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 1）巻頭言『バングラデシュのふたりの詩人〜シャムシュル・ラーマンとショヒド・カドリ〜』 
東京外国語大学准教授 丹羽京子 

 
１．ふたりの詩人：シャムシュル・ラーマンとショヒド・カドリ 

バングラデシュに詩人は多いが、シャムシュル・ラーマン（Shamsur Rahman, 1929〜2006）とショヒド・カドリ
（Shahid Quadri, 1942〜2016）は、ともに間違いなくバングラデシュを代表する詩人と言えるだろう。このふたりには 13
歳の年齢差があるが、ともに詩壇にあらわれたのは1950年代、分離独立によって東ベンガルが西ベンガルと袂を分かち、
独自の道を歩み始めた直後である。この世代のバングラデシュ人の例にもれず、ふたりも歴史に翻弄されるのだが、それに
よってふたりの歩みは大きく隔たっていく。 
 ふたりはおよそタイプの違う詩人である。シャムシュル・ラーマンは比較的晩熟で、20 歳を過ぎるまでほとんどなにも書
いたことがなかったのに対し、ショヒド・カドリは非常に早熟で 12 歳にして初めての作品を雑誌に掲載している。そして息詰
まるような 60 年代を通して、ふたりの詩人は成熟していく。シャムシュル・ラーマンが、1969 年の抗議行動で犠牲になった
青年を悼んで、「アサドのシャツ」のような詩を書き、確実に人心を掴んでいく一方で、ショヒド・カドリは、都会的で孤独な現
代人の魂を追求するような、完成度の高い詩編で他を圧倒していく。 
 
２．バングラデシュ独立戦争とふたりの詩人 

70 年代に入ると、そのショヒド・カドリを含めてあらゆる詩人が直視せざるを得ない、そして直視するに堪えないような事
態となる。バングラデシュ独立戦争である。この時期を映し出したショヒド・カドリの「禁じられたジャーナルより」や「友人た
ちの目」は、その緊迫した状況を間違いなく今に伝えるし、「君に挨拶を、愛する人よ」は、非常時にあってベンガル詩伝統
の抒情性を高らかに詠んだ傑作と言える。 
 一方のシャムシュル・ラーマンは、内戦勃発を受けて田舎の親族の家に身を寄せていたが、そこで高名な「独立よ、おま
えは」を書く。ごくごくシンプルにベンガル人にとって大切なものを列挙したこの詩は、当時解放軍兵士の手から手へと渡
されていき、ついには国境を越えてインド側のコルカタで出版されるに至る。この詩は多くのバングラデシュ人の支えとなり、
今日なお人々に親しまれている。 
 
３．ふたりの軌跡が離れる 
 ふたりの軌跡が大きく離れていくのは、バングラデシュ独立後のことである。ダッカに戻り、なんとか生活を立て直してい
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ったシャムシュル・ラーマンに対し、ショヒド・カドリは混乱の止まない国を離れるという選択をした。ふたりはデビュー当時
から親しく、シャムシュル・ラーマンは盟友のために安定した仕事を探す努力をしたようだが、ショヒド・カドリは結局イギリス
からドイツに渡り、そして最終的にはアメリカに腰をすえることとなる。
 70
もに大詩人となっていく。一方のショヒド・カドリは
第四詩集をニューヨークから出版するも、長らくベンガル詩の世界から離れていた感は否めない。
 
４．それだけで充分？
 結果としてシャムシュル・ラーマンはバングラデシュとともにゆっくりと大成していったのに対し、ショヒド・
筆を折ったかに見えるが、それは詩人としての挫折を意味するのだろうか？そうではないだろう。始めから完成された詩人
であったショヒド・カドリの詩編の魅力は揺るぎない。数々の記憶に残る作品を残したショヒド・カドリの生涯もまた、彼自身
が「それだけで充分ではないのか？」と問うたように、充分すぎるものだったと言えよう。
 
付記：幸運なことにわたしはこのおふたりと会ったことがある。大詩人でありながら、どこか茶目っ気のあるシャムシュル・ラ
ーマンに対して、ずっと年下のショヒド・カドリは、老成した感じを抱かせる人物
一端にでも触れてみたいと思う方は、拙訳の『バングラデシュ詩選集』（大同生命国際文化基金）をご覧いただければ幸
いである。ショヒド・カドリの「それだけで充分ではないのか？」という文言は「金をいつ手に入れる？」という作品中の一節
である。
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２０１７年８月にバングラデシュを離任し２年数か月になります。その間
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お目にかかり

ハイジャック事件当時

派遣された石井一運輸政務次官（当時）始め関係者による証言及び出版物がありますし

制作し放映しておりますので

 

１．マームード氏の来訪とご家族とのお付き合い

２０１５年７月に私がダッカに着任して暫くたった頃で

すが

当時

ハイジャック事件については連日テレビのニュースを

見ておりましたので

ありました。

目の前に現れた「マ」氏は
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雄大蔵大臣の印象が蘇った」とのことで

い出から「マ」氏のお話が始まりました。
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ーマンに対して、ずっと年下のショヒド・カドリは、老成した感じを抱かせる人物
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『マームード元空軍参謀長への叙勲』 
駐ブルガリア大使

２０１７年８月にバングラデシュを離任し２年数か月になります。その間

２０１７年春叙勲で旭日重光章を贈与された

お話を伺うことができたことは忘れがたい思い出として残っております。１９７７年９月ダッカ空港日本航空機

バングラデシュ空軍参謀長として現場の対応に当たった「マ」氏については

派遣された石井一運輸政務次官（当時）始め関係者による証言及び出版物がありますし

皆さま良くご存じのことと思います。 

２０１５年７月に私がダッカに着任して暫くたった頃で

「マ」氏が大使館に訪ねてきてくれました。１９７７年

ダッカ空港

ハイジャック事件については連日テレビのニュースを

「マ」氏の人物像には強い関心が

時折見せる鋭い眼光を

好々爺そのものの温厚な人物でした。私

訪日して面談した渡辺美智

その時の思
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政府特使として現地に

がドキュメンタリー番組を
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「マ」氏は１９７８年以降公職を退いていたのですが,１９８２年,エルシャド大統領に強く乞われ,食糧危機に瀕した祖国を救

うべく,短期間ですが食糧救援復興大臣の職を引き受け，日本を含む諸外国を訪問し各国要人へ食糧援助を要請しており

ます。「マ」氏は,その一連の働きかけの中で,「渡辺美智雄大蔵大臣から受けた厚情は今でも忘れられない」と話し、「初対

面であるにもかかわらず,同大臣が新興国バングラデシュに対し示してくれた友情あふれる態度と,即断で約束してくれた

寛大な支援には感銘を受けた」と語ってくれました。また,世界食糧計画（WFP）のインド向け食糧援助物資を緊急にバン

グラデシュに回してもらうため,交渉を行うべくニューデリーに滞在中のとある日,インディラ・ガンジー首相から「直接会って

話を聞きたい」との呼び出しを受け,緊張しながら同首相の執務室に入り同首相と向き合った時のこと,そして同首相との

会談後は交渉がスピーディーに進み，小麦を満載した船荷が無事にバングラデシュに荷揚げされるようになったことを話し

てくれました。私にとっては，興味が尽きない話ばかりで，気がついたら 1 時間半を超過しておりました。 

「マ」氏及びそのご家族とはその後幾度か懇談を持つ機会がありました。日本の国費留学生制度の恩恵を受け東北大

学医学部において博士号を取得し,ダッカで医師として活躍中のご長男とも知り合うことができました。仙台で生まれ育っ

た私としては,このご家族に格別の親近感を覚えるようになりました。 

 

