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４． 第 89 回谷口ゼミナール海外研修旅行

―マレーシア― 

 

 (第 6回国際保健医療行動科学会議  

  Sustainable Health Promotion: Dialogue on Well-being & Human 

  Security in Environmental Health) 
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2010年7月25日  

 甲南大学 谷口研究室 

第 89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（のご案内 

 

梅雤も明け、さわやかな夏空が続いています。 

この度、第 89 回谷口ゼミナール研修旅行を行ないます。今回の研修旅行では日本保健医療行動科学会主催

の第６回国際保健医療行動科学会議＇ICHBS2010（「持続可能なヘルスプロモーションに向けて―ウェルビーイン

グのケアとヒューマン・セキュリティの環境についての対話―」＇9月 19～21日 於マラヤ大学（を主催・参加します。

会議最終日の国際セミナーでは、マレーシア・エイズ審議会とドラッグ・リハビリテーション・センターを訪問し、

HIV/AIDS患者に対するパブリック・サポートとケアの先進的な事例について視察し学びます。 

また会議終了後、現地調査研修ツアーでエンダウ・ロンピン国立公園を訪れ、Jakun people＇先住民族 Orang 

Asli のコミュニティ（のライフスタイル、民間療法、宗教的儀式についてのワークショップを中心とした研修を行いま

す。 

本研修を通じて、多民族国家であるマレー文化に触れるとともに、生命と環境のケアについて考えることを目的

としたく思います。 

つきましては、8月 23日＇月（13：00～甲南大学 10号館 6F人間表現実習室におきまして、事前オリエンテーシ

ョンを行ないます。それまでに、本内容に目を通していただき、参考文献＇下記 5 をご参照ください（を読むなど事

前準備の上、ご参加ください。 

 

記 

 

1.日  程 2010年9月16日(木)～9月26日(日)  (10泊11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       マラヤ大学 Rumah University ＇University House（ 

             ＇Koperasi Kedai Buku Universiti Malaya Berhad（ 

Universiti Malaya, Peti Surat 1127, Jalan Pantai Baru, 59700 Kuala Lumpur 

            Tel :03-7956 0286 / 7967 3528  Fax :03-7956 0081 

 

4．連絡先 緊急連絡先：谷口 文章教授                   (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 中村 尚樹 

 

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（ 

鶴見良行『東南アジアを知る―私の方法―』＇岩波新書（ 

中川米造『医療の原点』＇岩波書店（ 

高橋隆雄『生命・環境・ケア』＇九州大学出版会（ 

アンドリュ－・ワイル『癒す心 治る力―自発的治療とはなにか』＇角川文庫ソフィア（ 

ノーマン・カズンズ『笑いと治癒力』＇岩波現代文庫（ 

柳田邦男『いのち―8人の医師との対話』＇講談社学術文庫（ 

池田恵理子『エイズと生きる時代』＇岩波新書（ 

 

6.持ち物 

★ 現地では，パスポートは必ず常備してください 

★ 海外旅行保険：8月 23日(月)の事前打合せ会にて、保険加入のパンフレットを配布します。 

http://kankyo-institute.lit.konan-u.ac.jp/~taniguchi/jp/index_j.html
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   個人でご加入ください。 

＜個人用＞ ☆は必要な人のみで結構です。 

① 会議 ②  研修ツアー＇2泊 3日分（ 

□ パスポート □ バックパック(フィールドツアー用) 

□ 着替え・下着等 □ トレッキングシューズ(スニーカーでも良い) 

□ ノート・メモパッド・筆記用具 □ 帽子・日焼け止めクリーム 

□ 電子辞書 □ 長袖Tシャツ・パーカー 

□ 日本からのお土産(100～500円/個×8個程度) □ スイムウェア 

□ スーツ(会議期間中はスーツを着用して下さい) □ バスタオル・洗面用具(シャンプー・リンスなど) 

※室内はエアコンが効きすぎていますので、ジャケットかカーディガ

ンがあると便利です。 

□ 虫除けスプレー 

□ 雤具 

□ ネクタイ＇男子（ □ サンダル 

□  虫さされ □ 常備薬(正露丸・酔い止めなど) 

☆ 電気プラグのアダプター・変圧器 

☆ デジカメ 

 

7.添付資料 

旅     程 

参加者リスト 

マレーシアの基本情報 

機内持ち込み品について注意事項 

9月16日＇木（関西国際空港 集合場所 

エンダウ・ロンピン国立公園基本情報 

URL  http://www.msn.org.my/artabout.php?aid=20 

 

8.備   考 

   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。 

また、モスク内に入る場合、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。男性は襟付きのシャツを

着用してください。 

×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 

② 関連サイト     : マレーシア政府観光局  http://www.tourismmalaysia.or.jp/  

③ その他注意事項 : 市街地では防犯のため、手持ちの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。 
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第８９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（ 

 

2010 年9 月16 日(木)   晴れ 

8:00  関西国際空港  国際線4階出発ロビー集合 

11:00  関西国際空港 発＇MH53便（ 

16:40  クアラルンプール国際空港着 (空港～KTMコミューター～KLセントラル駅) 

18:30   マラヤ大学Rumah University ＇ゲストハウス（ 到着  

19:00   夕食@OLD TOWN WHITE COFFEE 

   

           KLセントラル駅到着     CCDスタッフとともに           打合せ：25:00まで続く 

クアラルンプールに到着後、一同KTMコミューターに乗車し、KLセントラル駅まで移動。そこで出迎えに来てくれたマラヤ大学Center for Civilisational Dialogue

＇以下、CCD（のスタッフと合流。３月に来馬した際に親しくなっていたので、懐かしい再会となりました。その後、CCD スタッフとキャンパス近郊のレストランに夕

食へ。一部スタッフは、CCDオフィスに戻り２５:００まで打ち合わせやメールチェック。マレーシアはラマダン＇断食月（を終えハリ・ラヤ・プアサ祝祭日明けやらぬ

状態で、多くの公共機関は長期休暇中。CCDオフィスのイルミネーションはハリ・ラヤ・プアサの飾りつけだそうです。 

 

9月17日(金)   晴れ 

8:00      朝食 

10:30     ソーラン節の練習 

   

   UMゲストハウス＇Rumah Univirsity（                   日夜空き時間を利用したソーラン節の練習風景  

3月に Jakun tribeの人々が披露してくださった伝統舞踊に刺激され、私たちもマレーシアで何か出し物をしようと企画しました。そこで、ニシン漁の歌で知られる

日本の民謡の“ソーラン節”を披露できるように練習してきました。モチベーションをあげるために法被も用意しました。今回は他学部、他大学からの参加者も多

かったため、出発前までに全員が集まる機会が尐なく、あまり練習が出来ませんでした。そのため、KL入りしてからは連日宿舎で練習しました。 

    

ゲストハウスの裏には森が広がっており、毎日山からサルたちがおりてきます。結構悪いことして遊んでいる様子……。 

12:30     昼食@ゲストハウス 

14:00     国際会議の準備＠法学部１F／会議室／ポスター展示場 
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 会場マラヤ大学法学部          ポスター展示用のパネルの運搬設置：マラヤ大学のトラックで展示用のボードを法学部１Fフロア                    

                                             まで運搬・搬入し、組み立てました。パネル設置の作業は思いのほか重労働でした。 

 

18:30    夕食 ＠CCD 

    

    CCDオフィス１FフロアにてBBQ                       サテ                           最終打合せ：23時！ 

 

23:00        スタッフミーティング(進捗状況の報告／明日の作業の確認)  

 

9月18日(土)   晴れ時々雨 

8:00     朝食 

9:00-11:00   国際会議の準備 @ＣＣＤ 

 スタッフミーティング(全体打合せ：名札ケースの作成・講演者パワーポイントのチェック) 

11:00    KL市内観光：国立博物館・レイクガーデン 

   

               MUZIUM  NEGARA ＇国立博物館（                   レイクガーデン 

国立博物館にはマレーシアの歴史に関わる資料が多数展示されていました。展示物は、軍刀、サイレン、ヘルメットなどがありました。その中には、昭和16年12

月8日、日本軍がコタ・キナバルなど 3地点に上陸し、マレーシアに侵攻・占領したときの資料もありました。戦争や侵略など教科書の中の話だと思っていたこと

が、急に身近なものに感じました。その後、国立博物館の裏にあるレイクガーデンに一時間ほど散歩しました。 

 

