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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、下記の通り行います。今回の旅行は卒業旅行も兼ねています。

マラヤ大学Center for Civilisational Dialogue（文明対話センター[CCD]）において講義と講演会への参加、ネイティ

ヴの人々のライフスタイルの現地調査を予定しています。その中で多民族・多文化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においては、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 *この番号で、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 

 

mailto:info@novotelklcitycentre.com
file://160.247.104.131/public/※渡辺担当分/86ゼミ旅行/URL%20%20%20%20%20http:/www.novotel.com/gb/hotel-6324-novotel-kuala-lumpur-city-centre/index.shtml
mailto:fumiaki@konan-u.ac.jp
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第 86回谷口ゼミナール海外研修旅行 記録・参加レポート 

甲南大学文学部 谷口研究室 

 

 

５． 参考文献      井筒俊彦『イスラーム文化』（岩波文庫） 
井筒俊彦『コーラン』（岩波文庫） 

井筒俊彦『意識と本質』（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』（岩波新書） 

鶴見良行『マラッカ物語』（時事通信社） 

 

６． 持ち物 

◎ パスポートは常備してください。（※パスポートは１月８日までにご用意ください。） 

   ◎ 海外旅行保健手帳（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）    バックパック(フィールドツアー用)  

 トレッキングシューズ（スニーカーでも良い）  長袖のＴシャツ・パーカー 

 帽子      水着 

 フィールドノート・筆記用具    デジカメ（持っている人のみで結構です） 

 洗面用具（シャンプー・リンスなど）   電子辞書 

 常備薬（正露丸・酔い止めなど）    雨具 

 虫除けスプレー     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   ☆ 日焼け止めクリーム 

☆ 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 

マレーシアの基本情報 

 

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ーム教などの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 

・ 膝上の半パン・ミニスカート・ホットパンツ 

・ 露出の多い服（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） 

・ シースルーなどの透ける服装 

・ カラーリング（黄色・赤など） 

 

９．旅  程 

(1日目) 2010/3/12 (金) 8:30 関西国際空港 国際線(4階)出発ロビー集合 

＊コタキナバル経由 

JTBグループプランのバスでホテルヘ移動 

 

 

   11:10 関西国際空港発(マレーシア航空：MH51便) 

  19:20 クアラルンプール国際空港着 



第 86回谷口ゼミナール海外研修旅行 記録・参加レポート 

甲南大学文学部 谷口研究室 

 

 

   オリエンテーション 

   （宿泊先）ノボテル KLシティーセンター 

講義・会議・ Intercultural event（UMユ

ネスコクラブ主催）への参加 など 

   午後 マラヤ大学植物園 見学 

   （宿泊先）ノボテル KLシティーセンター 

(3日目) 2010/3/14 (日) ランドクルーザーで移動(5時間：途中で昼食) 

   パーム・プランテーション見学 

   エンダウ・ロンピン国立公園到着 

   ボート･トリップ（丸木船でナイトクルーズ）   （宿泊先）公園内バンガロー 

(4日目) 2010/3/15 (月) ジャングル・トレッキング(往復 10km)  

   ボート･トリップ 

(IQゲーム・クラフト・文化など) 

（宿泊先）公園内バンガロー 

(5日目) 2010/3/16 (火) 自由時間 

   ランドクルーザーで移動 カンポン・ペタ～クアラルンプール 

   （宿泊先）ノボテル KLシティーセンター 

 
12:00ホテルチェックアウト  

   20:00 ホテルロビー集合：JTBグループプランのバスで空港ヘ移動 

   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)  機内泊 

(7日目) 2010/3/18 (木) 7:00 関西国際空港 着・解散式 

 

 

  

(2日目) 2010/3/13 (土) 9：00 マラヤ大学Center for Civilisational Dialogue 

   原住民の人々によるデモンストレーション 

(6日目) 2010/3/17 (水) クアラルンプール市内観光・ショッピング   
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VISIT BY KONAN UNIVERSITY 

DATE: 13 MARCH 2010 

VENUE: KATHA SEMINAR ROOM 

 UNIVERSITY OF MALAYA 

 CENTRE FOR CIVILISATIONAL DIALOGUE 

 

BACKGROUND OF THE EVENT 

University of Malaya Centre for Civilisational Dialogue (UMCCD) and University of Malaya UNESCO Club 

(UMUC) has forged a good relationship with Konan University especially Professor Fumiaki Taniguchi, 

Philosophy Professor from the Department of Philosophy. From March 13 till March 17, 2010, Professor 

Fumiaki Taniguchi will be embarking on the 86th Seminar Study Tour to Aboriginal settlement in 

Endau-Rompin which is sponsored by Konan University. As part of this study tour, Professor Fumiaki 

Taniguchi, his colleagues and students will be paying a visit to UMCCD on March 13, 2010. It is hoped 

that this visit will strengthen further collaboration between UMCCD and Konan University and 

consequently enhance the internationalisation of both Universities. 

 

OBJECTIVES OF THE EVENT 

1. To forge closer collaborative relations between Konan University and University of Malaya. 

2. To promote and disseminate the concept of Education for Sustainable Development (ESD). 

3. To discuss future collaborations between Konan University and Centre for Civilisational Dialogue as 

well as University Malaya UNESCO Club (UMUC). 