２．マームード氏への叙勲 

ダッカ空港ハイジャック事件から４０年目に当たる２０１７年の春叙勲において「マ」氏に旭日重光章が贈与されるにあたり，

私はグルシャンにある「マ」氏のご自宅に赴きそのことを内報しました。「マ」氏からは,「とても光栄なことで日本政府及び

日本の皆様に心からの感謝の念を伝えて欲しい」との反応がありました。「マ」氏は,５月の宮中における勲章伝達式参列の

ため,奥様とご長男を伴い久方ぶりに訪日しました。 滞在中，「石井一先生や日本航空の関係者にお目にかかり,皆様方か

ら祝福を受けた」と帰国後嬉しそうに語ってくれました。 

私は同年８月にダッカを離任しましたが,直前の７月,公邸にて「マ」氏の叙勲をお祝いするささやかなレセプションを開催

できたことを光栄に思います。その翌日には館員と共に「マ」氏のご自宅に招かれ，米国等海外からお祝いのため集まって

いた親族の皆さんと一緒に楽しいひとときを過ごしました。ハイジャック事件後,「マ」氏の功績を称え日本政府から贈られ

た置時計は今も尚,ご自宅の客間の一角に大切に保管され,事件の記憶を静かに語りかけておりました。この日のために,ご

自宅の裏庭で一日がかりで調理されたカッチビリヤニでおもてなし頂いたことは,この叙勲に対する「マ」氏の深い感謝の

気持ちが込められていたものとして,心で受け止めさせていただきました。 

 

３．自叙伝での軍人犠牲者への思い 

転勤のための準備期間が短かったことから,当時私の手元にあった書籍等の多くは東京へ送られた荷物の中に眠った

ままなのですが,「マ」氏に最初にお目にかかった際に贈呈された２０１３年出版の自叙伝“My Destiny”は今も私の手元に

あります。 

この自叙伝には,上述したような自国の危機を救うためインディラ・ガンジー首相と向き合う印象深い場面を含め,幾多

の引き寄せられる描写があります。「マ」氏は,１９７８年６月,ジアウル・ラーマン大統領から誘われた政界転出を熟慮の上で

断り,軍籍含め公職の全てから退く道を選び,飄々と Bangabhaban（大統領官邸）に赴き大統領にいとまごいをするので

すが,その帰路にそれまでを振り返る箇所があります。 

そこでは,日本赤軍によりハイジャックされた航空機から多数の外国人の乗客と乗務員を無事救出するために,自分の

配下にいた軍人が犠牲となったことに対し,国内的にも国際的にも十分な recognition が与えられていないことが沈痛な

思いで綴られております。事件のさなか,国軍内の反乱分子によりダッカ空港の管制塔などが一時占拠され，機内の乗客・

乗務員にも危害が加わる恐れもあった中，反乱分子との戦いで配下の１１名の空軍士官を含む軍人達が命を落とし,その

犠牲者の中には「マ」氏の義弟も含まれていたという点は，その時以来，「マ」氏の心の奥底に傷跡として残っているものと

推察されます。事件後４０年目の叙勲がその傷を少しでも癒すものとなってくれていたらと願っております。 
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 「よーい、ドン！」

ダッカ日本人学校の芝生の校庭に一斉に歓声が沸く。今年は多くの保護者、来賓の皆様のご参加もあり、あの事件以
来一番の賑わいをみせた運動会になった。
ていたのだが…。
 
１．仮校舎の学校生活

2017
校舎というよりは、地区内にある少し大きめの一軒家だった。そこを借り切って各部屋に分かれて子どもたちは授業を受け
ていたのである。家庭科室や理科室はなく、台所で調理実習をしたり、理科の実験をしたりしていた。体育館も運動場もな
いので、少し広めのホールが子どもたちの運動の場であり、同時に休み時間の遊び場所であった。子どもたちと教職員は、
この年の
と強靭化工事が行われていた。

私は、授業の合間を縫っては工事の進捗状況を確認がてら、仮校舎と本校舎を行き来していた。当時の学校運営委員
長と相談しながら、本校舎へ戻るタイミングを見計らっていたのである。工事業者からは夏休み中には工事が完了するとの
連絡を受けていたので、
の許可をいただいた。夏休み期間を利用し、バリダラの仮校舎から本校舎に引っ越した。子どもたちは大喜びだった。通学
には少し距離の
ールや遊具のある校庭。これらの施設はやはり学校にとってなくてはならない学習環境である。
 
２．運動会の開催へ
 2
の学習環境に戻っていったが、大勢の人を招いての学校
行事はまだ開催できる状況ではなかった。保護者は毎日
送り迎えをしてくださっていたので、保護者のみ対象の学
習参観は細々と行っていた。まだスクールバスも運行で
きていなかった。この年
保護者を招いて学習参観日を兼ねたような、校内の運動
会という形で行った。それでも子どもたちも保護者の皆さ
んも大喜びだった。広い校庭で思いっきり駆け回る子ど
もたちの姿はなにものにも代えがたい平和なひと時であ
った。
 翌

中の学校生活であった。学校のホームページは必要最
低限の情報しか掲載しないし、社会見学や遠足といった
校外学習は自粛した。修学旅行もバングラデシュ国内は未だ安全とは言えないという理由で、海外（シンガポール）への
修学旅行となった。
 ただ運動会だけは少し様変わりした。子どもたちと保護者に加えて、日本人会会長をはじめとした理事の皆様など、学校
関係者以外の方も一部お招きした。何より日本大使館から大使ご夫妻にご参列いただけたことは学校関係者一同にとっ
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関係者以外の方も一部お招きした。何より日本大使館から大使ご夫妻にご参列いただけたことは学校関係者一同にとっ

冒頭のワンシーンのように今年もたくさんの大人たちの声援を受けて子どもたちは精一杯演技や競技を披露した。これま
で練習してきた成果を存分に発揮して大人たちを感動させた。例えば、今年はじめて組体操とダッカソーランを組み合わせ
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た演目
んだのだ。一部チアダンス表現も取り入れたそのパフォーマンスは幼稚園児や低学年の児童のみならず、見ている大人た
ちも息をのむような演技であった。私は練習の初期段階から見ていたので、本番でここまでの演技ができたことが一番うれ
しかった。その他にも、今年初めて日本から仕入れた大玉を使っての「大玉ころころ」や「
など昨年までとは一味違う趣向で大人も子どもも楽しんだ。午前中半日の運動
無事に終えることができた。
 
今年の運動会は昨年にも増して多くの日本人会理事の皆さんや学校運営委員会の皆さんが参加してくださった。子ども
たちの演技・競技もこの
の運動会ということで駆けつけてくださった。開会式でのご挨拶からずっと参列いただいた上、いくつかの競技には他の来
賓や保護者とともに参加して子どもたちと直接交流していただいた。閉会式には一人一人の子どもたちに記念メダルも授
与していただ
大人まで十分楽しめた一日となったと思っている。
 
 2016
学校の校庭で、ダッカ中の日本人が集まってスポーツを通して一つになれる日が来ることを祈っている。
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１．ダッカの
 私が在バングラデシュ日本大使館広報・文化班に一等書記官として勤務したのは、
での
たが、開発途上国での生活は初めてであり、赴任当初は毎週のようにお腹をこわしていましたが、１か月を過ぎるとそれも
なくなり、滞在中は大きな病気もなく健康で過ごすことが出来ました。
ただ、奥歯の歯茎が腫れて痛みがひどくなり、北大歯学部卒のハンナン先生（サッポロ・デンタルクリニック）の許に１か月
ほど通い、治療してもらいました。ハンナン先生から治療中は毎日抗生物質を忘れずに飲むことを約束させられての治療
でしたが、今でもその治療した部分はしっかりとしています。
私がバングラデシュ滞在中にモハマッド・ユヌス氏がノーベル平和賞を受賞したことも大きな思い出のひとつになっていま
す。ノーベル賞受賞後、立教大学、神戸大学、広島大学といった日本の大学でのユヌス氏の講演のお手伝いもさせていた
だきました。
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た演目にチャレンジした。小学部高学年と中学部が安全に十分留意した上で「一致団結」をスローガンに組体操に取り組
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の運動会ということで駆けつけてくださった。開会式でのご挨拶からずっと参列いただいた上、いくつかの競技には他の来
賓や保護者とともに参加して子どもたちと直接交流していただいた。閉会式には一人一人の子どもたちに記念メダルも授
与していただいた。この日は天候にも恵まれ、ここ数年大勢の人たちが集う機会の少なかったダッカにおいて、子どもから
大人まで十分楽しめた一日となったと思っている。

