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在ブルキナファソ日本国大使館 松原公使参事官 

３月３０日に当地へ赴任をしてから早くも４ヶ月が経ちました。館内の人事異動

も落ち着き、 新体制で大使館が動き出しています。 

さて、この度、外務省では、語学能力が高く、職務経験豊富で優秀な人材を以下

のとおり募集しています。つきましては、皆様にもこの誌面を借りて、紹介させて

いただきますので、皆様で、あるいは、皆様の周りで、適任と思われる方がいらっ

しゃいましたら、是非この機会を利用していただければ、幸いです。 

外務省経験者採用試験の実施 

 平成２９年度 外務省経験者採用試験（係長級） 
●職務内容：標準的な官職が係長である職制上の段階に属する官職のうち、政策の

企画及び立案又は調査及び研究に関する事務をその職務とする官職であって、民間

企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの。  
●受験資格：平成２９年４月１日において、大学等を卒業した日又は大学院の課程

等を修了した日のうち最も古い日から起算して２年を経過した者。 
●求める人材：大学卒業後、民間企業、官公庁、国際機関等において、正社員・正

職員として従事した職務経験が平成２９年７月１日現在で通算２年以上となる者で

あって、これらの職務経験を通じて体得した効率的かつ機動的な業務遂行の手法そ

の他の知識及び能力を有するもの。 
●試験日程： 
８月 ４日（金）９：００～ １７日（木）受験申込受付（インターネット） 

１０月 １日（日）第１次試験（基礎能力試験、経験論文試験） 
１０月２５日（水）第１次試験合格者発表 
１１月 ３日（金）又は４日（土）第２次試験（政策課題討議試験、人物試験） 
１１月１７日（金）最終合格者発表 
 
平成２９年度 外務省経験者採用試験（書記官級） 
●職務内容：外交領事事務（これと直接関連する業務を含む。）に関する事務をそ

の職務の主たる内容とする書記官等の官職であって、民間企業における実務の経験

その他これに類する経験を活用することができるもの。 
●受験資格：平成２９年４月１日において、大学等を卒業した日又は大学院の課程

等を修了した日のうち最も古い日から起算して９年を経過した者。 
●受験語学：英語、フランス語、ロシア語、スペイン語、ポルトガル語、アラビア

語、トルコ語、タイ語、インドネシア語、中国語及び朝鮮語のうち１カ国語を選

択。※英語については、受験語学にかかわらず、ＴＯＥＦＬ(ｉＢＴ)１００点以上

又はＩＥＬＴＳ７．０以上のスコアを有していることを推奨します。 
●試験日程： 
８月 ４日（金）９：００～ １７日（木）受験申込受付（インターネット） 

１０月 １日（日）第１次試験（基礎能力試験、外国語試験、経験論文試験） 
１０月２５日（水）第１次試験合格者発表 
１１月１３日（月）～１７日（金）第２次試験（外国語面接試験、人物試験、総合

評価面接試験） 
１２月 ６日（水）最終合格者発表 
 
詳細については http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/saiyo/keiken/index.html を参照。 
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その①：バカンス中の安全管理に絡んで 