 

TENTATIVE PROGRAMME 

SATURDAY (MARCH 13, 2010) 

9.30 am : Guests arrival and registration 

 

10.00 am  : Welcoming speech by Professor Datin Dr. Azizan Baharuddin, Director of 

Centre for Civilisational Dialogue 
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10.10 am  : Public Lecture by Professor Fumiaki Taniguchi entitled “Education for 

Sustainable Development in the Context of Environmental Philosophy” 

 

11.00 am   : Discussion Session 

 

1.00 pm  : Tour to Islamic Arts Museum Malaysia and National Mosque 

 

4.00 pm   : End of Program 

 

8.00 pm   : Dinner at Bamboo Shoot Restaurant 

 

SUNDAY – TUESDAY (MARCH 14 – 16, 2010) 

Study tour to Endau Rompin National Park. 

 

BRIEF BIODATA OF PROFESSOR FUMIAKI TANIGUCHI 

Professor Fumiaki Taniguchi obtained his Bachelor‟s degree in Economics at the KONAN University in 

year 1969 and later Master degree in Philosophy and Ethics at the OSAKA University in 1977. Later he 

was appointed Professor in 1995 at the Department of Literature, KONAN University since then. 

Professor Fumiaki Taniguchi has published papers in the areas of environmental ethics and 

environmental education. He is a trustee member of Japan Academy for Health Behavioral Science 

since 1993 and a trustee member of The Nature Activity of Osaka Prefecture since 2002. Professor 

Fumiaki Taniguchi is also the president of International Association of Earth-environment and Global 

Citizen since 1999 and the president of Society of Information Exchange for Environmental Education 

between Japan and China since 2000. Professor Fumiaki Taniguchi also travels abroad frequently, 

giving lectures and speaking at seminars and conferences. He has been working as a visiting Professor 

at Center of Environmental Education, Rajabhat Institute Phranakhon, Thailand and also School of 

Environmental Studies, University of Victoria, Canada. He also worked as honorary visiting Professor at 

The School of Education, Hebei University, China in year 1997 and at the Center of Environmental 

Science, Peking University, China since 2001. 

 

BRIEF INFORMATION ABOUT UMCCD 

Being a member of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), a regional grouping, Malaysia 

will seek to establish its own identity and promote its own interests within the larger Asian and world 
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community with the other member nations. It is hoped that the shared values derived through 

intercivilisational dialogue will help mould the ASEAN identity of tomorrow. Malaysia is indeed a nation 

where civilisations come together. Perhaps no other nation exists on earth where substantial numbers 

of Buddhists, Christians, Confucianists, Hindus, Muslims, Sikhs and Taoists live together in peace and 

harmony. Equally remarkable is that these civilisational communities have for decades been exposed to, 

and have interacted with Western civilisation. Since such civilisations come together in such a 

significant manner, they should be encouraged to dialogue with one another. It is through 

intercivilisational dialogue and intercultural communication that Malaysia seeks to strengthen the 

sinews of national unity and national integration. Needless to say, unity among the different 

communities is fundamental to the nation's survival. That is why Malaysia views intercivilisational 

dialogue as crucial to its very existence. It is against this backdrop that the University of Malaya made 

its pioneering attempt to initiate intercivilisational dialogues through several major international 

conferences in 1995 and 1996 with the overall view of balancing the „Clash of Civilisations‟ theory of 

Samuel P. Huntington. Today, the Centre (after 12 years of its establishment) actively pursues work in 

Dialogue of Civilisations through its research, publication, and conference/dialogue as well as Visiting 

Scholar Programme. 

 

BRIEF INFORMATION ABOUT UMUC 

The University of Malaya UNESCO Club (UMUC) was established on July 17th, 2007 as a response to the 

call by the National Commission of UNESCO Malaysia for the Institutions of Higher Learning (IHLs) to 

enhance excellence in higher education in Malaysia through the establishment of UNESCO Clubs. The 

launching of the club was officiated by YBhg. Tan Sri Dr. Zulkurnain bin Haji Awang during the Opening 

Ceremony of the „Intercultural Discourse towards Peace and Unity within ASEAN‟. The club comprises 

of 105 students and 30 academic and non-academic staffs of University of Malaya. 

 

Several activities have been conducted or participated in by UMUC members for the period from 2008 

till 2009. Activities organised were mainly based on the scope of interest of UMUC such as Environment, 

Culture, Social and Human Sciences, Dialogue, Education, Philosophy, and Sustainable Development. 