2016 年 7 月のテロ襲撃事件以来、日本人会との合同運動会再開には至っていないが、いつの日かこのダッカ日本人
学校の校庭で、ダッカ中の日本人が集まってスポーツを通して一つになれる日が来ることを祈っている。
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にチャレンジした。小学部高学年と中学部が安全に十分留意した上で「一致団結」をスローガンに組体操に取り組

んだのだ。一部チアダンス表現も取り入れたそのパフォーマンスは幼稚園児や低学年の児童のみならず、見ている大人た
ちも息をのむような演技であった。私は練習の初期段階から見ていたので、本番でここまでの演技ができたことが一番うれ
しかった。その他にも、今年初めて日本から仕入れた大玉を使っての「大玉ころころ」や「
など昨年までとは一味違う趣向で大人も子どもも楽しんだ。午前中半日の運動

 

今年の運動会は昨年にも増して多くの日本人会理事の皆さんや学校運営委員会の皆さんが参加してくださった。子ども
年間の中では一番趣向の凝ったものになった。

の運動会ということで駆けつけてくださった。開会式でのご挨拶からずっと参列いただいた上、いくつかの競技には他の来
賓や保護者とともに参加して子どもたちと直接交流していただいた。閉会式には一人一人の子どもたちに記念メダルも授

いた。この日は天候にも恵まれ、ここ数年大勢の人たちが集う機会の少なかったダッカにおいて、子どもから
大人まで十分楽しめた一日となったと思っている。

月のテロ襲撃事件以来、日本人会との合同運動会再開には至っていないが、いつの日かこのダッカ日本人
学校の校庭で、ダッカ中の日本人が集まってスポーツを通して一つになれる日が来ることを祈っている。

みんなで記念撮影 

 

会員便り『ダッカ随想』 

私が在バングラデシュ日本大使館広報・文化班に一等書記官として勤務したのは、
ヶ月でした。前半は時間が過ぎるのが遅く、後半はアッという間のように感じられました。海外勤務は２度目でし

たが、開発途上国での生活は初めてであり、赴任当初は毎週のようにお腹をこわしていましたが、１か月を過ぎるとそれも
なくなり、滞在中は大きな病気もなく健康で過ごすことが出来ました。
ただ、奥歯の歯茎が腫れて痛みがひどくなり、北大歯学部卒のハンナン先生（サッポロ・デンタルクリニック）の許に１か月

ど通い、治療してもらいました。ハンナン先生から治療中は毎日抗生物質を忘れずに飲むことを約束させられての治療
でしたが、今でもその治療した部分はしっかりとしています。
私がバングラデシュ滞在中にモハマッド・ユヌス氏がノーベル平和賞を受賞したことも大きな思い出のひとつになっていま
す。ノーベル賞受賞後、立教大学、神戸大学、広島大学といった日本の大学でのユヌス氏の講演のお手伝いもさせていた

メール・マガジン６６号（
にチャレンジした。小学部高学年と中学部が安全に十分留意した上で「一致団結」をスローガンに組体操に取り組

んだのだ。一部チアダンス表現も取り入れたそのパフォーマンスは幼稚園児や低学年の児童のみならず、見ている大人た
ちも息をのむような演技であった。私は練習の初期段階から見ていたので、本番でここまでの演技ができたことが一番うれ
しかった。その他にも、今年初めて日本から仕入れた大玉を使っての「大玉ころころ」や「
など昨年までとは一味違う趣向で大人も子どもも楽しんだ。午前中半日の運動

今年の運動会は昨年にも増して多くの日本人会理事の皆さんや学校運営委員会の皆さんが参加してくださった。子ども
年間の中では一番趣向の凝ったものになった。

の運動会ということで駆けつけてくださった。開会式でのご挨拶からずっと参列いただいた上、いくつかの競技には他の来
賓や保護者とともに参加して子どもたちと直接交流していただいた。閉会式には一人一人の子どもたちに記念メダルも授

いた。この日は天候にも恵まれ、ここ数年大勢の人たちが集う機会の少なかったダッカにおいて、子どもから
大人まで十分楽しめた一日となったと思っている。 

月のテロ襲撃事件以来、日本人会との合同運動会再開には至っていないが、いつの日かこのダッカ日本人
学校の校庭で、ダッカ中の日本人が集まってスポーツを通して一つになれる日が来ることを祈っている。

私が在バングラデシュ日本大使館広報・文化班に一等書記官として勤務したのは、
ヶ月でした。前半は時間が過ぎるのが遅く、後半はアッという間のように感じられました。海外勤務は２度目でし

たが、開発途上国での生活は初めてであり、赴任当初は毎週のようにお腹をこわしていましたが、１か月を過ぎるとそれも
なくなり、滞在中は大きな病気もなく健康で過ごすことが出来ました。
ただ、奥歯の歯茎が腫れて痛みがひどくなり、北大歯学部卒のハンナン先生（サッポロ・デンタルクリニック）の許に１か月

ど通い、治療してもらいました。ハンナン先生から治療中は毎日抗生物質を忘れずに飲むことを約束させられての治療
でしたが、今でもその治療した部分はしっかりとしています。
私がバングラデシュ滞在中にモハマッド・ユヌス氏がノーベル平和賞を受賞したことも大きな思い出のひとつになっていま
す。ノーベル賞受賞後、立教大学、神戸大学、広島大学といった日本の大学でのユヌス氏の講演のお手伝いもさせていた
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5 

にチャレンジした。小学部高学年と中学部が安全に十分留意した上で「一致団結」をスローガンに組体操に取り組
んだのだ。一部チアダンス表現も取り入れたそのパフォーマンスは幼稚園児や低学年の児童のみならず、見ている大人た
ちも息をのむような演技であった。私は練習の初期段階から見ていたので、本番でここまでの演技ができたことが一番うれ
しかった。その他にも、今年初めて日本から仕入れた大玉を使っての「大玉ころころ」や「
など昨年までとは一味違う趣向で大人も子どもも楽しんだ。午前中半日の運動

今年の運動会は昨年にも増して多くの日本人会理事の皆さんや学校運営委員会の皆さんが参加してくださった。子ども
年間の中では一番趣向の凝ったものになった。

の運動会ということで駆けつけてくださった。開会式でのご挨拶からずっと参列いただいた上、いくつかの競技には他の来
賓や保護者とともに参加して子どもたちと直接交流していただいた。閉会式には一人一人の子どもたちに記念メダルも授

いた。この日は天候にも恵まれ、ここ数年大勢の人たちが集う機会の少なかったダッカにおいて、子どもから

月のテロ襲撃事件以来、日本人会との合同運動会再開には至っていないが、いつの日かこのダッカ日本人
学校の校庭で、ダッカ中の日本人が集まってスポーツを通して一つになれる日が来ることを祈っている。

 

私が在バングラデシュ日本大使館広報・文化班に一等書記官として勤務したのは、
ヶ月でした。前半は時間が過ぎるのが遅く、後半はアッという間のように感じられました。海外勤務は２度目でし

たが、開発途上国での生活は初めてであり、赴任当初は毎週のようにお腹をこわしていましたが、１か月を過ぎるとそれも
なくなり、滞在中は大きな病気もなく健康で過ごすことが出来ました。
ただ、奥歯の歯茎が腫れて痛みがひどくなり、北大歯学部卒のハンナン先生（サッポロ・デンタルクリニック）の許に１か月