ワガドゥグ犯罪情報:領事より 

 ７月１１日、ワガドゥ

グ刑務所における脱獄事

件についての報道があり

ました。 
 砂金取引による多額の

利益を餌に被害者から約

２０億ＣＦＡを詐取した

犯人が、家族との面会後

に脱獄したとのことでし

た。 
 詐欺事件の被害者は、

犯人の口車に乗せられ、

投資のため相当の土地区

画を売却したとのことで

す。 
 犯人は、今年２月に収

容され、脱獄の１ヶ月前

に禁固８年、罰金１８億

ＣＦＡの判決を受けたば

かりで、何らの騒動が生

じることもなく、白昼

堂々の静かな脱獄事件は

「信じられない脱獄劇」

と報道されていました。 
おいしい儲け話に対し

て、自分一人で判断する

ことは避けてください。

知人等からの「あなたに

だけ特別な儲け話があ

る」などの誘いには特に

注意が必要です。 
犯人が捕まっても、詐

取されたものが戻ってく

る可能性は低いのが現実

です。 

泥棒は、空き巣に入る

前に下見をします。そう

して得た情報から泥棒に

入る対象を選別し、犯行

計画を立て、犯行を実行

します。 

下見の段階で泥棒に対

象から除外されることが

最も有効な防犯対策とな

ります。 

泥棒が嫌がる家は、 

・警備会社と契約してい

る家 

・敷地内又は周囲に犬を

飼っている家 

・下見の段階で挨拶をさ

れた家 

などが挙げられます。警

備員が、異常を報告する

と、パトロール部隊が確

認に来ることを泥棒は知

っていますので、泥棒が

下見をする昼間に制服警

備員を外部から見える場

所に配置し、下見の段階

で警備員の存在を泥棒に

示しておくことは効果的

です。同時に、警備員に

は、定期的に敷地内を巡

回させることをお勧めし

ます。当地の家屋は、一

般的に周囲を塀で囲まれ

ており、これは、泥棒に

とっては、一度塀を乗り

越えさえすれば、目隠し

となり安心して彼らの仕

事ができることになって

しまうからです。警備員

の次に泥棒が恐れるのが

犬です。敷地内、近所に

よく吠える犬がいれば、

犬は一匹が吠えると連鎖

的に吠える傾向がありま

すので、強力な防犯効果

を発揮し、泥棒を参らせ

ます。また、下見の段階

で挨拶をされると、泥棒

は、顔を覚えられたと思

い、対象から外す傾向に

あります。 

現在の雨季に空き巣以

上に注意が必要なのはノ

ビ師です。夜間居住者が

寝静まった家に忍び込む

彼らは、侵入時の音が雨

の音で消される雨季に活

発に活動します。当地で

のノビ師の活動は非常に

活発であり、薄いアルミ

製扉を切り裂くなど音を

立てて侵入する手口にも

関わらず、家人が一切気

付かない事件が頻発して

います。被害状況から、

捜査関係者は、何らかの

気体状の眠り薬が使用さ

れていると見ています

が、薬品は特定されてお

らず、対策も取られてい

ません。 

 

その②：詐欺犯の脱獄事件報道から 

大前提 
・施錠の徹底 
・侵入のための足場となるよ

うなものの排除 
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プリンセス・イェネンガはブルキナファソの起源にかかわると言われる女性で、市

内の同名レストランはこの名前を取って命名されています。その息子ウェドラオゴは

フランス語で「ETALON」と訳され、ブルキナファソのサッカーナショナルチームのチ

ーム名になるほど、その話はブルキナファソ人に親しまれています。ブルキナファソ

の基礎知識として、簡単にそのお話をご紹介します。 

「今のガーナ北部にあたるある地域にガンバガという王国があり、この国を支配す

るネデガという王とナポコという女王、そして二人の間にはイェネンガという一人娘

がいた。イェネンガは成長し、勇敢な騎士となって王の騎馬隊を指揮していた。王

は、騎馬隊を率いて王国の敵に対抗できる素晴らしい女性騎士イェネンガを大変頼り

にしており、彼女が結婚することを望んでいなかった。一方、成長したイェネンガは

女性として家庭を持ち、子供を持つことに対する憧れと希望を強く抱いていた。 

1100 年頃（1500 年～1600 年頃ともいわれる）、敵との戦いの最中、イェネンガの

乗る白馬が何者かに追われているかのように全速力で暴走し始めた。馬に慣れたイェ

ネンガが止めてもいうことを聞かず、白馬は騎馬隊を離れて森を越え、畑を越え、長

い間走り続けた後、象のハンターの青年リアレの小屋の前で止まった。 

イェネンガとリアレは、出会った瞬間に、白馬が暴走し、イェネンガを小屋の前ま

で連れてきたことは二人にとって定められた運命であったと感じた❤。二人は結婚

し、息子を授かり、牡馬（種馬）という意味のウェドラオゴと名付け、ウェドラオゴ

は成長したのち、ネデガ王の王国を訪ね、ネデガ王よりもう一つの王国を作ることを

許された。このウェドラオゴがテンコドゴ王国を創立し、モシ族の王家モロ・ナーバ

家の始祖となったと言われている。」 

もっと詳しく知りたい方は、ぜひこちら↓もご覧ください。 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002301/230125f.pdf#search=%27unesco+yen