Among the activities conducted by UMUC were: 

1. The University of Malaya Peace Pole 

2. Car Boot Sales 

3. Visit of the University Of Malaya UNESCO Club (UMUC) Committee Members to the Malaysian 

National Commission for UNESCO (NATCOM) 

4. Celebration of Noorooz – A Celebration of the End And the Rebirth Of Seasons 

5. Kinabalu International Expedition, Sabah 



第 86回谷口ゼミナール海外研修旅行 記録・参加レポート 

甲南大学文学部 谷口研究室 

 

 

6. 1 World Culture Night 2009 

Project „350‟ of Freeze for Earth 

7. United Nations Day Celebration 

8. Study Programme on Inter-Civilisational Dialogue 2009 – Singapore, Kuala Lumpur, and 

Istanbul 

9. University of Malaya Earth Hour 

 

MEMBERS OF DELEGATION OF KONAN UNIVERSITY 

No. Name Designation Area(s) of Expertise 

1.  Prof. Fumiaki 

Taniguchi 
Professor Philosophy, Environmental Studies 

2.  Masao Amano 
Research 

student 
Eco-forestry 

3.  Yusuke Torii Master student Pedagogy 

4.  Isamu Matsuura Senior Environmental Education 

5.  Ryo Yamamoto Senior Eco-forestry 

6.  Naoki Nakamura Junior Environmental Education 

7.  Riwa Watanabe PhD student Environmental Ethics 

8.  Yumi Kumagai 
Research 

student 
Environmental Education 

9.  Masako Kagawa Senior Environmental Education 

10.  Naoko Yamashita Senior Environmental Education 

 

ORGANISING WELCOMING COMMITTEE 

No. Name Designation 

1.  Professor Datin Dr Azizan 

Baharuddin 
Director of UMCCD 

2.  Dr Amran Muhammad Deputy Director of UMCCD 
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3.  Professor Carolina Lopez C. Visiting Scholar 

4.  Dr Tim Racket Visiting Scholar 

5.  Siti Rukiah Othman Senior Administrative Assistant 

6.  Sumitra a/p Rajan Administrative Assistant 

7.  Muhammad Azri Safwat Rizan Administrative Assistant 

8.  Jasni Nakman General Office Assistant 

9.  Chang Lee Wei  Research Officer 

10.  Lili Fariza Ariffin Research Assistant 

11.  Mohd Fadhli Rahmat Fakri Research Assistant 

12.  Zazren Ismail Research Assistant 

13.  Priah Applanaidu Research Assistant 

 

Address 

Level 2, Siswarama Building, 

Centre For Civilisational Dialogue 

Universiti Malaya. 

Tel   : 603-7967 5697  

Fax   : 603-7967 5692  

Email :dialog@um.edu.my 

Website : http://civilisationaldialogue.um.edu.my/ 

 

ACKNOWLEDGEMENT 

University of Malaya Centre for Civilisational Dialogue would like to courteously express it‟s gratitude to: 

Professor Datuk Dr. Gauth Jasmon 

Vice-Chancellor University of Malaya. 

 

********* 

Professor Dr. Hamzah Hj. Abdul Rahman 

Deputy Vice-Chancellor (Academic & International) 
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University of Malaya 

********* 

University of Malaya Security Office 

********* 

Rumah Universiti (University‟s Guest House) 

********* 

Organising Welcoming Committee 

********* 

Participants and those who had directly or indirectly assisted in  

running this event 
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第８６回海外研修旅行 記録 

2010/3/12（金） 1 日目 ｜晴れ 

8:30 関西国際空港 4階国際線出発 中央カウンター 集合 

11:25 関西国際空港発(MH051 便) コタキナバル（１時間）経由 

19:30 クアラルンプール国際空港（以下、KLIA）着 

20:30 ノボテル・クアラルンプールシティセンターへバス移動 

21:30 ホテル チェックイン・オリエンテーション（明日の予定の確認・プレゼンテーションの準備など） 

 

2010/3/13（土） 2 日目 ｜晴れ一時雨 

9:00  ホテル フロント集合 

10:30 マラヤ大学 Center of Civilisational Dialogue（以下、CCD）到着 

 開会のあいさつ アジザン・バハルディン先生（マラヤ大学 CCDセンター長） 

公開講演会 “Education for Sustainable Development in the Context of Environmental  

Philosophy”  ゲストスピーカー：谷口文章先生 

ディスカッション ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：シチコロタ・オマール先生（Universiti Teknologi Mara） 

 

 

 

 

12:40 ランチ 

13:00 環境教育・ESD活動プレゼンテーション・学生交流会 

“University of Malaya UNESCO Club(UMUC) Activities” UM UNESCO クラブ発表 

“Activity Report on Linkage between Experiential Learning and Behavioral Change regarding 

Environmental Education” 甲南大学文学部谷口ゼミナール 

公開講演会"Education for Sustainable Development from the 

Context of Environmental Philosophy" 

 

開会のあいさつ 

アジザン・バハルディン教授 
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質疑応答・記念撮影 

 

 

14:50 イスラム美術館 Panduan Musiam・国立モスク National Mosque Malaysia観光 

 

国立モスクは 8000 人収容可能で、施設内に水路があり冷暖房などの設備はないが、室内は涼しい。モスク内を見学することはで

きるがムスリム以外は礼拝堂には入れず、また女性は過度の肌の露出や髪の毛を見せることが禁じられているため紫色のローヴを

受付で借りて、入場。 

 

国立モスクにて        Malaysia Railway Headquarters Building       UM キャンパス内にて 

                      を背景に CCD スタッフと 

20:15 懇親会 於：Bamboo Shoot Restaurant 

 

 

 

 

