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 1）巻頭言：『 マゴー（お母さん）： 母の日に思うこと』 

京都大学東南アジア地域研究所連携教授 

安藤和雄  

１〄マゴー 

「マゴー、マゴー」。バングラデシュの村人たちは、男女の区別なく、子供も大人も、肉体的痛みや精神的な悲しみを受け

た時、叫ぶように、あるいは、呪文のように、涙を流して呼びかける。「マー」は母、「ゴー」の意味はよく分からない。 

私の調査地で JICA のプロジェクトサイトでもあった、タンガイル県 D 村で、長くプロジェクトスタッフの中心的役割を担

ってくれた、友人の A さんの話では、「ゴー」は村の言葉で「タン」（日本語訳がしにくい言葉であるが、単語の接尾辞的に

自然にでてくる言葉というような意味がある）だという。「マゴー」を、あえて日本語に訳せば「お母さん」「お母ちゃん」「おっ

かさん」だ。バングラデシュの人たちは泣くときは「お母さん」といって泣く。人前で泣くときに「ババゴー」とは聞いたことが

ない。ババは「お父さん」「お父ちゃん」「おとったん」である。 

母はバングラデシュの人々にとって、家族の中でも特別なのだ。私は子を持つ父であるが、父は「悲しい存在」である。部

屋の中にも時々「マ（母）」という一文字の刺繍の額が飾ってある家が決して珍しくない。「ババ」という文字が刺繍で部屋

に飾られているのを、私は見たことはない。私の友人たちは、ほとんどがモスリムだったこともあるが、「マ（母）」の文字以外

には、アッラーのアラビア文字が飾ってあることも決して珍しくはない。「神格化」というと硬くなって大袈裟であるが、バン

グラデシュの人たちにとって、母はいつも手を差し伸べてくれる存在なのだろう。 

 

２〄母性と父性の違い 

厳格なアッラーのイメージは、私にとっては男性的、父性的で、戒律の厳しさが漂うが、バングラデシュの村人たちにとっ

ては、案外、そうではないのかも知れない。 
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バングラデシュのスーフィズム（神秘主義）イスラムの影響が今も色濃く残るタンガイルの村々では、私が頻繁に通い滞