nenga%27 

プリンセス・イェネンガ①：ブルキナファソの不思議： 

ＲＴＢ 

 ここ最近、ワガドゥグ市内のマダムの間でひそか

な注目を集めているレストランイェネンガのピザメ

ニューをみなさまご存知でしょうか。ピザ窯で焼か

れたピザはクリスピー生地がサクサクでとってもお

いしいと評判。 

気になる値段は、4,400FCFA から。7,000FCFA 台の

ものが多く、リーズナブルとは言えないかもしれま

せんが、味は絶品です。是非一度ご賞味ください。

おすすめは、Saumon Fumé(7,800FCFA、（写真右）写

真左は Quatre Saison)です。 

ピザメニューを入手しましたので参考までに掲載

します。一度食べると病み付きになるかもしれませ

ん！！（TM） 

プリンセス・イェネンガ②：おすすめレストラン 

☆レストランへのアクセス☆ 
Ave. l'indépendance 通り沿いの RTB 近くにある看板が目

印です！ 

店内にあるピザ専用窯 
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今月のナイスショット 
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医療：雨期の健康管理（医務官より） 
日本であったならば雨季=夏ということで、『熱中症』、『食中毒』、『プール

熱・手足口病、ヘルパンギーナ・・・』など健康・感染症アドバイスには事欠かな

いのですが、ブルキナファソではこの時期猛暑が和らぐことから、体調管理は比較

的楽になるのではないかと思います。ただし、依然として日中の気温は 30 度を超

え、湿度 80％と熱中症のリスクは高いことに変わりありません。適度な運動はスト

レス発散、健康維持のためこの地においては特に重要ですが、水分補給を忘れず

に。飲酒後の運動は脱水を悪化させますので、控えるようお願い致します。 

雨季には蚊が増えますので、防蚊対策は今まで以上の注意が必要です。水たまり

に産卵、羽化する蚊にとってこの時期絶好の繁殖時期となります。ハマダラカは夜

間～朝方、ネッタイシマカは日中に吸血しますので常時注意が必要です。特にマラ

リア対策は重要ですので夜間の不用意な外出は控え、袖の長いシャツ・ズボン着

用、DEET 含有忌避剤の使用、蚊帳の使用など方針を再確認しましょう。なお忌避剤

は非常に有用ですが、濃度による有効時間に注意を（5％：90 分、10％：3 時間、

15％：5 時間）。最後に、この時期 38℃以上の急激な発熱があった場合には必ずマ

ラリアを念頭に行動をとるようにしてください。当地に蔓延する熱帯熱マラリアで

は 1 日治療が遅れるごとに 10％死亡率が上がるとされますので必ず病院を受診し検

査をお願いします。予防内服も 100％ではありませんので過信せず行動されてくだ

さい。 

編集後記 
 平成２９年６月に始ま

った大使館発ニュースレ

ター「KIBARE」。早くも

第２号の発行となりまし

た。 

今後も当館を取り巻く

出来事、最新情報、館員

や現地職員のご紹介、治

安情報などのお知らせを

していく予定です。 

  

 

 

大使館においては３月か

らのめまぐるしい人事異

動も落ち着き、新体制に

て館全体が動き出してい

ます。 

 大使館ならではの視点

でこれからも情報満載で

お伝えしてまいりますの

で、今後ともよろしくお

願いします。 

 

出口書記官（後列右から 5 番目）離任、玉置書記官（前列左から 2 番目）着任 

http://www.irasutoya.com/2015/06/blog-post_89.html

