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

 1）巻頭言： 『新型コロナウィルスに関する杞憂と本会の刷新』 
会長 大橋正明  

 

１．バングラデシュの新大使の御着任 

 昨年秋に国連大使に栄転されたファティマ大使の後任の新駐日バングラデシュ大使ですが、今年 3 月初めに、現地の

新聞がシャハブウッディン・アハメド（Shahabuddin Ahmed）氏に決まった、と報道しました。長らくバングラデシュ政府に

お勤めで、昨年食糧省事務次官を定年退職された方です。その後間もなく来日されると期待していたのですが、皆様もご

存知の新型コロナウィルス感染症の流行のため、日本とバングラデシュを結ぶ航空機がほとんどなくなっているために、何

度か予定が延期され、まだ来日されていません。現段階では、6 月になる予定です。本会としては、この新大使の来日後の

出来るだけ早い機会に、会員の皆様と新大使が懇親できる機会を設けたい、と考えています。 

 

２．新型コロナウィルス感染の影響と杞憂 

 日本での新型コロナウィルス感染症の流行のせいで、日本とバングラデシュの間の人事交流も途絶えています。大物の

来日も計画されていたのですが、先の読めない延期状態です。まことに、残念なことです。 

バングラデシュでは、3 月中旬以降からコロナウィルスの感染が徐々に広がり始め、政府は検疫の強化や飛行機の国際

便の停止、移動の禁止など様々な手を打ち出しました。4 月よりチャーター機が 2 便にわたり運航され、現地に滞在してい

た日本人約 550 名が、苦労して帰国されました。5 月 7 日の現地紙によると、バングラデシュの前日までの感染者総数は

1 万 2,425 人(日本は 5 月 8 日朝で１万 6,287 人)、死者が 199 人(同 603 人)、新規感染者は 706 人(同 96 人)、回

復者1,910人（同退院者5、797人）です。これらの数を見るだけだと、バングラデシュでのこのパンデミックは、まだ増加す

ることが強く懸念されます。(出典；The Daily Star, https://epaper.thedailystar.net/Home/FullPage) 
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バングラデシュでは残念ながら、医療保健体制がまだ十分に整っていません。病院の隔離病棟の施設やベッド数も不十

分だし、肺炎患者のための酸素吸入器や人工呼吸器が不足するかもしれません。さらに予防には石鹸でしっかり手洗いを

する、うがいする、検温して記録する、アルコール消毒する、マスクをする、といった行動が必要ですが、石鹸や消毒薬、体

温計やマスクは多くの人が日常的に使えるようになっていません。 

特に人口密度が非常に高く、糖尿病などの基礎疾患を抱える人も多い都市のスラムや南部のロヒンギャ難民キャンプ

などでこの伝染病が流行したら、重症・重篤な患者は短期間に相当な数に上ります。そしてこうした人たちは、果たしてどれ

だけ適正な治療を受けられるか、とても不安です。 

この杞憂が杞憂に終わることを、心から願っています。それにしてもこうしたことは今後も繰り返されるでしょうから、バン

グラデシュの開発や開発協力は、もっと保健医療や教育、貧困や格差対策といった社会開発にも力を入れて、将来に備え

てもらいたいものです。 

 