在もした 1990 年代半ばまでは、「マールポットがいい」と公言する人たちが多かった。「マール」は「モン」（こころ）に近い

意味だと聞いた。恐らく、マールポットは、Wikipedia の「Haqiqa」の説明にあるスーフィズム（神秘主義）イスラムにおける

人生の ４つのステージである、① Shariat、② Tarigat、③ Haqiqat、④ Marifat のうちの Marigfat のことで、「最終的

な神秘的知識」と説明されているが、私は「こころの道」と訳したい。 

マールポットに対して、村人はよくショリオットということを口にする。ショリオットは Shariat のことだろう。ショリはイスラ

ム法のシャリアである。ショリオットとはコーランを規範として、それを尊び、モスリムの生活を送ろうとしている人たちを「あ

の人たちはショリオットだ」と村では呼ぶことがある。 

マールポットだからコーランを尊んでいないというのではない。マールポットはイスラム神秘主義ではもっとも尊ばれる状

態でもある。マールポットと自認する人たちは、村に複数いる「ピール」（イスラム神秘主義の聖者）を、コーランの教えととも

に尊敬しているのである。私にも尊敬していたピールがいた。ピールの話は別の機会に譲るが、私のピールは「アッラーの

アドール（尊敬し、愛しく）」を受けることの重要性を説いた。マールポットのシンボル的な存在が村のピールたちである。ピ

ールを「師匠（グルー）」として自分を「生徒もしくはフォロワー（シッショ）」とする関係を「ムリッドを結ぶ」という。 

D 村では、当時、乾期の冬になると「師匠」のピールを招いた「オローシュ」と呼ばれる歌会がよく行われていた。大抵は

家族のメンバーの病気が治ったことを師匠に感謝したりして、毎年決まった日に開催される。庭先にテントを張って、裸電球

を引き、地べたにひかれた藁や御座が、招待された村人たちの即席の席となり、男女の区別は設けられていたが、多くの村

人が集まっていた。オローシュにはD村とその周辺の村からピール数人が招待され、時には「プロ」の歌手や卓上オルガン、

太鼓、横笛などの楽隊がついたりする。そして、真夜中から明け方まで、参加者も自由に歌う。歌は、「ドア々ガン」（「ドア」は

同情とかあわれみ、「ガン」は歌で、同情、あわれみの歌と訳せる）、「ムンシディ―々ガン」（ムンシディーはイスラム神秘主

義においては、先生であるピールに導かれる、という意味がある）が歌われる。 

マールポットの人々に面と向かって聞けば、「アッラーは女性でも男性でもない」というだろう。アッラーに性がないことは

常識として共有されている。この点について、ネット々ミーティングを利用して A さんに尋ねてみた。「母は子供をアドール、も

しくはスネッホ（愛情）でシャション（コントロール）するが、父はニティ（規範）で子どもたちをシャションするのではないのか」

と尋ねてみると、「大体そのとおりだ、アッラーはすべての人々をアドールとニティでシャションするのだ」という答えが返って

きた。A さんの意見を一般化できないが、恐らく、バングラデシュの人々はきっと母性と父性には明確な違いを認めているよ

うに私には思われる。 

 

３〄母と息子の特別な関係 

バングラデシュでの母と息子の関係も大変興味深い。息子は成人しても母の前ではいつまでも「赤ちゃん」である。それ

を母も「よし」として受け入れている。一度だけだが、外に出て暮らしている息子が母のもとに帰ってきたとき、母が、手で息

子にご飯をたべさせていた。息子もそれを喜んで受け入れていた。私は驚いて「普通のことか？」と聞くと、「良くあることだ」

という。このことを A さんに確認すると「同居していない息子が帰ってきたときは、母が手でご飯を息子の口に運ぶことはよ

くあることで、それは息子が既婚、未婚、年齢には関係がない。娘に対してはしない」、と教えてくれた。 

A さんの二人の息子のうち、結婚した子供（A さんの孫）があり、「同居（といっても家族を実家に残してダッカで働き、週

末のみダッカから戻る単身赴任）の長男に対してはしないが、ダッカに住む次男が帰省する時には、Aさんの妻も次男に食

べさせることがある」と言っていた。ただし、電話での話であるが、バングラデシュ農業大学の准教授の L さんは「以前は男

の子が小学校の低学年くらいの時期まではそうするようだったが、大人になったら行なわず、今ではあまり見かけることは

できなくなった」と言っていた。きっと家族によって異なることなのだろう。 

母との関係は、母の兄弟と甥、姪との関係にも影響している。母の兄弟をママとよび、父の兄弟をチャチャ、母の姉妹をカ

ラ、父の姉妹をフフと、ドッキンチャムリア村では呼ぶ。ママからみると甥（バグナ）、姪（バグニ）の親戚関係である。甥や姪

は、チャチャではなく、圧倒的にママから様々な助言を受け、相談にのってもらう。同じ村に同居し、父との土地相続の件でも、

対抗関係になりやすいチャチャに相談する、ということを私はあまり聞いたことがない。それほどママの影響力は甥や姪に
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とっては大きいことがバングラデシュでは知られている。母を中心とする母方関係は、息子や娘にとっては、母同様特別な

関係を築いていることが多い。ただし、カラとフフはそれほどの違いはないことも知られている。 

 

４〄ベンガル文化の母性 

私が長期滞在した時にバングラデシュで強く実感した母性に対するこうした人々の特別な感情はどこから来ているのだ

ろうか。ベンガル文化、母性をキーワードにネット検索し、粟屋利江さんの論文（1995）を読むことができた。これは 1995

年時点のものであるから、その後の研究動向は不明であるが、「ベンガルの母性が植民地支配下のインドでの（ヒンドゥー）

ナショナリズム形成の核となった」という研究が論文となって紹介されていた。 

紹介論文の説明によれば、ベンガルの初期ナショナリストたちが、植民地支配へのイデオロギ－的対抗のために、ベンガ

ル文化的に特権的な位置を占めていた母性概念をとりあげたという。 母性が「シャクティ」（女性に結びつけられるパワー

であり、かつ女神をも意味する）信仰の偏在を確認し、植民地支配下で呻吟するベンガル／インドを遺棄された母親像と

重ね、その解放をめざすナショナリスト、つまり息子たちに闘争へのパワーの源泉として 「母性」が機能したというのである。

そしてインドの地は 「バーラト々マター」（母なるインド）として想念され〃「バンデー々マータラム」（母なる大地を讃える！） こ

とが〃（ヒンドゥー ） ナショナリズムのスローガンとなったのだそうだ。 

論文の紹介では、ヒンドゥー教徒に特有であるかのような印象を受けるが、私のバングラデシュでの経験からすると、そ

れは宗教を問わず、植民地時代にもベンガル地方には、母性に対する特別な意識があったのだろうと思う。その文化的ル

ーツをどこに求めたらいいのだろうか。 

 

