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社会文化体験演習「フィールドワークを通じた国際理解」
――2019 年度の活動紹介――
寺 内 大 左
東洋大学社会学部

はじめに
東洋大学社会学部社会文化システム学科は、「グローバルな視野をもって地域社会に貢献す
る人材の育成」を目標として学科教育をおこなっている。この目標を実現するために、2012 年
度から、現場での学びを重視した科目「社会文化体験演習」を新設した。2013 年度からは、学
生たちがこの科目の履修を開始した。
「社会文化体験演習」科目はフィールドワークを重視する
国際理解分野とキャリア教育を重視するキャリア分野の 2 つの分野に分かれている。本報告書
は国際理解分野の 2019 年度の活動報告書である。
私たちは暮らしのなかで様々な国際商品（モノ）を消費している。途上国でモノが生産され
ている場合、環境問題、貧困・人権問題など様々な問題が引き起こされている場合が多い。そ
して、私たち日本人はそうとは知らずにそのモノを消費している。本プロジェクトの第 1 の目
標は、学生たちがモノの生産地（途上国）と消費地（日本）でフィールドワークを実施し、モ
ノを通して私たちの日常生活と世界、とりわけ途上国の人々が繋がっていることを理解するこ
とである。そして、モノの生産現場の様々な問題に対する当事者意識を養うことである。さら
に、ただモノの生産と消費を通した日本と途上国の関係について学ぶだけでなく、途上国の生
産者が普段どのような料理を作り・食べ、どのような衣装を着て、どのような住居に住み、ど
のような社会関係の中で生活を営んでいるのかといった異文化社会を学ぶこと、そして、その
学びから自文化社会を相対化することが第 2 の目標である。第 3 の目標は、国内・国外でのフ
ィールドワークを通して、また、国内・国外でフィールドワークの結果を発表し、参加者と議
論することを通して異文化コミュニケーション能力（言語力、表現力、異文化理解能力）を向
上させることである。
2019 年度も、2018 年度と同様に 1980 年代から急速に国際商品化し、南北問題や環境問題
などのグローバルな問題群と密接にかかわる「エビ」を題材に、エビの消費現場である日本と、
エビの生産現場であるインドネシアにおいて、学生たちがフィールドワークを実施した。以下
から 1 年間の活動の概要を紹介する。
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I 国内におけるフィールドワーク
春学期と夏休みの期間、学生たちは国内フィールドワークを実施した。国内フィールドワー
クでは、インドネシア・フィールドスタディの活動内容と学生たちの興味関心に合わせて、1）
海老部、2）在日ムスリム班（モスクチーム、ファッションチーム）
、3）食文化班、4）共生サ
ポート班を組織し、班ごとに調査を実施した。国内調査の結果は、インドネシア・フィールド
スタディ中にハサヌディン大学のインドネシア人学生に向けて英語で発表した。本報告書では
発表時に使用したパワーポイントスライドとスピーチ原稿を第 1 節国内調査結果報告に掲載し
ている。調査結果の詳細はそちらを参照していただくとして、ここでは各班の国内調査の概要
を説明する。
その他の国内活動として、教員・学生全員で大塚にあるモスク（イスラーム教徒の礼拝所）
を訪問し、同モスクを管理運営する宗教法人日本イスラーム文化センターの方々に活動内容を
講義していただいた。また、早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンターのボルネオプロジ
ェクトの方々との交流会も行った。さらに、株式会社オルター・トレード・ジャパン（PT. Alter
Trade Japan）社（以下、ATJ 社）の山下万里子氏を外部講師として招聘し、講演をしていた
だいた。これらの活動についても紹介する。
1．海老部

1

海老部は、家庭で食されるエビ料理（エビフライ、エビグラタン、エビチリ）のエビの流通
加工について調べたり、国内のエビ養殖現場を訪問し、聞き取り調査を実施した。海老部の学
生 4 人は、自身の家でエビ料理を食べるとき、どこで、どのような加工状態のエビを購入して
いるのか、そのエビはどこ産のエビなのかを調べてみた。結果、スーパーで「むきエビ」や「冷
凍食品」のものを購入していること、原産国はインドネシア、タイ、中国、インドで、全て海
外の熱帯地域から輸入されているエビであることが分かった。以上の事実から、改めてエビを
通して日本人は海外と繋がっていることを実感することになった。
国内のエビ養殖事業は山口県や沖縄県などの暖かい地域で行われている。しかし、海老部の
学生は豪雪地帯である新潟県にエビ養殖事業を行う企業が存在することを知る。その企業は
IMT エンジニアリング株式会社といい、屋内型エビ生産システムを開発し、
「妙高ゆきエビ」
というブランドで国産エビを販売していた。学生は 1）新潟県でエビ養殖事業を始めるに至っ
た経緯、2）寒冷地域におけるエビ養殖方法について、3）輸入エビが多い国内市場での国産エ