18:00  スタッフミーティング(変更点の連絡／当日の流れについて最終打ち合わせ) 

19:00  アジザン先生邸でホーム・パーティー 
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アジザン先生、アリ先生＇マラヤ大学名誉教授（、娘さんのアリファさんがマレーシアの家庭料理をふるまってくれました。会議・準備から一時開放され、アットホ

ームな雰囲気のなか和やかな談話が続きました。また、初めての家庭料理で新鮮でした。右はデザートブッフェ 

 

9月19日(日)  晴れ時々雨 

7:00    集合 

8:00-9:00   開場・受付 

   

会議スタート！ 会場〈法学部〉の駐車場エントランス          受付デスクの様子                        ティーブレイク会場    

 

 

 

 

 

 

 

  

     会場付近                        インフォメーションボード                  オープニング・セレモニー   

 

 

会議期間中は、マレーシアの当日参加用の受付と日本からの参加者受付と二通りに分けて行いました。名前、参加セッションの申込状況の確認などにとまどい

ました。また、随時追加で入ってくる変更点の告示にも臨機応変に対応すること、情報共有の大切さを感じました。緊張の続く時間でしたが、途中マレーシア側

のスタッフの笑顔や「大丈夫？」の言葉に、場の雰囲気が和らぎました。 

 

9:00-9:30    オープニング・セレモニー ＠マラヤ大学法学部 

         ★タン・スリ・イスメイル・メリカン氏(マレーシア・保健省) 

           ★谷口文章氏(ICHBS2010 大会長) 

           ★アジザン・バハルディン氏(マレーシア／マラヤ大学 CCD所長) 

10:00-18:00   ポスターセッション〔展示〕 

9:30-10:10  招待講演Ⅰ「持続可能なヘルスプロモーションの実現のために－地球規模の公共保健政策とその挑戦－」 ダリル・

マーサー氏(タイ／ユネスコRUSHAP) 

10:10-10:50   招待講演Ⅱ“Malaysian Society and Health: Issues and Challenges in the 21st Century” 

Prof. Dato' Dr. Mohd. Amin Jalaluddin, President, Asian Pacific Academic Consortium Public Health 

10:50-11:00   コーヒーブレイク 

11:00-11:40  招待講演Ⅲ「アボリジニ女性のための健康と癒しに関するナラティブ・セラピーの実践－地域のレベルからどのよう
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に新しいストーリーの流れを創り出すか－」  バーバラ・ウィンガード氏(オーストラリア／Dulwich Centre Faundation) 

11:40-12:20  基調講演Ⅰ「持続可能なヘルスプロモーションに向けて－地球規模における健康環境のためのケア－」   

  谷口文章氏(日本／日本保健医療行動科学会 会長) 

12:20-13:50   昼食/ポスター発表 

13:50-14:30   基調講演Ⅱ「ウェルビーングと宗教」 

 Prof. Wan Azman Wan Ahmad（マラヤ大学医学部） 

   

  谷口先生の基調講演Ⅰ                  パネル・ディスカッション                   フロアーの様子 

    

     ポスター展示会場                   ディスカッション 

14:30-16:00 パネルディスカッション「グローカルにねざしたヘルスケア・プロモーション－ウェルビーイングのケアとヒューマン・

セキュリティの環境についての対話－」  

 モデレーター: ニック・マリアン氏・スレイマン氏＇マラヤ大学Sustainability Science Recerch Clustor センター長（・谷口

文章氏＇甲南大学（ 

  パネリスト:  

★“Dialogue between Religion and Science regarding Bioethics for Well-being and Human Security at the Glocal Level”ア

ジザン・バハルディン氏(マレーシア／マラヤ大学 (CCD所長) 

★「災害とヒューマン・セキュリティ」  ベンジャポルン・パンヤヨン氏(タイ／保健省メンタルヘルス局) 

★「人災と PTSD－ヘルスケアの視点から－」  元村直靖氏(日本／大阪医科大学) 

★「対話的ナラティヴ・アプローチをもとめて－ウェルビーイングの視点から－」バーバラ・ウィンガード(オーストラリ

ア／Dulwich Centre Faundation) 

16:00-16:30   コーヒーブレイク 

16:30-17:30   パネルディスカッション［シンポジウム継続］ 

19:30-22:00   懇親会(レセプション)(会場：マラヤ大学Rumah University) 

   

       アジザン先生よりご挨拶   レセプション会場     マレー伝統料理 
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懇親会では、マレーシアの伝統舞踊を鑑賞しました。私たち学生は、前座でソーラン節を披露しました。ソーラン節は北海道を代表する民謡の一つで、特に北

海道の日本海沿岸部でニシン漁に従事する人々によって歌われてきました。その力強さや活気のある踊りから日本全国で親しまれる踊りとなっています。まず

まず好評・好感触でした。最後は、マレーシアの伝統舞踊を教えてもらいながら、一緒に踊りました。伝統的な衣裳が鮮やかで大変優雅でした。 

 

9月20日(月)     晴れ 

 

7:30   集合 

8:30-9:00  開場・受付・ポスター展示＇終日（ 

9:00-12:00   研究(口頭)発表 

Ａ会場＇講堂（Health Promotion/Health Care/Narrative 

Ｂ会場＇会議室（Well-being 

Ｃ会場＇CCD（Human Security/Sustainability/Environmental Health 

   

     A会場     B会場             C会場 

 

12:00-13:30   昼食/ポスター発表 

13:30-14:00   招待講演 IV「マレーシアにおける医療問題と保健医療政策」ハンサン・ビン・アブドル・ラーマン氏(マレーシア 

  保健省) 

14:00-14:30   招待講演V「アジアにおける発展途上国の衛生・穀物・水をめぐって」清水芳久氏(京都大学) 

14:30-14:45   休憩 

14:45-17:30   ダイアログ・セッション 

  ☆Ａ会場：宗教的催眠療法－ダルウ・アイマン大学における事例研究よりー 

 モデレーター：アラマン・ムハド氏＇マラヤ大学（・守本とも子氏＇岐阜医療科大学（ 

 プラクティショナー：アナス・ビン・ムハド・ユナス氏＇マレーシア/ダルル・アイマン大学 （ 

  ☆B会場：ユナニ医学(イスラム医学) 

 モデレーター：Dr. Zahurin Mohamed,マラヤ大学医学部 吉岡隆之氏＇神戸市看護大学（ 

 プラクティショナー：ダリナ・イスマイル氏＇Principal Consultant, Quin Consult, Malaysia（ 

         オスマン・ベイカー氏＇マラヤ大学 名誉教授（ 

  ☆C会場：ナラティヴ・アプローチ 

モデレーター：バーバラ・ウィンガード氏(Dulwich Centre Faundation（・キャロリン・ロペス氏＇マラヤ大学 教授（ 

 プラクティショナー：中川晶氏＇大阪産業大学（ 
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  宗教的催眠療法             ユナニ医学             ナラティヴ・アプローチ 

 

17:30  セッション終了 

18:30-19:30   会場 後片付け 

20:00    KL市内観光：スリアKLCC・ペトロナス・ツインタワー 

   

        スリアKLCCにてショッピング                  ペトロナス・ツインタワー                    ムルデカ広場前にて 

夕食は、フードコートでナシゴレン＇焼き飯（やトムヤンクンなどを200円ぐらいで食べました。安くてボリューム満点でした。初めて見るツインタワーは、88階建て

という高さに圧倒されました。ビル内は、高級ブランドが多く立ち並んでおり、ウィンドーショッピングを楽しみました。 

 

9月21日(火)   晴れ時々雨 

 

7:30  朝食 

8:00  集合 

9:00  受付＠マラヤ大学法学部 

10:00  午前の部：モーニング・セッションセミナー  

10:30-11:20  HIV Prevention, Treatment & Care to the Marginalized Communities in Malaysia – Advances & Challenges 

 Bakhtiar Talhah氏＇マレーシア／AIDS審議会 事務局長（ 

11:20-11:30   休憩 

11:30-12:20  「外国人の健康問題－日本人における定住外国人のHIV感染予防・治療・ケアをめぐって」 

 仲尾唯治氏＇日本／山梨学院大学（ 

12:20-12:30   Q&Aディスカッション 

12:30-14:00   昼食 

14:00-16:30   ★午後の部：アフタヌーン・セッション 

大学キャンパス～Rumah Solehah＇ホームシェルター：HIV/AIDS患者の子どもたちの児童養護施設（ 

   

