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■1）巻頭言：『シライドホのタゴール』 

                                  東京外国語大学大学院教授 

元理事 丹羽京子 

 
シライドホに行く 

タゴールにとって大切な場所を挙げるとすれば、生家ジョラシャンコのあるコルカタと、生涯をかけて学園を発展させてい

ったシャンティニケトン、そしてシライドホ（現バングラデシュ、クシュティア県内）の三つになるだろう。このうちシライドホに

は 1890 年代のおおよそ 10 年間暮らしただけだが、この地がまさにタゴールを大詩人に育てたと言っても過言ではない。

タゴール家の所有する領地管理のためにこの地にやってきた詩人は、ここでバウルを始めとするベンガルの伝統文化を

「発見」し、典型的な農村風景や文化、そしてその詩的情緒を自らの文学的所産に取り込んでいった。まさにタゴールはこ

こで名実ともにベンガルを代表する詩人となっていったのである。 

そのシライドホにはぜひとも行ってみなければと思いながらなかなか果たせなかったのだが、十年ほど前にある人が連

れて行ってくれるというので一も二もなくついて行くことにした。いつもながらバングラデシュではタイトなスケジュールを組

むことになってしまうのだが、車を出せばダッカから日帰りでも行けるという。結局 4，5人の知り合いが車に乗り込んで夜が

明けるか明けないかの時分にダッカを出発した。ダッカからシライドホまでは 250 キロほどらしいが、途中フェリーで河を渡

るのでけっこうな長旅となる。目的の場所に着くと午後もすでに回っていた。 

 

黄金の舟 

クティバリ（Kutibari）と呼ばれるタゴールが過ごした邸宅は、ジョラシャンコの本宅よりは小ぶりだが堂々としたもので、

きれいに整備されていた。邸宅の裏にはポッダ河が流れ、物静かな農村風景が広がっている。あの喧騒のコルカタの中心

部で生まれ育ち、ここにやってきたタゴールがどれほど感銘を受けたかに思いを馳せる。邸宅の中はがらんとしているが、

上階のベランダに出ると、そこからポッダ河が見えるのが風情がある。 
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同行してくれた面々が、このテラスでタゴールがかの有名な「黄金の舟（Sonar Tari）」を書いたのだと言って、各々写真

を撮ってくれと真剣にポーズを取るのが可笑しい。実際には、タゴールはこのテラスで「黄金の舟」を書いたのではなく、そ

の名も「ポッダ」というハウスボートで書いたのだが、いずれにしてもポッダ河がこの詩を生んだのだから、それはどちらでも

よいのかもしれない。その「黄金の舟」はこのように始まる。 

 

空では雲がごろごろと鳴り、雨がざあっと降ってきた。 

わたしは岸にひとり佇む、なにも頼るものもなく。 

山のような、どっしりとした 

稲をすべて刈り取った。 

 

稲刈りを終えた「わたし」が山積みの稲とともに河岸に佇んでいる。河向こうには村があるが、こちら側には「わたし」以外

だれもいない。タゴール詩にしばしばあらわれる孤独な情景である。そこへなぜか知っているように思えるだれかが、舟を漕

ぎつつ通りかかる。「わたし」は舟を呼びとめ、稲を持って行ってほしいと声をかける。それに応えて岸に寄せた舟にすべての

稲を積み込んで、自分もそれに乗り込もうとすると―― 

 

場所はない、場所はない――この舟は小さいから 

わたしの黄金の稲でいっぱいだ。 

スラボン月の空を 

分厚い雲が行き交う、 

空っぽの河岸に 

わたしは取り残された―― 

すべてを持ち去った黄金の舟。 

 

不思議な詩ではある。この知っているような気がする船頭はだれなのか、なぜ「わたし」は黄金の稲をすべて渡した末に

取り残されてしまうのか、この詩にはそれこそ何通りもの解釈があり、さまざまな論争が繰り広げられてきたが、不思議を不

思議として受け止め、ゆったりと河の情景に浸るのもいいのではないだろうか。 

 