 

 

 

伝統的なマレー料理を初体験しました。夕食後はカラオケやダンスなどを楽しみ、マレーシアの伝統的なダンスをアジザン先生か

UM UNESCO クラブの発表 学生の発表（甲南大学谷口ゼミ） 
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ら直伝で教授いただきました。 

 

2010/3/14（日） 3 日目｜晴れ 

7:30  ホテル出発 

7:50 クアラルンプール～カンポン・ペタ（ペタ村）へ移動 

 

 

 

 

 

 

 

12:50 昼食 ＠カハング・Kedai Makan Hariyati 

13:30 カンポン・ペタ～エンダウ・ロンピン国立公園 Endau Rompin National Park 

16:00 エンダウ・ロンピン国立公園 ビジター・センター到着 

チェック-イン  オリエンテーション（園内ビジターセンターにてガイダンス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ビジターセンターにて行なわれた         Jakun 村にて        園内を流れるエンダウ川とロンピン川 

     オリエンテーション 

18:00 野性のゾウ ウォッチング 

“クラライ”という植物を使って作られ家屋

の壁やカーペットなどに利用 
“マナオ”で作られた演台 マナオ 

まだ到着していないジープを待って

いる間、野性のギボンを発見！ 

車窓からみたオイルパームのプラ

ンテーション 

エンダウ・ロンピン国立公園 
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20:30 夕食 

21:00 ナイトクルーズ（丸木舟のボートに乗船し、ナイトサファリに行く）・天体観測 

これまでに一度も見たことのない満天の星空に一同感動 

 

22:30 総括 

 

2010/3/15（月） 4 日目｜晴れ 

8:00 朝食 

8:50 ジャングル・トレッキング 

9:00 ボートで移動 
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ネイチュア・トレイルで最初に通った道は、“エレファント・ルート”といわれ、数時間前にゾウが通った痕跡があちこちに。 

中央：ゾウが通った跡。右：ゾウの糞から菌類が生長している様子。 

9:35 Pacau Waterwallに到着 

11:30 休憩 

11:50 ジャングル･トレッキング 

ジャングルの中は、暑さがやわらぎます。葉っぱがサワサワこすれる音や、鳥や虫の鳴く自然の音だけが聞こえました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERAWAN BATU 

保護されていて，伐採が禁止されている 

KAPUR 

チョークになる 

BERTAM：棘がある。住居の壁に 

用いられるほか、薬にも。 

LESUNG BANING：薬草。スープと

して飲用。 

PEHARAHAN 

家具に用いられる木 

KAPUR：木から出る白色の部分は

接着剤。臭いが少しする。 
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園内を流れる川を三回横切る           FERN（1kgで 1000 リンギットもする高価な魚）も棲息する 

13:00 昼食 

 

初めて手で食事をしました。お皿は木の葉で食後は木の根元に捨てて帰ります。やがて腐って肥料になります。Jakun Peopleの暮

らしのなかには自然の恵みを受けながら、生活の随所に無駄のないシンプルな生活の工夫がされていることを実感しました。 

13:15 ジャングル･トレッキング 

13:30 遊泳 

 

KEDON DONG：ココナッツ。食べるら

れる。臭いが少しする。 

KERCUNG：狩猟などで数日ほど移動

する際にお米などを包むのに用いる。 

GINGKO：出産後、粉末にして服用す

ると、月経が再び戻ったり、子宮を元

に戻す効果がある。 
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14:15 ジャングル･トレッキング 

15:40 ボートで帰路につく 

16:15 バンガロー到着 

18:20 Jakun People夕食づくりを見学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:50  夕食 

TONGKAT ALI：血液の循環をよくします。精力

剤。女性の場合は肌が美しくなるらしいです。 

KULIM：ガーリックのような匂いがする。

生だとスパイシーな味がする。 

お米を葉で包むときの、包み方を教えて

いただく。木の葉を使うことで、食べものが

腐るのを防ぎ、二日間ほど保存が効く。 
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21:30 Jakun Peopleの方々との交流会 

 

Jakun People は一昔前までサルを捕まえて食べる習慣があったそうです。これはサルを捕まえ時の様子を踊りにしたもので、村の

子どもたちが踊ってみせてくれました。私たちはそのお礼に日本の童謡や歌謡曲を歌いました。 

23:00 就寝 

 

2010/3/16(火) 5 日目｜晴れ一時雨 

8:20 朝食 

 

RotiChanai(右写真[左]・写真中央：ロティシャナイ)で、小麦粉・塩・水・油を混ぜて 4時間寝かしたあと、平らにしフライパンで焼く。

Rapat(写真右[右]：ラパット)で、小麦粉・ココナッツミルク・塩を Benben leaf(写真左：バンバンリーフ)で包んで蒸焼に。 

9:00 ワークショップ：IQゲームのデモンストレーション・狩猟・吹き矢のデモンストレーション 
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IQゲームの工房にて。デモンストレーション。 

 

おもてなしや結婚式などの儀式のときに出される。葉は味わうとピリピリする。 

 