  谷口大会長よりご挨拶               Fathiiah Hamzah氏レクチャー          施設の療育プログラム   
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施設の子どもたちが、歌と踊りを披露してくれました。そして Fathiiah Hamzah氏に施設やマレーシアHIV／AIDSの現状について説明していただきました。施

設内には、大きめの台所や寝室、プレイルーム、読書室などがあり、子どもたちが普段どのような生活を送っているのかを視察させていただきました。子どもた

ちは、突然の訪問者に驚いた様子でしたが、人なつっこくやんちゃな子がたくさんいました。一緒に遊んだり本を読んだりして交流しました。 

 

19:00  夕食 ＠Rumah University ＇ゲストハウス（ 

20:00   フリータイム：キャンパス内のランタン・フェスティバルを見学 

   

夕食後はフリータイム。Rumah Universitｙ前の広場で開かれていた中国系のランタンフェスティバルへ。メガネや小物の値引き交渉に成功しました。 

 

9月22日（水）   晴れ 

 

7:00/7:40  PJヒルトンホテル 出発 ＇一般参加者（/大学ゲストハウス 出発 ＇甲南大学学生（ 

9:00  途中休憩  

9:36    バス移動 

11:42  カハング到着 昼食@ダイアモンド・ヒル＇レストラン（ 

12:56  バス移動 

13:34    ４WDに乗り換え 

13:45    移動 

   

    オイルパーム・プランテーション                オイルパーム工場                      アブラヤシ 

約 2 時間、整備されていないデコボコ道を４WDで走りました。区域ごとに多国籍企業の看板が立てられており、単一作物を大量に作るオイルパーム・プランテ

ーションが拡がります。その大規模な開発を目の当たりにし、グローバリゼーションの問題を考えさせられます。 

 

15:46    エンダウ・ロンピン国立公園 到着   
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エンダウ・ロンピン国立公園に到着すると歓迎セレモニーで迎えられました。Jakun tribeの女性＇中央・左端（の衣装は、木の皮で綿密に織られており、丈夫な作

りになっていました。一つ一つが手作りされた歓迎の冠を私たちに贈ってくださいました。 

 

16:00     オリエンテーション＠ビジターセンター 

      

   エンダウ・ロンピン国立公園の概要についてオリエンテーション 

 

16:20   バンガロー 各グループチェックイン 

17:10    フリータイム＆アフタヌーンティー 

18:30     レクチャーⅠ＆ワークショップⅠ：民族植物学＇ethnobotany（ 

  Prof.Dr. Ong Hean Chooi ＇マラヤ大学 Institute of Science Biology教授（  

                      

        腎臓に効く漢方                       便秘に効く                     枝はカゴ、葉は弁当箱や皿 

                         

                         HIVの薬になる                蜂にさされた時に効く  
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＇左（  根を食べる。葉は床や屋根に使う。＇中央（葉は虫さされに効き、下痢止めにもなる。実は高級な食べ物として知られる。＇右（刺激が強く、話せなくなるほ

どに舌を麻痺させる。 

 

19:30    レクチャーⅡ：Endau Rompin Johor National Park:One of the Biodiversity Hotspot in Malaysia for Tropical  

  Rainforest ＇ビジターセンター・スタッフ（ 

   

   

エンダウ・ロンピン国立公園では、自然の伝統を守る事を目的とし、自然の生態系や種の多様性の保全を理念としています。プレゼンテーションを通して、絶滅

の危機に追い込まれた動植物の棲息地を守っていくことの重要性や Jakun tribesのコミュニティや自然と調和した暮らしぶりを保全していくことの必要性を感じま

した。 

 

20:00     夕食 

   

夕食時、ウォン教授＇左から二人目（、ハンザン＇右（より食べ物や採取された木の実についての説明を受ける。＇中央（竹の筒で蒸したご飯とココナッツミルクで

和えた根菜類。優しい味付けとなっていておいしい。  ＇右（ジャックフルーツ：独特な匂いと強い甘みがある。頭 2 個分ほどで、世界最大の果物といわれてい

る。 

 

20:45   レクチャーⅢ ：Diversity of Macrofungi andInsights into the Ebible and Medical Mushrooms of Endau-Rompin Dr. 

  Yusoff,Musa＇マラヤ大学准教授 Institute of Biological Science（ 
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粘菌類は学問の中でも非常に難しいといわれており、現在分かっているキノコの種類は全体の５％ほどのようです。食用や薬用としてのキノコの有用性や発光

する珍しいキノコなどについて講演を聞きました。 

 

21:20     移動 

21:40   ナイトクルーズ＇丸木舟のボートに乗船・ナイトサファリ（ 

    

     丸木舟に乗ってナイトクルーズ出発                ハンザン＇左（とナズリさん＇右（               落ち木を集めてたき火をしました 

 

23:00    １日目プログラム終了 

 

9月23日（木）   晴れ 

 

7:30    本日の予定＇オリエンテーション（ 

7:45    朝食  

8:25    移動 

8:50    ワークショップⅡ：Jakun People のハーブ療法  

   

＇左（歓迎の実：苦味のある実を細かく砕き、葉っぱに巻いて食べる。  ＇中央・右（タピオコ：水に浸し額にのせると、解熱作用がある。 
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9:20    移動 ボート乗り場Lubuk Pacauへ 

9:30    ボート移動 

   

      ボートでジャングルへ移動 

10:00     トレッキング 

    

ジャングルの中では、植物の説明をYusoff先生から、菌類の説明をOng先生から教わりました。キノコの採取には、３つ以上周りに同じ種類なかったら採っては

いけないという掟があることも教えていただきました。 

 

   

           猛毒のキノコ：触れる事すらできない猛毒をもつ                  シャンプーなどに使う 

 

   

       食用：スープにして食べられる              
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       サワー＇非常にすっぱい（ 

   

    漆のような(かぶれやすい)植物                    板根          倒木の割れ目に産みつけられたトカゲの卵 

 

12:15    休憩 

12:25    トレッキング 

12:50     Upih Guling Waterfall＇ウォーターホール（到着 

                    

スマンさん＇写真中央（によると、滝には川の水の力で穴のあいた岩があり、その穴に座ると冷たくて気持ちよいようです。 

 

13:15   トレッキング 

13:34    昼食@Kuala Morong 

   

大きな葉っぱをお皿にして、その上に食べ物を乗せて食べました。チキン、レタス、トマト、玉子焼き、野菜炒めなどボリューム満点で美味しかったです。 

 

14:15   移動 

14:20    湖 Tasik Air Biru／遊泳 

14:57    移動 

15:15    トレッキング 
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    鹿のフットプリント。まだ足跡が新しい。 

 

16:45    ボート移動 

17:15     ボート乗り場＇Lubuk Pacau（～バンガロー                       

17:25  休憩＆ティータイム  今後の予定についての打ち合わせ 

18:00   フリータイム 

20:40     夕食 

   

公園のスタッフによって夕食＇サテ：写真左・中央（が着々と準備されました。 

   

   葉で包んで蒸したお米                     サテ                 川で採れた新鮮な魚 

 

21:30    ワークショップⅢ：PAKRANTAK氏＇シャーマン（による宗教的ヒーリングのデモンストレーション       

   

”ニアルワン”という葉を左手に持ち儀式が始まります. 神が憑依し、トランス状態に入ります 
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体の悪い部分を聞き、そこにエネルギー＇気（を送ります   

   

エネルギーを送り続けると体内から、ガラスのような小片が出てきました。この結晶は、「スピリット」とされ川に流して清めます。そして、3日間は甘いもの、酸っぱ

いものは食べないようにします。土着の伝統を固く守ってきた宗教的ヒーリングを目の当たりにしたのは、初めてだったので、思わず固唾を呑んで見入ってしま

いました。 

  Jakun Peopleの人々との文化交流会 

    

    

Jakunの方に楽器のリズムにあわせて、伝統的な踊りを披露していただきました。一通り踊り終えると私たちに踊り方を教えてくれ一緒に踊りました。 

    