帰路のタゴール・ソング 

邸宅を出ると、地元の人がすぐそばにおもしろいものがあるというのでぞろぞろとついていく。そこにあったのは、すでに

廃墟となった古い郵便局で、タゴールがここに住み始めてからタゴールのためだけに建てられたものだという。真偽のほど

は確かめられなかったが、手紙魔と言ってもよいほどのタゴールのことだから、さもありなんとも思える。 

帰りの道ではフェリー乗り場が大混雑で思いのほか時間がかかり、道中ずっと歌をうたったり大声でしゃべっていた同

行者たちも最後にはぐったりと眠りこけてしまった。ひとりドライバーだけが眠気覚ましに歌を口ずさみながら運転を続けて

いる。「いい歌だね」と言うと、「これもタゴール・ソングさ」とドライバー氏。そうしてダッカに帰り着いたときには夜中の 2 時

を過ぎていた。 
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■２）寄 稿：『宮崎 IT 企業のバングラデシュ人材受入の挑戦』 

―B-JET 宮崎モデル（その２）－ 
株式会社 B&M 

荻野紗由理 
http://bandm.biz/home/ 

 

 私は東京の IT企業で勤務しておりましたが、父の設立した株式会社教育情報サービスが、2014年にバングラデシュで
の JICA 案件化調査事業に採択されたことをきっかけに、翌 2015 年に地元宮崎へ U ターンしました。それからは JICA
事業として e ラーニングシステムに関する現地調査、その後 2016 年 7 月に設立された（株）B&M にて、バングラデシュ
の IT 人材と地元宮崎の IT 企業とのマッチングを行っています。前月号では田阪氏より宮崎-バングラデシュモデルとその
形成についてご紹介いただきました。今月号では来日したバングラデシュ IT 人材や宮崎企業について、さらにご紹介いた
します。 
 
１．宮崎での受入実績 
宮崎では 2018年 4月にB-JET1期生の受入を開

始しました。その後、宮崎大学の留学プログラムに合
わせて半年に 1 回（4 月と 10 月）の受入を行い、
2021年 3月現在では 47人のB-JET生が県内で就
労しています。また 4 月には新型コロナウイルスによる
入国制限のため来日が遅れた 19 名が新しく県内企
業へ就労する予定となっております。これにより累計
24 社が B-JET 生を受け入れていることになります。 
また、日本就職をした 186 名のうち、一番多い就労

先は東京都の企業ですが、次いで 2 番目が宮崎県と
なっており、宮崎県民として、この結果をとても嬉しくと
らえております。 
 
 
 
２．宮崎企業はなぜ B-JET生を受け入れるのか？ 
それでは、なぜ宮崎企業が B-JET 生を受け入れるに至ったのでしょうか。一番大きい理由は、やはり人材不足です。宮

崎県は高校生の県外流出率が高く、県内の大学生が限られております。また経済圏も小さいため、中途の転職希望者も
多くありません。県内企業の方々は口をそろえて、「求人は出しているけど応募が無い」と言い、他の地域と同様、人材不足
は深刻な問題になっています。 
次の理由として、この宮崎－バングラデシュモデルでは JICA、宮崎大学、宮崎市と連携している取り組みだということで

す。宮崎県内のB-JET受入企業のほとんどは、B-JET生が初めての外国人社員です。県内企業にとって、人材不足の中、
国籍にこだわらず採用するつもりではあるが、どうやっていい外国人社員を見つければいいか分からないのが実情です。
そこで、産学官が連携した本取組は、外国籍社員の受入のハードルを下げるきっかけになっています。 