５〄Mother Goddess（地母神）信仰 

 バングラデシュの考古学の遺跡からは、人、動物、仏像、神像を立体的に描いた赤土の素焼きプレートであるテラコッ

タが多く出土している。バングラデシュの古代のテラコッタ図柄を検討してみると興味ある点に気が付く。Saifuddin 

Chowdhury は、①  Mauriyan(317BC－２BC)、②  Sunga（187BC‐75BC）、③  Kusana(78AD－320AD)、④ 

Guputa（320AD－570AD）、④ Pre-Para と Pala（750AD－1174AD）の時代区分を設けて、112 の図（109 のテラッ

コタの写真と３つの図柄の絵）を材料に、テラコッタの図柄を分析している(2000)。  

Mahasthan 出土として掲載されている、Mauriyan と Kusana のテラコッタのプレート写真は 16 枚と少ないが、女性

の図柄のテラコッタが多く、それらはYakshniもしくはMother Goddessと呼ばれている。Mother Goddessは、日本語

では「地母神」もしくは「大地の母」と訳され、多産、肥沃、豊穣をもたらす神、大地の豊かさの体現とされる（Webilo 英和

辞典より）。この考古学的資料が語るところは、バングラデシュの地にヒンドゥー教やイスラムが確立されるはるか以前に、

地母神信仰がこの地で盛んであったことを示していることである。 

谷口晋吉さんが『ベンガルにおける部族カーストをめぐって〆一つの歴史的試論』という、大変興味深い論文を 2013 年

に発表されている。この論文のまとめで、アーリア文化の影響がベンガル地方に及ぶ、はるか以前から村の守り神として

「Gramdevota」(地母神)が祭られ、それが現在でもベンガルの村々で見いだされると、喚起されている。 

今では、バングラデシュのモスリムの村でこの地母神を祭ることは行っていない。しかし、タンガイルのモスリムの村では、

昔は、大木には精霊がやどると信じられていたようであり、地母神をここでも信仰していたと推測されるのである。私は、「マ

ゴー」に地母神と母性への特別な感情のつながりをどうしても想像してしまう。それは「ショナール々バングラ（黄金のベンガ

ル）」とタゴールが呼んだ、豊饒なベンガルデルタの大地には相応しいと思うのである。 
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■２）会員証言：『 1971 年 3 月にダッカで見たムジブル・ラーマン』 

     －ムジブル・ラーマン生誕 100 周年シリーズ No.６－ 

             福島応援プロジェクト代表          

長田満江 
 

※筆者はアジア経済研究所員。1971 年 2～6 月、ダッカ大学に研究員として滞在。 

 

 バングラデシュの 3 月は、毎日摂氏 1 度ずつ気温が上がる、と言われる暑さに悩まされるのだが、1971 年 3 月、暑

かったという記憶はない。この年、気温が高くなかったのではなく、緊迫した政治情勢のため、暑さを忘れたのであろう。 

 私は 1971 年 2 月半ば、アジア経済研究所から派遣され、当時東パキスタン(現バングラデシュ)にあるダッカ大学経

済研究所（メルマガ 71 号に寄稿の桐生稔氏も駐在)の客員研究員としてダッカに着任した。 

 

１〄東パキスタン自治権闘争とダッカ大学学生自治会  

1970 年 12 月に民政移管のための総選挙が行われた。ムジブル委員長率いるアワミ連盟（AL） が、自治権拡大の『6

項目綱領』を掲げ、国会の 300 議席そして東パキスタン割当 162 議席のうち、160 議席を獲得し、圧勝した。 

ヤヒア大統領、ムジブル AL 委員長、ブット人民党委員長の三者の間で、新憲法制定に向けて対話を進めていたが、『6

項目綱領』をめぐって鋭く対立、政治的緊張が高まっていた。ムジブル指導の下、地方では AL 党組織が、首都はダッカ大

学学生自治会が、『6項目綱領』運動を担っていた。1971年 2月には、大学の殆どの教官は危険を避けて田舎に帰り、授

業は殆どなく、学内で人の動きがあるのは学生自治会室だけであった。この政治情勢下、私は大学学内にある学生自治

会室を行き先とする毎日を過ごした。自治会室には、毎日学生達が集まり、「今日はどう行動するか」などを議論し、皆が一

所懸命に活動を行っていた。 

 