この二日間のお礼に私たちは、ソーラン節を披露しました。最初 Jakun の方は、私たちが大声で掛け声をしながら踊る姿を見て、驚いていましたが、踊りが進む

につれて Jakunの方も一緒に盛り上がることができました。そして、ソーラン節で使用していたはっぴをプレゼントしました。とても喜んでいただけたようです。 
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9月24日（金）   晴れ 

 

7:30    朝食 

8:15    移動 

8:30    ワークショップⅣ：Traditional Orang Asli Susom 

        ワークショップⅤ：Demontration on Handicrafts  

    

   

一枚ずつ、ずれないように丁寧に織り込みました。葉はしなやかで丈夫なものを使いました。しっかりと折り目をつけないと崩れてしまうので、丁寧に手順を教え

ていただきました。織物の技術は、日常品や家具などにも応用されています。 

                    

   歓迎の冠の完成です                                                           米を蒸す入れ物 

     
 籠などには細い葉が使用されます                         屋根は大きめの葉が幾重にも織り込まれていました 
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  ワークショップⅤ：Orang Asli Traps 

   

      ネズミなどを捕まえるための罠             シカなどの大型動物を捕まえるための罠    サルを捕まえるための罠 

     

       鶏を捕まえるための罠                 トラやイノシシを捕まえるための罠           小さなシカなどを捕まえるための罠 

 

10:05     お礼のあいさつ 

   

  お礼のあいさつ              吹き矢一式が谷口先生にプレゼントされました               お土産の飴 

 

10:15  公園バンガロー・チェックアウト 

10:40     エンダウ・ロンピン国立公園 出発 

12:35    大型バスに乗り換え 

12:46    出発 

13:20    昼食 @ダイアモンド・ヒル＇レストラン（ 

   

3日間お世話になった公園スタッフ、ツアー・コーディネートをしてくださったアシャリさん、ナズリさんたちとはここでお別れです。 

 

14:20     出発 

14:20-14:40  総括＇参加者の感想（ 
16:30-16:40  休憩 

18:00  PJヒルトンホテル ＇一般参加者（降車 

18:25  マラヤ大学 ゲストハウス 到着 

21:00     フリータイム 
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9月25日（土）  晴れ／午後から 2時間スコールに遭う 

8:00      朝食 

10:30     CCD到着 

11:00     清水芳久教授＇京都大学（プレゼンテーション  

    

12:00    セントラル・マーケットでショッピング 

18:30    フェアウェル・パーティー 

   

今年３月12~18日にマレーシアを訪れた記録       最後のマレー料理を楽しみました  レストランのエントランスにて 

を Photobook＇アルバム（にしてプレゼントしました。  

         

21:00   KLセントラル駅 

21:25  移動 ＇KLセントラル駅～KTMコミューター～空港（ 

22:10    クアラルンプール国際空港到着 

23:45    クアラルンプール国際空港発 ＇MH25便（ 

 

9月26日(日)   晴れ 

7:15  関西国際空港着 

8:00    解散式 

    

  KLセントラル駅にて      早朝に関空到着・解散式 
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つながり・絆・笑顔 

―第6回国際保健医療行動科学会議に参加して― 

藤田 裕一（大阪府立大学大学院） 

 私が今回の参加を通して強く印象に残ったもの、それは人のまごころ、笑顔のあたたかさ、国籍や言語は違う

けれども同じ人間としての心と心のつながり…。言葉にすれば非常に短くあっさりしたものとなってしまうので

あるが、今も私の全身を駆けめぐり、いきいきと熱く私の心をつつんでいる。 

今回、私は生まれて初めての国際会議への参加であった。というよりも海外渡航自体が初体験であった。その

ような右も左もわからぬ私であるにあるにもかかわらず、今回口頭発表という非常に貴重でかけがえのない機会

もお与え頂くという、またとないことに恵まれ、私の心は緊張と期待、喜びと不安でいっぱいであった。 

私は32歳となった今も目の前のことしか見えない、自分のことで頭がいっぱいになると周りが全く見えなくな

ってしまうという、誠に恥ずかしながら非常に幼く拙いところがあり、今回も正直、私は旅のことと発表のこと

でいっぱいいっぱいになっていた。そんな私をマレーシアのスタッフの方、諸先生方はいつもほんとうにあたた

かな笑顔、爽やかな気配りで接して下さり、日本のスタッフの方、諸先生方は日本を発つ前から色々と考えて下

さり、細やかな気配りで接して下さった。そして会議でお目にかかったあらゆる国籍の参加者の方々、諸先生方

は、とても気さくに初めてお会いした方であってもそうでなくても、まるで長い間知り合いであり、友人である

かのように接して下さった。 

私はこのような方々にお目にかかり、自分自身が恥ずかしくなった。目に見えるところ目に見えないところで

いかに気を配って下さっていたかを、今改めてしみじみと強く感じるとともに、逆に私は一体何をしただろうか、

何を考えただろうか、何に気づいただろうか、どのように動けただろうか、そのように思うとき、自分のことだ

けしか見えていなかったと、しみじみ自らを振り返っている。私は今まできっと本当に恵まれて、恵まれすぎた

環境で育ってきた、そしていつの間にか周りが見えなくなってしまっていたり、感謝の気持ちが薄れてきていた

のではないか、そんなことにハッとさせられた。 

私は生まれつきの身体障害者であり、ケアする人、される人で考えるならば、ケアされる側にあることが尐な

くないと思うのであるが、このたびの経験で、ケアされる側の人間もただそれに甘えるのではなく、周りの人に

気を配ること、周りの方がどう動いているかを知ること、周りの人と同じ目線、視点が持てるように努力するこ

と、そのようなことが大切なのではないかと、今改めてつくづく感じている。 

なお、肝心の国際会議での口頭発表は、色々自分なりに準備をしていたにもかかわらずひっちゃかめっちゃか

なものになってしまい、私の経験のなさ、知識の浅はかさ、英語力の乏しさなど、自らの未熟さをひどく痛感し

たのであるが、逆にそれは同時に今後への強いモチベーション・動機づけへとつながり、改めてこの機会をお与

え下さった全ての方々、諸先生方に感謝の思いでいっぱいである。 

今後、今回のこの経験を活かし、自らが進むべき道をゆっくりじっくりまっすぐ歩んでゆきたいと考えている。

そして、今回のつながり、あたたかな絆をいつまでも大切にしてゆきたい、そう強く思っている。 

最後になりましたが ICHBS2010大会長谷口文章先生、マラヤ大学アジザン先生をはじめ、お目にかかることが

できました全ての方々、諸先生方に心より厚く御礼申し上げます。 

 

 

さまざまなケアの在り方に触れることのできた研修旅行 

M2 鳥居祐介 

今回の研修旅行は私にとって先の３月に続き二度目のマレーシア訪問でした。 

9月16日から25日までの10日間の旅程は、第6回国際保健医療行動科学会議「持続可能なヘルスプロモーショ

ンに向けて―ウェルビーイングのケアとヒューマン・セキュリティの環境についての対話―」(日本保健医療行動

科学学会为催)→HIV/AIDS センター視察→Jakun people 訪問と重要なコンテンツの多い日程でしたが、現代医療

についての様々な見解を学ぶことができ、またケアの展開について実感することができました。 

 大会スタッフとして参加した学生は、大会の 2日前から現地入りして国際会議の準備にあたりました。私は为

に資材運搬の担当でした。3 月の旅行の際には大学敶地内の一部しか見ることができませんでしたが、今回、大

会準備を通してマラヤ大学の広大さを改めて実感することができました。広い大学において移動しやすいように

公道が入り組んであることや、大学専用の車やトラック、バスが使用可能なことから、マレーシアにおける教育

の比重の大きさに触れたような気がしました。 

今大会の準備の段階から私達のサポートをしてくれたのは、マラヤ大学の Centre for Civilisational Dialog(以下
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CCD)のスタッフの方々でした。大会期間CCDのスタッフは会場運営などで彼ら自身走り回っていたにも関わら

ず、すれ違う度に日本人スタッフの体調を心配し、休養、間食をすすめてくれるなど、非常に温かい心配りを随

所で見せてくれました。国際会議というのが私を含めたまた多くの学生スタッフにとってはじめての経験だった

のでかなり緊張していましたが、彼らの温かい心配りがあったからこそ、結果的に良い緊張感を最後まで持続す

ることができたと感じています。 

旅程の 3 日目から始まった日本保健医療行動科学学会全国大会について、今回の会議の中で、私は

"LIFE-HEALTH EDUCATION FROM THE VEIWPOINT OF THE NATURAL AND SOCIAL ENVIRONMENTA: 