ど通い、治療してもらいました。ハンナン先生から治療中は毎日抗生物質を忘れずに飲むことを約束させられての治療
でしたが、今でもその治療した部分はしっかりとしています。 
私がバングラデシュ滞在中にモハマッド・ユヌス氏がノーベル平和賞を受賞したことも大きな思い出のひとつになっていま
す。ノーベル賞受賞後、立教大学、神戸大学、広島大学といった日本の大学でのユヌス氏の講演のお手伝いもさせていた

12 月号） 
にチャレンジした。小学部高学年と中学部が安全に十分留意した上で「一致団結」をスローガンに組体操に取り組

んだのだ。一部チアダンス表現も取り入れたそのパフォーマンスは幼稚園児や低学年の児童のみならず、見ている大人た
ちも息をのむような演技であった。私は練習の初期段階から見ていたので、本番でここまでの演技ができたことが一番うれ
しかった。その他にも、今年初めて日本から仕入れた大玉を使っての「大玉ころころ」や「
など昨年までとは一味違う趣向で大人も子どもも楽しんだ。午前中半日の運動

今年の運動会は昨年にも増して多くの日本人会理事の皆さんや学校運営委員会の皆さんが参加してくださった。子ども
年間の中では一番趣向の凝ったものになった。10 月に着任されたばかりの大使も日本人学校

の運動会ということで駆けつけてくださった。開会式でのご挨拶からずっと参列いただいた上、いくつかの競技には他の来
賓や保護者とともに参加して子どもたちと直接交流していただいた。閉会式には一人一人の子どもたちに記念メダルも授

いた。この日は天候にも恵まれ、ここ数年大勢の人たちが集う機会の少なかったダッカにおいて、子どもから

月のテロ襲撃事件以来、日本人会との合同運動会再開には至っていないが、いつの日かこのダッカ日本人
学校の校庭で、ダッカ中の日本人が集まってスポーツを通して一つになれる日が来ることを祈っている。

九州大学特任教授

私が在バングラデシュ日本大使館広報・文化班に一等書記官として勤務したのは、
ヶ月でした。前半は時間が過ぎるのが遅く、後半はアッという間のように感じられました。海外勤務は２度目でし

たが、開発途上国での生活は初めてであり、赴任当初は毎週のようにお腹をこわしていましたが、１か月を過ぎるとそれも
なくなり、滞在中は大きな病気もなく健康で過ごすことが出来ました。 
ただ、奥歯の歯茎が腫れて痛みがひどくなり、北大歯学部卒のハンナン先生（サッポロ・デンタルクリニック）の許に１か月

ど通い、治療してもらいました。ハンナン先生から治療中は毎日抗生物質を忘れずに飲むことを約束させられての治療

私がバングラデシュ滞在中にモハマッド・ユヌス氏がノーベル平和賞を受賞したことも大きな思い出のひとつになっていま
す。ノーベル賞受賞後、立教大学、神戸大学、広島大学といった日本の大学でのユヌス氏の講演のお手伝いもさせていた

にチャレンジした。小学部高学年と中学部が安全に十分留意した上で「一致団結」をスローガンに組体操に取り組
んだのだ。一部チアダンス表現も取り入れたそのパフォーマンスは幼稚園児や低学年の児童のみならず、見ている大人た
ちも息をのむような演技であった。私は練習の初期段階から見ていたので、本番でここまでの演技ができたことが一番うれ
しかった。その他にも、今年初めて日本から仕入れた大玉を使っての「大玉ころころ」や「SASUKE
など昨年までとは一味違う趣向で大人も子どもも楽しんだ。午前中半日の運動会であったが、あっという間に閉会式まで

今年の運動会は昨年にも増して多くの日本人会理事の皆さんや学校運営委員会の皆さんが参加してくださった。子ども
月に着任されたばかりの大使も日本人学校

の運動会ということで駆けつけてくださった。開会式でのご挨拶からずっと参列いただいた上、いくつかの競技には他の来
賓や保護者とともに参加して子どもたちと直接交流していただいた。閉会式には一人一人の子どもたちに記念メダルも授

いた。この日は天候にも恵まれ、ここ数年大勢の人たちが集う機会の少なかったダッカにおいて、子どもから

月のテロ襲撃事件以来、日本人会との合同運動会再開には至っていないが、いつの日かこのダッカ日本人
学校の校庭で、ダッカ中の日本人が集まってスポーツを通して一つになれる日が来ることを祈っている。

ダッカソーラン

九州大学特任教授

私が在バングラデシュ日本大使館広報・文化班に一等書記官として勤務したのは、2006
ヶ月でした。前半は時間が過ぎるのが遅く、後半はアッという間のように感じられました。海外勤務は２度目でし

たが、開発途上国での生活は初めてであり、赴任当初は毎週のようにお腹をこわしていましたが、１か月を過ぎるとそれも

ただ、奥歯の歯茎が腫れて痛みがひどくなり、北大歯学部卒のハンナン先生（サッポロ・デンタルクリニック）の許に１か月
ど通い、治療してもらいました。ハンナン先生から治療中は毎日抗生物質を忘れずに飲むことを約束させられての治療

私がバングラデシュ滞在中にモハマッド・ユヌス氏がノーベル平和賞を受賞したことも大きな思い出のひとつになっていま
す。ノーベル賞受賞後、立教大学、神戸大学、広島大学といった日本の大学でのユヌス氏の講演のお手伝いもさせていた

にチャレンジした。小学部高学年と中学部が安全に十分留意した上で「一致団結」をスローガンに組体操に取り組
んだのだ。一部チアダンス表現も取り入れたそのパフォーマンスは幼稚園児や低学年の児童のみならず、見ている大人た
ちも息をのむような演技であった。私は練習の初期段階から見ていたので、本番でここまでの演技ができたことが一番うれ

SASUKE returns
会であったが、あっという間に閉会式まで

今年の運動会は昨年にも増して多くの日本人会理事の皆さんや学校運営委員会の皆さんが参加してくださった。子ども
月に着任されたばかりの大使も日本人学校

の運動会ということで駆けつけてくださった。開会式でのご挨拶からずっと参列いただいた上、いくつかの競技には他の来
賓や保護者とともに参加して子どもたちと直接交流していただいた。閉会式には一人一人の子どもたちに記念メダルも授

いた。この日は天候にも恵まれ、ここ数年大勢の人たちが集う機会の少なかったダッカにおいて、子どもから

月のテロ襲撃事件以来、日本人会との合同運動会再開には至っていないが、いつの日かこのダッカ日本人
学校の校庭で、ダッカ中の日本人が集まってスポーツを通して一つになれる日が来ることを祈っている。 

ダッカソーラン 2019 

 

九州大学特任教授  浅井

2006 年 5 月から
ヶ月でした。前半は時間が過ぎるのが遅く、後半はアッという間のように感じられました。海外勤務は２度目でし

たが、開発途上国での生活は初めてであり、赴任当初は毎週のようにお腹をこわしていましたが、１か月を過ぎるとそれも

ただ、奥歯の歯茎が腫れて痛みがひどくなり、北大歯学部卒のハンナン先生（サッポロ・デンタルクリニック）の許に１か月
ど通い、治療してもらいました。ハンナン先生から治療中は毎日抗生物質を忘れずに飲むことを約束させられての治療

私がバングラデシュ滞在中にモハマッド・ユヌス氏がノーベル平和賞を受賞したことも大きな思い出のひとつになっていま
す。ノーベル賞受賞後、立教大学、神戸大学、広島大学といった日本の大学でのユヌス氏の講演のお手伝いもさせていた