                           イラン：乾かして，綿と同じ用途で使われる．枕の中綿としても使われる 

動物を捕まえるためのトラップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

猿などを捕まえるための罠 トラを捕まえるための罠 イノシシを捕まえるための罠 
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吹き矢デモンストレーション 

 

 

11:00 チェックアウト 

11:20 エンダウ・ロンピン国立公園～カンポン･ペタへ移動 

13:35 昼食 ＠カハング・Kedai Makan Hariyati 

14:20 カンポン・ペタ～クアラルンプール 

19:00 ホーム・パーティー  Asahri先生・Shaliza先生邸 

 

21:40 ホテル着 

鳥を捕まえるための罠 リスなどの小動物を捕まえるための罠 GERING：腎臓に良い 
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23:00 ミーティング(評価会) 

 

2010/3/17（水） 6 日目｜晴れ 

7:15  起床 

9:30 ホテル チェックアウト 

9:45 マラヤ大学 CCD 

10:50 国際交流センターとの会議・昼食会 

 

（学生）ショッピング＆フリータイム＠セントラル・マーケット 

 

12:10 昼食会＠Rumah University 

14:00 マラヤ大学医学部 Centre for Excellence for Research in AIDS (CERiA) アディバ・カマルーザマン教授との打ち 

合せ（ICHBS2010国際会議について） 

 

15:00 京都大学拠点大学～マラヤ大学 Sustainability Science Research Cluster ニク・マリアン・スレイマン教授 

 プレゼンテーション 
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18:30 清水先生（京都大学）と会食・打上げ＠とんちゃん 

20:30 ホテル～KLIA 

 

2010/3/18（木） 7 日目 晴れ 

2:30  クアラルンプール国際空港発(MH052便) 

9:00  関西国際空港着 

9:30  総括・解散式 
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Orang Asli の人々の生き方から学んだもの 
M2 鳥居祐介 

 

 今回マレーシアで過ごした約一週間の旅程
の中で、学生会議をはじめ、マレーシアの自然
にも触れることができた。以下、今回の旅で印
象に残ったユネスコ・クラブとの交流、マレー
シアの自然環境、マレーシア先住民族 Orang 

Asli の生活について述べていきたい。 

 まずユネスコクラブとの交流について、発表
をした後の議論は、日本では経験したことがな
いほど白熱したものだったため圧倒されてし
まいました。谷口先生のご講演には戦争・平和、
公害という重いテーマであったが、経済的に急
速に発展していくクアラルンプールと重なる
ところが多く、それが聴衆の危機意識の啓発に
つながったのだろうと思います。質疑応答の中
では多くの疑問があがりました。その中でも、
より便利なものを追い求めようとすることに
ついてどう思うか、という質問は私も考えたこ
とのあるものでした。その質問に対して、自己
の欲望に対して適度なところでセーブして満
足するという先生の回答には聴衆すべてを納
得させる説得力がありました。またユネスコ・
クラブの発表内容にあったキャンペーン運動
について、パフォーマンスすることで、温暖化
防止の意識を広めるという考えはわからなく
もないし、面白い発想だとは思いました。そし
て活動の規模の大きさ、参加者の多さにはマラ
ヤ大学の環境意識の高さ、行動力の高さがうか
がえたし、一般市民に対してアクションしてい
こうという若者の姿勢やエネルギー、学生の自
主自律性は見習わなければならないと感じま
した。 

3月 14～16日までジャクン族の人々が住む

国立公園で過ごしたが、マレーシアの自然環境
の豊かさには感動や驚きを隠せませんでした。
とくにナイトサファリで見上げた時に輝いて
いた星空の美しさは、私にとって一生忘れられ
ない思い出となりました。またゾウなどの野性
動物の生態、ジャングルにおける植物の多様さ
については、マレーシアの自然環境を実感でき
たと思います。 

ジャクン族の人々はマレーシアの自然環境
の豊かさと、その裏側にある自然の厳しさの中
に身をおいて日々暮らしている。彼らの生活方
針の中で感銘を受けたのが、自然環境を利用す
るときの効率性の高さでした。食材、薬、木材、
彼らは自然環境から得られる恵みを最大限利
用して生活していました。しかし、それは危険
な場所や野生動物から自身を守れているから
こそ得られた彼らの知恵なのだと思いました。
山のなかを素足でさくさくと進んでいく彼ら
の姿には自然の厳しさの中で生きて行く強さ
と底なしの温かさを感じました。そして彼らの
生活は、自分の欲望を適度なところで満足させ
るという会議の結論を正に実現したものでは
ないだろうか、と感じた研修旅行でした。 
 

 

Jakunの人々との交流を通して 
研究生 熊谷佑美 

 

今回、初めて研修旅行に参加させていただき
ましたが、普通の観光旅行とは違う貴重な体験
が出来た６日間になりました。その中で、特に
印象に残ったこととして、①ユネスコ・クラブ
の活動、エンダウ・ロンピン国立公園に行くま
での車窓からみた②オイルパームのプランテ
ーション農業、③Jakunの人々との出会いの３
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点について報告したいと思います。 

 まず、初日にマラヤ大学でユネスコ・クラブ
主催の学生交流会がありました。ユネスコ・ク
ラブとは、教授、学生を含めた１００人規模の
団体で、植林やリサイクル活動、高校生たちに
環境への意識を高めるための活動（Opening 

