における小児のマラリア。この業績で同

講師は准教授に昇進した。同大学のオニャンゴ学長によると、同大学で 1 年

以内に講師から准教授に昇進したのは、オウマ准教授が初めて416。(Daily	 

Nation 紙、2010 年 9 月 1 日)	 

	 

l マシンデムリロ科学技術大学のクバス教授が同大学生物学部長に任命された

ことを受けて、同大学のワンギラ学長がクバス教授に書簡を送り、管理職に

就いたことを理由に大学教員連合の活動から退くよう促し、承諾の署名を求

めた。これに対しクバス教授は、現在大学教員連合議長の重責にあり、教員

連合の活動をやめることはできないと、学部長就任を辞退した417。(Daily	 

Nation 紙、2010 年 9 月 8 日)	 

	 

l ケニヤッタ大学の学生総合支援センターが完成し、一昨日、ルト高等教育大

臣やムゲンダ学長が出席して開所式が行われた。また、エドワード王子の代

理としてエディンバラ公爵顕彰国際連合のシラジ事務総長が出席した418。

(Daily	 Nation 紙、2010 年 9 月 10 日)	 

                                            
416	 	 [Daily	 Nation	 2010.9.1]	 
417	 	 [Daily	 Nation	 2010.9.8]	 
418	 	 [Daily	 Nation	 2010.9.10]	 
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l 大学附属の高等教育学校は、必ずしも母大学の研究水準を荒廃させることに

はならないと、モイ大学のオゴット名誉総長が述べた。大学附属高等教育学

校の教育内容は、母大学評議委員会の承認を受けており、教育水準が確保さ

れているというのが理由。また、初等教育無料化以降、中等教育修了者も増

えており、大学進学希望者を受け入れ先として大学附属高等教育学校の存在

は、良い解決法である。現状では 8 万人の入学資格者に対して国立大学の定

員は 2 万人と、許容学生数が大きく不足しているが、同名誉総長は、年 2 回

入学制度には反対であり、徐々に定員を増やしていくよう求めた419。

(Saturday	 Nation 紙、2010 年 9 月 11 日)	 

	 

l 現在、大学の各学部、各課程には平等に政府の補助金が支給されているが、

今後は、国の経済発展に資する人材を育成する学部に重点的に配分されると、

ルト高等教育大臣が昨日述べた。各学長及び各大学付属高等教育学校校長と

の会議後の発言。その他、学生数の増加に対応するため、大学は不動産が免

税になるとも述べた。大学補助金の再配分により、人類学や哲学、歴史学、

考古学、森林学等への補助金は今後削減される。具体的な補助金の配分は、

大学が提出したカリキュラムを基に、高等教育委員会で審査される420。(Daily	 
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Nation 紙、2010 年 9 月 14 日)	 

	 

l 合同合格審査委員会によると、今年度の国立大学進学希望者に も人気があ

ったのは、計算機科学と教育学、商学であった。一方 も人気が無かったの

は、天文学、天体物理学、海洋管理学、土壌土地利用学である。 も多くの

教育課程を提供したのがケニヤッタ大学で、70 課程、続いてモイ大学の 67

課程、ナイロビ大学の 49 課程である。政府は経済発展に貢献しない学部課程

への補助金を削減する方針を出しているが、 も多くの学生を受け入れたの

は、一般教養系の教育課程であった。歯学医学系は依然としてナイロビ大学

の独壇場となっており、一年あたりの卒業者数はナイロビ大学が 300 名、モ

イ大学が 50 名である。ナイロビ大学のマゴハ学長によると、歯学医学系の教

育には多くの経費が必要であり、例えば歯学部学生の場合、年間の授業料は

15万シリングであるが、実際の経費は 100 万シリングである。現在のところ、

政府から「本課程」学生への補助金は、全学部一律の一日あたり 19 シリング

である421。(Daily	 Nation 紙、2010 年 9 月 15 日)	 