1

海老部だけ「班」ではなく、
「部」を使用している。その理由は学生に「海老部」と書いて
「シュリンプ」と読むのだというこだわりを持っているからであった。学生たちが楽しみなが
らやっているということで、
「海老部」を採用した。
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ビのマーケッティングについて知るためにその会社を訪れ、インタビュー調査を実施した。
2．在日ムスリム班（モスクチーム、ファッションチーム）
ムスリムとはイスラーム教を信仰する人々のことを指す言葉である。在日ムスリム班は、モ
スクの役割や在日ムスリムの方々にとってのモスクの意味を調べるモスクチームと、在日ムス
リム女性、特に在日インドネシア人女性のファッションを調べるファッションチームに分かれ
て調査を実施した。
上述のように、教員と学生全員で大塚のモスクを訪問し、宗教法人日本イスラーム文化セン
ターの方々から大塚モスクの設立の経緯や様々な支援活動の内容を聞かせていただいた。それ
がきっかけで、モスクチームはモスクの役割や在日ムスリムの方々にとってのモスクの意味に
興味を抱くようになった。その後、モスクチームだけで大塚モスクを訪問し、大塚モスクが行
う池袋でのホームレス支援に参加するなど様々な支援活動に参加し、参与観察を行った。学生
たちはムスリムの方々と私たち日本人とでは「支援」に対する感覚の違いみたいなものを感じ
取ったようであった。また、大塚モスクには南アジア、中東、アフリカ諸国のムスリムの方々
が集っており、イスラーム教を共通項にしたトランスナショナルな場に学生たちは驚いている
ようだった。調査活動を通して、当初、学生たちは「イスラーム国」の報道などから「イスラ
ームは怖い」といった漠然としたイメージを持っていたようだが、そういったイメージが変わ
ったと言っていた。
ファッションチームは女子学生 3 人で組織されたチームである。ムスリム女性は髪や肌、女
性の身体ラインを隠すためにヒジャブを着用する。女子学生は普段、服装や化粧でオシャレを
しているわけだが、ムスリム女性は日本人のように自由にオシャレをできるわけではない。ム
スリム女性の方々がどのように服（服の色）や化粧品を選択し、どのように服を着こなしたり、
化粧を行っているのかという点に学生たちは興味を抱いた。在日インドネシア人の女性の方に
聞き取り調査を実施し、その結果を女子学生の感覚と比較しながら、考察を行った。
3．食文化班
食文化班は、インドネシアの料理について学んだ。学生たちは調査の一環でインドネシア料
理店に赴き、インドネシア料理を食べてみたのだが、飲み物の甘さに驚いたという。そして、
インドネシアの方と日本人には甘さに対する嗜好に大きな違いがあるのではないかと感じた。
そして、カルピスの原液と水の比率を変えたジュースを 4 パターン準備し、インドネシア料理
店の店員の方に飲み比べをしてもらった。結果、インドネシアの方は日本のカルピス社が標準
とする比率よりも原液の量が多い甘いものを好むという結果になった。なぜ日本人とインドネ
シア人とで味の好みにはっきりとした違いが生まれるのか。この問いに対する回答は導き出せ
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なかったが、食文化の違いを考える一つの切り口（視点）に気づくことができた調査となった。
4．共生サポート班
日本に滞在する外国人が増えている状況にある。文化をはじめ母国と様々な違いがあること
から、外国人が日本社会で暮らすことは容易ではない。共生サポート班は、在日外国人の生活
をサポートする日本の体制がどのような現状にあるのかという点に興味を抱き、調査を行た。
まず、学生の地元の役場を訪問し、地元行政の在日外国人のサポート体制を調査した。また、
近年外国人技能実習制度を利用して外国人技能実習生を雇用する企業が増えているわけだが、
宮城県気仙沼市の水産加工会社に、外国人技能実習生のサポートの実情について聞き取り調査
を実施した。また、外国人技能実習生が日本語を学ぶことをサポートする公益社団法人日本イ
ンドネシア経済協力事業協会成田研修センターでも聞き取り調査を実施した。さらに、外国に
ルーツを持つ子供の日本語学習をサポートする NPO の活動にも参加し、参与観察を行った。
その結果、外国人技能実習生を雇い入れる民間企業や NPO が積極的に在日外国人の生活のサ
ポートを行っていること、NPO は人手不足の状態であること、行政のサポート体制が立ち遅れ
ていることなどが明らかになった。
5．大塚モスクの合同調査（5 月 24 日）
教員と学生全員で大塚モスクを訪問し、宗教法人日本イスラーム文化センターの方々に活動
内容を講義していただいた。東日本大震災での支援活動、池袋におけるホームレスの支援活動
など様々な支援活動を行っていることを知り、学生たちは驚いている様子であった。
また、大塚モスクの合同調査の日が断食月であったため、日没後の礼拝と日没後の最初の食
事であるイフタールをご一緒させていただいた。モスクにはインドネシア出身のイスラーム教
徒だけでなく、パキスタン、バングラディッシュ、アフリカ各国のイスラーム教徒が集まって
おり、国際的な空間となっていた。学生たちは初めての体験に戸惑いながらも、多くのイスラ
ーム教徒の方々と交流することができていた。
合同調査後の振り返りの時間で、学生から「ムスリムの方々はイスラーム教に厳格に従って
いるイメージがあったが、お話を聞いてムスリムの方々はマナーという感覚で当然のように行
っており、私たち日本人が日常生活でマナーとして行っていることと同じような感覚なのでは
ないか」という感想を聞くことができた。
「宗教」という枠から捉えるのではなく、日常生活の
実践レベルから実態を捉え、比較する視点を学んだようであった。
6．早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンターのボルネオプロジェクトの方々との交流会
社会文化体験演習（国際理解分野・キャリア分野）と同じように、学生が海外で活動する団
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体である早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンターのボルネオプロジェクトのメンバーと
6 月 28 日に交流会を行った。各分野・団体の活動紹介と個人の体験に基づく発表を行い、発表
の後は各自自由に意見交換を行った。学生たちは他分野・他団体の活動に刺激を受け、モチベ
ーションが上がったようであった。
7．株式会社オルター・トレード・ジャパン社の山下万里子氏の講演
株式会社オルター・トレード・ジャパン社（ATJ 社）の山下万里子氏を外部講師として招聘
し、ATJ 社と ATJ 社の株主生協が共同開発したエコシュリンプという商品について説明して
いただくと同時に、ATJ 社が行っている「民衆交易」について講演をしていただいた。民衆交
易とは生産者と消費者の顔が見える関係を重視する交易のことである。ATJ 社は生産現場の環
境に配慮し、生産者に利益を還元すると同時に消費者に安全な食材を届ける交易を行い、さら
に生産者と消費者が交流する機会も作っている。インドネシア・フィールドスタディでは、こ
のエコシュリンプの養殖現場や加工工場を見学することになっている。

II インドネシア・フィールドスタディ
2019 年 11 月 2 日～12 日にかけてインドネシア・フィールドスタディを実施した。フィール
ドスタディに参加したのは 3 年生 2 人、2 年生 14 人の計 16 人である。訪れたのは南スラウェ
シ州パンカジェネ・クプラウアン（通称、パンケップ）県ラバカン郡マナック村とマカッサル
市、東ジャワ州シドアルジョ県、バリ島である（図 1）
。フィールドスタディの活動日程は表 1
のようになっている。

