
日本バングラデシュ協会       メール・マガジン 70 号（2020 年 4 月号） 

1 
 

 

日本バングラデシュ協会の皆様へ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1）巻頭言： 『 コルカタからバングラデシュ文学を眺めて』 
東京外国語大学准教授  

丹羽 京子 

コルカタで出会った『赤いシャールー』 

大部分の会員のみなさまと異なり、留学生活をコルカタで送ったのちも西ベンガルとの繋がりが強いわたしは、ベンガルと

言ってもそのほとんどをインド側で過ごしている。そういうわたしだが、あるときいつものようにコルカタでその年の夏休みを

過ごしていて、ふとした拍子にバングラデシュの小説を読んでぞくぞくする体験を味わったことがある。その小説の名は『赤

いシャールー（Lal Salu）』、作者はショイヨド・ワリウッラである。同じベンガル語なのに、なにかが違う、方言使いだけでは

ない、そのドライな語り口、突き放すような終局。ここでその詳細を語る余裕はないが、聖職者にして偽善者のモジッドを巡

るこの小説は、それまで読んできたどんなベンガル小説ともまるで違っていた。 

そもそもわたしが長く暮らしたコルカタでは、バングラデシュ文学はそれほど親しまれていない。分離独立以前の伝統を共

有しているこのふたつのベンガル文学は、47年以降別々の流れを持つようになり、少なくともコルカタでは、バングラデシュ

の出版物はそれほど出回っていない。前述の『赤いシャールー』は、バングラデシュでは、およそある程度教養のあるもの

なら読んだことがないということはあり得ないだろうが、コルカタでこの本を手に入れようとすると、バングラデシュの出版物

専門の本屋さんまで足を延ばさなければならない。 

もちろんわたしの周りには文学関係者が多いので、そうした人々はバングラデシュの文学について知ってはいる。けれども

一般の読書人がそれほどバングラデシュの作品を読まないのは、分離独立後の東西ベンガルがおよそ異なる歴史の道筋

を辿ったからだろうか。バングラデシュの詩であれ、小説であれ、避けては通れないテーマとなっているエクシェ・フェブラリ

ー事件（1952 年 2 月 21 日）や独立戦争（1971 年）を、インド側のベンガル人は共有していない。こうした作品に対して

東西で温度差があるのはいたしかたないのかもしれない。 
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コルカタで読んだ「聞き手」 

そうしたなか、ある日コルカタの新聞に目を惹く記事が載っていた。バングラデシュの詩人、シャムシュル・ラーマンの新し

い詩集の書評が載っていたのだ。コルカタのその評者は、ある作品にあらわれる「ベンガル抒情詩のような月」という表現

に注目していたのだが、語るうちに気持ちが高ぶっているようなその解説につられて、わたしもすぐに本屋に走った。急いで

頁をめくると、「聞き手」という短い詩に先の語句が出てきたのだった。その詩はこのように始まる。 

 

午後にここにやって来るなり、その人は 

呆然とする。なんという喧騒、だれもだれかの話を 

聞いているようには思えない。言葉の数々が 

石か煉瓦のようにひっきりなしに投げつけられる。 

 

 群衆、喧騒、大声で話す人々。そうした情景は東も西も変わらない。そうしたなか、「その人」はなにごとかを伝えたいと思

っているのだが、だれも耳を傾けてはくれない。 

 

彼らに聞かせたいことがあった、 

けれど、だれも話を聞こうという 

熱意を瞳に宿らせてはいなかった。 

ただ飛び散るだけの喧騒が、彼らの主だった。 

 

その人はついに語りたかったことを 

胸の内にしまい込み、歩いて、歩いて、立ち止まる、 

生い茂る木々のなかで。その口からは高らかな声、木と鳥と 

孤独、そしてベンガル抒情詩のような月が、彼の聞き手であった。 

 

 これが「ベンガル抒情詩のような月」なのである。詩人にとっての心の支え、すべてを包み込み、幾千万の聞き手にもまさ

る存在。古くからベンガル人が慈しみ、育ててきた抒情詩のような月。そしてそれは東と西の詩人にとってまったく等価の意

味を持っている。ひとつのベンガルはふたつになった。そしてふたつでありながらひとつでもある、と思った瞬間であった。 

 