２〄 ムジブル々ラーマン AL 委員長、「レースコース大集会」で演説 

3月1日、ヤヒア大統領が、3日に予定していた新国会の

招集を無期限延期にすると発表した。東パでは怒りが溢

れ、各地で抗議の集会とデモが行われ、独立を求める要求

が高まった。2 日、ムジブルは東パ全域のハルタル(ゼネス

ト)を指示した。ムジブルは、東パ住民より圧倒的な支持を得

ており、カリスマ的な存在であった。 

3月 7日、ムジブはレースコースの大集会で、歴史に残る

演説を行った。 

 

3 月 7 日の ムジブル演説 

集会は、午後2時に始まる予定と発表されたが、午前中から続々と人が集まり始め、12時を過ぎるころにはレースコース

は、演台に向かって座り込む人々で埋め尽くされた。私はお昼前に下宿を出て、そこからレースコースまでリキシャ(人力車)

に乗って行こうとしたが、途中でリキシャを断念、人の流れにもみくちゃにされながら、会場の入り口に辿り着いた。この間、



日本バングラデシュ協会       メール・マガジン 72 号（2020 年 6 月号） 

5 

 

集まってくる人々は口々に「ジョイ々バングラ(ベンガル万歳)」「ジョイ々ムジブ」を叫び、実に楽しそうに、誇らしげに歩き、外

国人の私を見ると道を空けるように周囲に声をかけてくれた。こうして集まってきた人の中に、こん棒や竹槍を持っている人

は、私の見る限り、いなかったと思う。この日、会場に集まった人数は数十万人と言われている。会場に入れなかった人も多

く、一目ムジブを見ようと、会場周辺の木々に登った人を多く見た。 

会場に入ると、大学で見かけた学生が私を演台の前の、女性専用に作られた座席に連れて行ってくれた。そこにはアワ

ミ連盟指導者の家族が､子づれで座っている。演台との距離は近い。 

舞台上には、アワミ連盟系の学生連盟代表など、若い指導者が交代でマイクを握り、東パキスタン自治権拡大の『6 項

目綱領』などについて語りかける時間が続いた。予定時間をかなり超えて、ムジブル々ラーマン委員長の会場への到着が伝

えられた。一瞬、会場全体がどよめくような歓声と拍手がしばらく続き、やがて、ムジブルが舞台上に姿を現すと、会場は静

まり返った。 

ムジブルの演説は、最初は静かに、ゆっくりと語りかけるように始められた。その声は低いが暖か味のあるもので、聞く人

に強く訴える力を持つものであった。演説が進むにつれて、次第に聴いている人々に呼び掛けるようになり、聴衆がそれに

応えて声を出し、拍手をし、ムジブルと聴衆が対話をしているような印象であった。 

この日、ムジブルは「独立宣言」は行わず、非暴力々非協力を呼びかけ、最後に「この度の闘争は我々の解放の闘いであ

り、独立のための闘争である」と訴えた。集会参加者は「これからは自分達のことは自分達が決めるのだ」という思いで一

つになっていると感じた。 

 

３〄非暴力々非協力運動 

ムジブルは、総選挙で正統性を得た「6項目綱領」を踏まえ、非暴力々非協力運動を通じて「実質的な独立」を勝ち取って

いく考えであった。ヤヒア、ブットと三者間で会談を重ねても、この基本原則を譲ることはなかった。東パ戒厳令司令官以下

の交替人事が行われ、強硬派の軍人で固められた。そして西パより大量の兵員々武器などが搬送されていた。14 日、ムジ

ブルは、非暴力々非協力運動の 35 項目にわたる具体的指示を行い、実質的に東パの行政権を掌握しようとした。東パ内

の緊張は深まり、各地で抗議のデモ隊と軍隊との衝突が繰り返されていった。ダッカでは東パキスタン自治国家を象徴す

る「旗」を持ったデモ隊が「ジョイ々バングラ」(バングラデシュ万歳)と叫びながら、市内各地をデモ行進した。 

三者会談の行方については、楽観論と悲観論とに二分さ

れていた。AL 幹部や学生指導者達は悲観的であり、「軍が

武力弾圧を行ってくる」と焦燥感を募らせていた。今思うに、

彼らは軍内に情報網を持ち、軍の動向を正確に把握してい

たのである。すでにヤヒア側には、東パ政治勢力と話し合う

意向はなく、すべての流れは軍事弾圧に向かっていったの

である。 

 