	 

l 英国の Times	 Higher	 Education による第 7回大学格付けが発表され、ケニア

の大学は惨憺たる結果だった。アフリカから上位 200 位以内に入ったのは、

南アフリカのケープタウン大学とエジプトのアレクサンドリア大学のみであ
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る。アフリカ大学連盟のモハメドバイ前事務総長によると、結果が悪い原因

は論文数の少なさにある。一方で、アフリカの大学に求められているのは主

要な学術雑誌に論文を掲載することよりも、アフリカの開発に求められてい

る人材育成、および研究を行うことであるとも、同前事務総長は述べた422。

(Daily	 Nation 紙、2010 年 9 月 17 日)	 

	 

l デイスタ大学の 3 面全面広告。近くワチラ博士が第 3 代学長に就任予定。同

博士はナイロビ大学獣医学部出身。1983年リヴァプール大学修士、89 年博士。

公衆衛生が専門。同大学はジンバブエのブラワヨが発症の地。本校舎はナイ

ロビから 40 キロ離れたアティリバーにある423。(Daily	 Nation 紙、2010 年 11

月 18 日)	 

	 

l 聖ポール大学が第二代となる新しい学長を迎えた。新しく就任したのはジョ

セフ‐ガルガロ教授。同大学の本校舎はナイロビ近郊リムルにある。前学長

はティモシー‐ワチラ博士で 6年間務め、現在はデイスタ大学学長424。(Daily	 

Nation 紙、2010 年 11 月 24 日)	 

	 

l ケニヤッタ大学のムトゥンギ名誉総長によると、同大学付属のプワニ高等教
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育学校が、近く正式に独立した大学として発足する。沿岸州で独立した大学

ができるのは初めて425。(Daily	 Nation 紙、2010 年 12 月 20 日)	 

	 

l ケニヤッタ大学のムゲンダ学長が契約を更新し、更に 5 年間同大学の学長を

続けることになった。大学評議会と名誉総長の結論。同学長は 2006 年の 3月

に就任して以来、大学は拡大を続け、学生数は 1 万 5 千人から 3 万人に、学

科数は 6から 13 に増加した。沿岸州のホテルの買収し、モンバサ、ナイロビ、

ナクル、ニエリに校舎を開設した426。(Daily	 Nation 紙、2010 年 12 月 28 日)	 

	 

l エガトン大学のジェイムズ‐トゥイトエク学長の契約が 5 年間更新された。

同学長は 2005 年の就任。大学の環境改善、執行部と学生の良好な関係の構築

が評価されてのこと。同大学は 近、ナクル市街地に医学部を	 開設。今年度

末までにナイロビ校舎を開校する予定427。(Daily	 Nation 紙、2011 年 1 月 17

日)	 

	 

l ケニヤッタ大学が「学生職場導入事業」を開始する。昨年 12 月の卒業式にお

いてムゲンダ学長が公表した。企業での職場研修先を見つけるのが難しい学

生に対し学内で職場を提供し、実社会で即戦力のある学生を養成するのが目
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的。就職率向上も目指している428。(Daily	 Nation 紙、2011 年 1 月 21 日)	 

	 

l ナイロビ大学が新しい副学長 2 人を任命。研究、生産、公開教育担当副学長

がルーシー-イルング教授、学生担当副学長がアイザック-ンベチェ教授429。

(Daily	 Nation 紙、2011 年 1 月 24 日)	 

	 

l モイ大学のアラン‐オゴト名誉総長が、同大学付属ナロク高等教育学校の事

業開始記念式典において、大学数の増加がケニアの高等教育の質を低下させ

ていると述べた。ケニアにはわずか 360 人の教授しかおらず、この少人数で

20 以上ある大学と、更に多くの高等教育学校の教育を行っている。この原因

には低賃金があり、多くの教員が待遇の良い国外へ行かざるを得ない状況に

追い込まれていると述べた。同式典に来賓として出席したサンビリ高等教育

大臣代理は、大学教育が国の発展にもたらす 大の貢献は研究を行い、その

成果を実用化させることであると述べた。例えば、乾燥に強い作物を開発す

ることにより、食料安全保障を確保することができる。また同大臣代理は、

研究活動への資金供給は、大学施設への資金と同様に優先度が高いと述べた

430。(Daily	 Nation 紙、2011 年 2 月 11 日)	 
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l 私立大学陳情団長の合衆国国際大学ブラウン学長によると、大学入学待機者