にチャレンジした。小学部高学年と中学部が安全に十分留意した上で「一致団結」をスローガンに組体操に取り組
んだのだ。一部チアダンス表現も取り入れたそのパフォーマンスは幼稚園児や低学年の児童のみならず、見ている大人た
ちも息をのむような演技であった。私は練習の初期段階から見ていたので、本番でここまでの演技ができたことが一番うれ

returns 障害物競走」
会であったが、あっという間に閉会式まで

今年の運動会は昨年にも増して多くの日本人会理事の皆さんや学校運営委員会の皆さんが参加してくださった。子ども
月に着任されたばかりの大使も日本人学校

の運動会ということで駆けつけてくださった。開会式でのご挨拶からずっと参列いただいた上、いくつかの競技には他の来
賓や保護者とともに参加して子どもたちと直接交流していただいた。閉会式には一人一人の子どもたちに記念メダルも授

いた。この日は天候にも恵まれ、ここ数年大勢の人たちが集う機会の少なかったダッカにおいて、子どもから

月のテロ襲撃事件以来、日本人会との合同運動会再開には至っていないが、いつの日かこのダッカ日本人
 

 

浅井 孝司 

月から 2008 年 7
ヶ月でした。前半は時間が過ぎるのが遅く、後半はアッという間のように感じられました。海外勤務は２度目でし

たが、開発途上国での生活は初めてであり、赴任当初は毎週のようにお腹をこわしていましたが、１か月を過ぎるとそれも

ただ、奥歯の歯茎が腫れて痛みがひどくなり、北大歯学部卒のハンナン先生（サッポロ・デンタルクリニック）の許に１か月
ど通い、治療してもらいました。ハンナン先生から治療中は毎日抗生物質を忘れずに飲むことを約束させられての治療

私がバングラデシュ滞在中にモハマッド・ユヌス氏がノーベル平和賞を受賞したことも大きな思い出のひとつになっていま
す。ノーベル賞受賞後、立教大学、神戸大学、広島大学といった日本の大学でのユヌス氏の講演のお手伝いもさせていた

にチャレンジした。小学部高学年と中学部が安全に十分留意した上で「一致団結」をスローガンに組体操に取り組
んだのだ。一部チアダンス表現も取り入れたそのパフォーマンスは幼稚園児や低学年の児童のみならず、見ている大人た
ちも息をのむような演技であった。私は練習の初期段階から見ていたので、本番でここまでの演技ができたことが一番うれ

障害物競走」
会であったが、あっという間に閉会式まで

今年の運動会は昨年にも増して多くの日本人会理事の皆さんや学校運営委員会の皆さんが参加してくださった。子ども
月に着任されたばかりの大使も日本人学校

の運動会ということで駆けつけてくださった。開会式でのご挨拶からずっと参列いただいた上、いくつかの競技には他の来
賓や保護者とともに参加して子どもたちと直接交流していただいた。閉会式には一人一人の子どもたちに記念メダルも授

いた。この日は天候にも恵まれ、ここ数年大勢の人たちが集う機会の少なかったダッカにおいて、子どもから

月のテロ襲撃事件以来、日本人会との合同運動会再開には至っていないが、いつの日かこのダッカ日本人

 

  

7 月ま
ヶ月でした。前半は時間が過ぎるのが遅く、後半はアッという間のように感じられました。海外勤務は２度目でし

たが、開発途上国での生活は初めてであり、赴任当初は毎週のようにお腹をこわしていましたが、１か月を過ぎるとそれも

ただ、奥歯の歯茎が腫れて痛みがひどくなり、北大歯学部卒のハンナン先生（サッポロ・デンタルクリニック）の許に１か月
ど通い、治療してもらいました。ハンナン先生から治療中は毎日抗生物質を忘れずに飲むことを約束させられての治療

私がバングラデシュ滞在中にモハマッド・ユヌス氏がノーベル平和賞を受賞したことも大きな思い出のひとつになっていま
す。ノーベル賞受賞後、立教大学、神戸大学、広島大学といった日本の大学でのユヌス氏の講演のお手伝いもさせていた
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２．元日本留学生会（
 現在、私は大学の仕事でトルコのアンカラに長期滞在しています。ダッカとアンカラ
カラの街中は多くのパブ・居酒屋が立ち並んでいて、イスラムの国とは思えない雰囲気ですが、毎日モスクからアザーンが
流れてくるのを聞くとダッカでの生活を思い起こします。
ダッカでは、大使館の仕事の関係で元日本留学生会（
は 300
日本文化の普及にも活発な活動を行っており、日本経験者が増えていくことで、日本との関係が
ます。
また、日本にいるバングラデシュの留学生数は私がいた当時の
この
いう点では今でも変わらないと思います。
 
３．コミュニティ・ラーニング・センター（
 また、教育関係では、バングラデシュに来る前からかかわっていたコミュニティ・ラーニング・センター（
デシュ国内で展開しているダッカ・アサニア・ミッシ
たり、
2015
DAM
Rahaman
による社会教育への取組が相まって、バン
私が今も強く印象に残っているのは、バングラデシュの子供たちの笑顔です。写真を一枚載せておきますが、この子たちが
この笑顔を忘れることなく育っていてくれたならどんなにうれしいことでしょう。
 

2015

 
４．マンゴをダッカで
 もうひとつ、食べ物で驚くと同時にそのおいしさのとりこになったのは、なんと言ってもマンゴです。季節限定ではあります
が、甘くておいしく、値段の安さにびっくりしました。日本でもマンゴの消費量はかなり上がってきていますが、日本国内でバ
ングラデシュのマンゴを食べることができないのは残念です。バングラデシュのマンゴが日本の検疫を通過できる日が来
ることを祈っています。
 最後に、私がバングラデシュを去って以来
いません。喧騒としたオールドダッカ、エネル
落ち着いたら是非もう一度足を運んで、
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２．元日本留学生会（
現在、私は大学の仕事でトルコのアンカラに長期滞在しています。ダッカとアンカラ

カラの街中は多くのパブ・居酒屋が立ち並んでいて、イスラムの国とは思えない雰囲気ですが、毎日モスクからアザーンが
流れてくるのを聞くとダッカでの生活を思い起こします。
ダッカでは、大使館の仕事の関係で元日本留学生会（

300 名ほどだったのが、今では
日本文化の普及にも活発な活動を行っており、日本経験者が増えていくことで、日本との関係が
ます。 
また、日本にいるバングラデシュの留学生数は私がいた当時の
この10年間の間に不幸にも日本人が殺害されるテロ事件があったりして人の往来は伸び悩んだりもしましたが、親日国と
いう点では今でも変わらないと思います。

３．コミュニティ・ラーニング・センター（
また、教育関係では、バングラデシュに来る前からかかわっていたコミュニティ・ラーニング・センター（

デシュ国内で展開しているダッカ・アサニア・ミッシ
たり、DAM の方々と識字教育について話し合ったりしました。
2015 年に DAM
DAM の No.2
Rahaman 氏と友好を深めることができました。（記念撮影の写真を添付）政府による学校教育への取組と、こうした
による社会教育への取組が相まって、バン
私が今も強く印象に残っているのは、バングラデシュの子供たちの笑顔です。写真を一枚載せておきますが、この子たちが
この笑顔を忘れることなく育っていてくれたならどんなにうれしいことでしょう。

2015 年に DAM の

４．マンゴをダッカで
もうひとつ、食べ物で驚くと同時にそのおいしさのとりこになったのは、なんと言ってもマンゴです。季節限定ではあります

が、甘くておいしく、値段の安さにびっくりしました。日本でもマンゴの消費量はかなり上がってきていますが、日本国内でバ
ングラデシュのマンゴを食べることができないのは残念です。バングラデシュのマンゴが日本の検疫を通過できる日が来
ることを祈っています。

最後に、私がバングラデシュを去って以来
いません。喧騒としたオールドダッカ、エネル
落ち着いたら是非もう一度足を運んで、
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２．元日本留学生会（JUAAB）
現在、私は大学の仕事でトルコのアンカラに長期滞在しています。ダッカとアンカラ