図1

インドネシア・フィールドスタディで訪れる場所
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2016 年度から 2018 年度までは、おおよそ東ジャワ州シドアルジョ県で 5 泊 6 日、南スラウ
ェシ州で 2 泊 3 日、バリ島で 1 泊 2 日のスケジュールであった。しかし、2019 年度は南スラ
ウェシ州で 5 泊 6 日、東ジャワ州で 2 泊 3 日、バリ島で 1 泊 2 日と、南スラウェシ州での活動
に重きを置くようにした。その理由は南スラウェシ州のマナック村にホームステイできること
になったからである。現地カウンターパートの一人であるゴロンタロ大学のアジズ先生の全面
的サポートのおかげで、アジズ先生の故郷であるマナック村で 3 泊 4 日のホームステイが実現
した。この村は水田農業とエビ養殖業を主生業としており、人々はイスラーム教を信仰する一
方で、ブギス・マカッサル人の民族の伝統文化が残る村である。南スラウェシ州はブギス人と
マカッサル人が多く居住する地域である。両者は地理的にも文化的にも近い民族であることか
ら両者を包括してブギス・マカッサル人と呼ばれることもある。
以上のような活動場所・活動期間の変更に合わせて、活動目的と活動内容も以下のように変
更した。2016 年度から 2018 年度までは東ジャワ州シドアルジョ県で、1 つ目の学習目標であ
る「エビを通した日本人とインドネシア人の繋がりを理解する」ことを念頭に、エビ養殖従事
者とエビ加工工場女性労働者に聞き取り調査を実施していた。聞き取り調査では、1）エビ養殖
業・エビ加工工場労働という仕事について、2）その仕事を取り巻く人々の社会関係について、
3）エビ養殖従事者・エビ加工工場女性労働者のライフヒストリーについて質問した。事前学習
として『エビと日本人』
（村井 1988）と『エビと日本人 II――暮らしのなかのグローバル化』
（村井 2007）を輪読し、比較的しっかりした質問票を準備して聞き取り調査にのぞんでいた。
しかし、2019 年度は比較的長く村にホームステイできることから、この機会を最大限に生か
して、2 つ目の学習目標である「異文化社会を学び、自文化社会を相対化する」ことにより重
きを置いた聞き取り調査と体験学習を実施することにした。また、聞き取り調査では、質問票
を事前に準備するのではなく、学生が自由に調査テーマを設定し、現場での気づきをベースに
聞き取り調査の質問を考えるというやり方を採用することにした。以下に説明するようにイン
ドネシア・フィールドスタディでは様々なアクティビティがあるのだが、学生たちはこの村で
のホームステイが最も楽しかったと述べていた。
以下、活動の概要について説明していく。活動の詳細は本報告書の第 2 節フィールドスタデ
ィ活動報告をご覧いただきたい。
1．南スラウェシ州・マナック村およびマカッサル市での活動（11 月 2 日～8 日）
1）マナック村でのホームステイ
マナック村はマカッサル市から車で約 1 時間 30 分ほど北に移動した場所に位置している。
マナック村にホームステイしている間、村長と慣習法長への聞き取り調査、調査班ごとの聞き
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取り調査、エビ・サバヒーの養殖池と塩田の見学 2、モスクでの礼拝の体験、ニワトリの屠殺と
お別れ会を実施した。以下、それらの活動の概要を説明する。
①

村長と慣習法長への聞き取り調査
まず村長と慣習法長について説明する。インドネシアの農村地域には村長と慣習法長が存在

し、両者で村を統率していることが多い。村長は国家法に準じて行政課題に対応し、慣習法長
は慣習（法）に準じて伝統儀礼を司る。マナック村に到着した初日、慣習法長を含む慣習法委
員の方々にお話を伺うことができた。まず、マナック村が属すラバカン郡では田植えの前にマ
ッパリリという豊作を祈る儀礼が行われるという。この儀礼で慣習法委員が重要な役割を担う
ことになるのだが、興味深いのは慣習法委員とは別に「王」の家系が存在し、このマッパリリ
の日だけ王として扱われ、振る舞う人が存在することである。王も慣習法委員の方々も世襲制
で、先祖代々儀礼の中で各自の役割を担ってきたという。その他、地域の歴史や王国の話など
を伺った。
村長への聞き取り調査で、マナック村の概要を教えていただいた。マナック村の人口は 2,963
人（771 世帯）
、主な仕事は水田農業、エビ・サバヒー養殖業、塩田、商売などが存在するが、
エビ養殖が最も現金収入になるという。その他、出稼ぎとして地域外に出ている人も多く、男
性は東カリマンタン州やパプア州に出稼ぎに行き、女性もサウジアラビアまで出稼ぎに出てい
るという。村から海外にまで出稼ぎに出ていること、しかもそれが女性であることを聞いて学
生は驚いている様子であった。
②