B-JET 生は、現地で毎期約 100 倍の倍率で選抜されているだけに、出身大学や技術力、日本語へのコミット力など、
JICA によるスクリーニングのノウハウを経て、日本企業で活躍を期待できる人材が集まっていると実感しています。 
また、本取組の特徴として、宮崎に就労する B-JET 生は来日後、宮崎大学の短期留学生として日本語学習と就職予定

企業でのインターンシップを行います。この間、B-JET生は宮崎大学の留学生寮に住み、ゴミの出し方やバスの乗り方など
日本社会の生活にも慣れていき、3 か月後に各企業へ就職します。このプログラムを地域の国立大学が行うことにより企
業側の安心感につながっています。 
こうした理由に加えて、B-JET 生は英語が堪能なため IT 領域での活躍が期待できることや、社内の活性化や多様化を

期待できることが採用に至るきっかけとなっています。 
 

空港での歓迎風景 
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３．宮崎企業の受入実態と評価 
B-JET 生は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で就労します。就労する際の処遇、社会保険、税金など全て日本

人社員と同じ条件となります。 
受入れ企業側は、入社した後にも、彼ら/彼女らの活躍に向けて様々な工夫を行っています。母国や自分自身について

全社向けにプレゼンテーションをしてもらったり、社長直轄のチューターのアサイン、日々面談、継続した日本語学習を提供
したりなど、費用がかかるものから無料で取り組めるものなど様々な工夫をし、彼ら/彼女らが早く安心して活躍できるよう
に支援しています。 
昨年受入企業向けに行った調査では、技術力について期待どおりからそれ以上の評価をいただいており、社内で十分

戦力として活躍しているとのコメントもいただきました。他方で、今後の課題としては、日本語能力で、もっと頑張ってほしい、
との要望も出されました。社内エンジニアとして活躍するためには、日本語能力試験３級、顧客対応や日本人のマネジメン
トなども考えると日本語能力検定２級レベル、を求める声が多く聞かれました。 
 
４．今後の展開 
宮崎市では活躍支援業務として、来県した B-JET 生や受入企業向けにセミナーやイベントを行っています。中でも県内

高校で行っている、B-JET 生の英語によるプログラミング授業は B-JET 生や地域の高校生にとって掛け替えのない時間
となっています。 
宮崎で B-JET 生の受入を初めてまだ３年弱です。これからさらに来県したメンバーが活躍するよう、日本語学習や他の

エンジニアとの交流などの支援をしていきたいと考えています。また、地域で結婚や出産をするメンバーも出てきており、プ
ライベートのサポートも必要となってきました。全国を先んじた雇用促進の取組みを強みとして、引き続き活躍促進や充実
した生活に向けた支援を行っていきたいと考えています。 
 
 
 
 
 
■３）寄 稿：『ダッカ大学修士課程に 2 年間学ぶ』 

外務省南西アジア課主査 
（バングラデシュ担当） 

宇野杏里 
１．ダッカ大学開発学部修士課程に学ぶ 

外務省のベンガル語研修は、これまでインド・西ベンガル州で行われてきました。私は、外務省で初めてバングラデシュ

でベンガル語の研修をしました。 

２０１２年７月から２０１４年７月までの２年間、ダッカ大学現代語学研究所や語学学校で日々ベンガル語を勉強する傍ら、ダ

ッカ大学開発学部修士課程に在籍し、学習する機会を得ました。本修士課程は、開発学部以外の学部を卒業した学生/社

会人向けに一から開発学が学べる夜間コースになっており、経済学部や政治・社会学部など文系の学部を卒業した学生

から、医学部や環境学部など理系の学部を卒業した学生も学んでいました。 

また、クラス全体の半分以上が、国際機関、銀行、シンクタンク、通信会社、NGO 等で働く社会人であり、子育て中の専

業主婦もいるという、多種多様なバックグラウンドを持った、男性３０名、女性１０名程度のクラスメートがそろっていました。

そんな個性あふれるクラスメートでしたが、卒業後には海外の大学でダブルマスターを目指す者や更なる昇進や転職を目

指す者がほとんどで、意識の高い人が多い印象を受けました。 

クラスメートの多くは、卒業後、国際機関、政府機関、民間企業、NGO等で活躍していますが、女性の中には結婚して米

国やカナダで共働きしている者もおり、今も交流が続いています。 

 