CASE STUDIES OF DEFORMED MONKEYS, MINAMATA DISEASE, AND FOOD ADDITIVES IN JAPAN"という

題目でポスター発表をさせていただきました。奇形ザル、水俣病及び食品添加物について、谷口ゼミの過去の調

査内容をふまえてポスター展示を行いました。奇形ザルは残留農薬の被害として、また、水俣病は四大公害病と

して、それぞれが社会問題として取り上げられましたが、昨今これらの事件は知識の中の一つと化してしまって

います。特に、今回水俣病についての文献を読み進めていくうちに、水俣病の背後にある被害者の感情の一端に

触れることができたと思います。日本史上最悪の公害病の一つである水俣病は、企業の排出した有機水銀を原因

とする卖なる健康被害だけではなく、風評被害を含む社会的な問題であり、水俣病という言葉の背後には、被害

者の健康を著しく害されたことに対する深い怒り、社会から差別されることに対する悲しみ、そして、へその緒

を通じて発症したわが子に対する家族の愛情が存在していることがわかりました。経済発展を優先しようとして

いた当時の社会情勢を変えるほどの原動力となったのは、このような関係者の怒り、悲しみ、愛情でした。知識

の背後にある関係者の感情は風化させてはいけないものであり、また、関係者の感情を、その一端でも共有する

ことが、悲惨な問題を防ごうとする危機を回避する意識の啓発につながるものと思います。 

 ポスター展示の会場における他の発表者の展示も、興味を引くものが多かったです。マレーシア人のポスター

展示も見学する時間があり、その中で最も関心を惹かれたのは、マレーシアで起こっている環境被害について取

り上げられた"KUALA LUMPUR‟S AIR QUALITY DURING THE SMOKE PHENOMENA"（発表者：Syazwan Mohd. 

Shukri 他）でした。それによると、マレーシアの都市化は進行中ですが、スモッグや水質汚濁などの公害が発生

しており、それに伴うぜんそくなどといった健康被害が発生しているそうです。日本の公害問題の歴史とリンク

するところがあったので、日本における公害の現状などを説明することができました。今回展示の中で、海外の

人との間で知識のやりとりができたのは私にとって貴重な経験でした。質疑忚答においては、英語における稚拙

な表現もあったかもしれませんが、私が取り上げた問題の中における関係者の感情を伝えることはできたと思い

ます。 

 国際会議中の講演については、私は受付を部分的に担当していたため、全てを傍聴することはできませんでし

た。その中でも特に印象に残っていたのは、AIDS COUNCIL MALAYSIAN AIDS FOUNDATION に所属する

BAKHTIAR TALHAHさんの講演でした。マレーシアにおけるAIDSの現状を知る上でわかりやすい情報が多く、

発展途上国におけるAIDSの拡大が深刻であることを実感しました。 

21日のHIV/AIDSセンター訪問は、今回のスケジュールの中で私にとって最も衝撃の大きかったイベントでし

た。日本においてもAIDSは絶望的な拡がりを見せていますが、私はこれまでHIV感染者に出会ったことはあり

ませんでした。そのためAIDSについての知識はあれども、その脅威については、「知っている」程度にしか感じ

ていませんでした。しかし、今回HIVセミナーにて実際にその患者に出会ったとき、私は言い表すことのできな

いほどの悲しみを感じました。何よりも私たちが出会った HIV 患者が子どもであるということが辛かったです。

ウイルスの感染経路が性行為や滅菌されていない注射針の使用などであることが現在までの研究により明らかに

されたことにより、このウイルスの感染は気をつければ予防することができることまではっきりとしてきました。 

 しかし、母親の胎内において感染してしまった子どもは、生まれてきた段階で、すでにHIV感染者であり、防

ぎようがないという事実があります。現在、先天的に感染してしまった子どもの生涯は平均して２０歳前後であ

るということを、この旅の冒頭に聞いていたので、セミナー内の子ども達に対するコミュニケーションには細心

の注意が必要であることは理解していました。 

彼らは私たちの訪問に対して、自分たちが練習してきた歌をいくつか披露してくれました。また、フリータイ

ムの中では、彼らの方からコミュニケーションを取りにきてくれました。しかし、結果的に私は子どもたちとコ

ミュニケーションをとることができませんでした。それは、自分の取った行動が訪問後、子どもたちにどれほど

の影響を与えるのか予測しかねるところがあったからです。 

今回の訪問において私が不思議に思ったのは、「なぜ子どもたちは、日本からの訪問者に対して積極的なコミュ

ニケーションを図ってきたのか」ということです。薬の副作用で気分が高揚しているということもあったのでし
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ょうが、私には彼らが「母性」を求めているように感じました。HIV保菌者の親は子どもとの接触を拒む傾向に

あることを聞きました。だとすればHIV感染者であるあの子どもたちは訪問者に対して母性的なコミュニケーシ

ョンを求めていたように思えてならないのです。 

そのような疑問を考えたときに、私達と同じくHIVセミナーに参加していたマレーシア人の方々のコミュニケ

ーションの取り方は、私の中では納得のいくものでした。 

子どもたちが無邪気に飛び込んできたときに、彼らはそれを優しく包み込む雰囲気を持っていました。マレー

シア人の参加者の手は子どもを優しく包み込んでおり、静かな愛情を感じさせるものでした。私にはそれが健康

状態の不安定な人と接する適切なコミュニケーションであるように思え、同時に、もし彼らのコミュニケーショ

ンがイスラム教を拠り所としているなら、ケアにおける宗教的ヒーリングの役割は大きいように思えるのです。

医療技術の革新により、彼らの病気が治る可能性が出てきたことが一つの希望として紹介されていましたが、医

療技術の進歩による治療だけではなく、社会的まとまりとしてHIV患者に対するケアは、医療を専門としない私

たちにもできることだと思います。 

 旅程の終盤でのエンダウ・ロンピン国立公園では 3月の旅行に続く 2度目のペタ村の訪問となりました。そこ

では、彼らの豊かな生活と文化についてより深く知ることができたと思います。マラヤ大学の Md. Yusoff Musa

教授、Dr. Ong. Hean Chooi教授の講義は、それぞれ植物学と菌類についてのお話でした。専門家のお話は、植物

や菌類の特性だけでなく、発見された新種が登録されるまでの過程についてもわかりやすく述べられていたので、

興味深く新鮮な内容でした。 

翌日のジャングル・トレッキングにおいても、お二人の教授にはご同行いただき、現地の植物・キノコの紹介

と、その特性について説明していただきました。前回の訪問時においてもジャングル・トレッキングは行ってい

ますが、今回はフィールドという“面”における個々の生命という“点”がクローズアップされていたので、エンダ

ウ・ロンピン国立公園のジャングルの植生についての認識がより深まったと思います。 

ジャクンの村を出発する日、私は卖にジャクンの人々の文化により密に触れることができたことを喜んでいま

した。しかし、今回の旅行に同行していただいた京都大学教授の清水先生は、環境工学的な視点からジャクンの

人々の衛生状態に焦点を当てて、その解決法を考えておられました。また谷口先生はエンダウ・ロンピン国立公

園の“保全”と“開発”の現状に焦点を当てており、ジャクンの人々が抱える社会的問題も含めて彼らの文化を理解

し、彼らの文化が安定する方法をお考えになっていたことがわかりました。私はその視点の鋭さに驚きました。

どちらの考えもきっとジャクンの人々には必要不可欠なものと思います。そして文化を本当に知るとは、その社

会が抱える問題点までを考えることができたときになされるものだということが、今回の訪問においてわかりま

した。 

10日間の旅程の中で、様々な生命や環境に対するケアのアプローチに触れることができたように思います。マ

ラヤ大学の人々が私たちに施してくれた優しい心遣い、HIV センターにおけるマレーシア人のHIV患者へのコミ

ュニケーションの取り方、清水先生の環境工学的な見解からの衛生問題解決のアプローチ、谷口先生の環境倫理

学的見解からの社会問題解決へのアプローチ、これらのケアについては、日本という日常空間を離れてみたから

こそ明確に意識することができたのであり、そのきっかけとなった今回の旅行は私にとって貴重なものとなりま

した。 
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国際会議を通じての気づきとこれからの課題 

研究生 熊谷佑美 

9月19～24日に日本保健医療行動科学会では、第 6回国際会議がマレーシアにて開催されました。私は事務的

な作業の準備に携わらせていただく中で、国際会議を開催するということは長年に渡って積み重ねてきた経験や

実績が土台にあり、他国間との信頼があってこそ成り立つのだと感じました。そうした場に参加できたというこ
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とは、非常に有り難く貴重な経験ができたと思います。研究室では日々、現地との調整や参加者とのやりとりが