各調査班の聞き取り調査
調査班に分かれて聞き取り調査を実施した。インドネシア・フィールドスタディ出発前に学

生たちの関心を聞いて、村の方の生業に興味を持つ「仕事班」、ムスリム女性の服装や化粧に興
味を持つ「ファッション班」
、伝統文化や宗教に興味を持つ「ハレノヒ班」
、料理に興味を持つ
「食文化班」を組織した。おおよそ国内調査班／調査テーマを継承する形で調査班が組織され
たことになる。ホームステイ中、学生たちは聞き取り調査を 3 回実施した。日本人学生 3～5 名
に対してインドネシア人学生 1 名を加えて 1 班を編成し、計 4 班が村内を歩き、出会った方々
に調査を依頼し、調査を実施した。調査は日本人学生が英語で質問し、インドネシア人学生が
その英語の質問をインドネシア語に訳すという形で行った。
調査班ごとの聞き取り調査では、
「異文化社会を学び、自文化社会を相対化する」、言い換え
れば学生の「物事の見方の変化」を導き出すことを目標に「仮説法」という方法を採用した。
この方法の特徴は仮説の立案と検証を繰り返し行うところにある。一般的な調査では、事前に
現場で情報収集を行い、
現場の状況をある程度理解したうえで最も可能性の高い仮説を立案し、
サバヒー（Chanos chanos）は和名で、英名はミルクフィッシュである。インドネシアでは
インドネシア語のバンデン（Bandeng）と呼ばれている。
2
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検証するというやり方が採用される。しかし、仮説法では、はじめに 1 回非構造型インタビュ
ーを実施したら、
「なぜ現地の方はそう言うのか、そうするのか」という言動の背景にある社会
的文脈を問い、それに対する仮説（仮の回答）をすぐに立てる。次の調査でその仮説が間違っ
ていることに気づくことになるが、それでいい。改めて「こうなのではないか」と次の仮説を
立てて、その仮説を検証する。このプロセスを繰り返すのである。
なぜ十分現場を理解していない状況ですぐ仮説を立てるのかというと、先にエティック（学
生の物事の見方）を顕在化させた方が、エミック（現場の方々の物事の見方）に気づきやすく
なるからである。エティックに基づく仮説が現場で覆される過程を通して、学生はエミックを
獲得していくのである。また、学生は現地の様々な現象の社会的文脈を考察し、それを仮説と
して出すのだが、この仮説立案は概念化の作業に等しい。概念とは、言い換えれば物事の見方
である。現場の実態に即して仮説を修正することは、概念、すなわち物事の見方を修正するこ
とに等しく、学生は的確な物事の見方を求めてデータ／現場と対話し続けることになる。以上
のようなエミックの獲得と概念化の繰り返しの中で学生の物事の見方の変化を導こうとしたの
である。
また、仮説を先に立てることのメリットは他にもある。学生の多くは海外、とりわけ途上国
の農村地域になれていない。多くの学生が異文化社会のリアリティに圧倒され、委縮し、
「受け
身の姿勢」になる傾向がある。このような状況で、調査を実施し、現地の方から話を聞いても
「そうなんだ」と思う程度になりがちである。しかし、
「なぜなのか」という問いに対する仮説
（仮の回答）を事前に立てると、学生は調査結果を予想することになるので、答えを探す姿勢、
言い換えれば「攻めの姿勢」で調査に臨めることになる。謎解きゲームの主人公になった気分
だったのだろうか、帰国後、学生は「調査が楽しかった」と述べていた。
各調査班の聞き取り調査結果は、第 3 節聞き取り調査結果報告をご覧いただきたい。
③

エビ・サバヒーの養殖池と塩田の見学

エビ・サバヒーの養殖池を見学した。エビとサバヒーは同じ養殖池で養殖することができる。
海水と川の淡水が混ざり合う汽水域で養殖されるのだが、2019 年は降雨量が少なく、養殖池の
塩分濃度が高くなりすぎているということでサバヒーのみが養殖されていた。サバヒーはマナ
ック村近くの市場に出荷されているという。見学時にお話を伺って興味深かったのは養殖従事
者がエビやサバヒーを自分で市場に出荷するのではなく、仲買人が買い付けに来るのだという。
そして、その仲買人は親族であるという。学生たちは村の方々の仕事が親族ネットワークの中
で行われていること、言い換えれば生業を理解するには社会関係の理解が重要であることを学
んだようであった。仕事のシェアは食文化班の聞き取り調査結果報告にも一部記述されている。
塩田を見学し、作業中の方にお話を伺って興味深かったのは、エビ・サバヒーの養殖池と塩
田はリバーシブルだという点である。塩田が稼ぎになると思ったら村の方は養殖池を塩田にか
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えて、塩の生産を行うという。塩田をエビ・サバヒーの養殖池に転換する場合は、塩分濃度が
高すぎるので数年の休閑期間が必要になるということだが、数年後には養殖池として利用可能
になるという。学生たちは村の方々が様々な仕事を組み合わせている実態に興味を抱いたよう
であった。複合生業については仕事班の聞き取り調査結果報告に記述されている。
④

モスクでの礼拝の体験
イスラーム教では 1 日に 5 回礼拝を行うのだが、夕方の礼拝に参加することができた。礼拝

前にアジズ先生から礼拝のやり方やイスラーム教の教えを講義していただいた。そして、礼拝
前にモスクの水場で身体の清める「ウドゥ」を行い、モスクの中では男子学生はサロンという
布を腰に巻いて、女子学生は現地の方から礼拝用の衣装を借りて、礼拝を行った。イスラーム
教を信仰していない日本人がモスクで礼拝をしてよいのか学生たちははじめ戸惑っていた。し
かし、礼拝中に村の方がそっとやり方を教えてくれたり、礼拝後に村の方々から話しかけてく
れるなどの交流ができた。学生たちは貴重な体験ができたと言っていた。
⑤