 

3 月 19 日 独立を求める民衆 
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４〄 武力弾圧とムジブルの逮捕 

3月25日午前、ダッカ大学学内に人の姿はなく静まり返っていた。私は一旦、下宿に戻り、午後3時頃再び外に出ると、

AL 青年部の若者たちが、幹線道路にバリケードを築いていた。彼らは「今夜に武力弾圧を行う」という軍の動きを把握して

おり、戦車の進軍を阻止しようとしていたのである。私も、「いよいよ武力弾圧が始まるのでは」と思い、急いで下宿に戻っ

た。 

同夜、就寝中に大音響で目が覚めた。私の下宿はダンマンディの南端にあり、３階建ての最上階の３階にあった。部屋の

外がテラスになっている。テラスに出てみると、北方向200～300m先のEPR(東パ国境警備隊)本部兵舎や、反対側の南

東方向に約 500m 先のダッカ大学で、激しい銃撃が行われており、火の手が上がって空を紅く照らしていた。北北西約

1km 先にあるムジブルの私邸からも、大きな叫び声と共に銃声が聞こえた。その銃声が一段と大きくなり、四方に閃光が

走った。その時にムジブが逮捕されたのではないかと思う。 

私は、「何が起きているか、しっかりと観なくては」と、好奇心に駆られ、屋外の光景に見入っていた。そこへ同じ下宿の 2

階に住む白人男性が、「何事が起こっているのか？」とテラスに上がってきた。その男性が、あたりの様子を見るや否や、「危

ない！」と、私を自室に引きずり戻し、ベッドの下に「ジーッと伏せているように」と押し込んだ。そして自分も急いで 2 階の自

室に降り、ベッドの下に身を隠した。下宿の周囲々屋上には、銃弾が飛び交っていたのである。 

後になって知ったが、25 日にムジブルの側近達は、軍が私邸を襲撃すると知り、直ちに地下に潜るよう進言した。ムジブ

ルは「自分のために血を流したベンガルの人々を残して、ダッカを離れることはできない」と断った。軍が銃撃しつつ邸内に

踏込もうとすると、ムジブルは「銃撃を止めよ」と大声を張り上げ、「他人の家には、電話をかけてから訪問するものだ。自分

は逃げも隠れもしない」と述べた。軍は、黙ったまま、ムジブルを逮捕した。 

これこそ、ムジブルの『美学』だと思う。 
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■３）企業便り： 『 バングラデシュでの事業成長に向けた現地スタッフの日本研修』 

株式会社サンテック 

                         バングラデシュ支店長 

                               赤城 裕一 

 

 弊社サンテックは、1948 年設立の総合設備工事会社です。 

（１）1975 年にシンガポールに支店開設以降、アジア各国に現地法人、支店を展開してきており、９カ国目として 2016

年 12 月にバングラデシュ支店を開設しました。開設に向け準備を進めていましたところ、7 月にダッカ襲撃テロ事件が発

生しました。一時は支店開設の見直しも検討しましたが、受注済み工事への対応や今後の事業の可能性に鑑み、危機対

応策も準備して年末の開業に至りました。現在は、バングラデシュに進出した唯一の日系電気々設備工事会社として、総勢

約 80 名の体制で、業務を行っています。 

 

（２）弊社では、バングラデシュで現地スタッフ主体により、日本基準に準じた工事を施工できる体制の構築を目指してい

ます。2018 年に有望な若手スタッフを日本で長期技術研修（3 年前後を予定）させる取り組みを開始して、現在まで延べ

4 名を日本に研修生として受入れています。 

また、少子高齢化による日本での若手現場技術者の確保が難しいため、その対策の一環として、2018 年に、日本での

就業を前提に現地でバングラデシュ人社員を採用し、日本に転勤させる取り組みも開始し、昨年に第1期6名が日本で就

業しました。 

 

（３）研修生々日本就業者共に日本での受入れにあたり「企業内転勤ビザ」の在留資格を取得しています。「企業内転勤

ビザ」の要件が、海外事業所で 1 年以上の就業実績のため、以下の対応をしています。 

 々研修生については、1 年以上の支店在籍スタッフの中から、支店長が候補生を選抜。 

  研修生は、基礎的な日本語研修を現地で受けた後に日本に派遣。 

 々日本就業者については、現地就業 1 年間の研修（日本語、技術）修了後に、日本就業を前提と 

  して、新規に人材募集（大卒新卒者主体）。 

 々人材募集々現地研修については、IT 系人材募集々教育で実績のある日系企業に委託。 

  但し、技術研修教材については、当社関係部署主導で作成しました。 

 