３．7年目を迎える本会の刷新の試み 

 日本バングラデシュ協会は、このコロナの影響で多少遅れて、この7月に７回目の年次総会を行います。つまり本会は発

足から７年目を迎えることになります。 

本会は、現在はバングデシュ政府外務省の事務次官で、当時は駐日バングラデシュ大使だったモメン氏からの働きか

けと、それを受け止めた元駐バングラデシュ日本大使で当会の初代会長の堀口相談役のご熱心な働きかけによって創設

されました。 

以来、実に多くの方々の無償のお働きのお陰で、本会は今日まで歩んできました。ご存知のように、今では法人会員が

50 社（内非営利は 6 法人）、学生会員を含めた個人会員の総数が 136 名という規模に成長し、充実した内容のメールマ

ガジンの毎月発行、文化や政治、国際交流などに関する隔月の講演会、そして四半期に一度の企業情報交換会を行って

います。 

一方、第一世代として本会をこれまで引っ張って下さった役員の皆様に深く感謝しつつも、少しずつ交代を進めていくこ

とも重要です。日本とバングラデシュの友好関係を推進する本会は、特定の方々の貢献に依拠してきたのですが、その

方々が徐々に交代して、新顔の壮年や若手の方々の参加を得たいと考えています。そのため、今度の総会では、それなりの

理事人事の刷新を試みるつもりです。 

しかしこれまで貢献して下さった方々が、今後も貢献して頂けるようなシステムも確立したと考えています。事務局やメル

マガ編集、イベント企画・実行などの部会などを作り、それらのメンバーになって戴く、あるいは顧問として、ご貢献を続けて

頂くことを願っています。 

繰り返しになりますが、今年はバングラデシュ建国の父ムジブル・ラーマンの生誕 100 周年、来年はバングラデシュ独

立 50周年、そして再来年は日本とバングラデシュの外交関係開設 50周年です。本会は、これらの重要な周年イベントに、

新理事体制でしっかり取り組んでいく決意でいます。 

皆様のご理解と、これまで以上のご支援を心よりお願い申し上げます。７月末予定の総会にお会いすることを期待してい

ます。どうかご健康でお過ごしください！  
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■２）会員寄稿：『ボンゴ ボンドゥの手は熱かった 』 
     －ムジブル・ラーマン生誕 100 周年シリーズ No.５－ 

             （株）日本工営 顧問 
桐生 稔 

 

＊注：桐生氏は 1967 年 7 月~70 年 8 月ダッカとコミラに、アジア経済研究所調査員として駐在。 

 

１．ムジブが私と握手 

1969 年 2 月 22 日、「アガルタラ陰謀事件」で収監されていたアワミ連盟委員長シェイク・ムジブル・ラーマン（以下ム

ジブ）が釈放された。その足で学生行動委員会が主催する集会に向かう途中、学生運動指導者達と打ち合わせのため、

ダッカ大学構内の学生寮ジンナー・ホールを訪れた。ムジブは釈放されたばかりにもかかわらず、頑丈そうな身体を幾分

揺らせながら、学生達の大歓声の中、行動委員会のリーダー達と短い会話をしながら、握手をして回っていた。69 年 7 月

からダッカ大学経済研究所（BER）に在籍していた私は、友人の学生に誘われて同ホールに行っており、ムジブは私とも握

手をしてくれた。ムジブが何を言ったのか分からなかったが、彼の手が大きく、温もりというより異常に熱かったことは、今で

も忘れられない。  

 

２．1969年 2月 22日のラムナ広場での大集会 

 ムジブはその後、他の東パキスタン（以下東パ）政治活動家達とともに、大学に隣接している競馬場に併設されていたラ

ムナ広場で、学生行動委員会が主催した集会に出席した。集会には、100 万人近い民衆が集まり、とくにムジブが登壇す

ると、民衆達のムジブを称える大音響が、演説を始めるまでおそらく 10 分以上は続いただろう。参加者達が「ジョイ バン

グラ」、「ボンゴ ボンドゥ」と叫び、シュプレッヒ・コールを行ったのは、この集会が初めてだったのではないかと私は思う。 

この集会が、後のバングラデシュ独立に向かうベンガル民衆による民族運動の魁となったことは間違いない。「東パが

分離・独立するのはそう遠くはない」と確信した一瞬であった。 

 