ニワトリの屠殺体験とお別れ会
お別れ会の時の料理の材料として、市場で生きたニワトリを 10 匹購入し、イスラーム式で

屠殺を行った。礼拝前に身体を清めるウドゥをニワトリに対しても行い、屠殺の際は「ビスミ
ラ」
と言いながらニワトリの首の頸動脈をナイフで切った。
アジズ先生がはじめに見本を見せ、
希望する学生が屠殺を体験した。学生の中にはショックで泣く学生もいたが、食と命の関係を
学ぶよい機会になったと思う。
お別れ会では、マナック村の村長のみならず、ラバカン郡の郡長も参加してくださり、伝統
衣装を身にまとった地元の小学生が伝統舞踊を披露してくれた。学生には渡航前にお別れ会で
踊りを披露するようにと伝えていたので、日本人学生からは日本の舞踊としてソーラン節を披
露し、インドネシア語の吹き替え版がある AKB48 の「恋するフォーチュンクッキー」を披露
した。
「恋するフォーチュンクッキー」では村の方々も誘って、一緒に踊り、楽しい時間を過ご
すことができた。
2）ハサヌディン大学での交流会
ハサヌディン大学での交流会では、国内調査班である海老部、在日ムスリム班（モスクチー
ム、ファッションチーム）
、食文化班、共生サポート班がインドネシア人学生に向けて国内調査
の結果を発表した。各班の発表後に、日本人学生 3~4 人とインドネシア人学生 3~4 人のグルー
プを計 4 グループ作り、グループディスカッションを実施した。グループディスカッションの
トピックは、1）モノの生産と消費を通した日本人とインドネシア人の関係、2）日本とインド
ネシアの宗教と文化、3）インドネシアにおけるマイノリティ問題と NGO・NPO の役割の 3 つ
について議論を行った。グループディスカッションを行いやすいように、各班がこれら 3 つの
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トピックに関連する具体的な質問を発表の最後に提示し、その質問を材料に議論するようにし
た。その質問とは以下のようなものである。
「モノの生産と消費を通した日本人とインドネシア人の関係」というトピックに関連して、
海老部は日本で食されるエビのほとんどが安価な輸入エビであり、国内のエビ養殖事業が価格
面で太刀打ちできない状況であることを発表したうえで、逆に「インドネシアにおいて日本か
ら輸入しているがために、インドネシア国内の産業・事業経営が困難になっているモノが存在
しますか」という質問を投げかけた。
「日本とインドネシアの宗教と文化」というトピックに関連して、在日ムスリム班のモスク
チームは大塚モスクが様々な支援活動を行っていることを発表したうえで、「インドネシアの
モスクも支援活動を行っていますか」という質問を投げかけた。ファッションチームは日本の
女子学生と在日インドネシア人女性の服の選択や化粧の仕方を発表し、日本では服装や化粧に
マナーがあることを紹介したうえで、「インドネシアでは服や化粧についてのマナーはありま
すか」という質問を投げかけた。食文化班はインドネシア料理店で行ったカルピスの飲み比べ
の結果を発表し、会場の学生達にも同様の飲み比べを行ってもらった。そして、なぜ味の嗜好
に日本人とインドネシア人で違いがあるのかという疑問を提示したうえで、「日本でインドネ
シア料理店をオープンするなら、どのような味の料理を提供しますか」
「日本料理の中で好きな
料理と嫌いな料理は何ですか」という質問を投げかけた。
「インドネシアにおけるマイノリティ問題と NGO・NPO の役割」というトピックに関連し
て、共生サポート班は行政、雇用企業、NGO・NPO の在日外国人の生活のサポートの実態を
紹介し、NGO・NPO が積極的にサポートを行っている現状を説明したうえで、
「インドネシア
でマイノリティをサポートする NGO や NPO は存在しますか」
「インドネシアにはどのような
分野で活躍する NGO、NPO が存在するのですか」という質問を投げかけた。
グループディスカッションの振り返りで、「○○は片言の英語でも一生懸命話していたのに、
自分はうまく話せないことを理由にあまり発言しなかった。○○を見習おうと思った」という反
省を述べる学生がいた。このような反省が生まれたのもグループディスカッションの成果だと
「あなたの宗教は何ですか」など日本
いえる。また、
「なぜ日本人男性は髭を伸ばさないのか 3」
にいたら質問されることがあまりないであろう質問を受け、学生たちにとって日本の社会文化
を別の視点から見る機会になっていた。
グループディスカッションの後は記念撮影をし、レクレーションとしてビンゴゲームを楽し
んだ。

3

イスラーム教ではムスリム男性は髭を生やすことが推奨されている。
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2．東ジャワ州シドアルジョ県での活動（11 月 9 日～10 日）
1）伝統的エビ養殖池の見学
東ジャワ州シドアルジョ県では、ATJ 社のインドネシア現地法人である株式会社オルター・
トレード・インドネシア（PT. Alter Trade Indonesia）社（以下、ATINA 社）のご協力のもと、
“エコシュリンプ”の生産現場を見学させていただいた。環境への負荷が少ない伝統的な方法で
ウシエビ（Penaeus monodon）が養殖されており 4、養殖の過程で抗生物質や人工飼料は投与
されていない。養殖されたウシエビは ATINA 社のエビ加工工場に出荷され、保水剤や黒変防
止剤を使用せずに加工されている。生産現場の環境にやさしく、消費者の健康にもやさしい食
材として ATJ 社の株主生協を通して“エコシュリンプ”として日本で販売されている。
養殖池では伝統的な粗放養殖の方法について学んだあと、男子学生は池に入り、素手でエビ
の収獲を試みた。
2）ATINA 社の見学とエビ天ぷらワークショップ
ATINA 社のエビ加工工場を見学し、エビ養殖従事者から出荷されてきたウシエビが加工さ
れ、エコシュリンプという商品になる現場を見学した。そして、ATINA 社で働く方々に社内食
堂に集まってもらい、エコシュリンプを使ったエビ天ぷらワークショップを開催した。エビ養
殖従事者・エビ加工工場女性労働者の方々は日本への輸出用にウシエビを生産・加工しており、
普段そのウシエビを消費することはあまりない。
「皆さんが生産したウシエビが日本ではこの
ように食べられているのですよ」と日本のウシエビの消費方法を紹介するために、エビ天ぷら
ワークショップを開催した。
3．バリ島での活動（11 月 11 日）
イスラーム文化の強いジャワ島とスラウェシ島とは異なり、ヒンドゥー文化が息づくバリ島
を訪問し、ヒンドゥー教の生活文化を学ぶフィールドワークを実施した。学生たちはインドネ
シアの宗教・文化の多様性を実感したようであった。学生たちはグループに分かれて、フィー
ルドワークを実施した。

4

ウシエビは和名で、別名ブラックタイガーとも呼ばれている。インドネシアではインドネシ
ア語のウダン・ウィンドゥ（Udang windu）と呼ばれている。
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表1