今般の新型コロナウイルス禍のため、3 月 26 日以降バングラデシュは、実質的なロックダウンとなっています。そこで現

地発の情報に代わり、本年 1 月に長期技術研修生として来日した 2 名のバングラデシュ支店スタッフの感想文を紹介さ

せていただきます。 
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１〄ZHORA FATEMATUZ 

私はファテマ（ZHORA FATEMATUZ、ゾホラ ファテマ

トジ）と申します。専門は電気工学です。1 年間サンテックの

バングラデシュ支店で働いて、今年の１月７日に初めて研修

のため日本に来ました。私は今サンテックの埼玉県草加市の

社宅に住んでいます。 

６か月ぐらいバングラデシュで日本語の学校で日本語を勉

強しました。日本に来てから今まで日本語の勉強を頑張って  

います。日本語はとても面白い言語ですが、漢字はちょっと難しいです。私の趣味は本を読むことと映画を見ることと音楽

を聞くことです。日本に住みながら日本の人と日本の文化についていろいろなこと知りたいです。 

日本はとてもきれいな国です。町も道も電車もとてもきれいです。日本の人は勤勉で親切です。日本の生活は面白いで

す。初めて地下鉄を見てびっくりしました。日本の交通手段は簡単で便利ですがラッシュアワーの時電車がとても混んでい

ます。 

休みの日、私は日本のいろいろなところに遊びに行きます。最初の頃、私は御徒町のモスク（注 1 参照）にいきました。き

れいでした。浅草の浅草寺に行きました。その浅草寺で人のお祈りのシステムや大きいブッダを見ました。浅草寺の近くの

レストランでハラールラーメンを食べました。とても美味しかったです。上野の恩賜公園にも行きました。そこでたくさん桜木

を見ました。そこで日本のいろいろな屋台の食べ物を食べました。とても美味しかったです。私は東京ジャーミィ々モスク（注

２参照）に行きました。モスクは大きくてとてもきれいでした。 

本社で私は今、日本語能力試験（JLPT）を受けるため日本語を勉強しています。JLPT N3（注3参照） の単語と漢字と

文法を覚えています。次に私は AutoCAD（注 4 参照）の研修を受けます。本社のいろいろな仕事を習います。日本のいろ

いろな現場で働いて熟練した電気技師になりたいです。日本語を上手になって日本に長い時間働きたいです。いろいろな

ことを教えてほしいです。 

私の好きな日本の食べ物は、ラーメン、すし、やきとり、みそ汁 です。 

日本の京都と奈良の歴史的な場所に行きたいです。富士山にも登りたいです。中部山岳国立公園と日本アルプスや、広

島平和記念公園に行きたいです。 

（注１） 上野御徒町モスク（マスジド々アッサラーム）  

（注２） 渋谷区代々木上原にある日本最大のイスラム教寺院で、トルコ大使館の所属。 

（注３） N3 は、日常的な場面で使われる日本語をある程理解することができるレベル 

 （注 4）Auto Computer-aided Design コンピューターでの設計図作成システム々ソフト 

 

出身大学〆Rajshahi University of Engineering & Technology（ラジシャヒ工科大学） 
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２〄KHAN MD SWAPAN HOSSEN 

私は スワパン（KHAN MD SWAPAN HOSSEN、カー

ン エムヂイ スワパン ホセン）です。 専門は機械技術で

す。2020年1月7日に初めて研修目的で日本に来ました。

バングラデシュの支店から日本の本社に転勤しました。 

東京はとても忙しい街です。日本はたくさんの人が住んで

います。みんなとても親切です。今、埼玉県草加市に住んで

います。 

  