３．６項目要求と学内での政府軍/学生の衝突 

その後西パも含めて民主化運動そして、アユーブ・ハーン大統領体制に対する反対運動が続き、3月には全土に戒厳令

が施かれ、アユーブ大統領は辞任し、ヤヒア・ハーン戒厳司令官に大統領職を委譲した。戒厳令下では、反体制運動も厳

しく抑制されて、学生達も大学構内で集会を重ねるしかなかった。ムジブが率いるアワミ連盟は、議会制民主主義の確立、

東パ自治権の確立など6項目の要求を基本的目標としていた。しかし、私のほとんどの友人達は、「6項目なんて見せかけ

で、真の要求はもう分離・独立しかない」と強調していた。 

その後、ダッカ大学構内にも政府軍部隊が突入し、学生達としばしば衝突して双方に多くの逮捕者、負傷者を出したこ

ともある。私が任期中の約半分の期間を住居にしていた大学構内にある国際学生寮は、学生運動の中ではいわば治外法

権的な場所であったため、政府軍に追い詰められた学生達が、しばしば逃げ込んで来ていた。そんな中で、友となった大学

院生が、後に独立直前に西パ政府軍の銃撃によって犠牲になったことを独立後数年経ってから知った。 
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４．研究拠点をコミラに移す、そして帰国 

大学がほぼ閉鎖状態になり、授業はほとんど開かれないため、大学を離れ、コミラにある「農村開発研究所（Pakistan 

Academy for Rural Development）」に研究の拠点を移した。同地方の農村を回って、農民階層分解の過程を研究する

ため、農地の所有関係や移動形態、農家家計調査などを行った。この頃はまだ同地域ではそれほど大きな騒動や混乱は

なかったが、訪問して話を聞いた農民達は、誰しも「ボンゴ ボンドゥがやってくれるだろう」と口を揃えて、暗に独立を期待

している気配を感じることができた。 

70 年 8 月に任期を終え、私は帰国して、赴任前から担当していたビルマ（現ミャンマー）に加えて、東パ情勢についても

分析を続けた。私が帰国した後の東パには、西パから続々と国軍部隊が投入され、ますます混乱が拡大して行った。そして

いろいろな動きを経て、71 年 3 月 26 日未明に、政府軍が武力弾圧を開始、ムジブを逮捕した。東パ政治運動主導部は、

4 月 17 日にムジブナガールで臨時政府を樹立し、「バングラデシュ人民共和国」として独立したことを宣言した。この時、

ムジブはすでに西パ政府軍に逮捕されていたが、臨時政府の大統領に指名され、就任していた。その後は、西パ国軍が力

尽くで押さえ込み、多くの民衆を虐殺し、最終的には約 1,000 万人の難民がインド領に逃れたと言われた。しかし、バング

ラデシュ側も正規の国軍としてあった一部の部隊と警察隊、それに学生などの義勇兵で、ムクチ・ファウズ、その後ムクチ・

バーヒニと称する解放軍を組織し、武装抵抗勢力を持ち、西パ軍に対する武力攻撃も出来るようになった。しかし、結末は

インド軍の侵攻によってあっけなくバングラデシュの独立は、実現したのである。 
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■３）現地便り：『令和初 それいけ 春祭り』（その２)  

ダッカ日本人会春祭り担当理事 
上村 修 

 
 去る２月 22 日に春祭りが滞りなく開催された後、バングラデシュにおいてはコロナ禍拡大に伴い、３月末より国境封鎖・
行政機関の業務停止が継続されております。その状況の中、在バ日本大使館・JETRO・ダッカ日本人商工会にご尽力い
ただき、チャーター機２便の運航が実施され、約 1,000 名の在留邦人のうち、約 550 名が退避されました。未だ先が見通
せない状況が続いておりますが、一刻も早い終息を願うばかりです。 
 先月号では、春祭り実行委員会からご報告をさせて頂きました。 
今月号では、参加 3 団体の取組み感想をご報告させていただき、皆様にとって、少しでも明るい話題の提供となれば幸
いです。  
 
① 剣道演武：大人と子供が剣を交わす 
ダッカ日本人会同好会・剣道同好会 岡田 啓介 
 
剣道は剣の理法の修錬による人間形成の道。剣道を正しく真剣に学び心身を錬磨して旺盛なる気力を養い剣道の特

性を通じて礼節をとうとび信義を重んじ誠を尽して常に自己の修養に努め以って国家社会を愛して広く人類の平和繁栄
に寄与せんとする（全日本剣道連盟より）。 
 
剣道は勝負の場においても「礼節を尊ぶ」ことを重視します。一つのことに取り組む集中力，苦しい稽古を経て得る忍耐

力，礼儀作法や道具を大切にする心。こうした日本人の精神性を忘れず，そして特に子供たちには，剣道を通じてお互いを
敬う心と形の礼法を習得し、節度ある生活態度を身につけ，「交剣知愛」の輪を広げていってもらう場を作りたい･･･そのよ
うな思いから剣道同好会は結成されました。メンバーは大人４名，中学生２名で，本年１月にダッカ日本人会の同好会として
認定されたばかりですが，週末，日本人学校等で元気に稽古をしています。 
 