の待機期間短縮を目的として、政府が学費を負担する政府認定学生を私立大

学で受け入れるという計画が頓挫した。私立大学陳情団は、政府認定学生の

私立大学受入のため、証票性を提案していた。この案では、合同合格審査委

員会から学生に証票が交付され、学生は同委員会から示された選択肢の中か

ら大学を選択し、証票を大学に提出。この証票は大学から高等教育委員会に

提出され、証票数に応じて各大学は政府から交付金を受け取る431。(Daily	 

Nation 紙、2011 年 2 月 15 日)	 

	 

l マシンデムリロ科学技術大学で犯罪学を専攻する 3 年次の学生が、教育課程

の変更を求め、バラサ‐ワンギラ学長に書簡を提出した。これらの学生によ

ると、犯罪捜査局の実習申請が却下され、実地訓練を行う機会が不足してい

る。書簡の中で、教育課程に法医学実習や犯罪捜査専門家との交流を含める

ことが提案されている432。(Daily	 Nation 紙、2011 年 2 月 17 日)	 

	 

l マセノ大学附属ボンド高等教育学校で、食料安全保障と気候変動にかんする

3 日間の研究集会が開かれた。南アフリカのケープ半島大学との共催。この

中で、マセノ大学のカラニ名誉総長が、政府の研究費予算不足が研究の障害
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になっていると主張。同時に、政府以外に研究資金獲得の手段を探す必要が

あるとも述べた。同研究集会では、途上国は気候変動の影響を も受けやす

いのにも係わらず、その悪影響を乗り越えるための知識が不足している。研

究者は研究成果を草の根に還元する必要があるという意見が相次いだ433。	 

(Daily	 Nation 紙、2011 年 2 月 22 日)	 

	 

l マセノ大学のフレデリック‐オニャンゴ学長の任期が 1 月末に満了し、同大

学は新学長の人選を進めている。広報担当のマッコニャンゴ氏によると、4

月までには新学長を迎えられる見通し434。(Daily	 Nation 紙、2011 年 2 月 24

日)	 

	 

l ケニヤッタ大学のムゲンダ学長が、英連邦大学連盟評議会員に推薦され、2

年の任期を務める。同学長は 4月に香港で開催される会議に初めて出席する。

同連盟は 1913 年に結成された世界 古の大学連盟であり、300 以上の大学が

加盟している435。(Saturday	 Nation 紙、2011 年 2 月 26 日)	 

	 

l マセノ大学の新しい学長が、ドミニク・マカウィティ教授に決定した。同大
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学が正式に総合大学として認可された2000年以降第二代の学長436。(Saturday	 

Nation 紙、2011 年 3 月 5 日)	 

	 

l ケニアの修士課程、博士課程の学生が、指導教官が自らの地位を守るため、

意図的に学位論文の指導を遅らせていると訴えている。一般的にケニアでは

修士取得に 3年、博士取得に 10 年を要し、諸外国より時間がかかる。これに

対し、ジョモケニヤッタ農工大学のインブガ学長は、大学院学生が困ってい

るのは指導教官ではなく資金であると主張する。ケニアの国立大学は学部教

育に重点を置いており、原則的に大学院学生の研究資金は、学生自身が獲得

する必要がある。一方、大学教員連合のクバス教授は、大学教員の過労、低

賃金が問題であり、政府が対策を取る必要があると述べた437。(Saturday	 

Nation 紙、2011 年 3 月 26 日)	 

	 

4-7.進学・入学関連	 

	 

l 今年の国立大学入学者人数。総計は 20,073 人。長らくナイロビ大学の入学

者数が も多かったが、今年はケニヤッタ大学が も多く、4,034 人。続い

てナイロビ大学の 3,726 人。モイ大学 3,404 人、エガトン大学 2,274 人、ジ
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ョモケニヤッタ農業技術大学 1,070 人、マセノ大学 983 人、マシンデムリロ