日本では日本語を勉強しています。そこでは日本語の挨拶や会話を練習していますが、日本語は覚えるがとても難しい

です。日本語の言い方は色々あります。それで漢字が全然読めません。現在、機械設備の見積りと内訳作成作業と数量表

の作り方を勉強しています。機械設備のことばを覚えるのがとても難しい。私の日本語能力は、今はそれほどではありませ

ん。 

日本語の工法や技能を学ぶために工事現場で働きたいです。日本で勉強したりトレーニングしたりすることで、よりオー

プンマインドになり、現実の世界での経験を積み、新しい知識を身に付け、学ぶことができると思います。日本で SEC（弊社

の英語略称です）のトレーニングは、バングラデシュや他の SEC プロジェクトの国で適用できる経験を積ませてくれます。 

トレーニング後は、SEC バングラデシュ支店やその他のプロジェクトで日本の労働文化を宣伝し、会社をより生産的で収

益性の高い会社にして行きます。私達の支店へ日本の労働文化を広げていき、より多くの顧客、来るべきより多くのプロジ

ェクト、バングラデシュ支店または SEC 他拠点のプロジェクトのためにより多くの仕事を行い、長期的に SEC で働き続け

ます。私は最善を尽くしますので、この日本語の感想文を私の言葉で書きました。もっといろいろ勉強したいです。 

日本は美しい国だと思います。日本のライフスタイルはとても面白くて便利です。特に日本の交通手段は便利です。 

 日本にはさまざまな有名な食べ物があります。日本で一番有名な味噌汁とコーヒーを飲みました。緑茶、紅茶、ミルクティ

ーも飲みました。焼き鳥、天ぷらラーメン、おにぎり、寿司も日本で有名な食べ物で、浅草ハラールレストランの近くで食べま

した。 とてもおいしかったです。うどんとそばは今までまだ食べていません。日本のくだものはとてもおいしいです。 

日本はとても美しい国です。私が行ってみたいところは、とてもきれいで日本の名所となっている駅、列車、道路、家です。

日本で、雪を見ました。桜はとても綺麗ですが、見たことがないです。私は登ったことがない山、富士山が好きです。この秋

には富士山に登りたいです。東京スカイツリーも見たいです。コロナウイルスは危険なので、今は行けません。   

 

出身大学〆Dhaka Polytechnic Institute, Dhaka（ダッカ工科短期大学）   
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■４）文化便り：『もし君の呼びかけに誰も答えなくても ひとりで進め』 

－ 映画『タゴール・ソングス』公開に寄せて － 

映画監督 

                           佐々木美佳 

  

 映画『タゴール々ソングス』を監督した佐々木美佳と申します。この作品は、私が大学生時代、タゴール々ソングに魅せら

れ、バングラデシュと西ベンガルを、タゴールの歌を探し求めてさすらったドキュメンタリー映画です。「なんと突飛な話なの

か」と思われる方もいらっしゃるでしょう。映画が出来るに至ったストーリーをご紹介します。 

 

１〄タゴール々ソングに魅せられて 

 私は東京外国語大学でベンガル語を学び、タゴール々ソングの歌い手である奥田由香先生の文法の授業の最終講義

で、初めてタゴール々ソングと出会いました。そのなんともいえない、ゆったりとしたメロディーと、自分からは遠く離れた世界

を想って歌っているような詩は、当時の私には、わからないなりにも、そこには何かがあると惹かれました。 

 その歌の秘密を知りたくて、私はタゴール々ソングを卒業論文のテーマに取上げ、ベンガルの人々に「タゴール々ソングと

は何なのですか？」「なぜタゴール々ソングが好きなのですか？」という風に尋ねて回りました。歌が好きな彼らは、何も知ら

ない私に、あれもこれもと様々なタゴール々ソングを教えてくれ、気が付けば、ベンガル語で『apni(あなた)』よりも

『tumi(君)』と呼びかけ合いながら、お喋りをしていることが多くなりました。タゴール々ソングとともに生きている人々がとて

も魅力的に映り、その人たちから目の前で「なぜ歌が好きなのか？」を歌いながら教えてもらうことによって、歌の魅力に少

しずつ近づいている心地よい感覚がありました。 

 
一面に広がる黄金の稲穂 

 

 

 

２〄気が付けば、映画の世界に 

 バングラデシュといえば、日本では多くが貧困問題や経済の文脈で語られています。しかし、それだけではなく、底抜け

に明るく魅力的な歌の世界があるのです。私の心の中に、この世界を多くの方々に知ってもらいたいという気持ちが、芽生

え始めました。 

書物での勉強から少しずつ離れ、気が付けば、私は映画の世界に入り込んでいました。私は映画を学んだ経験はありませ

んが、在学中に偶然手にした映画制作というチャンスを形にするために、七転八倒しながら、撮影に取組むこととなりました。

2017 年のロケに始まり、撮影期間にデング熱に罹患(！)しながらも、2 年弱の年月をかけて、本作品は完成しました。覚悟

はしていたものの、想像以上に苦労も多い映画制作でした。そんな私をしっかりと支えてくれたのは、 
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「もし君の呼びかけに誰も答えなくても ひとりで進め」 