カラの街中は多くのパブ・居酒屋が立ち並んでいて、イスラムの国とは思えない雰囲気ですが、毎日モスクからアザーンが
流れてくるのを聞くとダッカでの生活を思い起こします。
ダッカでは、大使館の仕事の関係で元日本留学生会（

名ほどだったのが、今では
日本文化の普及にも活発な活動を行っており、日本経験者が増えていくことで、日本との関係が

また、日本にいるバングラデシュの留学生数は私がいた当時の
年間の間に不幸にも日本人が殺害されるテロ事件があったりして人の往来は伸び悩んだりもしましたが、親日国と

いう点では今でも変わらないと思います。

３．コミュニティ・ラーニング・センター（
また、教育関係では、バングラデシュに来る前からかかわっていたコミュニティ・ラーニング・センター（

デシュ国内で展開しているダッカ・アサニア・ミッシ
の方々と識字教育について話し合ったりしました。
DAM は岡山市が主催する岡山

No.2 である Ehsanur Rahman
氏と友好を深めることができました。（記念撮影の写真を添付）政府による学校教育への取組と、こうした

による社会教育への取組が相まって、バン
私が今も強く印象に残っているのは、バングラデシュの子供たちの笑顔です。写真を一枚載せておきますが、この子たちが
この笑顔を忘れることなく育っていてくれたならどんなにうれしいことでしょう。

の Ensanur Rahaman

４．マンゴをダッカで 
もうひとつ、食べ物で驚くと同時にそのおいしさのとりこになったのは、なんと言ってもマンゴです。季節限定ではあります

が、甘くておいしく、値段の安さにびっくりしました。日本でもマンゴの消費量はかなり上がってきていますが、日本国内でバ
ングラデシュのマンゴを食べることができないのは残念です。バングラデシュのマンゴが日本の検疫を通過できる日が来
ることを祈っています。 

最後に、私がバングラデシュを去って以来
いません。喧騒としたオールドダッカ、エネル
落ち着いたら是非もう一度足を運んで、

      メール・マガジン６

） 
現在、私は大学の仕事でトルコのアンカラに長期滞在しています。ダッカとアンカラ

カラの街中は多くのパブ・居酒屋が立ち並んでいて、イスラムの国とは思えない雰囲気ですが、毎日モスクからアザーンが
流れてくるのを聞くとダッカでの生活を思い起こします。
ダッカでは、大使館の仕事の関係で元日本留学生会（

名ほどだったのが、今では 500 名を越える規模になっているようです。
日本文化の普及にも活発な活動を行っており、日本経験者が増えていくことで、日本との関係が

また、日本にいるバングラデシュの留学生数は私がいた当時の
年間の間に不幸にも日本人が殺害されるテロ事件があったりして人の往来は伸び悩んだりもしましたが、親日国と

いう点では今でも変わらないと思います。 

３．コミュニティ・ラーニング・センター（CLC
また、教育関係では、バングラデシュに来る前からかかわっていたコミュニティ・ラーニング・センター（

デシュ国内で展開しているダッカ・アサニア・ミッシ
の方々と識字教育について話し合ったりしました。

は岡山市が主催する岡山
Ehsanur Rahman

氏と友好を深めることができました。（記念撮影の写真を添付）政府による学校教育への取組と、こうした
による社会教育への取組が相まって、バン
私が今も強く印象に残っているのは、バングラデシュの子供たちの笑顔です。写真を一枚載せておきますが、この子たちが
この笑顔を忘れることなく育っていてくれたならどんなにうれしいことでしょう。

Ensanur Rahaman 氏と岡山市で再会

もうひとつ、食べ物で驚くと同時にそのおいしさのとりこになったのは、なんと言ってもマンゴです。季節限定ではあります
が、甘くておいしく、値段の安さにびっくりしました。日本でもマンゴの消費量はかなり上がってきていますが、日本国内でバ
ングラデシュのマンゴを食べることができないのは残念です。バングラデシュのマンゴが日本の検疫を通過できる日が来

最後に、私がバングラデシュを去って以来
いません。喧騒としたオールドダッカ、エネル
落ち着いたら是非もう一度足を運んで、JUAAB

メール・マガジン６６号（

現在、私は大学の仕事でトルコのアンカラに長期滞在しています。ダッカとアンカラ
カラの街中は多くのパブ・居酒屋が立ち並んでいて、イスラムの国とは思えない雰囲気ですが、毎日モスクからアザーンが
流れてくるのを聞くとダッカでの生活を思い起こします。
ダッカでは、大使館の仕事の関係で元日本留学生会（

名を越える規模になっているようです。
日本文化の普及にも活発な活動を行っており、日本経験者が増えていくことで、日本との関係が

また、日本にいるバングラデシュの留学生数は私がいた当時の
年間の間に不幸にも日本人が殺害されるテロ事件があったりして人の往来は伸び悩んだりもしましたが、親日国と

 

CLC） 
また、教育関係では、バングラデシュに来る前からかかわっていたコミュニティ・ラーニング・センター（

デシュ国内で展開しているダッカ・アサニア・ミッション（
の方々と識字教育について話し合ったりしました。

は岡山市が主催する岡山 ESD（持続可能な開発のための教育）グローバル賞を受賞し、その授賞式に
Ehsanur Rahman 氏が岡山市に招待されました。その時に、私も岡山市に行って、久しぶりに

氏と友好を深めることができました。（記念撮影の写真を添付）政府による学校教育への取組と、こうした
による社会教育への取組が相まって、バングラデシュの教育が向上していくことを願ってやみません。
私が今も強く印象に残っているのは、バングラデシュの子供たちの笑顔です。写真を一枚載せておきますが、この子たちが
この笑顔を忘れることなく育っていてくれたならどんなにうれしいことでしょう。

氏と岡山市で再会 

もうひとつ、食べ物で驚くと同時にそのおいしさのとりこになったのは、なんと言ってもマンゴです。季節限定ではあります
が、甘くておいしく、値段の安さにびっくりしました。日本でもマンゴの消費量はかなり上がってきていますが、日本国内でバ
ングラデシュのマンゴを食べることができないのは残念です。バングラデシュのマンゴが日本の検疫を通過できる日が来

最後に、私がバングラデシュを去って以来 10 年以上が過ぎてしまいましたが、残念ながら、まだ再訪の機会に恵まれて
いません。喧騒としたオールドダッカ、エネルギッシュな人々の生活はいまどのようになっているのでしょうか。今の仕事が

JUAAB の方々や
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6 

現在、私は大学の仕事でトルコのアンカラに長期滞在しています。ダッカとアンカラ
カラの街中は多くのパブ・居酒屋が立ち並んでいて、イスラムの国とは思えない雰囲気ですが、毎日モスクからアザーンが
流れてくるのを聞くとダッカでの生活を思い起こします。 
ダッカでは、大使館の仕事の関係で元日本留学生会（JUAAB）とよく付き合っていましたが、そのころの

名を越える規模になっているようです。
日本文化の普及にも活発な活動を行っており、日本経験者が増えていくことで、日本との関係が

また、日本にいるバングラデシュの留学生数は私がいた当時の 2.5
年間の間に不幸にも日本人が殺害されるテロ事件があったりして人の往来は伸び悩んだりもしましたが、親日国と

また、教育関係では、バングラデシュに来る前からかかわっていたコミュニティ・ラーニング・センター（
ョン（DAM）という

の方々と識字教育について話し合ったりしました。 
（持続可能な開発のための教育）グローバル賞を受賞し、その授賞式に

氏が岡山市に招待されました。その時に、私も岡山市に行って、久しぶりに
氏と友好を深めることができました。（記念撮影の写真を添付）政府による学校教育への取組と、こうした

グラデシュの教育が向上していくことを願ってやみません。
私が今も強く印象に残っているのは、バングラデシュの子供たちの笑顔です。写真を一枚載せておきますが、この子たちが
この笑顔を忘れることなく育っていてくれたならどんなにうれしいことでしょう。