繰り返され、勉強になることが数多くありました。 

私は会議期間中、为に受付を担当させていただき、日本側の参加者がトラブルなく会議に参加していただける

よう準備してきました。研究室一行は会議二日前にマレーシア現地に到着し、アジザン先生とお会いし、Centre for 

Civilisational Dialogue（以下CCD）のスタッフと打ち合わせを行いました。スタッフとは、同年３月（第８６回卒

業研修旅行）で知り合った顔馴染みのメンバーで、お互いすぐに打ち解けることができました。初めての国際会

議で不安だった中、彼らの温かいサポートは大変心強いものでした。受付では変更点や注意事頄など収集された

情報をスタッフ間で共有し、参加者の方々にすぐにお知らせするということが重要な仕事としてありました。反

省点として、相手に確実に分かるよう掲示すること、大事なことは２度３度と繰り返し伝えること、が上手く出

来ていなかったことがあります。また、コミュニケーションでは为観的に分かるだろう、と判断せずに客観的に

第３者の立場に立つということの重要性を知りました。その都度の物事の流れや変化を正確につかみ、臨機忚変

に対忚するということはとても難しく、周りのサポートによって何とか乗り越えたという状況でした。 

また、張り詰めてイライラする空気の中、相手を気遣う一言や冗談を言える心の余裕を持つことも大切だと思

いました。CCDのスタッフは、そうした意味でいつも雰囲気を和ませてくれました。緊張するところはきちんと

気を引き締めなければいけませんが、張り詰めすぎることによって相手がみえなくなることが自身に度々あった

ので、マレーシアの方の文化や人柄からくる心の持ち方を学ばせていただきました。 

会議を通してもった関心は、①HIV 患者のケアの在り方と②エンダウ・ロンピン国立公園の保全があります。 

まず、HIV患者のケアの在り方についてです。HIV施設に訪問したとき、施設長からここに子供を預けにくる

親はあまり子供と接触したがらないという実情をお聞きしました。小さい頃から親と離れ離れに暮らす彼らの心

の寂しさはどう埋められているのか。また罪無き子供達が、HIVウィルスの保菌者としてどう自分の命と向き合

い、どのような人生を歩んでいくのか。そのようなことが頭の中でめぐり、とても心が痛みました。私が施設で

出会った子供は 10人ほどで、幼児から高校生ぐらいの子供達がいました。施設の子供達は、母子感染で生まれな

がらにHIVウィルスを保菌した状態で生活をしています。大きめの台所、寝室、本を読んだり遊んだりする場所

があり、施設から滲み出るあたたかい雰囲気を感じ取ることが出来ました。ただ、普段の施設内での子供達の様

子や心のケアをどのようにされているかという事を詳しく知ることが出来なかったのが心残りです。 

訪問中に一つ印象的だったのが、子供達の笑顔です。子供達の人懐っこく、わんぱくな姿を目の前にし、生き

る事について悲観的なことばかり考えてはいけないな、と思いました。積極的によりよく生きることについて考

えていこうと、彼らと接する中で自分の中で考え方が変わりました。 

エイズに関する問題は、東单アジアだけでなく日本でも年々増加傾向にあり、他人事ではありません。池田恵

理子氏『エイズと生きる時代』（岩波新書）によると、エイズについて、エイズがまだ決定的な治療法のない性病

であるために、感染者が自らの生と死に向き合わざるをえない。そして病気に対する社会の偏見が強いために、

他の病気とは異なる様々な困難をかかえて闘病しなければならないと、述べられています。この文献は17年前に

書かれたものですが、根本的な治療法が開発されていないことや病気に対する偏見などは現在もあまり変わって

いません。厚生労働省エイズ動向委員会の報告によれば、本年はHIV 検査件数が約27000 件、相談件数が約37000 

件減尐しており、早期発見・早期治療の機会が大幅に失われ、HIV 感染者数の減尐に関連した可能性が考えられ

る、とあります。HIV 検査については、CM や広告などで広く啓発活動をされてきましたが、エイズに対する日

本人の認識は、どこか他人事であり、偏見、差別の対象とされる病気だということが厚生労働省の報告から読み

取ることができます。この件に関しては、私自身勉強しなければいけない課題です。池田氏の述べるようにエイ

ズという病気の全体像をつかむには、日本および世界の国々の医療、政治、経済、法律、社会、報道、文化、思

想、宗教、性などの各分野にまたがった情報を把握しなければなりません。マレーシアで出会ったHIV施設の子

供達の笑顔を守るためにも、まずはエイズに対する社会の認識を変えること、そして１人でも多くの人がエイズ

の苦しみにあわないよう予防することが大事だと考えます。 

次に、エンダウ・ロンピン国立公園の保全についてです。2 度目の訪問となるエンダウ・ロンピン国立公園で

すが、今回は Jakun の方々が我々のジープカーが到着するのを待っていてくださり、車から降りると同時に伝統

的な音楽と踊りを披露してくださいました。踊りの衣装は、木の皮で織ったワンピースや腰に巻くふんどしのよ

うなもので、わざわざこの日の歓迎のために準備してくださったようでした。Jakun の方々のおもてなしに非常

に感激しました。 

その日行われたナイトサファリでは、残念ながら動物や星は見えませんでしたが、ライトなしでも十分なほど

の月明かりが足元を照らしてくれていました。ボートで川を渡り砂地に着き、そこで Jakun の方に狩猟の話を聞
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かせていただきました。案内してくださった場所は、たまに食料を調達しにくるようで、必要な分だけとって、

むやみに持って帰ったりはしないとおっしゃっていました。谷口先生が「等身大の欲望で生きる」、というお話を

されていましたが、ここに住む人々は普段の生活から自然との調和を図った生き方をされていました。現代の日

本での生活は、必要以上のものを持ちすぎている気がします。そして、もし不要になったら捨ててしまえばいい

というような考えがあり、自然との調和どころか自分の事しか考えていない生き方になっていないかと改めて思

いました。 

翌日のトレッキングでは、マラヤ大学准教授の植物学者ユソフ先生に「きのこ」について教えていただきまし

た。粘菌類は、学問の中でも非常に難しいといわれているようです。研究作業としては、写真を撮り、収集し、

乾かすという工程を経て、大まかな形態学的な分類をし、それぞれのキーを見つけ、植物的に分析します。今ま

で、あまり勉強したことのない分野だったため興味深く教わる事ができました。森の中に入ると、珍しいきのこ

がいくつもあり、皮膚の保護に使われたり、女性の病気に効くものなどがありました。ジャングルの様子は、３

月に来たときよりもヒルが尐なく、季節や天候によって異なる土や木の様子を知ることが出来ました。ただ、聖

なる森を二十数人の人間が入ることで生き物を驚かせてしまったり、何かしら森に影響を与えてしまったのでは

ないか、という心配と申し訳ない気持ちがありました。森の中の植物に関しては、アメリカや日本などの大きな

薬剤会社が植物の特許をとる問題があります。伝統医療として地元の人たちが何千年も使っていたものが、お金

を払わなければ使えなくなるというのは、あまりにも経済中心为義国の傲慢な態度だと思います。また、東单ア

ジアでよく見られるモノカルチャー農業についても自然の生態系を無視した人間本位の経済体制です。本来、水

や空気、土地は共有財産として私用してはならないものです。それが外部の手によって、その土地に住む人々の

生活を脅かし、自然の生態系を崩す権利はどこにもありません。トレッキングをする中で、この森とともに生き

てきた人々の生活を冒してはならないということが以前にも増して思うようになりました。 

今回エンダウ・ロンピン国立公園を訪ねて、気になった点が、トレッキングに向かう際に 3月には建てられて

いなかったキャンプ場や新しい橋が完成していたことです。他国から助成金が出たとお聞きしましたが、これか

ら先、様々な人がこの土地に足を踏み入れることになると思うと森がどうなるのかと心配です。私はこの村を訪

れ、「豊かさ」について考える機会を与えていただきました。人間的な温かみ、やさしさ、自然との調和の取り方、

自給自足の生活を知ることは、現代の日本で生活する私にとって出会うことがなかなかできない貴重な経験でし

た。Jakun の人々が守ってきた伝統や文化とそれを引き継ぐ若者たちとの間でこれからどのように変わっていく

のか。エンダウ・ロンピン国立公園の今後の在り方、そして Jakun の人々の生活をどのように守っていくのか。

「一元化する文明は多用な文化を壊す」ということが、この村で起きないよう文化と文明の違いをきちんと理解

し、よりよい方向へと導かれるよう考えることが、これからの課題としてあるのだと感じました。 
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文化と命について考えた 10日間 