大学 618 人であった。昨年はナイロビ大学 3,905 人、モイ大学 3,270 人、ケ

ニヤッタ大学 3,128 人の順438。(Daily	 Nation 紙、2009 年 9 月 18 日)	 

	 

l 国立大学入学待機者を一掃するため、来年から国立大学は 1年に 2度、学生

の入学機会を設定する。これにより、少なくとも 2年間は、7つの国立大学

の総入学者数が現在の 2万人から倍増し、4万人となる。待機者が多い現状

では、経済的に余裕のある者は、私立大学か国立大学の「並行」学生となる

一方、経済的に苦しい者は、国立大学の「通常」学生として入学を許可され

るまで待つ必要がある。「通常」学生として入学できた頃に	 は、経済的に余

裕のある学生から 3年程度遅れてしまうのが普通となっており、このような

格差は許されるものではないと、ルト高等教育大臣は述べた439。(Daily	 

Nation 紙、2010 年 6 月 17 日)	 

	 

l ナイロビ大学附属南東高等教育学校の10年計画開始を記念する2面全面広告。

同校は 1970 年代設立のウカンバ農業学校を前身として 2008 年 7月に開校。

キトゥイ県内クワヴォンザに所在する。キトゥイからは西方へ 38 キロメー
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トル。2010年 5月に初めての学生が450名入学した。10年後の学生数は1万

1千人に増える見込み440。(Daily	 Nation 紙、2011 年 3 月 25 日)	 

	 

l ケニアの国立大学入学許可枠が狭いため、大学進学を諦める例が多い中、ケ

ニア人は外国政府や教育機関独自の奨学金に申請しないために、機会を逸し

ていることも少なくない。高等教育省のキアンバ事務次官によると、外国の

奨学金は学生の才能本位で選考を行うことが多く、ケニアの奨学金のように

需給のバランスで採択を決めるわけではない。ケニアの大学が学生の需要を

満たすことが大前提としながらも、外国奨学金の利点を述べた。例として、

26歳のデヴィッド‐ハーブリングさんは、2007 年当時ケニヤッタ大学の学

生だった。それまで彼は奨学金など、選考委員に賄賂を払える金持ちだけの

ためのものと思っていたが、ある日日本への留学生募集の案内を見つけて応

募してみたところ、見事選抜され、一年間の日本留学の機会を得た。留学を

終え、彼が得た者は大いなる希望であり、今後に生きる経験であった。彼は

今、他の学生にも留学の機会を逃さないよう勧めている441。(Daily	 Nation

紙、2010 年 8 月 2 日)	 
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l 国民結集統合委員会のキブンジア議長が、ナイロビ以外に所在する国立大学

学長の大半が、大学の立地する地域の民族的要素を考慮された上で選出され

ている、ケニアの民族紛争を撲滅するためには、まず高等教育機関から行動

を起こさなければならないと述べた。同氏によると、ケニアの大学は、一つ

の民族から 30 パーセント以上の職員を雇用するのを禁止されているが、こ

の規則は新規雇用にのみ適応され、過去に遡っては守られていない。なお、

この 8 年間にケニアの大学の入学定員は 10 倍に増えた442。(Daily	 Nation 紙、

2010 年 8 月 3 日)	 

	 

l 大学入学と共に訪れた突然の自由のため、次第に勉学に集中できなくなる学

生が居ることが、国立大学を退学処分になった元学生の実例を交えて紹介さ

れた443。(Daily	 Nation 紙、2010 年 8 月 16 日)	 

	 

l 師範学校の学費が、2万 9千 375 シリングから 4万 335 シリングに改定され

る。従来の学費は 15 年間据え置かれていた。ケニアには師範学校が 19 校あ

るが、需要には追い付かず、師範学校入学有資格者 3万 5千人余りに対し、

受け入れられたのは 7千 827 人のみである。また、昨年政府がアフリカ開発
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銀行より中堅高等教育機関学生への学費融資用資金として 42 億シリングの