Young Eyes）などを行っています。相手側の
プレゼンで印象に残ったのが、地球温暖化を止
めるために学生たちが“save the earth”などの
プラカードをもって人通りの多い駅や大使館
などに立ってパフォーマンスをしていたこと
です。団結して、公の場に立つということは口
先だけでは出来ないことなので、実際にアクシ
ョンしていこうとする姿勢にとても刺激を受
けました。 

 次に、オイルパームのプランテーション農業
についてです。ペタ村へ向かう途中、広大な土
地に密集するアブラヤシのプランテーション
を見ました。事前に読んだ文献によると、（１）
オイルパームはすべて企業が管理しており、安
い賃金で人を雇い、計画的に生産されていると
いうこと。（２）オイルパームは、特殊な醗酵
菌を体内に抱えており、農園集団ごとに必ず搾
油工場を設けなければないということ。そのた
め、小自営農家には向かず、誰がやってもプラ
ンテーション形式でしか栽培できないという
ことでした（鶴見良行『バナナと日本人』岩波
新書，同著『東南アジアを知る―私の方法―』
岩波新書 参照）。マレーシア政府は、貿易に
おいてパーム促進販売に力を入れています。し
かし、プランテーションの敷地を拡大するにあ
たって、昔からそこに住む人々は立ち退きをさ
せられるという実情があります。現地の人々は、
国から支給されるコンクリートの家を不快と
し、自分たちで伝統的な高床式の木造の家を作
って住んでいるようでした。経済的な政策の裏

では、犠牲になる人々がいるということを目の
当たりにし、人々の生活を守ることと経済成長
との複雑な絡み合いについて考えさせられま
した。 

最後に、Jakunの人々の出会いは、普段、私
の生活が便利ではあるけど受動的だというこ
とに気づくと同時に、「豊かさ」とは何かを感
じる機会となりました。例えば、Jakunの人々
に用意していただいた食事では、早朝に漁をし
て調理された魚や大きな葉っぱで包み蒸した
料理など、新鮮で暑い気候でも腐らないよう保
存方法が工夫されていました。ジャングル・ト
レッキングでは、ネイチュア・トレイルの行く
先々で植物には薬や住居、狩猟など生活に欠か
せない役割があることを教えていただきまし
た。自然の偉大さ、彼らの知恵には、驚くこと
ばかりでした。また、家族やコミュニティをと
ても大事にしており、温かさとやさしさを感じ
ました。そして、私自身ジャングルに入ったり
満天の星空に包まれる体験を通して「自然に生
かしてもらっている」という、自然への感謝の
念が生まれました。同時に、物質的な豊かさの
追求が、地球を破壊していると思うと、とても
辛く思いました。今後、これらの研修旅行での
体験を踏まえて、自分にできる「Think globally, 

act locally」を実践していきたいです。 
 

 

マレーシア研修旅行を通して 
4回生 松浦勇 

 

 私はマレーシアに行くのは今回が初めてで
した。異国の地に行くということで不安と期待
が入り混じった気持ちでしたが、マレーシアに
到着してまず感じたことはやはりとても蒸し
暑かったということです。また、宿泊先のノボ
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テルホテル付近は神戸をはるかに越える都会
で、高い建物が所狭しと立ち並んでいる様子や、
車の多さに驚かされました。 

 次の日はマラヤ大学にて先生の講演と学生
会議を行いました。定刻の時間が過ぎていたた
め到着とほぼ同時に先生の講演が行われまし
たが、焦る様子は全くなくたんたんと講演をこ
なしていく適応力や英語力には改めて驚きま
した。また、学生会議を通して自分の英語力の
なさを痛感しました。しかし、英語がつたない
私にアジザン先生をはじめ多くのマラヤ大学
の学生の方たちは私に話しかけてくれ日本に
はない学生の温かさを感じる事ができました。
特にアズリ、マノー、ザズリンの三人は最後ま
で同行してくれ、私たちのサポートを買って出
てくれたことに心から感謝したいです。 

 三日目から五日目までは Jakun 族の方たち
の住むペタ村を訪問しました。Jakun族の方が
毎食用意してくださる魚、野菜、鶏肉等のバリ
エーションの多いスパイスの効いた食事は日
本では見ることも、味わうこともできないもの
ばかりでした。しかし、どれも美味しく、私た
ちのために心を込めて作ってくださっている
のが伝わってきました。また、なんといっても
この村で忘れられない出来事と言えば野性の
象を見たことと、ナイトサファリでの満天の星
空です。日本ではどちらも決して見ることがで
きないと思い、目に焼き付けてきました。マレ
ーシアには日本ではすでに失ってしまった美
しい自然環境や、人の温かさがまだまだ残って
いるということを実感しました。日本を含め先
進国の人々は、マレーシアや他の国の大自然に
触れることによって現在のライフスタイルの
見直しや、価値観の変革をすることができるの
ではないかと思いました。 