付記）再び拙訳で恐縮だが、『赤いシャールー』および「聞き手」の収録されている『バングラデシュ詩選集』は大同生命

国際文化基金より出版されているので、詳しくはそちらをご覧いただければ幸いである。  
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■２）特別寄稿：『ハシナ首相が見せた娘の顔 』 

－ムジブル・ラーマン生誕 100 周年シリーズ No.4－ 
駐バングラデシュ特命全権大使 

伊藤 直樹 

 

 

昨年１０月にダッカに参りましてから，早いもので約半年が経ちました。バングラデシュも３月２６日から４月９日まで休日と

し，交通機関をシャットダウンするなど，医療体制に制約がある中で新型コロナウイルス対策を懸命に行っているところで

す。 

 

１．祝賀の年が始まる 

さて，本年３月１７日，建国の父シェイク・ムジブル・ラーマンの生誕１００周年を迎えました。政府は来年３月２６日（独立記

念日）までを「ムジブ年」と称し，様々な記念式典や文化行事を開催します。バングラデシュ銀行協会による基金への３０億

円以上もの寄付，中央銀行による記念通貨の発行や，コックスバザールの海岸沿いに「ムジブル・ラーマンの像」を建立す

る計画など，国を挙げての祝賀の年です。 

１月１０日（１９７２年）はパキスタンから解放されたムジブル・ラーマンが帰国した日です。同日には生誕１００周年に向けた

イベントがあり，私も出席しました。旧空港にムジブル・ラーマンの姿がホログラムで浮かび上がる演出の後にハシナ首相，

長男のジョイ（ＩＣＴ担当首相顧問）と実妹のレハナが登壇し，お祝いの始まりを告げました。後日，ハシナ首相は，「暗殺を免

れた３名が揃って参加できたことは感慨深く，嬉しいことです。」と，当時を思い出すように語ってくれました。 
 
 

 
ムジブの歴史的演説記念塔での祝賀花火 

トンギパラの墓参・献花 

 

 

２．記念式典は延期 

さらに３月７日には，陸軍スタジアムでのコンサートが３万人の観客を集め，ハシナ首相と長女のプトゥール，レハナと長男

のボビーの４名が出席しました。３月７日（１９７１年）は，ムジブル・ラーマンがパキスタンに対する独立闘争を呼びかける歴

史的な演説を行った日です。この演説はユネスコ世界記憶遺産に登録されています。 

翌８日，バングラデシュ国内で新型コロナウイルスの発症が確認され，残念ながら，１７日に予定されていた生誕１００周年

の記念式典は延期されました。 

１７日の早朝，ハシナ首相はダッカ市内のボンゴボンドゥ博物館（ムジブル・ラーマンの生前の自宅）の前で，ハミド大統領
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と献花を行った後，ムジブル・ラーマンが眠るゴパルゴンジのトンギパラに一族で墓参しました。生誕１００周年を迎えた午後

８時の瞬間には，全土で一斉に花火が打ち上がり，国営・民放の全テレビ局による２時間番組の放映が始まり，祝賀ムード

一色に包まれました。ハシナ首相，ハミド大統領のスピーチのほか，モディ印首相，バンダリ・ネパール大統領，ツェリン・ブー

タン首相，グテレス国連事務総長，ユーセフ OIC（イスラム諸国機構）事務局長のビデオメッセージが花を添えました。モデ

ィ印首相は，メッセージの中で，２０世紀の偉大な人物の一人としてムジブル・ラーマンの功績を讃えました。 

 