借款を供与されたが、師範学校の学生は対象となっていない444。(Daily	 

Nation 紙、2010 年 8 月 30 日)	 

	 

l ルト高等教育大臣が、大学入学待機者を減らすために年 2回入学制度の復活

を検討中であるのに対し、モイ大学オゴット名誉総長が反論。オゴット名誉

総長自ら 1,500 名の学生を受け持った経験があり、それがいかに大変なこと

であったかを、同大学の第 6回国際会議にて述べた。また民族問題が大学の

生産性に悪影響を与えているとも述べ、この責任は政府側にあり、大学関係

者が人事に関与できないとしている現在の大学法に問題があると主張した445。

(Daily	 Nation 紙、2010 年 9 月 9 日)	 

	 

l 大学附属の高等教育学校は、必ずしも母大学の研究水準を荒廃させることに

はならないと、モイ大学のオゴット名誉総長が述べた。大学附属高等教育学

校の教育内容は、母大学評議委員会の承認を受けており、教育水準が確保さ

れているというのが理由。また、初等教育無料化以降、中等教育修了者も増

えており、大学進学希望者を受け入れ先として大学附属高等教育学校の存在
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は、良い解決法である。現状では 8万人の入学資格者に対して国立大学の定

員は 2万人と、許容学生数が大きく不足しているが、同名誉総長は、年 2回

入学制度には反対であり、徐々に定員を増やしていくよう求めた446。

(Saturday	 Nation 紙、2010 年 9 月 11 日)	 

	 

l モイ大学歯科病院がオゴット同大学名誉総長の立会いのもと開院した。まだ

建設途上であるが、既に一階部分の使用は開始されている。3億 6千万シリ

ングの事業。同大学歯学部は 2007 年の設置で現在 77 名の学生が在籍。うち

11 名が臨床修練を開始する予定。教員数は 16 名。ケニアの歯学部は従来ナ

イロビ大学のみであり、毎年入学を許可される学生は 30 名程度。ケニアの

歯科医数は人口6万乃至10万人に一人程度と大きく不足している。そのため

患者が歯科疾患で医療機関を受診する頃は手遅れになっていることが多い。

同大学歯学部はエジプトのスエズ運河大学やアレクサンドリア大学からも教

授を招き、学生教育にあたる447。(Daily	 Nation 紙、2011 年 1 月 21 日)	 

	 

l 私立大学陳情団長の合衆国国際大学ブラウン学長によると、大学入学待機者

の待機期間短縮を目的として、政府が学費を負担する政府認定学生を私立大
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学で受け入れるという計画が頓挫した。私立大学陳情団は、政府認定学生の

私立大学受入のため、証票性を提案していた。この案では、合同合格審査委

員会から学生に証票が交付され、学生は同委員会から示された選択肢の中か

ら大学を選択し、証票を大学に提出。この証票は大学から高等教育委員会に

提出され、証票数に応じて各大学は政府から交付金を受け取る448。(Daily	 

Nation 紙、2011 年 2 月 15 日)	 

	 

4-8.卒業・就職関連	 

	 

l ストラスモア(Strathmore)大学の卒業式が開催され、商業専攻修士課程、コ

ンピュータ情報処理機構専攻修士課程の修了生に、初めての学位が授与され

る449。(Daily	 Nation 紙、2009 年 7 月 17 日)	 

	 

l キアンバ高等教育事務次官が、ヴォイ県の沿岸技術専門学校で行った挨拶で、

中堅専門学校の卒業生は公務員等を目指すべきではなく、学校で学んだ技術

を用いて積極的に起業するべきと発言。青年省も若者の企業を支援する予算
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を配分した。技術専門学校で学んだ技術は、ケニアを工業国に変換する原動

力となる450。(Daily	 Nation 紙、2009 年 10 月 6 日)	 