 

もうひとつ、食べ物で驚くと同時にそのおいしさのとりこになったのは、なんと言ってもマンゴです。季節限定ではあります
が、甘くておいしく、値段の安さにびっくりしました。日本でもマンゴの消費量はかなり上がってきていますが、日本国内でバ
ングラデシュのマンゴを食べることができないのは残念です。バングラデシュのマンゴが日本の検疫を通過できる日が来

年以上が過ぎてしまいましたが、残念ながら、まだ再訪の機会に恵まれて
ギッシュな人々の生活はいまどのようになっているのでしょうか。今の仕事が

の方々や DAM の方々等と語り合ってみたいものだと思います。

12 月号） 

現在、私は大学の仕事でトルコのアンカラに長期滞在しています。ダッカとアンカラ
カラの街中は多くのパブ・居酒屋が立ち並んでいて、イスラムの国とは思えない雰囲気ですが、毎日モスクからアザーンが

）とよく付き合っていましたが、そのころの
名を越える規模になっているようです。JUAAB

日本文化の普及にも活発な活動を行っており、日本経験者が増えていくことで、日本との関係が

2.5 倍（平成 30
年間の間に不幸にも日本人が殺害されるテロ事件があったりして人の往来は伸び悩んだりもしましたが、親日国と

また、教育関係では、バングラデシュに来る前からかかわっていたコミュニティ・ラーニング・センター（
）という NGO ともお付き合いさせていただき、

（持続可能な開発のための教育）グローバル賞を受賞し、その授賞式に
氏が岡山市に招待されました。その時に、私も岡山市に行って、久しぶりに

氏と友好を深めることができました。（記念撮影の写真を添付）政府による学校教育への取組と、こうした
グラデシュの教育が向上していくことを願ってやみません。

私が今も強く印象に残っているのは、バングラデシュの子供たちの笑顔です。写真を一枚載せておきますが、この子たちが
この笑顔を忘れることなく育っていてくれたならどんなにうれしいことでしょう。 

ダッカ郊外で出会った子供たち

もうひとつ、食べ物で驚くと同時にそのおいしさのとりこになったのは、なんと言ってもマンゴです。季節限定ではあります
が、甘くておいしく、値段の安さにびっくりしました。日本でもマンゴの消費量はかなり上がってきていますが、日本国内でバ
ングラデシュのマンゴを食べることができないのは残念です。バングラデシュのマンゴが日本の検疫を通過できる日が来

年以上が過ぎてしまいましたが、残念ながら、まだ再訪の機会に恵まれて
ギッシュな人々の生活はいまどのようになっているのでしょうか。今の仕事が

の方々等と語り合ってみたいものだと思います。

現在、私は大学の仕事でトルコのアンカラに長期滞在しています。ダッカとアンカラでは、街の様子は大きく異なり、アン
カラの街中は多くのパブ・居酒屋が立ち並んでいて、イスラムの国とは思えない雰囲気ですが、毎日モスクからアザーンが

）とよく付き合っていましたが、そのころの
JUAAB は、日本語教室や生け花教室など

日本文化の普及にも活発な活動を行っており、日本経験者が増えていくことで、日本との関係が

30 年 5 月現在で
年間の間に不幸にも日本人が殺害されるテロ事件があったりして人の往来は伸び悩んだりもしましたが、親日国と

また、教育関係では、バングラデシュに来る前からかかわっていたコミュニティ・ラーニング・センター（
ともお付き合いさせていただき、

（持続可能な開発のための教育）グローバル賞を受賞し、その授賞式に
氏が岡山市に招待されました。その時に、私も岡山市に行って、久しぶりに

氏と友好を深めることができました。（記念撮影の写真を添付）政府による学校教育への取組と、こうした
グラデシュの教育が向上していくことを願ってやみません。

私が今も強く印象に残っているのは、バングラデシュの子供たちの笑顔です。写真を一枚載せておきますが、この子たちが
 

ダッカ郊外で出会った子供たち

もうひとつ、食べ物で驚くと同時にそのおいしさのとりこになったのは、なんと言ってもマンゴです。季節限定ではあります
が、甘くておいしく、値段の安さにびっくりしました。日本でもマンゴの消費量はかなり上がってきていますが、日本国内でバ
ングラデシュのマンゴを食べることができないのは残念です。バングラデシュのマンゴが日本の検疫を通過できる日が来

年以上が過ぎてしまいましたが、残念ながら、まだ再訪の機会に恵まれて
ギッシュな人々の生活はいまどのようになっているのでしょうか。今の仕事が

の方々等と語り合ってみたいものだと思います。

では、街の様子は大きく異なり、アン
カラの街中は多くのパブ・居酒屋が立ち並んでいて、イスラムの国とは思えない雰囲気ですが、毎日モスクからアザーンが

）とよく付き合っていましたが、そのころの
は、日本語教室や生け花教室など

日本文化の普及にも活発な活動を行っており、日本経験者が増えていくことで、日本との関係が益々深まっていると思い

月現在で 3,640 名）になっています。
年間の間に不幸にも日本人が殺害されるテロ事件があったりして人の往来は伸び悩んだりもしましたが、親日国と

また、教育関係では、バングラデシュに来る前からかかわっていたコミュニティ・ラーニング・センター（
ともお付き合いさせていただき、

（持続可能な開発のための教育）グローバル賞を受賞し、その授賞式に
氏が岡山市に招待されました。その時に、私も岡山市に行って、久しぶりに

氏と友好を深めることができました。（記念撮影の写真を添付）政府による学校教育への取組と、こうした
グラデシュの教育が向上していくことを願ってやみません。 

私が今も強く印象に残っているのは、バングラデシュの子供たちの笑顔です。写真を一枚載せておきますが、この子たちが

ダッカ郊外で出会った子供たち

もうひとつ、食べ物で驚くと同時にそのおいしさのとりこになったのは、なんと言ってもマンゴです。季節限定ではあります
が、甘くておいしく、値段の安さにびっくりしました。日本でもマンゴの消費量はかなり上がってきていますが、日本国内でバ
ングラデシュのマンゴを食べることができないのは残念です。バングラデシュのマンゴが日本の検疫を通過できる日が来

年以上が過ぎてしまいましたが、残念ながら、まだ再訪の機会に恵まれて
ギッシュな人々の生活はいまどのようになっているのでしょうか。今の仕事が

の方々等と語り合ってみたいものだと思います。

では、街の様子は大きく異なり、アン
カラの街中は多くのパブ・居酒屋が立ち並んでいて、イスラムの国とは思えない雰囲気ですが、毎日モスクからアザーンが

）とよく付き合っていましたが、そのころの JUAAB の会員
は、日本語教室や生け花教室など

益々深まっていると思い

名）になっています。
年間の間に不幸にも日本人が殺害されるテロ事件があったりして人の往来は伸び悩んだりもしましたが、親日国と

また、教育関係では、バングラデシュに来る前からかかわっていたコミュニティ・ラーニング・センター（CLC）をバングラ
ともお付き合いさせていただき、CLC を訪問し

（持続可能な開発のための教育）グローバル賞を受賞し、その授賞式に
氏が岡山市に招待されました。その時に、私も岡山市に行って、久しぶりに

氏と友好を深めることができました。（記念撮影の写真を添付）政府による学校教育への取組と、こうした NGO

私が今も強く印象に残っているのは、バングラデシュの子供たちの笑顔です。写真を一枚載せておきますが、この子たちが

ダッカ郊外で出会った子供たち 

もうひとつ、食べ物で驚くと同時にそのおいしさのとりこになったのは、なんと言ってもマンゴです。季節限定ではあります
が、甘くておいしく、値段の安さにびっくりしました。日本でもマンゴの消費量はかなり上がってきていますが、日本国内でバ
ングラデシュのマンゴを食べることができないのは残念です。バングラデシュのマンゴが日本の検疫を通過できる日が来

