2012 年 6 月 7 日

オリエンテーション
エリアスタデイーズⅤ：マレーシア・マラヤ大学コース
マレーシアはマレー系、中国系、インド系、そして多数の先住民族で構成される多民族国家です。それぞれの民族がもつ宗
教、伝統、生活習慣の融合によって、独特の文化をつくりだしています。歴史的には、16 世紀以降、ポルトガル、オランダ、英
国、また第二次世界大戦中は日本軍による占領下になるなど、植民地時代を経て、1957 年マラヤ連邦の独立、1963 年マレー
シアが成立しました。多民族国家であり、多文化社会であるマレーシアにて、マラヤ大学・文明化のための対話センター
（Centre for Civilisational Dialogue）を拠点に「グローバル化する環境問題」、「文化的多様性」、「生物多様性」、「サスティナブ
ル・ツーリズム」について学ぶことを目的とします。
マラヤ大学教員による講義、セミナー、大学生・大学院生との国際交流、エンダウ・ロンピン国立公園（ジョホール州）でのフィ
ールドワーク、マレーシア先住民族（オラン・アスリ）のライフスタイルと伝統的知識についてのワークショップなど体験学習をも
とに国際理解を深めていきます。










本学での事前授業（３回）
、事後授業（１回）、海外現地（6 泊 7 日）での講義、ワークショップ、フィールドワークなどを通して、
国際人としての必要な視野と異文化コミュニケーション能力を培うとともに、グローバル化する環境問題についての理解と問題
解決能力を高めることを目的としています。
なお、現地での講義はすべて英語で行なわれます。講義の内容を十分に理解できるように準備しておいてください。また、
事前授業の初回までに下記に、提示した参考文献を熟読の上、マレーシアに関連するテーマを自分で設定し授業に参加して
ください。
成績評価については、現地研修時の講義・ワークショップなどへの積極的な参加(20％)とともに、帰国後に提出される）プレ
ゼンテーション（30％）とレポート（50％）によって総合的に評価されます。
記
１.日

程

事前授業

2012 年 8 月 2 日（木）

3 限「地球環境問題－Think globally, act locally.－」
4 限「食卓から見えてくる東南アジアとのつながりと環
境問題」

2012 年 8 月 27 日（月）

2 限「マレーシア先住民族 Jakun People の生活の知
恵から学ぶこと－生物多様性をまもる伝統的知識－」

現地学習（ﾏﾚｰｼｱ) 2012 年 8 月 28 日（火）～9 月 3 日（月） （6 泊 7 日：うち 1 泊は機内泊）
事後授業

2012 年 9 月 22 日（土）

3 限「プレゼンテーション・レポート作成指導」

２.渡 航 先

マレーシア・クアラルンプール/ジョホール州エンダウ・ロンピン国立公園

３.滞 在 先

1 日目：PJ ヒルトンホテル(Hilton Petaling Jaya Hotel)
No.2 Jalan Barat Selangor Darul Ehsan Petaling Jaya, 46200, Malaysia
Tel: 603-7955-122
2 日目：マラヤ大学 Rumah Universiti (University House)
University of Malaya, Peti Surat 1127, Jalan Pantai Baru, 59700 Kuala Lumpur
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Tel: 603-7956-0286/7967 3528

Fax: 603-7956 0081

3・4 日目：Nature Education & Research Centre (NERC) Endau Rompin National Park
National Parks (Johor) Corporation

Tel: (07) 223-7471 / Fax : (07) 223-1033

5 日目：KL 市内ホテル（未定）
４.参考文献

井筒俊彦『イスラーム文化―その根底にあるもの―』（岩波文庫）
藤巻正己・瀬川真平『現代東南アジア入門[改訂版]』(古今書院)
鶴見良行『東南アジアを知る－私の方法－』（岩波新書）
鶴見良行『収奪の構図』（みすず書房）
鶴見良行『マラッカ』（みすず書房）
井筒俊彦『コーラン（上）（中）（下）』（岩波文庫）

５.持 ち 物
下記については各個人で準備し、持参ください。△ はオプションです。必要な人は用意してください。
①マラヤ大学・KL 観光など

②フィールド・スタディツアー（２泊３日分）

□パスポート

□バックパック

□パスポートコピー

□トレッキングシューズ（スニーカー）

□海外旅行傷害保険手帳

□帽子・日焼け止めクリーム

□着替え・下着等

□長袖 T シャツ・パーカー

□ノート・メモパッド・筆記用具

□バスタオル・洗面用具（シャンプー・リンスなど）

□電子辞書

□虫よけスプレー

□日本からのお土産（100～500 円/個×5 個程度）

□スイムウエア

□常備薬・救急セット（正露丸・酔い止めなど）

□ルームウェア

△電気プラグアダプター・変圧器

□雨具

△デジカメ

□サンダル（トレッキングでは河川を渡りますので、水に
濡れてもよいシューズをご用意ください）

★フィールドツアーはバスタオル・シャンプー・リンス・ボディソープ・ドライヤーなど各自で必要な洗面用具を準備してください。
★熱帯雨林を歩くときに気になる人は、ヒルよけソックスなをするなど各自で備えてください。