というタゴールの強くて優しい歌でした。 

 

３〄まさかのコロナウィルス禍 

 2020 年、いよいよ日本で本作品を公開できるというタイミングで、まさかのコロナウイルスの流行により、映画の上映が

延期となってしまいました。私たち映画スタッフだけでなく映画業界全体が頭を抱える状況が続いています。私たちは、この

コロナ禍の最中にこそ、タゴール々ソングを届けることに意義があると考えました。そして「仮設の映画館」という取り組みに

参加し、劇場公開に先立ってオンライン上での公開をスタートさせました。 

vimeo という配信サービスを利用しました。（http://tagore-songs.com/temporary-cinema.html） 

アカウントとクレジットカードとを登録することで、視聴が可能となります。また撮影でお世話になった現地の方々にも、この

映画を視ていただきたいという思いがあり、今回映画をバングラデシュとインドでも配信することにしました。本作品が、日

本よりも厳しいコロナ禍を経験している、現地の方々にも心の安らぎを与えることができればと願っています。是非お知り合

いの方に映画を勧めていただければ幸いです。 

 全国的な緊急事態宣言も６月には解除され、本作品も東京にある「ポレポレ東中野」というミニシアターでの上映が始ま

りました。座席制限など感染対策に遺漏なきを期してのスタートです。まだまだ先が見えない中での劇場公開スタートです

が、上映館は順次全国 21 の映画館に広がっていきますので、お近くの映画館に足を運んでいただければ幸甚です。オン

ライン上での配信は継続いたしますので、皆さま、劇場とオンラインそれぞれご都合の良い方法で、是非映画『タゴール々

ソングス』をご覧いただければと思います。 

 

 未曾有の事態にあって私たちを励ましてくれるのは、詩歌ではないかと思います。100年以上の時を超えて、大人にも子

供にも愛され、歌い継がれてきたタゴール々ソングが、多くの方々の心に届き、胸の内に響くことを切に願いながら、この作

品を届ける努力を重ねてまいります。 

何卒、宜しくお願いいたします。 

 
村人と撮影チーム 
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■5）イベント、講演会の案内 

 

〇映画〆タゴール々ソングス  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々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

ル々ソング」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、タゴール々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 配給〆ノンデライコ 

 

※「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。 

 

全国の映画館、インド、バングラデシュでも上映されています。 

上映劇場 

 関東 

  ＜東京都＞ポレポレ東中野 

  ＜神奈川県＞ 横浜シネマジャック＆ベティ 

  ＜神奈川県＞ あつぎのえいがかんｋｉｋｉ 

  ＜神奈川県＞ シネマアミーゴ 

  ＜埼玉県＞ 深谷シネマ 

  ＜埼玉県＞ 川越スカラ座 

  ＜群馬県＞ シネマテークたかさき 

 中部 

  ＜愛知県＞ 名古屋シネマテーク 

  ＜長野県＞ 長野松竹相生座ロキシー 

  ＜長野県＞ 上田映劇 

  ＜長野県＞ 松本ＣＩＮＥＭＡセレクト 

  ＜新潟県＞ 新潟市民映画館シネ々ウインド 

  ＜新潟県＞ 高田世界館 

  ＜富山県＞ HOTORI × ほとり座 

  ＜石川県＞ シネモンド 

 近畿 

  ＜大阪府＞ 第七藝術劇場 

  ＜京都府＞ 出町座 

  ＜兵庫県＞ 元町映画館 

 中国々四国 

  ＜広島県＞ 横川シネマ 

 九州 

  ＜福岡県＞ ＫＢＣシネマ 

  ＜鹿児島県＞ ガーデンズシネマ 

 International 

  INDIA 

  Bangladesh 
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■６）『事務連絡』 

〇日本バングラデシュ協会の第 7 回総会は、コロナ感染予防対策等を勘案し開催が延期されてきましたが先の理事会で

7 月２５日(土) 11:00 より TKP 品川カンファレンス々センターで開催する事が決まりました。 

 会員の皆様には 6 月末ごろ開催案内を郵送させて頂きます。 

 本年度は Zoom での参加ご参加も考えておりますので宜しくご検討ください。 尚、本年度は諸般の情況から懇親会

は開催されません。 

 

〇協会行事々講演会等記録動画の開示〆  

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〆  

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、メール々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。宛先〆 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/ 

 