	 

l アガカン大学病院が今年度末までに、東アフリカ地域初となる心疾患癌セン

ターを立ち上げる予定。7億ドル以上の費用が見込まれている。設立の狙い

は治療だけではなく、心疾患及び癌治療の専門家育成にもあり、東アフリカ

国民に 6千人の雇用を創出することも期待されている。同大学病院の第 6回

卒業式で発表され、カロンゾ副大統領も出席した451。(Daily	 Nation 紙、

2010 年 1 月 21 日)	 

	 

l エルドレット高等専門学校が大学に昇格する準備を進めている。同専門学校

は既にケニア行政研究所と共同で、学位取得課程を設けている。同校の卒業

式でルト高等教育大臣の挨拶が代読され、政府が高等教育機関への支援を続

けていく、また東アフリカ共同体の発展が卒業生の雇用を促進したと述べら

れた452。(Daily	 Nation 紙、2010 年 7 月 19 日)	 
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452	 [Daily	 Nation	 2010.7.19]	 
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l ケニヤッタ大学の紹介記事。同大学は教育学、芸術、経済学、旅行学分野で

有名。 近、看護学、薬学、心理医学等の分野が加わった。校舎は本校舎の

他に5つある。同大学の創立は1965年、英国軍の兵舎がケニア政府に引き渡

された時に遡る。当時のケニア政府はこの敷地を高等教育機関であるケニヤ

ッタ高等教育学校として使用することに決め、まず中等教育部門と師範部門

を設立した。1970年、同校はナイロビ大学附属ケニヤッタ高等教育学校とな

り、1972 年に教育学部学士課程の学生 200 名を初めて受け入れた。当時ケニ

アは教員の不足が深刻であったため、政府はナイロビ大学教育学部をケニヤ

ッタ学校に移転し、それ以後、同校はケニアにおける教育学の中心地となっ

た。1985 年、同校は正式に大学として承認された。今年の卒業生は、総勢

1876 名。うち 22 名が博士課程、1516 名が学士課程を修了した453。(Daily	 

Nation 紙、2010 年 8 月 30 日)	 

	 

l ティカのグレツァ大学が、ケニヤッタ副首相件財務相を招いて、初めての卒

業式を 9月 17 日に施行する予定454。(Daily	 Nation 紙、2010 年 9 月 13 日)	 

	 

                                            
453	 [Daily	 Nation	 2010.8.30]	 
454	 [Daily	 Nation	 2010.9.13]	 
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l 合同合格審査委員会によると、今年度の国立大学進学希望者に も人気があ

ったのは、計算機科学と教育学、商学であった。一方 も人気が無かったの

は、天文学、天体物理学、海洋管理学、土壌土地利用学である。 も多くの

教育課程を提供したのがケニヤッタ大学で、70 課程、続いてモイ大学の 67

課程、ナイロビ大学の 49 課程である。政府は経済発展に貢献しない学部課

程への補助金を削減する方針を出しているが、 も多くの学生を受け入れた

のは、一般教養系の教育課程であった。歯学医学系は依然としてナイロビ大

学の独壇場となっており、一年あたりの卒業者数はナイロビ大学が 300 名、

モイ大学が 50 名である。ナイロビ大学のマゴハ学長によると、歯学医学系

の教育には多くの経費が必要であり、例えば歯学部学生の場合、年間の授業

料は15万シリングであるが、実際の経費は100万シリングである。現在のと

ころ、政府から「本課程」学生への補助金は、全学部一律の一日あたり 19 シ

リングである455。(Daily	 Nation 紙、2010 年 9 月 15 日)	 

	 

                                            
455	 [Daily	 Nation	 2010.9.15]	 
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l ケニヤッタ副首相兼財務相を招いて施行されるはずだったグレツァ大学卒業

式が 11 月に延期され、ケニヤッタ氏の出席も取止めになった456。(Daily	 

Nation 紙、2010 年 9 月 27 日)	 