３．ハシナ首相が見せた「娘」の顔 

ここで特筆すべきは，ハシナ首相が見せた「娘」の顔 
です。２０１８年の総選挙に勝って，与党としてこの日を迎えら

れた喜びを語る場面。「お父さん，あなたが夢に見た黄金のベン

ガルが実現する日は遠くありません。あなたが独立に導いたバ

ングラデシュは，あなたが夢に描いた飢餓と貧困のない発展し

た国へと歩みを進めているのです」と。強靱な政治家ハシナが

見せた，「娘」の顔。テレビの画面でレハナ作の「お父さん」と題

する詩をハシナ首相が朗読し，「お父さん，お誕生日おめでとう！」

と，レハナと二人で連呼する姉妹。演出ではない心の叫びが感

じられました。喜びと共に，７５年のムジブ暗殺時から続く悲しみも。 

「ムジブ年」に対し，国内には批判もあります。与党アワミ連盟は，ムジブル・ラーマンのことを「国父」と呼びますが，野党Ｂ

ＮＰはそれを認めず，「ムジブ年」はアワミ連盟の党内行事との立場です。そこに当国が抱える政治情勢が透けて見えます。

現状はアワミ連盟の「一強」支配ですが，ＢＮＰも捲土重来を諦めてはいません。外交団や有識者の間では「ポスト・ハシナ」

への不安とともに，ハシナ-ジアの抗争という構図の変容や民主的発展への期待が伺われます。長期政権への不満もある

中で，ハシナ首相は父の生誕１００周年を自らの求心力を高める機会として用いています。当国の持続的成長につながる国

内政治の安定を願いつつ，今後の動向を注視したいと思います。 

 

４．日本バングラデシュ友好協力関係の更なる発展 

当地最大の英字紙である「デイリースター」紙は，３月１３日の朝刊で，１９７２年３月に早川崇先生率いる国会議員団が当

地を訪問し，佐藤栄作首相からの訪日招請の親書をムジブル・ラーマンに手交したことを報じています。早川先生は日本

バングラデシュ協会の初代会長を務められ，両国の友好関係の礎を築かれました。ハシナ首相は，翌年のムジブル・ラーマ

ンの訪日が，今日まで続く日本とバングラデシュとの友好関係の原点であり，日本との関係は父から受け継いだ特別な関

係であると回想しています。ハシナ首相はお土産にもらった日本人形を大切にしていたそうです。 

本年の「ムジブ年」，来年の独立５０周年，２０２２年の日本との外交関係樹立５０周年と節目の年が続きます。多くの先人

達が築いてくださったご功績を受け継ぎ，我が国とバングラデシュとの友好協力関係を更に発展させるべく，貴協会の皆様

と共に邁進する所存です。 
 
 
 

  

ハシナとレハナの父へのお祝い 
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■３）現地便り：『令和初 それいけ 春祭り』 

ダッカ日本人会春祭り担当理事 
上村 修 

 
１．令和の春祭り 
令和２年２月２２日、ダッカ日本人会会員が心待ちにしている 1 年の最大イベントである春祭りは、今年のテーマに『令和初 
それゆけ 春祭り』を掲げ、在バングラデシュ日本人学校生徒による、入魂の和太鼓披露と華麗に舞うダッカソーラン節を
オープニングで、大歓声をうけての開幕となりました。 
令和２年となり、世界中でコロナウイルスが蔓延しつつある中、開催を危ぶむ声もありながらも、在バングラデシュ日本大使
館のご協力をいただき、連携を執りながら、コロナウイルス対策・防犯安全の確保を整えての開催となりました。 
 
２．実行委員が大切にした思い 
春祭りの開催にあたり、春祭り実行委員全員が、大切にし
た思いは、 
『バングラデシュに関わる全ての邦人にスポットを当てた
い！ 全ての邦人の参加一体となった春祭りを作り上げよ
う！』この一点でした。 
その思いが叶い、ダッカ日本人学校生徒による和太鼓＆ダ
ッカソーラン節、在バングラデシュ日本大使館＆JICA によ
るダンス&クイズ大会、日本人会所属同好会（剣道部・の
だめ合唱団）発表・演武、個人参加によるバンド演奏・フル
ート演奏・ダンス等、バラエティに富んだ演目となりました。 
また普段接する機会の少ないバングラデシュ・サッカー・プ
ロリーグで活躍する日本人選手 2 名、バングラデシュ TV
局に引っ張りだこの日本人男女ボーカルユニットも参加し
ていただき、ご参加いただいた日本人会員、ご協賛いただ
いた企業代表様にも大いに楽しんでもらえました。 
 
３．最後のお楽しみと皆様への御礼 
参加者全員、最後のお楽しみは、『豪華景品福引大会』 
このためだけに、『春祭りに参加する！』という人も多いと確
信しています（笑）。 
今年の協賛品は、過去にない豪華な景品が数多く集まり、
主要航空会社から、ダッカ日本往復チケット計6枚や、ダッ
カ商工会加盟社から高級バイク 2 台、iPad 計 6 台をはじ
め、豪華景品のオンパレードとなり、豪華景品が当たる度、
歓喜の声が挙がっておりました。 
 