 4回生 中村尚樹 

私は第８９回谷口ゼミナール研修旅行に参加させていただきました。私は今年の３月に行われた第８６回谷口

ゼミナール研修旅行に引き続き２回目のマレーシアでした。今回の研修旅行では日本保健医療行動科学会为催の

第６回国際保健医療行動科学会議「持続可能なヘルスプロモーションに向けて―ウェルビーイングのケアとヒュ

ーマン・セキュリティの環境についての対話―」（９月１９～２１日 於マラヤ大学）にも参加させていただき、

国際会議の最終日に行われた国際セミナーでは、HIVの患者さんのいるシェルターハウスを訪問させていただき

ました。また、現地調査研修ツアーでは、エンダウ・ロンピン国立公園を訪れ、さまざまな貴重な経験をさせて

いただきました。 

これから国際会議、HIVセミナー、Jakun peopleとの交流の３点についての学んだことを述べることにします。 

 

① 第６回国際保健医療行動科学会議「持続可能なヘルスプロモーションに向けて―ウェルビーイングのケアと

ヒューマン・セキュリティの環境についての対話―」 
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私はわずかながら国際会議の準備を手伝わせていただきました。私は昨年甲单大学で行われた保健医療行動科

学会の全国大会にもスタッフとして参加させていただき、その経験を生かし、今回の国際会議ではテキパキ動く

ことを意識しいていました。前回は自分のやるべきことや、会議の重要さを理解できていない状態でいたため、

たくさんの反省点がありました。しかし、今回は何度か実行委員会の打ち合わせに出席させていただいたり、事

務作業の手伝いをさせていただいていたため、全体の大まかな流れを把握することが出来ていました。 

また、国際会議を行うことの難しさを感じました。実際に国際会議が始まってからも様々な変更があり、常に

最新の情報を知っておかなければならず、会議の進行状況、参加者の出欠確認など様々な点で全体を把握してお

かなければいけませんでした。また、英語でのコミュニケーションが必要なため、自分の言いたいことを伝える

のに苦労しました。３月の時に英語の重要さを感じ、尐しずつではあるものの勉強していたので、前回よりは話

したり聞くことが出来ました。しかし、勉強が不十分だったため自信を持って話すことが出来ず、消極的になっ

てしまいました。 

国際会議の内容はあまり聞くことが出来なかったのですが、「マレーシアにおけるHIV/AIDS患者のための公共

サポートとケア－コミュニティ・エンパワメントの視座より－」（マレーシアAIDS審議会）と「アジアにおける

発展途上国の衛生・穀物・水をめぐって」清水芳久先生(京都大学)を聞くことが出来ました。 

まず、マレーシア AIDS 審議会の方の講演では、マレーシアにおける HIV/AIDS の問題と、感染の防止につい

ての取り組みについて学びました。HIV/AIDS がどういうもので、どのようにして広まるのかという認識は、エ

イズという病気自体よりも、それによっておこる症状ばかりに焦点が当てられてるため、一般的にもあまり知ら

れていません。私自身もHIV/AIDS について一般的なことしか知らず、自分の身近なものだという認識が低かっ

たのですが、今回の講演を聞いて改めて、他人事で済ましてはならない問題であるということを認識しました。 

次に清水先生（京都大学）の講演です。講演の内容は、発展途上国の水問題を中心に清水先生が実際に行われ

ている取り組みについてでした。大小便を分けたトイレを作ることで、無菌状態の小便と菌のある大便をわけて

処理することが出来るそうです。そうすることで穀物の肥料や、衛生的に安全な環境を作っていくことに繋がっ

ていました。清水先生は、発展途上国の持続的に生産性を向上させる観点からの取り組みを行い、実際にたくさ

んの人の命を救っておられ、ウェルビーイングのケアとヒューマン・セキュリティの環境について、個人や国の

問題としてではなく、全体を見通す広い視点を持って活動されていることを知りました。私は今回の国際会議で

自分の視野の狭さを感じ、これからはもっと広い視点でものごとを考えていこうと思いました 

 

② HIVセミナー 

 私はHIVのシェルターハウスで、HIVの患者の子供たちに会いました。私にとって初めての経験であり、どの

ように接していけばいいかわからず、戸惑いました。子供たちの中には自分の病気の事を理解している子もいれ

ば、そうでない子もいるのでしょう。何の罪もない一見、普通の子供たちが、元気よく生き生きと過ごしている

姿を見て、自分は恵まれ過ぎていると感じました。私たちよりも、彼らの方が、一生懸命に生きて、充実した日

を送っていると思います。 

彼らは母子感染によってウィルスが感染しているため、彼らは何一つ悪くはないのに、どうすることもできま

せん。そういった状況の中、自分の病気についてあまり理解できないまま、亡くなる子もいるでしょうが、もし、

自分の病気について理解出来た時、彼らはどのように感じ、どのように思うのだろうと考えた時、胸が痛くなり

ました。 

 もし、自分が同じ立場だったらどうだろうと、このシェルターハウスを訪れてから、何度も自分に問いかけま

した。しかし、自分が恵まれた生活を送る中で、自分がどうすることもできない状態で死と向き合っていかなけ

ればならないことを想像することができませんでした。自分自身、尐しでも理解を深めるために、まずはきちん

とした知識、認識をする必要があると感じました。そして、このような子供たちを尐しでも減らすための教育や、

取り組みを全世界規模でこれまで以上に徹底して行われるべきだと思いました。 

 

③ Jakun peopleとの交流 

私は今年の３月に一度、エンダウ・ロンピン国立公園を訪れ、Jakun peopleの方々と交流させていただいており、

今回は 2度目ということもあり、全体的な流れを理解した上で、現地調査をすることができました。前回は、全

てが初めてのことで、驚きの連続でした。例えば、日本では便利な生活が当たり前だと思っていたことが、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学びました。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が印象的でした。 
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今回はそのようなことを踏まえた上で、新たな発見をしたいという思いで、現地調査ツアーに参加させていた

だきました。そして、２泊３日の Jakun people の人々と交流して感じたことは近代化に伴う文化の伝承の問題で

す。今回は私たちが到着した際に伝統的な衣装で歓迎の踊りを踊ってくれました。外部からの人間が来ることで、

伝統的な文化を次の世代に受け継いでいく機会になっているのではないかと思います。 

また、ジャングルトレッキングでは、前回は川を 3本渡ったのですが、今回はつり橋が新たに建設されており、

実際には川は 1本しか渡りませんでした。そして、宿泊施設のトイレなどがきれいになっていました。それらを

見た時、私は尐数民族の人々の生活の中でも、近代化の影響は急速に進みつつあるように感じました。 

そして、今後、交通や通信のインフラが整備されれば、Jakun peopleにとって生活は便利になるが、道路がきれ

いに整備され人や物、金などの流れが多くなると、自給自足の生活スタイルは失われていくだろうと思います。

また、近代化により伝統的な生活様式が急速に変動すると、それに対忚出来ないものも現れ、身分の格差が生ま

れ、尐数民族としてのアイデンティティは希薄し、最後には文化の保存どころか種の存続さえ危うくなる可能性

も秘めているように感じました。 

歓迎の踊りを民族的な衣装を着て踊ることや自然と共生する文化とは、自給自足社会そのもののように感じま

した。人は失ってから物の有難みを感じるものですが、自然や環境は一度失えば、簡卖に再生できるものではあ

りません。Jakun peopleのあの神聖な森を守るために、政府の協力や理解も必要だと思います。外部の人間との接

触は、Jakun peopleの人々の生活は変化させていきます。また、今後、森の中にも先進国の企業が進出し、様々な

植物のパテントを取る可能性があります。 

現在、そういったことは Jakun people の人々は望んでいません。しかし、近代化しつつあることも事実です。

今後も、自然と共生していく気持ちを大切にし、心豊かな彼らでいてほしいと思います。 

私は今回の１０泊１１日の研修旅行で、物の有難みやグローバルな視点を持つことの大切さを学びました。こ

の貴重な経験を今後の私の人生の中でしっかりと活かしていきたいと思います。 

 