それが，このたび実行委員会様のご厚意により，日本人会春祭りにて剣道演武の機会を頂きました。演者は代表の K2

ロジスティクス岡田啓介五段とダッカ日本人学校山谷康裕初段（中学一年）。日本剣道形一本目から七本目を居合刀で
披露しました。体格も違う大人と子供が，稽古を重ねて剣を交わした姿は，皆様の目にどのように映りましたでしょうか。 
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ともに剣道を学び、安全・健康に留意しつつ、生涯にわたる人間形成の道を見出す･･･その目的を旨として，剣道同好会は
稽古を続けています。 
 
 
②ダッカオールスター感謝祭 
大使館・JICA若手有志一同 
 
 今回は令和初開催となるダッカ日本人会春祭りということで、この機会に参加者の皆さんとともに平成の出来事や令和
への改元を振り返ってみようという思いで、ＴＢＳの某クイズ番組を模して「ダッカオールスター感謝祭」を銘打った企画を
用意させていただきました。 
企画・実施はメンバーのほとんどが平成生まれである大使館・ＪＩＣＡの若手チームで行いました。お互い顔見知りではあ

っても、これまでは共同作業を行う機会がなかなか無かったので、皆で一丸となってアイデアを出し合い、ダンス練習に取
り組む、学生時代の文化祭のような尊い機会をいただきました。 
メンバーの中にダンス経験者がおらず、最初はどうなることかとひやひやしていましたが、練習を重ね、日を追うごとにダ

ンスがどんどん形になっていき、気がついたら本番のステージ上では緊張よりも楽しさが勝って、皆笑顔で踊っていました。 
さらに今回は、伊藤大使、平田ＪＩＣＡ所長のご協力を得てダンスメンバーに加わっていただいたお陰で、我々の予想をはる
かに上回る会場の盛り上がりとなり、メンバー一同大変嬉しく思っています。お二方のご協力に対し、改めて心より御礼申
し上げます。 
 最後になりますが、平成生まれの我々も引き続き、令和という時代を盛り上げる核としてより一層精進して参りたいと思
います。このような機会を与えていただき、本当にありがとうございました。 
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③温かな拍手に感謝！ 
 －のだめ合唱団・有志参加者・B-JET生合同合唱ステージ－ 
ダッカ日本人会同好会・のだめ合唱団代表 浦部ぼくろう 

 
のだめ合唱団のステージは、発表内容の多様性という面で、春祭り全体の中でも異彩（？）を放っていたかもしれません。

大人の真面目な合唱あり、日バ友好ソングあり、小さな子どもたちのかわいい歌声や、生徒たちの器楽演奏もあり、本格的
な楽器も入り、さらにはベンガルダンスや、ベンガル人の若者たちの朗らかな合唱も加わり、ステージいっぱい、72 人の賑
やかな発表となりました。 
これは誰かが一人で考えたのではなく、メンバーに呼びかけて練習しているうちに、あちこちからアイデアが挙がりコラボ

が持ちかけられ、いつの間にかこんな豪華な演目に育ちました。どんどん膨らむ人数と演出に嬉しい悲鳴を上げ、実行委員
方に「ステージにみんな乗れますか？」と心配されながらでしたが、みんなで工夫し練習をする過程は本当に楽しいもので
した。そして臨んだ本番は、演奏の出来はともかく、協力して作品を作り上げた達成感でいっぱいでした。聴衆の方々に、み
んなで音楽を演奏する楽しさを伝えることができたかなと思います。 
のだめ合唱団は、以前折々に開催されていたミニ音楽会「のだめの会」で歌うことを目的に10年ほど前に結成された混