参加いただいた人数も邦人 380 名バングラ人招待者 60 名 計 440 名となり、春祭り史上最大規模となり、盛大のうち
に無事に閉幕することが出来ました。 
 
春祭りの開催にあたり、多大なるご支援をいただきました在バングラデシュ日本大使館、JICA、JETRO、日本人会法人会
員社、ダッカ日本商工会会員社、JBCCI、日本人会に深く携わるバングラデシュ企業の方々に、この場を借りて改めて厚く
御礼を申し上げます。 
最後に、通常の業務でお忙しいにも関わらず、この春祭りに全力を注いでいただいた実行委員の皆様のおかげで、ご参加
いただいた方々の素晴らしい笑顔を見ることが出来ました。本当にありがとうございました。 
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４．結び 
バングラデシュの地で、いろんな立場の方々が立場を超え、一つの目標に向かって 
知恵を出し、励まし合い、団結し、それを成し遂げていく！ 
素晴らしい経験をさせていただきました。 
 
『令和初 それいけ 春祭り』  
 
参加いただいたすべての方々にとって、バングラデシュでの忘れられない思い出の 1 ページになったと確信しております。 

 
春祭り実行委員一同  
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■４）青年海外協力隊 OB/OG 便り：『私にちょうだい －帰国直前にスーツケースを盗られて－』 

           ジャマルプール県村落開発普及隊員 
酒井 強志 

  

私は 1990年 4月から 2年間、ダッカから北に 200キロジャマルプール県ショリシャバリ村で、青年海外協力隊の村落

開発普及員として活動した。 

 

１．2年間の村落での活動 

（１）ショリシャバリ村は、小さな村。「ショリシャ」は菜の花に似た花の名前で、「バリ」は家という意味。乾期の終わりに、水

位の下がった川端が、一面、黄色の花で一杯になる。その花の種はベンガル人にとり貴重なショリシャテール(マスタード

オイル)の原料になる。住民の殆どがムスリム。たまにキリスト教徒がどこからか、豚を放牧（？)しにやって来る。 

（２）青年スポーツ省の青年開発局に所属。活動目的は、学校を卒業し、家畜飼育、養蜂、婦人子供服などの職業訓練を

終えても、職業が得られない若者達のアフターフォロー。配属先として比較的新しく、協力隊の位置づけが明確になって

いなかった。そのため受け入れ態勢も整っておらず、着任が 2 か月も遅れてしまった。 

実際の活動は、お金がなくて事業を始められない若者達から「お金が欲しい」という愚痴を聞くだけで、協力隊員として

派遣先に貢献はできなかった。 

（３）とても小さな村だったのでホテルや賃貸物件がなく、地元の有力者の家でホームステイさせてもらいながら 3 か月

後にやっと村の官舎に住む独身職員の居候として同居させてもらうことができた。電気は来ているが使用が集中する時

間帯は停電し、水は外の井戸からバケツに溜めて炊事、トイレに使った。私は中流レベルの生活をしていたが、同居人は

役人なのでプライドが高く、私が下層の人たちと接することに嫌悪感を持っていた。退屈でつらい毎日であったが、村の

サッカーチームに参加させてもらい、チームメイトとして扱ってもらえたことは忘れられない。 

（４）村社会の中では情報がアッという間に伝わるので悪いことができない。おかげで独り歩きの危険はなく、治安は悪く

なかった。しかし、同居人からは全てものに鍵をつけるように言われていた。盗む方も悪いが盗まれる方も悪い。買い物も

定価がないので、ぼったくられる方が悪い。こうした考え方は現地人の間でも同じである。部屋の鍵は南京錠1個だった

が、そもそも盗まれて困るような価値のあるものを持っていなかったこともあって、盗難にあったことは無かった。 

 