２．ダッカ大学の修士課程：授業と試験 

授業は１８時３０分から２１時３０分まで週４回の予定でしたが、授業が時間通り始まることは一度もありませんでした。また

２年目からは、社会人学生からのリクエストとハルタル（２０１４年１月の総選挙前の野党によるデモ活動）の影響のため、週
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末（金、土曜日）にまとめて授業をするという日本では考えられないぐらい、頻繁に授業日時が変更される状況でした。それ

にもかかわらず、社会人の同級生達が退社後に大渋滞の中何時間もかけて大学に通い、授業に出席していた真面目な姿

が印象に残っています。授業日時の変更や課題・宿題は、メールや SNS で来ることもありますが、Facebook で急な連絡

が来ることもあり、Facebook のアカウントを持つことが必須でした。 

留学中に一番驚いたのは試験中のカンニングの酷さでした。同級生達は皆仕事をしながらも、課題もきちんとこなし、プ

レゼンをすれば時間オーバーになるぐらい英語で雄弁に説明していました。良い結果を出せるはずなのに、何もカンニング

をしなくてもと、残念に感じました。２０１３年後半から２０１４年１月の総選挙まではハルタルの影響で授業が行われないこと

も少なくありませんでした。そこで同級生達が皆で「予定通りに試験を終わらせ修士号を取得したい」という気持ちを指導

教授に懇願し、結局、試験の日時も修士論文提出期限も予定通り設定され、総選挙の影響で先延ばしになることもなく、２

年間の修士課程は無事に修了しました。 

 

３． 複雑な入学などの手続き 

 ダッカ大学の入学のためには、もちろん入試がありますが、試験に合格して終わりではありません。外国人は、バング

ラデシュの外務省、教育省、内務省からの許可が必要となっており、各省に申請書類が回っていくので、入学手続きには

非常に時間がかかりました。 

大学での手続きにおいても教務課に提出する書類、開発学部に提出する書類、さらに現代語学研究所でベンガル語を

勉強していたので、同研究所に提出する書類がある他、大学構内にある銀行に何時間も並んでの入学金の支払い、寮に

住まなくても寮から学生証を受け取らなければならず、入学手続きをするのに、広い大学構内のあちらこちらを連日回らな

ければなりません。教務課の外国人入学手続きの担当職員は不在にしていることもしばしばで、入学手続きだけでも大変

な苦労でした。ようやく入学手続きを終えたと一安心したところで、毎回の期末試験の前に教務課、開発学部に書類を提

出し、銀行での試験料の支払いをする必要がありました。卒業証書や成績表を入手するにも更に複雑な手続きがあり、クラ

スメートや開発学部の事務職員など多くの親切なバングラデシュ人の手伝いなしには手続きを終わらせることも就学もで

きませんでした。 

 

４．ホームステイ生活とホストファミリー 

 ダッカ大学留学中は、クラスメートの実家にホームステイをしていました。３食のカレーや停電、水シャワー、冬場のガ

ス停止など慣れないことも多かったですが、それ以上に家族の一員のように受け入れてくれ、各種記念日や宗教上のイベ

ント、結婚式から親戚の集まりまで、様々な行事に参加させてもらいました。バングラデシュにいるときはもちろん、今でも心

配して毎週のように連絡をくれる友人やホストファミリーには本当に感謝しています。ダッカでの就学と大使館勤務を終え、

東京に戻り早２年が経過しようとしていますが、お節介過ぎるほどの親切心がとても恋しくなります。 
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■４）理事連載『バングラデシュの独立に寄りそう（1971 年 4 月）：亜大陸が動き出す』 
  －バングラデシュ独立・国交 50 周年記念シリーズ No. 10－ 