６.注意事項
①マラヤ大学キャンパス内での服装について：キャンパス内ではイスラム教など宗教上の規則がありますので、次の服装や
髪型は避けるようにしてください。市内の公共機関やモスク内に入る場合も同様に、女性は髪を隠せるストールもしくはショ
ールを着用してください（入場口でガウンを借りることもできます）。男性は襟付きのシャツを着用してください。
＜避けるべき服装＞
ショートパンツ・ホットパンツ・ミニスカート
露出の多い服装（ノースリーブ・タンクトップ・キャミソールなど）
服に相手を不快にさせるような言葉や絵模様が印刷されているもの（スカル・悪魔・派手な絵模様など）は避けること
シースルーなど下着が透ける服装
スキニータイツ・スパッツなどのぴったりした服
ダメージジーンズ
ヘアのカラーリング・ドレッドヘアー
ビーチサンダル
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②現地では、パスポートは必ず常備してください。
③海外旅行保険：6 月 7 日（木）のオリエンテーションにて、保険加入のパンフレットを配布します。個別にご加入ください。
④必要に応じて、夕方から夜間にかけてショート・レクチャーの時間を設けます。
⑤市街地では防犯のため、手持ちバックは斜めがけのできるショルダーバックをお奨めします。
⑥マレーシアでは禁煙に関する取り締まりが厳しく、旅行者であっても違反者には罰金刑が課せられます。空港・駅・冷房付商
店および飲食店・バス・タクシー・フェリーのターミナル・行政機関・銀行などの「公共の場所」では全面禁煙です。例外的に
空港内では｢喫煙場所」でのみ喫煙可能です。
⑦日中は気温が高くても、朝夕は冷え込むことがあります。またはホテルやレストラン、ショッピングセンター等では冷房がよく
効いていることもあるので、長袖の上着を持参することをお勧めします。
⑧赤道近くに位置する為、日差しが日中はかなり強くなります。こまめに水分補給することを心がけしましょう。ミネラルウォータ
ー・ドリンク類は各自で購入して常備してください。
⑨エンダウ・ロンピン国立公園での注意事項
１）野生の動物を驚かさないよう、来園者は無用な音を立てないでください。
2）空き缶、残った食べ物、ごみ等は、公園から持ち去り、指定された廃棄場所に捨ててください。
3）入園は、国立公園の定める出入り口からのみ入場してください。
4）水浴び、水泳は指定された場所のみ可能です。必ず水着を着用の上、水泳してください。
5）ジャングル中で活動するときには、香水の使用は避けてください。
７．備

考

○配布資料

旅程

5/16・22・23 に配布済

参加者リスト

8/2 配布

マレーシアの基本情報

6/7 配布

機内持ち込み品についての注意事項

6/7 配布

（8/28）関西国際空港 集合場所

8/27 配布

○エンダウ・ロンピン国立公園に関する情報
クアラルンプールからクルアンとカハンを経由し、カンポン・ペタへと移動します。樹齢数百年の森が名前の由来となっている
エンダウ川とロンピン川が流れ、熱帯雨林が広がっています。アジアゾウ、スマトラサイ、マレータイガー、マレーバクなど希少
動物や野鳥が生息しています。 公園内に居住する Jakun People(先住民のコミュニティ)は、マレーシアの原住民局
（Orang Asli）による保護の対象にとなっています。エンダウ川流域に居住する部族の生活様式は基本的に各家族集団による
集落を形成し、ジャングル奥地にて高床家屋を設け、焼畑耕作と採取による生活を営んでいます。言語は古マレー語を基礎と
した独自の言語を持ちます。
調査研修では、Jakun People のライフスタイル（衣食住）・民間療法などのワークショップを行ないます。
またツアー中にはトレッキングなどのフィールド・アクティビティ、夜間には丸太舟に乗船するナイトサファリなどの活動も含ま
れます。宿泊は、公園内の簡易宿泊施設になります。なお詳細の予定、ツアーの準備物などにつきましては事前授業でご案
内します。



アクティビティ

ジャングルトレッキング / ナイトウォーク / バードウォッチング / カヤック /キャンプ



持ち物

ウィンドブレーカー / トレッキングシューズ / 虫除け / 双眼鏡 など
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見られる動物

リーフモンキー / カニクイザル / シロテテナガザル / シカ / マレーバク /アジア ゾウ / スマトラサイ / マレータイガー



ワンポイント・アドバイス

11 月～3 月の雨季は閉園になります。また、入園には事前の許可が必要です。トレッキングの安全のため、公園ガイドを同伴し
てください。
（「マレーシア政府観光局」ウェブページより）
○関連サイト
マラヤ大学

http://www.um.edu.my/

マレーシア政府観光局

http://www.tourismmalaysia.or.jp/

MEMO
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