２．帰国間際にバイクとスーツケースの盗難にあう 

（１）任期の終わる直前、最終の報告書を提出するために首都ダッカに上京して、下宿先に帰ると鍵が壊され、泥棒に入

られていた。 

JOCV 事務局から借りていたバイク、帰国するに必要なものが入ったスーツケースが、丸ごと無くなっていた。パスポート

や現金の貴重品はダッカに保管していたが、その他生活用品、スーツケースは、帰国する時には必要なものだった。 

（２）慌てて村の警察に届けに行った。「どうしたいか？」と警察で聞かれ、一瞬、戸惑ってしまったが、「バイクとスーツケー

スを返して欲しい」とお願いした。すると手を出して、「いくらくれるのか？」と問われ、頭の中が真っ白になった。 

こちらの警察はただでは動いてくれないのである。でも、帰国を前に手持ち金はあまりない。冷静に、①手持ちがあまりな

いことと、②そもそもお金を渡す気はないこととを伝えた。最後は情に訴え、「こんな気持ちで日本に帰らせないでくれ！」

と懇願して家に帰った。 

周りの人たちに、盗難にあった話、警察の話をしたが、「ここはバングラデシュ」「あなたは日本人、大丈夫だよ（現地語

「オシュビタナイ」：ベンガル人にありがちな、何の根拠もない気休め、あきらめろ、との意味であると取った）」「警察に頼

んでも解決しない」とたしなめられてしまった。 
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３．翌日以降の警察の対応 

翌日、別の警察の人が訪ねてきて、現場検証的に、盗まれた状況を確認しに来てくれた。 

翌々日、警官がバイクを持ってきてくれた。「場所も詳しいことは聞くな」といって置いていった？？ 

翌々々日、今度はスーツケースを持ってやってきた。中身は新品のポロシャツ、T シャツ、が無くなっていたが、ほぼそのま

まで戻ってきた。実はへそくりを日本語の本に 500タカ(当時、普通の公務員の月給が 2000タカ程度)挟んでおいたの

だが、それも無事戻ってきた。そして、警察官は「これでいいか？」と確認すると、安心して帰っていった。 

 

４．「私にちょうだい」文化 

（１）憶測でしかないが、「金持ちであろう外国人、何かお宝があるだ

ろう」と帰国する前に持ち出してみたものの、金目のものがなかった。

警察からも話がいったのかも知れない。持っていても厄介に感じて

戻してくれたようにも思う。 

帰国が近づいてくると、世話になった料理人にはいらないものをあげ

ていた。そのことがいろんな人に伝わったのだ。そういえば何人かが

「私から何か物をもらえる」と思って、物をもらいに来た。 

真実はわからない。しかし、私を知る誰かが関与していたのは、間違

いない。悪気はないし、悪質でもない。「お前にはもう必要ないだろう

から、私にちょうだい」。そんなバングラデシュの文化があると私は思

う。 

（２）ともあれ、事務所にバイクが返却できたのと、帰国するためのス

ーツケースが戻ってきたので実害はなかった。 

スーツケースはこじ開けられてしまったが、鍵が壊れていなかったの

で、無事、日本に送ることができた。イスラム教の持っている人から持

ってない人へ金品を施す、という宗教観、善悪に関する倫理観の違いを帰国間際に実感することができた。その時、その

スーツケースにひらがなで「ぬすむなよ！」と書いた私の気持ちは、ベンガル人に訴える気もない、ただの「ぼやき」だった

のである。 

その汚れたスーツケース（添付写真）は、今でも捨てられず、家族で旅行する時に使っている。 
 

 

■5）イベント、講演会の案内 
 

〇映画：タゴール・ソングス 劇場公開日 2020 年 4 月下旬公開 
 https://eiga.com/movie/92614/ 
 
非西欧圏で初めてノーベル文学賞を受賞したインドの詩人ラビンドラナート・タゴールが作り上げた作品の魅力に迫っ

た音楽ドキュメンタリー。イギリス植民地時代のインドを生きたタゴールは、詩だけでなく 2000 曲以上の歌を作り、「タゴー
ル・ソング」と総称されるその歌は 100 年以上の時を超え、今でもベンガルの人びとに愛されている。タゴールの歌はなぜ
ベンガル人の心をひきつけてやまないのか。インド、バングラデシュを旅しながら、タゴール・ソングの魅力を掘り起こしてい
く。監督は本作が初作品となる佐々木美佳。 
 
2019 年製作／105 分／日本 配給：ノンデライコ 
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■6）『事務連絡』 
〇先にご連絡しました当協会の第 7 回総会は、政府の緊急事態宣言発令を受け、5 月 30日(土)の開催を延期し、当面 7
月 4 日(土) 11:00 より TKP 品川カンファレンス・センターで開催する予定に変更します。 更に状況に応じ再延期も有り
ますので、詳細は追ってご連絡いたします。 
 
〇協会行事・講演会等記録動画の開示： ホームページの会員向けメニューで順次会員の皆様に公開してまいります。
詳細は近々改めてご案内致します。 
 
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/ 
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