                                 理事 太田清和 
 

１．武力弾圧と国際世論 
（１）70 年 11 月のサイクロンに続き、71 年 3 月には国軍の武力弾圧がトップニュースとなって、東パキスタンは世界に衝
撃を与えた。 
国軍が、無防備の自国の住民/婦女子に至るまで殺戮/暴行を行うのは、非人道的で極まりなかった。また国軍が、選挙

で選ばれた国民の代表を武力で圧殺するのは、民主主義の原理に反していた。 
国際世論は、国軍の暴挙への憤りで沸騰した。ムジブル/AL が、ガンジーの非暴力不服従運動に倣って非暴力非協力運
動を進めていただけに、国軍の残虐性/反民主性が浮き彫りとなった。 
 
（２）国軍の作戦名称”Operation Searchlight”は、アワミ連盟(AL)指導者、急進的な学生など、反パキスタン分子をあぶ
り出すことを目的としているかの印象を与える。しかし実態は、東パのほぼ全住民が AL を支持していたため、作戦対象が
全住民となってしまい、無差別攻撃の様相を呈することとなった。国軍が、国軍内のベンガル軍人を『駆除』し、自国の治
安機関である東パの国境警備隊と警察を『襲撃』したことも、余りに異常であった。 
 
２．武力弾圧と国際社会 
（１）国際政治の世界では、東パ問題を直接取上げることが出来なかった。国際社会には伝統的に『内政不干渉の原則』
があり、国連憲章にも書き込まれている（第２条 7 項）。 

3月28日、ウ・タント国連事務総長は、印パ代表と別個に会い、東パキスタン問題を協議した。国連としては、「東パ側か
ら独立宣言と国連加盟申請があるまでは、東パ問題はパの内政問題と考えざるを得ない」との立場にとどまった。 
 
（２）ヤヒアは、3 月 30 日付けで各国首脳に親書を送付し、東パ問題に関する内政不干渉の原則につき各国に支持を求め
た。ヤヒア親書の狙いは、東パの今次事態につき、①印の内政干渉により引き起されたと、印に責任転嫁をする、②各国の
目をパの武力弾圧からそらす、②国際社会の東パへの干渉を阻止することにあったとみられる。 

4 月 2 日、米国務省は、武力弾圧に憤激する米国内世論下にあって、東パ問題はパの内政問題であるとの見解を発表
した。5 日、旧宗主国の英国のヒューム外相も、下院で東パ問題に不介入の立場を表明した。西側諸国内には、「東パ問題
は内政問題ではあるものの、不干渉原則への支持を求め、支持を得ることが解決に資すものであろうか」とする国も少なく
なかった。日本もその１国であった。 
 
（３）4 月 2 日、ソ連のポドゴルヌイ最高幹部会議長はヤヒアに親書を寄せ、「武力弾圧を止め、平和的政治解決を図るよう」
求めた。この申入れは、パの内政に大きく踏込んだ点で、異例のもので、国際社会を驚かせた。ソ連は、印の求めに応じ、対
中考慮もあって発出したとされる。5 日、ヤヒアは内政干渉であると強く反発する返書を送った。 

4 月 12 日、周恩来はヤヒア宛に親書を送り、「ヤヒアの措置は、パの国家の統一を維持するため賢明な措置であり、印
はパの国内問題に介入すべきでない」との立場を述べた。この親書はパが中国に懇請して発出されたとされる。 

4月21日、周恩来はヤヒア経由で「米中関係改善に向けて、ハイレベルの直接交渉のためキッシンジャーなど米特使を、
さらには米大統領を迎える用意がある」との極秘親書を送付し、ニクソンとキッシンジャーを興奮させた。二人は、米国が戦
略的外交の道を切り拓いたと確信した。 
 