 このマレーシアでの研修旅行を通して日本

では食べられない物を食べ、日本にはいない生
物を見ることができ、そしてなによりも多くの
友人ができたことが自分にとってかけがえの
ない経験となりました。今回お世話をしてくだ
さったマラヤ大学の学生が日本に来た際は自
分のできる限りのサポートをし、逆に日本でし
かできない経験をしてもらい帰国してもらい
たいと思います。 

 
 

異文化・人のあたたかさ・自然のすばらしさ
を目の当たりにした 1週間 

4回生 山下 尚子 
 

 マレーシア研修旅行は、私にとって全てが
初めての経験で、毎日があっという間にすぎ
てしまったが、その中で最も心に響いたこと
を 3点述べたい。 

まず初めに、イスラム文化を目の当たりに
したこと。髪の毛を隠すためにストールをか
ぶっていることや、左手が不浄の手である事
など、教科書を使い何度も何度も習ってきた
はずなのに、実際、イスラム教の方々を前に
して全身で感じた異文化は、衝撃が大きかっ
た。やはり、日本で生まれて育ってきた自分
にとって、髪の毛を隠しているのは、初めは
違和感があったし、スプーンやフォークを使
わずに、右手を使ってご飯を食べているのは
衝撃的だった。しかし、イスラム教徒の方に
お話を伺うと、生理のときはお祈りできない、
肌を露出してはいけないのは手首の色や頬の
形が胸の色や形に似ている事が理由である事
など、詳しく教えて下さいました。文化の違
いに驚くとともに、一緒に時間を過ごしてい
く事によって、異文化にも馴染んでいきまし
た。 
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 また、エンダウ・ロンピン国立公園では、
Jakun 族の方々の優しい笑顔、無駄のない生
活、自然とともに生きるライフスタイルを目
の当たりにし、自分の生活を振り返るきっか
けに繋がりました。裸足にシャツと短パンと
いうたくましい格好でしたが、目が合うと優
しくニッコリ笑って下さり、とても優しい笑
顔の方々ばかりでした。国や文化の違いを越
えて、人と人として関わるあたたかさを感じ
ました。また、食事に関しては自給自足で、
米と塩があれば 1 週間は過ごすことができる
ということでした。お皿やお鍋も、自然の中
にある葉っぱや竹などを使っており、無駄が
ありません。いかに、私たちの生活が贅沢で
欲深いものなのかと思いました。贅沢な生活
が当たり前になってしまっているので、急に
自給自足での自然の中で生活、というのは難
しいですが、彼らのように自然とともに生き
る知恵やライフスタイルはすばらしいと、身
を持って実感しました。 

 最後に、ナショナルパークで見た野性のサ
ル、野性のゾウ、空いっぱいの星は一生忘れ
ません。野性のサルが、木から木へジャンプ
して行き来しているのを見ることができ、写
真も撮ることができました。動物園でしかサ
ルを見たことがなかったので、自由に高い木
の上で、空を舞っているように行き来するサ
ルたちは、とてもたくましく見えました。さ
らに、野生のゾウを見て写真まで撮ることが
できたことは、本当に感激しました。ゾウと
の距離は遠かったですが、鼻やしっぽを動か
し、ゆっくりと動く様子を目の当たりにし、
感動で言葉がでませんでした。また、８頭ほ
どが集団になっていて、子ゾウも見ることが
できました。そして、ナイトサファリの時に
見た、空いっぱいの星空は、後にも先にもも

う見ることができない景色だったと思います。
空に星があるというより、星の隙間から空が
見えていると言えるぐらい、星で埋め尽くさ
れていました。天の川が見え、オリオン座の
四角形の中にもたくさん星があり、流れ星は
あちこちに流れていました。いつまで見てい
てもあきることのない夜空でした。 

 1週間、あっという間に過ぎてしまいました
が、出来事すべてが心に響くものであり、固
定していた考え方を覆されるような、衝撃的
でよい刺激の貴重な体験ができました。また、
国も言葉も文化も違うけれど、明るくたくま
しく私たちを迎えて下さったアジザン先生や
その他の先生方、CCDセンターのスタッフや
Jakun族の方々、仲良くしてくれた UNESCO

クラブのメンバーの皆様には、有り難い気持
ちでいっぱいです。今回の研修旅行のように、
感動する気持ち、感謝する気持ち、素直に学
ぶ気持ちを、今後も忘れずに進もうと思いま
した。 
 

 

人と自然の関係性の深さ 
4回生 山本 諒 

 
私がまずマレーシアで感じたことは人の優

しさです。今回私はマレー料理を本当に楽しみ
にしていましたが、初日に食べた地元の人も来
るレストランでは料理が辛くて驚くと同時に
少し不安がありました。しかし実際にシャリザ
先生が出してくださる家庭料理は辛いものは
少なく、おいしい料理ばかりでした。今回のエ
ンダウ・ロンピン国立公園のツアーを企画して
くださったアシャリ先生とナズリ先生が私た
ちにも食べやすいよう料理の献立を何日にも
わたって考えてくださっていたことをお聞き
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し、毎日大変なのに違う料理を出してくださっ
たことに本当に有難い気持ちでいっぱいにな
りました。また何を説明するにも丁寧で色々教
えていただきました。私自身は吹き矢まで体験
させていただき、体験させてもらうだけではな
く記念に矢までいただきました。国立公園の帰
る途中でドリアンを食べさせていただきまし
た。マレーシアの方々全員が他人を優先して行
動し、それを当たり前のようにやってくださり
最近の日本ではあまり感じることのできない
人の温かさ感じました。 