フィールドスタディ日程表（2019 年 11 月 2～12 日）

日程

午前
移動：羽田発

2日

午後

宿泊先

南スラウェシ州マカッサル市
（MKS）に深夜着（ジャカルタ経

MKS 泊

由）
3日
4日
5日

・ 休息

8日
9日

マナック村へ出発

・

慣習法長への聞き取り調査

・

塩田の見学

・

村人への聞き取り調査①

・

村長への聞き取り調査

・

モスクで礼拝の体験

・ マナック村近くの市場の見学

・ 村人への聞き取り調査②

・ エビ・サバヒー養殖池の見学

・ お別れ会

・ 村人への聞き取り調査③

・

マカッサル市のホテルへ出発

・

聞き取り調査結果のまとめ

・

自己省察ワーク

6日
7日

・

・

午後の交流会の準備

・ハサヌディン大学での交流会

・

マカッサル市内の散策

移 動 ：東 ジ ャワ 州 シド アル ジョ
（SDA）着

・

伝統的エビ養殖池の見学・収獲体験

・

エビ加工・輸出企業（ATINA

・

社）の訪問、企業からの講義
10 日

・

エビ加工工場の見学

MKS 泊
MKS 泊
MKS 泊

MKS 泊
MKS 泊
SDA 泊
SDA 泊

エビ天ぷらワークショップと
工場労働者との交流会

・

水質浄化施設の見学

DPS 泊

移動：MKS 発―バリ島デンパサー
ル（DPS）着
11 日

・

12 日

移動：DPS 発―成田着
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第 1 分冊（国際理解分野）

年間の活動概要と協力体制について

2019 年度は社会文化システム学科の 3 年生 3 名、2 年生 16 名の計 19 名で活動してきた。
年間の活動スケジュールは表 2 のようになっている。
また、本演習・国際理解分野の担当教員寺内大左・長津一史に加え、社会文化システム学科
の教員 5 名（山本須美子、左地亮子、松本誠一、三沢伸生、平島みさ）が表 3 のような協力体
制のもと学生の活動を 1 年間指導・サポートしてきた。
1 年間の活動を通して、学生たちは大きく成長した。学生たち本人に学んだことを「個人の
成長記録」として記してもった。本報告書の第 4 節個人の成長記録にそれらを所収している。

表2

2019 年度の年間スケジュール

回

月日

活動内容

第1回

4 月 12 日

第2回

4 月 19 日

第3回

4 月 26 日

国内調査班を組織し、調査テーマを決定

第4回

5 月 10 日

社会調査方法に関するテキストの輪読。テキストは以下を使用。

第5回

5 月 17 日

第6回

5 月 24 日

大塚モスクでの合同調査

第7回

5 月 31 日

大塚モスクの調査で学んだことのスピーチ

第8回

6月7日

第9回

6 月 14 日

第 10 回

6 月 21 日

オリエンテーション
1 年生フレッシャーズキャンプで、国際理解分野の活動概要の発
表とワークショップのリハーサル

・岸政彦・石岡丈昇・丸山里美『質的社会調査の方法―他者の合理
性の理解社会学』有斐閣、2016 年

各班で国内調査を実施

東洋大学の社会文化体験演習（国際理解分野、キャリア分野）と
第 11 回

6 月 28 日

早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンターのボルネオプロ
ジェクトのメンバーの交流会

第 12 回

7月5日

第 13 回

7 月 12 日

第 14 回

7 月 19 日

国内調査結果の中間報告会

第 15 回

7 月 26 日

夏休みの調査計画の打ち合わせ

夏休み

各班で国内調査を実施

・各班で調査を実施
・9 月 20 日の最終報告会に向けての発表準備
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第 16 回

9 月 20 日

国内調査結果の最終報告会
1 日集中セミナー（11 月 15 日の振替）
 インドネシア・フィールドスタディのハサヌディン大学での交

特別回

9 月 22 日

流会で使用する「国内調査結果」、
「渡航理由」
、「東京・東洋大
学の説明」に関する英語のパワーポイントスライドと発表原稿
を作成

第 17 回

9 月 27 日

・今後のスケジュールの説明
・『エビと日本人 II』（村井 2007）のレポート課題の説明
・ATJ 社から山下氏を外部講師として招聘し、エコシュリンプと

第 18 回

10 月 4 日

民衆交易に関する講義を受講
・インドネシア・フィールドスタディの説明、フィールドスタデ
ィ時の調査班／調査テーマの決定、イベント班の決定
・フィールドスタディ中のハサヌディン大学での交流会の説明

第 19 回

10 月 11 日

・英語プレゼンテーションに関する講義
＊講義時間外に各班 1 回は英語の発表練習
・イベント班ごとに準備
・京都大学大学院・中野真備さんに調査班の興味関心に合わせた

第 20 回

10 月 18 日

スラウェシ島フィールドスタディ地域に関するスライドショー
講演を受講
・イベント班ごとの準備
・村長・慣習法長への聞き取り調査の準備

第 21 回

10 月 25 日

・調査班ごとの聞き取り調査の準備
・フィールドスタディの持ち物の確認
・村長・慣習法長への聞き取り調査の準備

第 22 回

11 月 1 日

・調査班ごとの聞き取り調査の準備
・フィールドスタディ中の安全管理に関する講義

11 月 2 日～12 日

インドネシア・フィールドスタディ

第 23 回

11 月 15 日

第 24 回

11 月 22 日

第 25 回

11 月 29 日

模造紙を見せながらマナック村の調査結果の発表

第 26 回

12 月 6 日

・報告書の執筆方法の説明
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結果の整理（模造紙の付箋の整理）
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・体験の言語化①
第 27 回

12 月 13 日

体験の言語化②

第 28 回

12 月 20 日

休講

特別回

12 月 27 日

体験の言語化のスピーチ（12 月 20 日の振替）

特別回

1月7日

特別回

1月8日

第 29 回

1 月 10 日

第 30 回

1 月 17 日

特別回

1 月 24 日

表3
時期

シンポジウム発表者とプロモーションビデオ（PV）作成者のみ個
別に打ち合わせ
シンポジウム発表者と PV 作成者のみ個別に打ち合わせ
社会文化体験演習公開シンポジウムのリハーサル（発表内容と
PV の検討）
社会文化体験演習公開シンポジウム（活動紹介・個人発表・パネ
ルディスカッション）
体験の言語化スピーチ（12 月 27 日の残り）
、報告書の修正、来年
度の活動予定、授業アンケート

2019 年度の国際理解分野の活動と協力体制

学生の活動

協力体制（敬称略）


以下の教員が各班の調査計画、調査、調査
結果のまとめ、発表をサポート

4 月～

4 つの班に分かれて

9 月末

国内調査を実施

① 寺内大左：海老部
② 寺内大左：共生サポート班
③ 左地亮子：在日ムスリム班
④ 山本須美子：食文化班

インドネシア・フィール
ドスタディ準備
10 月



事前勉強



イベントの準備



交流会での英語発表



寺内大左が事前勉強、イベントの準備をサ
ポート



平島みさによる英語のプレゼンテーション
指導

の準備
11 月 2 日

インドネシア・フィール

～12 日

ドスタディ

11 月 13 日

フィールドスタディ時の

～

調査結果報告会



寺内大左、箕曲在弘の引率のもとインドネ
シア・フィールドスタディを実施



寺内大左、長津一史、左地亮子が学生の発
表にコメント
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1 月 16 日