声合唱団です。以降メンバーが入れ替わりつつも、音楽好きの人たちの熱意に支えられて活動を続けてきました。現在団
員約 20名の同好会となり、素晴らしい指導者、伴奏者にも恵まれて毎回楽しく歌っています。興味のある方は一緒に歌い
ませんか？ 経験や技術は無くても、誰かが補ってくれるのが合唱のいいところです！ 
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■４）理事寄稿：「ベンガルのムスリム村落社会研究と原忠彦教授の業績」（連載その２） 

―南アジアの民族誌的研究を振り返る－ 
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所教授 

理事 外川昌彦 
  

文化人類学者・原忠彦教授（1934-1990)は、東パキスタン時代からベンガルの農村社会研究を行ってきた、日本の
バングラデシュ研究のパイオニアとして知られています。ベンガル研究の門を叩いた大学院生の頃に、筆者は、たまたま
原忠彦教授の農村社会研究の一端を論考にまとめる機会を与えられ、原教授のお仕事の幅広さと学説史的な意義に
触れて、大変に啓発されました[外川 1993]。しかし、この時に、とても一人でその全貌を捉えることはできないと悟り、い
つかこのテーマで共同研究ができればと考えるようになりました。その後25年を経て、様々な関係者の励ましと助言を頂
き、2017年 8月に、AA研の共同研究課題に「南アジアにおけるムスリム社会の民族誌的研究」（2018-2020年度）と
題して応募し、原忠彦民族誌を振り返るプロジェクトを始めることになりました。 
 
東パキスタン時代の原先生の農村研究の意義 

1960 年代の東パキスタン時代の原先生の農村社会研究に、どのような意味があるのかとよく聞かれますが、本プロ
ジェクトではその大きな狙いとして、次の 3 点を掲げています。 
第一は、50 年前のチッタゴン県の農村社会についての詳細な記録を。今日のバングラデシュ社会と対比することで、地
域社会の多様な変化を明らかにする手掛かりを与えられる事です。約 5 千万人の人口であった当時の東パキスタンは、
現在では1億6千万人の人口を擁する独立国バングラデシュとなり、その間にバングラデシュの地域社会も様々な変化
を経験しています。 
第二は、広くインドを含めた南アジア社会研究におけるその先駆的な意義を明らかにすることです。南アジアでの文

化人類学的な農村社会研究は、1950 年代以降、インドのヒンドゥー社会研究を中心に活発に行われますが、ムスリム
社会の民族誌的研究という意味ではその成果は限られ、世界的な人類学的研究やイスラーム研究の領域でも、1960
年代の原民族誌の学説史的な貢献は少なくないと考えられます。 
第三は、このような民族誌的研究の再検証を通して、今日のバングラデシュや南アジア社会の理解に与える様々な示

唆を明らかにすることです。グローバル化やイスラーム主義運動など、南アジア社会を取り巻く環境も大きく変化し、私た
ちのバングラデシュ社会を理解する視点や方法論にも多様な変化が見られます。特に原民族誌に関しては、日本人によ
るバングラデシュ研究における国際的な貢献として、その意義を国内外に紹介することは、本プロジェクトでも大きな狙
いとなっています。 

 
 

■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 6 月初旬公開／先行でオンライン鑑賞を開始 
 http://tagore-songs.com/temporary-cinema.html 

 
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 
 
 ※「仮設の映画館」では日本国内では「一律 1,800 円／購入から 24 時間」で視聴可。 
※5/12(火)12:00 から 6/12(金)24:00／状況次第で延長の可能性あり 

 

http://tagore-songs.com/temporary-cinema.html
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■６）『事務連絡』 
〇先月のメルマガで、政府の緊急事態宣言発布を受け、当協会の第 7 回総会の開催予定を 5 月 30 日(土)から当面 

7 月 4 日(土) に変更しますとご連絡しましたが、 昨今の状況に対応し、再度 7 月 25 日（土）の 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。 詳細は追ってご案内いたします。 

 
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/ 
 

http://www.japan-bangladesh.org/
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