ジャクン族の人々の生活には驚きとともに
感動する点が多く感心ありました。まずは自然
の道具の使い方です。料理をするときに竹を使
っていましたが、料理の道具としてだけではな
く動物を追い払うことにも利用していたこと。
また植物の葉を食器代わりに使っていて、お弁
当箱や保存の道具、熱いものを持つ時のミトン
としても利用していて、何をするにも無駄がな
く自然と共存することを学びました。 

また学生の語学力は会議の時に先生に質問
するほどの語学力を持っていました。しかし私
は自分たちが用意した学生会議の発表さえう
まく発表できませんでした。それだけではなく
イザットやイクバルなどの自分よりも明らか
に小さい子が英語で話しかけてきたことには
驚きました。本当に私自身の勉強不足を実感し
ました。 

エンダウ・ロンピン国立公園で日本では決し
て見ることのできない光景を観ることができ
ました。まず 1番に記憶に残っていることはマ
レーシアの星空です。日本では大きな星しか見
ることができませんが、マレーシアでは今まで
に見たことのないほどの星空を見ることがで
き本当に感動しました。また野性の象を見た時
には不思議な感覚でした。私は今まで野性の動

物は見たことがなかったので、すごい！の一言
でした。翌日のトレッキングでは象が歩いたあ
との道を通りました。その先々に確かにゾウが
通った痕跡があり自分は象と同じ道を歩いて
いるという感動がありました。 

ジャングルは私の想像以上の大きさでした。
オイルパーム・プランテーションの大きさにも
驚きましたが、ジャングルの中には少し見ただ
けでも数多くの植物が生息しており、木の中に
はまた違った種類の植物が育っていることに
も驚きました。ジャングルを歩いているときに
は1度1人になったので周りを見渡してみると
自然の大きさを感じ、自分自身の小ささを思い
知らされました。 

 今回の研修旅行では普段の日本では感じる
ことのないことを多く学ぶことができました。 

 
 

マレーシア人の優しさから学んだこと 
～Jakun少数民族のライフスタイルを通じて～ 

3回生 中村 尚樹 
 

 私は今回、初めて研修旅行に参加させていた
だきました。初めてということもあり、研修旅
行という面においても、海外旅行という面にお
いても期待と不安でいっぱいでした。振り返っ
てみれば、普段の生活では味わうことのできな
い貴重な経験をさせていただけました。その中
でも、私が特に印象的だった三つのことを紹介
したいと思います。 

 まず、初めに、コミュニケーションの大切さ
を学びました。ユネスコクラブの学生や現地の
Jakun 少数民族の人たちと交流した時に感じ
た事を紹介します。現地を訪れた際に、ただの
観光客になってしまうのではなく、一歩踏み込
んだ人間関係を築くためには今までの視点を
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変える必要があるということです。そのために
話し相手が心を開いて話ができるような雰囲
気を作ることが大切だと感じました。聞くだけ、
話すだけのような、ただの情報収集ではいけな
いということです。話をうまく聴くことが出来
れば、相手も心を開いてくれ、自ら色々な話を
していただけることにつながっていきます。そ
うすれば、必然的によい人間関係を築くことに
も繋がるのだろうと思いました。 

 次に、自然の大切さを学ぶことが出来ました。
日本では便利なライフスタイルが当たり前だ
と思っていましたが、ペタ村の生活様式を見て
少し考え方が変わりました。普通に生活するだ
けであれば、テレビや携帯はもちろんのこと、
電気もお皿も必要ないのです。自然の中で生き
ていくためには、自然にあるものを有効に利用
すればよいということを教えていただきまし
た。特に、葉っぱをご飯を蒸すための入れ物に
し、そのまま弁当箱にし、お皿にもしてしまう
ところには驚きました。 

 そして、最後は気遣いの大切さについてです。
今回の研修旅行では、アジザン先生をはじめ、

色々なすばらしい先生方と一緒にさせていた
だく機会がありました。これらの先生方に共通
していることは細やかな気遣いが相手の心に
まで行き届いているということです。決して、
自分のことを優先せず、周りの状況を見て、相
手を立てるということが社会の中で、大切なこ
となのだと思いました。研修旅行を振り返って
みると、本来ならば、私たち学生が、気を遣わ
なければならないところで、逆に気を遣ってい
ただいていたという場面が多々ありました。こ
のことについては反省するとともに、今後、同
じような失敗をしないように意識していかな
ければならないと思いました。また、このよう
な気遣いを意識するのではなく、自然に出来る
ようになりたいです。 

 以上が、私の印象に特に残った三つです。マ
レーシアで起こることすべてが発見の連続で、
私にとって充実した刺激的な一週間でした。こ
の経験を生かすためには英語の重要性を再認
識しました。これからは英語に力を入れると共
に、この経験を今後に活かした生活を送ってい
きたいと思います。

 

 