体験の言語化ワーク



寺内大左が学生の体験の言語化をサポート



体験の言語化スピー



寺内大左が学生の体験の言語化のスピーチ

チ
公開シンポジウムの準備

にコメント


寺内大左が学生の発表準備をサポート



社会文化システム学科全教員がサポート



以下の役割分担のもと学生の原稿作成をサ

公開シンポジウム
1 月 17 日

（学生の口頭発表とパネ
ルディスカッション）

ポートし、原稿を校正
 寺内大左：国内調査結果報告

11 月 13 日
～
2 月初旬

報告書の執筆

：フィールドスタディ調査結果報告
 三沢伸生：フィールドスタディ活動報告
 松本誠一：フィールドスタディ活動報告
 山本須美子：個人の成長記録
 左地亮子：個人の成長記録

引用文献
岸政彦・石岡丈昇・丸山里美，2016，
『質的社会調査の方法―他者の合理性の理解社会学』有
斐閣．
村井吉敬，1988，
『エビと日本人』岩波書店．
村井吉敬，2007，
『エビと日本人 II――暮らしのなかのグローバル化』岩波書店．
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第1部
国内調査
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第1節

第1節

国内調査結果報告

国内調査結果報告

本節では国内調査結果を報告する。インドネシア・フィールドスタディ中にハサヌディン大
学のインドネシア人学生に向けて国内調査の結果を英語で発表した。本報告書では発表時に使
用したパワーポイントスライドとスピーチ原稿を掲載することとする。
発表タイトルおよび発表者は以下のとおりである。
1.

Shrimp Journey
Presented by Mahiro Sano, Ryota Yamamoto, Sora Kiyomura

2.

Muslim people living in Japan
Presented by Mana Yano, Kenta Dozono, Hinako Watanabe, Kaori Yamada, Ami Fujita

3.

Food culture
Presented by Miyuki Ikarashi, Riki Sato, Rio Suzuki, Ami Fujita, Chisa Nakano, Yuko
Hoshino

4.

Support system for foreign people in Japan
Presented by Ryo Horie, Ayaka Ishida, Momoka Hurukawa
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Shrimp Journey

Mahiro Sano, Ryota Yamamoto, Sora Kiyomura

Hello everyone !

We are Shrimp Research Group. Nice to meet you.
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国内調査結果報告

Do you know where does the food usually eat comes from?

No1: “Where do the shrimps that we usually eat come from?”
No2: “Are they farmed in Japan?”

20
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So, we researched the relationship through shrimps between Japan and the world, and
shrimps farming in Japan.

Where does the shrimps that we usually eat come from?

21
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We looked back at the shrimps that we were eating. For example, this is a view of what
wehave cooked in our home in the past. In the case of Ryota’s home, the shrimps came from
Indonesia, In Sora’s case, it came from Thailand.

In Mahiro’s shrimps came from Thailand and China, In Motoko’s shrimps came from India
and Thailand.
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This data shows where the shrimps eaten by the Japanese comes from. As you can see, the
majority of shrimps come from is India, followed by Vietnam and Indonesia.Japan relies on
imports for 92% of its shrimps supply. Also, more than 60% of shrimps comes from Southeast
Asia.

Next, let’s explore shrimp farming in Japan.
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Only 8% of Japan farms produce shrimps. Most culture ponds are located in the Southern
area of Japan.

There is a company which farms shrimps in the deep-snow district in Niigata prefecture.
Niigata is one of the coldest areas in Japan.
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The company adapted ISPS（Indoor Shrimp Production System). This is the illustration of
ISPS. There are shrimps inside this building.

The name of this shrimps is “Myoko-Yuki Shrimp.” This system has three characteristics.
First is thermal management. The building is kept at about 28 degrees Celsius using an
electrical system. Second is salinity and oxygen concentration management. Employees
adjust this for the Banamei shrimps, which need appropriate salinity concentration— the
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same as the sea. And there is a huge amount of shrimps, so they need a lot of oxygen. They
measure the salinity concentration and four oxygen generators produce a large quantity of
oxygen. Through this, the shrimps grow dramatically. The third characteristic is marketing.
By using a water cleaning system and a wave-making system, the shrimps become sweeter,
with a higher nutritional value. The wave system recreates waves like those found in the
sea. Through this system, the shrimps move actively and become sweeter. This is the
marketing strength of this variety of shrimps.

We found through this survey that the shrimps produced in Japan are more expensive than
imported ones because the cost of production is high and the production area is narrow. Thus,
Japan cannot produce a large amount of shrimps and relies heavily on imports.
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We compared the Japanese shrimps with the Indonesian one. The shrimps from Japan are
sold at 800 yen, four times the price of the shrimps from Indonesia, which are sold for 220
yen.

In Indonesia, is there anything that relies on imports? What efforts are you making to
domestic industries?
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Muslim people living in Japan
Presenters: Mana Yano, Kenta Dozono, Hinako Watanabe, Kaori Yamada, Ami
Fujita

We’re going to talk about two topics about Muslims in Japan.
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In the first half, we will talk about Japanese mosques and in the second half we will
present about life styles of Muslim women, mainly about fashion and makeup.

First is an announcement about a Japanese mosque.

Let me ask you a question. How many mosques do you think there are in Japan? 1-5, 2-25,
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or 3-80? . Who thinks the answer is 1? Raise your hand. Number 2? Number 3?
The answer is actually 80, number 3.

In particular I’d like to add that, most of them are concentrated in the capital, Tokyo.

Among those mosques, we visited one called Masjid Otsuka near the university.
Masjid Otsuka is always organizing some kind of support for those who are suffering.
At the beginning of its construction, the residents were not comfortable about the buildings.
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But, as support activities and exchanges with local people deepened, the relationship
improved.