（４）印は、米中パの動きを警戒しつつ注視していた。 

1970年 10月、ニクソンはヤヒアに対し、米が第 2次印パ戦争以降凍結していた対パ武器援助を再開すると伝達した。
中パは伝統的に友好関係にあったが、70 年 11 月のヤヒア訪中によって中パ関係は一層緊密化した。 
印ソは対中脅威心を共有していた。69 年 5 月（中ソ国境衝突の直後）、印ソ首脳間で相互援助条約に向けて交渉するこ
とに合意したが、具体的な進捗はなかった。印は、東パの武力弾圧と難民流入を受け、印ソ条約の交渉復活を持出し、ソ連
への説得を開始した。 
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３．印の対応 
（１）印は、パ国軍が動く可能性はあり得るとみていたが、ここまで徹底した武力弾圧を行うとまでは想定していなかった。印
国内、特に西ベンガルの世論が沸騰した。ガンジーは、機先を制して 3月 31日、議会に対し、⑤西パの武力弾圧の非難と
殺戮の中止、②東ベンガル人の民主主義の闘いへの連帯、を盛り込んだ決議案を提出、満場一致で採択を得た。 
 
（２）ガンジーは、国際社会のルールを遵守しつつ、東ベンガルを支援する方針を示した。 
タジウッデイン AL 書記長が 3 月 30 日に命からがら越境してきた。印国境警備隊に迎えられ、直ちにカルカッタ、そして

ニューデリーに移送された。4 月 3 日ガンジーはタジウッデインを引見し、可能な支援は惜しまないと述べた。 
 
（３）まずは臨時政府の立上げである。印国境警備隊の手配により、4 月 17 日、国境地帯のムジブナガル（国境よりメヘル
プール県内に 1km入った村、ムジブルに因んで名付けられた）で、印と外国プレスを前に、ムジブル・ラーマン大統領、ヌズ
ルル・イスラム大統領代行、タジウッディン首相によるバングラデシュ臨時政府の発足と独立を宣言する式典を挙行した。 
 翌 18 日には、カルカッタのパ総領事（東パ人）がバングラデシュへの忠誠を誓った。バングラ自由ラジオ放送も開始さ
れた。印は、国境を越えて逃れてくる、東パのベンガル軍人、国境警備隊、警察、そして難民を受入れた。4 月末には、パ国
軍が東パ全土をほぼ抑える形になった。印は、これら越境ベンガル人を解放軍に育成すべく訓練キャンプを設置した。 
 

 
1971 年 4 月 17 日  ムジブナガルでの独立宣言式 

 
（４）しかし印は、バングラデシュの承認は控えた。バングラデシュは、実効的支配など国家承認の要件を備えるには至って
いなかった。国際社会で承認する国はまずいない。印が承認すれば、国際社会で突出し、警戒心を招きかねないと自制し
た。 
     
４．日本の対応 
（１）4月 8 日、外務省は、東パ情勢に関し、①憂慮の念持って見守っており、速やかな平和的収拾を祈念する、②多数の死
傷者が出ており、人道的見地から国際的救済活動に参加する用意があるとした。 
 
（２）4 月 9 日、曽野明駐パ大使は、次の通り、意見具申した。 
・東パ情勢は、国軍の考え通りに動いてはいない。 
・仮に武力弾圧が成功しても、東パは実質的に別個の存在となっていく可能性が高い。 
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・中ソが東パの存在をめぐり綱引きを行っており、英米は人道的援助で東パ民衆の心をつかもうとしている。 
・東パ民衆は極めて親日的であり、わが国国民はサイクロン以来、東パ民衆に同情的である。 
・わが国としては、東パ民衆への同情を表明し、難民支援、復興援助を行うと言明し、東パ民衆の心をつかむべきである。 
・東パ事態が安定化するまでは、対パ新規援助は延期するべきである。 
 