	 

l ケニア山大学の特集記事。同大学は 1996 年にティカ技術高等専門学校とし

て開校し、2006年に正式な大学に昇格した。開校時は商業系分野の学科を設

置し、経営やコンピュータ技術を教育していたが、 近は医療健康科学分野

に力を入れている。本校舎はティカにあり、その他ナイロビ、モンバサ、ナ

クル、メル、エルドレットに校舎を持つ。現在までに 2 回の卒業式が行われ、

3千人の卒業生を送り出した。今では大学院も持ち、将来は高次医療機関と

しての大学病院設立も目指している457。(Daily	 Nation 紙、2010 年 10 月 11

日)	 

	 

l キバキ大統領が昨日のマシンデムリロ大学卒業式に出席し、政府は高等教育

施設建設債を起債して、国立大学の収容可能人員を増やす努力を行っている

と述べた。大統領によると、この起債によって得られた資金は大学施設建設

                                            
456	 [Daily	 Nation	 2010.9.27]	 
457	 [Daily	 Nation	 2011.10.11]	 
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に使われ、若者が高等教育を受ける機会を拡大することに貢献する458。

(Saturday	 Nation 紙、2010 年 10 月 30 日)	 

	 

l 米国のIBM社が10人のナイロビ大学卒業生を採用する。商学部の成績優秀学

生が採用される見込み459。(Daily	 Nation 紙、2011 年 1 月 10 日)	 

	 

l ケニヤッタ大学が「学生職場導入事業」を開始する。昨年 12 月の卒業式にお

いてムゲンダ学長が公表した。企業での職場研修先を見つけるのが難しい学

生に対し学内で職場を提供し、実社会で即戦力のある学生を養成するのが目

的。就職率向上も目指している460。(Daily	 Nation 紙、2011 年 1 月 21 日)	 

	 

l ムウィリア高等教育科学技術副大臣がアガカン大学第 7回卒業式に出席し、

大学は卒業生の就職率や新たな就労機会の提供によって評価されるべきだと

語った。これにより、大学を技術革新、起業、知識の中心へと変革させ、高

                                            
458	 [Saturday	 Nation	 2010.10.30]	 
459	 [Daily	 Nation	 2011.1.10]	 
460	 [Daily	 Nation	 2011.1.21]	 
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等教育の質を向上し、社会の要請に応えていくことができるというのが同副

大臣の意見461。(Daily	 Nation 紙、2011 年 2 月 2 日)	 

	 

l 大学卒業後の就職難の深刻化、大学の組織改革が課題。大学卒業者が安定し

た仕事につくまでに平均で 5年間の時間がかかっているとの新たな調査結果

が出された。現状はさらに深刻であると予測される。調査によれば、職に就

いている者の大半が彼らの資質に見合う仕事に従事しておらず、この事実が

大学在学中の学生たちの将来に対する希望を失わせている。教育省の推計で

は、毎年 50,000 人もの国立・私立大学の卒業生が卒業後も就職できず、若

者の非就職人口は 230 万人にのぼる。また、就職できたとしても、多くの者

は生活を維持するためだけの単純仕事に従事せざるを得ない。本調査は一方

で、「非就職」というのは富裕層の特権であり、経済的な保障のある者だけ

が自らの希望に添った仕事に就けるまで待つ余裕をもてるのだ、とも言及し

た。Universities,	 Employability	 and	 Inclusive	 Development の研究によ

れば、大学外での学習経験、おもに家庭内や大学以前の教育課程での経験は、

大学卒業者がいかに職場で能力を発揮できるかに大きな影響を及ぼし、また、

彼らの人脈の有無も求職活動をするうえで重要な要因になるのだという。本

                                            
461	 [Daily	 Nation	 2011.2.2]	 
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調査では、学内における学生グループや課外活動の充実が求められるのと同