参考文献 
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マレーシア―10日間の旅で得たもの― 

4回生 李 優奈 

 今回、10日間という長い様であっという間の旅に参加させていただき、本当に様々なことを学ばせてもらうこ

とが出来たと心から感じています。参加させて頂くにあたって、是非体験したいと思ったことが二つありました。

一つは、国際会議という場を通して運営している側がどのような準備や苦労を重ねているのか、その過程を尐し

でも垣間見たいということです。もう一つは、マレーシアとは一体どんな国なのか。まだ訪れたことのない土地

に足を運んでみることで、現地の人たちがどんな生活のスタイルやペースを持って暮らしているのか、実際に肌

で感じてみたいということです。 

 会議の準備に関しては、日本での準備段階から断片的ながらも手伝わせて頂くことができ、大きなイベントを

行うにあたって正確な情報を手早く流し、参加される方々をスムーズに導くことの難しさを痛感しました。出発

直前の打ち合わせで担当や全体の流れを予習してはいましたが、やはり現場の状況やマレーシアのスタッフの考

えを考慮した上で進められる事柄も多く、慣れない国際会議のスタッフという役割に加え、目の前に広がる場所

や人との関係をいかに効率の良いものへと変えていけるのか、あらゆる意味で臨機忚変さや思い切りの良さが問

われていると感じました。 

会議の初日の朝は受付を担当させて頂きました。前日の夜に担当箇所と仕事内容を頭に入れ、シュミレーショ

ンしましたが、実際には初めてお会いする方々それぞれの顔と名前を前に出席を確認することで正直、精一杯で

した。以前の社会人経験から、いろんな方々にご挨拶をする機会はありましたが、何かを企画し、お金を払って

足を運んで下さった方をもてなすという経験をしたことは今までありませんでした。日本を発つ前から、自分は

もてなす側の立場であるというプレッシャーは感じていました。けれども、実際には次々と受付に来られる参加

者の方々の対忚に必死で、その責任を噛み締めながら作業をする暇はほとんどなかったと言って良いかもしれま

せん。仕事を辞め、学生をしている期間が長くなるにつれ、自分の中で日々の状況の変化に対して上手く作業を

シフトさせていくリアルな緊張感が薄れている様な気がしていましたが、そんな緊張感が尐しずつ甦ってきたよ
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うな感覚があり、未知の作業の連続による多尐の疲れは感じながらも、とても生き生きとした気持ちになりまし

た。 

 予定はあくまで予定であり、最終地点に到達する方法は必ずしも計画通りでなくても良い。これが今回海外で

の国際会議に携わらせて頂き、数え切れないことを体験し、学んだことの中で一番大きな収穫です。会場設営の

準備で土壇場になっての予定変更は、私が手探りで進めていた作業をまた振り出しに戻してしまう、或いは余分

な手間を掛けることになってしまう、と始めは自分自身の中でネガティブなことと受け止めていました。けれど

も、いざ本番になるまでどんなハプニングが起こるのかなんて誰にもわかりません。時間が人により効率的な方

法を示すこともあるかもしれません。一度決めたことに基づき、それを忠実に具現化することも大切ですが、会

議の成功という目標に辿り着くまでのプロセスにおいて試行錯誤してみることも重要なことだと思いました。そ

の点では、マレーシアのスタッフの対忚からは勉強になった点が多々ありました。予定がどうであれ、今必要と

されることは何で、どんな対忚をすべきなのか。現実に起こっている状況に目を向け、それに対して柔軟に対処

する。予定やルールが存在するとそれに固執しがちになってしまう私にとって、彼らの良い意味で力の抜けた考

え、行動力は何とか自分のものとして取り入れていきたい要素です。 

 エンダウ・ロンピン国立公園では、自然の中に人が包まれて生活している環境をまざまざと見せつけられた気

がしました。ジャクンの人々はじめ、トレッキングで案内をして下さったウォン教授やユソフ先生が自然の中に

お邪魔するという感覚でもって山の中へ入り、私たちに植物や動物の足跡を見せて下さったのが印象的でした。

また、私たちの普段の生活がいかに自然と切り離された考えのもとで成り立たせようとしているものなのかとい

うことや、私たちがいかに自然を我が物としてコントロールしようとしてしまっているのかということも改めて

考えさせられたように思います。私たちの住環境は、木があり、山があり、動物や植物、それらの存在によって

バランスが取れているからこそ守られているのだということ。そして、私たちが生活の利便性や物質的豊かさを

追求することがそれらの存在する環境、強いてはそれらの存在を脅かしてしまうことに繋がるということ。この

ことを忘れずに日々生活していきたいと心から思いました。一度手に入れてしまった便利さを手放すことは容易

ではないと思います。けれども、何が心に豊かさをもたらすのかを考えた時、皆が真剣に考え、取り組んでいか

なければならない問題だと思いました。ジャクンの人々の家の軒先に吊るされた緑、黄、白の三色の紐が意味す

るもの。自然に感謝し、自然の中に住まわせて貰っていることに感謝し、平和を祈る。そんなシンプルなことに

感謝できる感性をいつも持っていたいと彼らを通して感じました。 

 私にとって、異国への旅の楽しみは何よりも人との出会いです。言葉や文化が違う環境で行動できる範囲を考

えると、一人一人との出会いは本当に貴重であり、そこで出会った人たちとの触れ合いは忘れがたいものになり

ます。会議期間中或いは仕事中の限られた時間の中でCCD のスタッフが観光地へと案内してくれたり、“これ美

味しいよ”と言って食べ物を勧めてくれたり、ジャクンの方々が家族総出で食事を用意してくれたり、伝統文化を

丁寧に説明してくれたりと、見ず知らずの他国人に対して常にあたたかい気持ちで接してくれたマレーシアの

人々の懐の深さや優しさに触れることができたことは、私のこれからの人生の財産になると思います。 

会議中やその他の時間で現地の方々との関わりを通じて感じたのは、同じ時間が与えられているにもかかわら

ず、日本と比べてマレーシアではゆったりと時間が流れているように感じられたということです。やらなければ

いけない仕事があっても、時に手を止め皆で食事をする。頭の中ではいろんな思いが巡っているかもしれないけ

れど、皆でテーブルを囲んでいる時間は皆で何かを共有する時間として楽しく過ごす。帰国日に空港に向かうた

め駅に送ってもらっている途中、こんなことがありました。車は確かに駅に向かって走り始めましたが、途中道

路を右折し、モスクの前の空き地に駐車し始めたのです。お祈りの時間になったため、そこで１５分待って欲し

いということでした。日本で同じ様なことが起こりえるでしょうか。日々の雑事に追われ続ける生活も、宗教や

自分の基軸となる考えに基づいた穏やかな生き方を受け入れることで、自分の精神をより健やかに保つことが出

来るのではないかと感じました。また、心に尐しの余裕を与えることで自分のことだけでなく、尐し広げて自分

の周りの人たちにも目を向け、労わることが出来るのではないか、そう感じました。 

人と自然との結びつき、人と人との繋がり。今回のマレーシアの旅を通して、利便性と引き換えに私たちが見

失ってしまっている自然の中に生かされているという自覚や人を温かく迎え、一緒に時を楽しむ心のゆとりを思

い出させてくれたように思います。多民族国家のマレーシア。実際に訪れてみると、そこはそれぞれの民族と文

化が为張し合いながらも、自らのルーツを誇りに思い生きている素敵な人々で溢れていました。十日間という旅

程ながらも、十日間では到底味わえない濃密な時間を過ごさせていただけたことに感謝の気持ちでいっぱいです。 

ありがとうございました。 