年以上が過ぎてしまいましたが、残念ながら、まだ再訪の機会に恵まれて
ギッシュな人々の生活はいまどのようになっているのでしょうか。今の仕事が

の方々等と語り合ってみたいものだと思います。 

では、街の様子は大きく異なり、アン
カラの街中は多くのパブ・居酒屋が立ち並んでいて、イスラムの国とは思えない雰囲気ですが、毎日モスクからアザーンが

の会員
は、日本語教室や生け花教室など

益々深まっていると思い

名）になっています。
年間の間に不幸にも日本人が殺害されるテロ事件があったりして人の往来は伸び悩んだりもしましたが、親日国と

）をバングラ
を訪問し

（持続可能な開発のための教育）グローバル賞を受賞し、その授賞式に
氏が岡山市に招待されました。その時に、私も岡山市に行って、久しぶりに

NGO

私が今も強く印象に残っているのは、バングラデシュの子供たちの笑顔です。写真を一枚載せておきますが、この子たちが

もうひとつ、食べ物で驚くと同時にそのおいしさのとりこになったのは、なんと言ってもマンゴです。季節限定ではあります
が、甘くておいしく、値段の安さにびっくりしました。日本でもマンゴの消費量はかなり上がってきていますが、日本国内でバ
ングラデシュのマンゴを食べることができないのは残念です。バングラデシュのマンゴが日本の検疫を通過できる日が来

年以上が過ぎてしまいましたが、残念ながら、まだ再訪の機会に恵まれて
ギッシュな人々の生活はいまどのようになっているのでしょうか。今の仕事が
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■5）イベント、講演会の案内 
 
□ノクシカタ刺繍のクリスマスカード★ワークショップ（12/21） 
 https://www.shaplaneer.org/news/events/191122_shaplaba/ 
 （シャプラニール 2019 年 12 月 21 日） 
 
「ノクシカタ」とは、バングラデシュで母から娘と受け継がれる伝統の刺繍。ノクシカタの生まれたバングラデシュの文化や、
刺繍の魅力や特徴、縫い方を丁寧にお伝えします。お裁縫の得意な方もやったことない方も大歓迎です！ちくちく一針ずつ
刺しながら、普段はあまり馴染みのないバングラデシュの人々や生活に想いを馳せてみませんか？ 
 
▼ 講座詳細 
「講座シャプラバ！ノクシでメリークリスマス★〜Xmas カードをつくろう〜」 
【日時】2019 年 12 月 21 日（土）10：30〜12：30 
【場所】早稲田奉仕園 シャプラニール事務所内 会議室 

（東京都新宿区西早稲田 2-3-1 早稲田奉仕園内） 
・東京メトロ東西線 早稲田駅 徒歩 5 分 
・副都心線 西早稲田駅 徒歩 8 分 

 
【定員】8 名 
【参加費】(材料費込み)  一般：800 円  会員：500 円(当日入会で参加費割引あり) 
【持ち物】基本的にはこちらでご準備しますが、使い慣れたご自身の裁縫道具(針・はさみなど)があればご持参ください。 
 
【講師】シャプラニール国内活動グループ 小川 
 
□1/24(金) バングラデシュの映画監督 タンビール・ムカッメル氏の映画上映と対話の会 
 
https://kyosei.u-sacred-heart.ac.jp/event/1-24%e9%87%91-%e3%83%90%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%87%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%81
%ae%e6%98%a0%e7%94%bb%e7%9b%a3%e7%9d%a3-%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%a0%e3%82%ab/ 
 （聖心女子大学 グローバル共生研究所） 
 
バングラデシュの映画監督 タンビール・ムカッメル氏の映画上映と対話の会 
 
バングラデシュを代表する映画監督のタンヴィール・ムカッメル氏(Mr. Tanvir Mokammel)は、1996 年から 130 名ほど
を招いてきたアジア・リーダーシップ・フェロー・プログラム（ALFP）の関連事業のために短期間来日されます。この機会に、
バングラデシュや南アジアに関心の高い方をお招きして、氏の最近作「Jibondhuli (The Drummer、ドラマー)」を鑑賞し
た後、氏と対話の機会を持ちます。 
 
日時： 2020 年 1 月 24 日（金）18:00〜21:00 
受付： 17:30 
場所： 聖心女子大学４号館／ブリット記念ホール 
入場： 無料 
申し込み： 以下 URL よりお申込みください 
     https://forms.gle/zC4w654JqnrrDkHu5 
 
【映画上映】Jibondhuli ベンガル語（一部ウルドゥー語）音声／英語字幕 
【対談：逐次通訳】英語から日本語 
 
 



日本バングラデシュ協会       メール・マガジン６６号（2019 年 12 月号） 

8 
 

 
 
タンビール・ムカッメル氏 プロフィール 
1954 年生れ。バングラデシュのダッカ大学(英米文学）卒業後、進歩派ジャーナリストとして活躍。その後、社会活動家と
してバングラデシュ全土の貧農を組織してきた。チッタゴン丘陵地帯の先住民族と入植者との対立を描き、バングラデシュ
国内では上映禁止となったドキュメンタリー『コルノフリの涙』、輸出用衣料の縫製工場で働く若い女工たちを撮った『ガー
メント・ガールズ』など、これまでに数々の長編映画とドキュメンタリーを製作し、その社会性の高いテーマに対する国内外
から高い評価がある。作家としても、新聞への寄稿のほか、詩、短編小説、文芸批評など数多くの作品を執筆。Syed 
Waliullah, Sisyphus and Quest for Tradition in Novel（バングラデシュの著名な作家の小説や短編の批評）、A 
Brief History of World Cinema（世界映画の歴史）、The Art of Cinema（映画における美のエッセイ集）など。 
 
上映予定「Jibondhuli (The Drummer、ドラマー)」あらすじ 
1971 年のパキスタンに対するバングラデシュ独立戦争中の、伝統的太鼓演奏者のジーボンとその家族の物語。 
貧しいヒンドゥー教の下層カーストの太鼓演奏者ジーボン・クリシュナ・ダスは、妻と 2 人の子供と暮らしていた。ジーボン
は、多数派のイスラム教徒の隣人からも、上位カーストのヒンズー教徒からも、さまざまな屈辱的扱いを受けていた。 
独立運動を抑圧するために、パキスタン軍がジーボンの村を占領したとき、ジーボンは他の人々とともにインドに逃げようと
した。しかしその途中で、彼の家族は虐殺されてしまう。生き残ったジーボンは自分の村に戻るが、そこは、パキスタン軍に
協力する反独立のイスラム教徒の民兵組織、ラザカールに支配されていた。 
 
主催： 聖心女子大学グローバル共生研究所 
共催： ALFP(国際文化会館・国際交流基金アジアセンター共催事業)、日本バングラデシュ協会 Japan Bangladesh 
Society、Bangladesh Journalists’ and Writers’ Forum, Japan、シャプラニール 
 
 
 

■6）『事務連絡』 
〇年会費納入のお願い： 
2019 年度年会費の納入が未収とされている会員の方々へは、ご確認の依頼書を送付させていただきましたので、宜しく
お取り扱いくださるようお願いいたします。 
 
〇会員情報変更届のお願い： 
事務局では会員各位の連絡先等の最新版を常備する必要がありますので、皆様の住所変更、メールアドレスが変更され
ました場合は今後は <jimukyoku@japan-bangladesh.org>  までお知らせ下さるようお願い致します。 
 
〇本協会の活動などについてご意見等ありましたら、お知らせください。 
また、メール・マガジンに載せたいご意見、情報、その他昔のバングラデシュ勤務時代の思い出などお寄せ下さい。宛先：
jimukyoku@japan-bangladesh.org 
（約 1500 字。体裁上若干の修正あり得ることご了承下さい。） 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
一般社団法人 日本バングラデシュ協会 
http://www.japan-bangladesh.org/ 
 