様に、学外での経験、たとえば、他者とかかわり合いながら実践されるサー

ヴィス・ラーニング（学内で学んだことを他者に教えることで社会貢献する

と同時に、社会の中での自らの責任感を学ぶ学習方法）やヴォランティア活

動が、職を得るためにきわめて重要であるとの結果を示している。また大卒

者の就職率の低さに影響を与える別の要因として、雇用側の需要の問題や就

職における差別（その差別の形態は報告書では明らかにはなっていないが）

が挙げられる。雇用側もまた国際化の流れに乗っており、学内外で様々な形

態の活動に携わることによって培われる資質に注目し始めた。ケニアの大学

教育の規模の拡大は著しいが、その一方で、教育の質に目を向けるとそれは

極めて重大な脅威にさらされている。無償初等教育の導入がインフラの不整

備で水準を落とさざるを得ない状況に陥ったのと同様、急速な拡大をみる高

等教育は質を維持することができなくなる危機に瀕しており、その仕組みは

いつ崩壊してもおかしくない。2014年の経済調査では、私立・国立大学への

入学者は前年の 240,551 人から 324,560 人に増加した。ひとりの講師が平均

で 64 名の学生を抱えている計算だ。学生数の対講師比を下げ、また、大学

の物理的な基盤を改善する必要がある。というのは、講師に資質、準備、教

育学の知識が欠如している場合が多く、単に暗記をさせる教育方法がありふ
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れているのだ。それだけでなく、大学はまた、建物、実験室、図書館といっ

た物理的な基盤の未整備にも頭を抱える。若年層が拡大し、大学教育に、よ

り良い人生の可能性が託されるこの現状をみても、教育の質の崩壊を防ぐた

めに適切な評価基準を設定する必要があるといえる。British	 Council	 の支

援によりケニヤッタ大学で実施された調査は、"若者の増加"と高等教育に授

けられる価値の高まりは、高等教育がこれだけ急速に発展してもそれでもま

だ不十分であることを意味する、と述べる。本調査は、The	 Institute	 of	 

Education、University	 of	 London、ケニヤッタ大学、University	 of	 

Education、Winneba(ガーナ)、Univertsity	 of	 the	 Free	 State	 (South	 

Africa)、University	 of	 Ibadan(Nigeria)の共著で報告された。ここではケ

ニア、南アフリカ、ナイジェリア、ガーナの 4カ国が対象とされ、ケニアで

は、ケニヤッタ大学の Prof.	 Daniel	 Sifuna	 と Prof.	 Ibrahim	 Oanda	 （ケニ

ヤッタ大学教育学部）が中心となって調査が行われた。これら 4カ国はそれ

ぞれ異なった社会経済的、政治的背景を有するが、どうしたら若者に対して

質の高い教育を提供することができるか、という課題を共有する。入学者数

は多いが、これらアフリカの大学が果たして国家を発展させることのできる

人材をそこから生み出すことができるのか、は重大な関心事である。また、

卒業生の非就職と能力のギャップ（卒業生が実際に有する能力と市場で求め
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られる能力の差）の問題が懸念される一方で、驚くべきことに、長い間信じ

られてきたこうした状況を支持する確実な証拠は無い。この調査ではまた、

雇用者は、学生の知識には概ね満足しているが、他方で、個人的な資質、た

とえば、信頼性、技術を応用して活用する能力、協調性、問題解決能力とい

ったものとは大きな開きがあると報告された。モイ大学の教育学部でも昨年

類似の研究が実施されたが、そこでも、雇用者は大学卒者の協調性、人間性

といったソフト面での能力の低さに失望しているとの結果が出された。

Kenya's	 Vision	 2030 は、高い能力を持ったケニア人、とくに中レベル程度

のカレッジと大学で教育を受けた人材の能力を記録したリストを備えること

を目指す。そうしたデータベースは、国の教育プログラムの計画を立てるの

に必須のツールである、これは、あらゆる分野で求められる人材における現

実とのギャップを把握することができるため、優先的に力を注ぐ分野を定め

るのに有用であるとされる。データベースは、中程度レベルのカレッジ・大

学にかかわらず、ケニアの人材育成をすすめていくうえでとても重要だとい

えよう462。(Daily	 Nation 紙、2014 年 10 月 13 日)	 

	 

                                            
462	 [Daily	 Nation	 2014.10.13]	 
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