2009 年 12 月 24 日
甲南大学 谷口研究室

第８６回谷口ゼミナール研修旅行（マレーシア・クアラルンプール）
この度，第８６回谷口ゼミナール研修旅行を，下記のとおり行ないます。今般は，卒業旅行も兼ねています。マラヤ | 1
大学 Center for Civilisational Dialogue（以下，CCD）において講義、講演会、マラヤ大学 UNESCO クラブ主催イ
ベントへの参加，ネイティヴの人々（Jakun 族）のライフスタイルや文化様式についての現地調査を予定しています。
そのなかで多民族国家であるマレー文化に触れるとともに，宗教・文化・ライフスタイル・環境などについて考える
ことを目的としたく思います。また，マラヤ大学 CCD において学術交流会および学生交流会を予定しています。
ぜひ，ふるってご参加ください。
記
１． 日

程

2010 年 3 月 12 日(金)～3 月 18 日(木)

（6 泊 7 日：うち 1 泊は機内泊）

２． 渡航先

マレーシア・クアラルンプール

３．滞在先

ノボテル・クアラルンプール・シティーセンター(Hotel Novotel Kuala Lumpur City Centre)
2 Jalan Kia Peng 50450 KUALA LUMPUR MALAYSIA
Tel (+60)3/21470888
Fax (+60)3/21470889
E-mail
info@novotelklcitycentre.com
URL
http://www.novotel.com/gb/hotel-6324-novotel-kuala-lumpur-city-centre/index.shtml

４．連絡先

緊急連絡先：谷口 文章教授 携帯
*海外に直接つながります．
甲南大学文学部 谷口研究室
TEL & FAX 078-435-2368 E-mail fumiaki★konan-u.ac.jp
URL http://kankyo-institute.lit.konan-u.ac.jp/~taniguchi/jp/index_j.html
幹事
山下 尚子
山本 諒

５． 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）
井筒俊彦『コーラン（上）（中）（下）』（岩波文庫）
井筒俊彦『意識と本質―精神的東洋を索めて―』（岩波文庫）
鶴見良行『東南アジアを知る―私の方法―』（岩波新書）
鶴見良行『バナナと日本人―フィリピン農園と食卓のあいだ―』（岩波新書）
鶴見良行『マラッカ物語』（時事通信社）

６． 持ち物
★ 現地では，パスポートは必ず常備してください（※パスポートは１月８日までにご用意ください）
★ 海外旅行保険手帳（加入者のみ）
＜個人用＞ ☆は必要な人のみで結構です。
□ 着替え，下着等（６泊７日分）
□ トレッキングシューズ（スニーカーでも良い）
□ 長袖Ｔシャツ・パーカー
□ フィールドノート・メモパッド・筆記用具
□ デジカメ（持っている人のみで結構です）
□ 常備薬（正露丸・酔い止めなど）
□ 雨具
□ 日本からのお土産（100～５00 円/個×６～８個）
☆ 電源プラグのアダプター・変圧器
☆ ヒルよけソックス（ストッキングでも代用可能)

７． 添付資料
旅
程
滞在先ホテルの情報
ホテル周辺地図
参加者リスト
機内持ち込み品について注意事項
マレーシアの基本情報

□
□
□
□
□
□

バックパック(フィールドツアー用)
帽子
水着
洗面用具（シャンプー・リンスなど）
電子辞書
虫除けスプレー

☆ 日焼け止めクリーム

★以下の資料については、研修旅行 事前研修日にお渡しします。
日程については，追ってご連絡いたします。

８． 備
考
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。

またモスク内に入る際，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。

・スリムジーンズ・スキニー
・膝上の半パン・ミニスカート・ホットパンツ
・露出の多い服装（ノースリーブなど）
・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（ドクロ・悪魔・派手な絵模様 など）
・シースルーなど下着が透ける服装
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第 86 回谷口ゼミナール研修旅行（ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ）

旅
日

程

程

詳細スケジュール

滞 在 先

〔１日目〕

8:30

関西国際空港 国際線(4 階)出発ロビー集合

2010/3/12(金)

11:10

関西国際空港発(MH51 便)

19:20

クアラルンプール着

夕食後

≪オリエンテーション≫

コタキナバル経由

到着後，JTB グループプランのバスでホテルヘ移動

ノボテル KL
シティーセンター
（朝食付）

ツアー中の諸注意，フィールド調査ガイダンス，調査記録のとり方について（ビデ
オ・写真など）

〔２日目〕

7:00

ホテルにて朝食（ブッフェ）

2010/3/13(土)

8:30

ホテルロビー集合

9:00

マラヤ大学 Center for Civilisational Dialogue

ノボテル KL
シティーセンター
（朝食付）

講義・会議・UNESCO クラブ主催イベントへの参加など
15:00

マラヤ大学ボタニカル・ガーデン 見学
★清水芳久先生（京都大学 教授）との合流

〔３日目〕

7:00

ホテルにて朝食（ブッフェ）

バンガロー

2010/3/14(日)

7:30

ホテル出発バスで移動

※毎食事は Jakun 族の人々に

13:00

Kahang にて途中休憩・昼食

用意していただく予定

ランドクルーザーで移動パーム・プランテーション見学
Kampung Peta（移動時間：5 時間）Endau Ronpin National
Park 到着バンガローチェックイン
〔４日目〕

夕食後

丸木舟に乗ってナイト・サファリ

終

ジャングル・トレッキング（往復 10km）・ボート･トリップ・遊泳

日

2010/3/15(月)

Jakun 族の人々によるデモンストレーション(IQ ゲーム・伝統クラフト・

バンガロー
※毎食事は Jakun 族の人々に
用意していただく予定

文化など)
※川を３本横切りますので、水着の着用、スリッパの持参など各自で必要な準
備をしてください。
※夜もナイト・ハイクなどのフィールド・アクティビティを実施する予定です。

〔５日目〕

午前中

Peta 村にて自由散策

2010/3/16(火)

11:00

Endau Ronpin National Park 出発Kahang にて途中休憩・昼

ノボテル KL

食バスにてクアラルンプールへ帰着夕食＠KL 市内
〔６日目〕

7:00

2010/3/17(水)

終

〔７日目〕
2010/3/18(木)

日

シティーセンター
（朝食付）

ホテルにて朝食（ブッフェ）

★12:00 ホテルチェックアウト

ＫＬ観光・ショッピング

※終日自由行動ですので、各自でチェック

20:00

ホテルロビー集合

21:00

クアラルンプール国際空港チェックイン

23:55

クアラルンプール発（マレーシア航空:MH52 便）

7:00

関西国際空港 着・解散式

JTB グループプランのバスで空港ヘ移動

アウトしてください。12:00 を過ぎると延滞料
金が発生しますので、注意してください。

機内泊

|3