（３）4 月 15 日、フセイン駐日大使（東パ出身・陸軍軍人）は、本国の訓令に基づき、ヤヒアの佐藤総理宛親書に対する回
答を得たいとして、愛知外相と会見した。愛知外相は次の通り述べた。 
① 東パの事態に深い同情を有している。 

 ② パキスタンの現在の事態はパキスタン自身で解決すべきもの。 
③ 国連事務総長の言う通り、パ政府より要請されれば、人道主義の見地から、何らかの援助を考慮したい 
この愛知外相の発言で注目されるのは、「パの内政問題と考える」との表現が使われていないことである。また「パキス

タン自身で解決すべき」との表現には、「ムジブル/AL も含めたパキスタン全当事者で解決すべき」という意味が込められ
ている。控え目で慎重な外交的表現ながら、ヤヒアが望んだ回答は与えなかった。 
 
（４）4 月 28 日、ブットーは曽野駐パ大使に、沈痛な面持ちで、率直に次の通り語った。 
「昨夜ヤヒアと会談したが、情勢はよくない。10～15 日間で東パは処理できると考えていたが、東パ国境警備隊が寝返

ったなどの事情で、まだ時間がかかりそうだ。あと２～3 週間もたてば片付くと思うが、予期していたより情勢は悪い。」 
   
 

■５）イベント、講演会の案内 
 

第 36 回講演会（オンライン）のお知らせ（2021 年 5 月 9 日【日曜】開催） 

 

講演 1972 年のバングラデシュ 

     ～フォーク・ソング（バウル）とシャプラニール～ 

講師  福澤郁文 グラフィックデザイナー 

シャプラニール=市民による海外協力の会シニアアドバイザー 

主催  (一社) 日本バングラデシュ協会 

共催 （NPO 法人）シャプラニール＝市民による海外協力の会 

 

今回は「1972 年のバングラデシュ～フォーク・ソング（バウル）とシャプラニール」と題して、シャプラニール(当時はヘル

プ・バングラデシュ・コミティ＝ＨＢＣ）の創設メンバーの一人である福澤郁文氏にお話を伺います。 

「バングラデシュ復興農業奉仕団」の一員として 1972 年にバングラデシュで活躍され、その経験からシャプラニールの

創設に携われました。現地で見聞きしたバングラデシュの民族音楽についてお話を伺います。 

開催方法は ZOOM とさせていただきます。 

 

１．日 時 2021 年 5 月 9 日（日）14 時～16 時 30 分 

    オンライン（ZOOM）による開催 

２．申し込み先 グーグルフォームに必要事項を記載の上お申し込みください 

      （先着 100 名）（法人会員は一社２名まで） 

〇グーグルフォーム https://forms.gle/xurJyx84YJrEzMCe9 

（お申し込みの方に後日 URL とパスワードをお知らせいたします） 

＊参加希望の方は 4 月 28 日までにお申し込みください 
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３．講師のプロフィール   

福澤郁文氏は 1947 年生まれ。長野県出身。武蔵野美術大学卒。 

グラフィフィックデザイナーの仕事に携わりながら、「バングラデシュ復興農業奉仕団」の一員として独立直後の 1972

年にバングラデシュに数か月間滞在し、チッタゴン方面の農村で活躍した。帰国後の 1972年 9月、『シャプラニール＝市

民による海外協力の会』の創設に尽力。一方でベンガルのタゴールソングや吟遊詩人バウル等の民族音楽に深い関心を

持ち、2003年のシャプラニール創設 30周年記念事業として、バングラデシュで著名なラロン歌手フォリダ・パルビーン一

行を日本に招聘した。川内有緒著『バウルを探して』の本のはじめの一人として登場。バウルに限らず、ラロンソングやバン

グラデシュの大衆芸能・芸術をこよなく愛する。 

現在シャプラニールのシニアアドバイザー。 

 

 

 

 

■６）『事務連絡』 
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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