Let me give, you are good example.The event that triggered this was the Great East
Japanese Earthquake in2011.The day after the Great East Japanese Earthquake, Muslims
gathered in Masjid Otsuka, loaded their supplies into their cars and drove out to the disaster
area.In fact, Masjid Otsuka was the first group in Japan to provide support to the disasteraffected area.After that, they offered meals for the disaster victims more than 100 times.
At first, it seemed strange that Muslims came to support the victims.However, as support
activities continued, they were welcomed.
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Masjid Otsuka also cooperated with a Buddhist temple. Why did they join hands together?
When the Masjid started support operations, the temple hadn't started their own action yet,
although they wanted to do something. The Masjid had experience with providing help for
a disaster area, but the temple did not. So, the temple suggested doing it together with the
Masjid. This was the start of their cooperation.They are different religions, but they could
cooperate for the same purpose with understanding and respect for each other. Together,
they offered free meals for the suffering people. Through this cooperation, they could join
hands together in spite of differences in religion.
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Now, Masjid Otsuka supports homeless people by offering meals near the mosque. We also
participated this project. We cooked crushed rice in a park where many homeless people live
and offered it for free. They waited so long in line, and some people asked us for another
bowl of crushed rice. A lot of people said “Thank you so much” during this project.

For Muslims, there is no doubt that they should help suffering people, even if they are not
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Muslim.

In addition, Masjid Otsuka holds a "curry party."They started this because they wanted to
create a place for interaction with local people and deepen their friendships with members
of the community. We participated in cooking the curry. It began on the morning of the party,
preparing food for more than 400 people. We cooked indoors in midsummer, without an air
conditioner. It was very hot. We used halal food for the curry ingredients.
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There were five Muslims in the kitchen, and each one had a different nationality. People
from Indonesia, Pakistan, and Uzbekistan were working together. People from different
nationalities gather in the mosque, and do the same project together. This is the Japanese
mosque style.

The mosques in Japan serve as a gathering place for people from various countries, a
spiritual basis for Muslim people, and they treat each other like family.
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Mosques in Japan generally engage in some support initiatives and relief work. What do
you think about that? Do mosques in Indonesia do work like this？

Next, we will talk about our investigation of Indonesian Muslim women. Do you know
anything about Japanese makeup and clothing? Before we started the survey, we discussed
the image of Indonesian Muslim women's makeup and clothes.
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Through this, various questions emerged. First, what is the difference in the clothes and
makeup between Indonesia and Japan?Next, what criteria do they use to buy clothes and
cosmetics? What has changed since Muslim women started living in Japan? We investigated
this question.

There are two ways to approach this investigation. First, we used a Google form to conduct
a questionnaire survey. Second, we conducted interview surveys at each research site. These
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are the people who helped me with the interview.

Now I would like to introduce our result. First, about cosmetics.

We can see what Indonesian Muslim women care about while in buying cosmetics of makeup.
Can you guess what they care most about? So, the result of investigation, or the answer is
ingredients. Some of them check whether cosmetics include pig-derived oil, Glycerin, and
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Placenta.I was so surprised when I heard a few of them ask the cosmetics company to check
what ingredients were included.

So, what about Japanese women? Let’s predict what Japanese women care about when they
buy cosmetics!Just telling you the answer is boring, I will show you a Japanese cosmetic
product.

This is a product called Hatomugi Lotion. Some features of this lotion are that it is

40

社会文化体験演習活動報告書

第 1 分冊（国際理解分野）

reasonably priced and comes packaged in a sufficient quantity. After it became a trend which
had widespread effects and there are no

girls teenager 20 do not know about this cosmetic

product. And more,some japanese men use same one. It is very useful and famous.

In conclusion, among Indonesian Muslim women, an overwhelmingly large number of
people check ingredients, such as whether they contain non-halal items or whether they suit
the skin type. On the other hand, in Japan, products that sell well are often cheaper items
and collaboration products which feature characters. In addition, Japanese women tend to
care more about the effects and changes in appearance after using cosmetics rather than
the cosmetic’s ingredients.
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Next, I’ll talk about differences in makeup frequency.
I asked Japanese women and Indonesian Muslim women living in Japan how often they
wear makeup in their own country.Please see this part in blue. This shows the proportion
of people who answered “Do makeup every day.” Only 5% of Indonesian respondents
answered this question.In comparison, there are 36% Japanese women respondents for the
same question— 7 times the number of Indonesian women.
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We tried to think about the reason for such a difference. Typically, for Japanese women, it
seems to be almost the rule to apply makeup as a habit while job hunting and for everyday
life. Because of this, a lot of women care about their appearance and how they are seen by
other people; some of them say "I can't go out without doing makeup." In other words, we
guess that the percentage of people who do makeup every day is higher in Japan because
Japanese people are in an environment where they must do makeup more than Indonesians.

Next, I will discuss fashion.
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Ms. Aufa taught us about fashion. She is a Muslim. She works in Japan as a freelance
creator. Her parents are from Indonesia, but she was born and brought to live in Tokyo. The
other day, she collaborated with a famous Japanese department store. I asked her whether
Indonesian people can accept Japanese trendy fashion.

Wide silhouette clothes are a trend in Japan now. The wide-silhouette clothes are
appropriate for Muslim women. However, the current trend of Japanese favored colors is
light colors such as beige, so I wondered how the color preference is different from Japan.
Ms. Aufa said that many Indonesians like flashy things. So, I would like to compare some
photos to see if it really is true.
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Take this wedding picture for example! This is a photo of a wedding I happened to attend in
Indonesia last year. And here is a photo of a typical Japanese wedding.Here, you can see
that Indonesian weddings use many bright colors. In comparison, I thought that the
Japanese wedding dress is very simple.
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Even in everyday clothes, I feel that simple clothes are popular in Japan. Here are the
clothes that many young women wear. On the other hand, this is a picture of the clothes
worn by Muslim women in Indonesia.How about comparing them?When this survey was
conducted, a Muslim Indonesian woman, who has lived in Japan for about 20 years, said
she was surprised by the flashiness of Indonesian clothing when she returned from Japan.

Finally, it has been found that the makeup and clothing of the Muslim women living in
Japan have changed gradually since they first came to Japan. After they first arrived in
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Japan, the frequency of makeup worn increased compared to when they were in Indonesia.
Secondly, their clothes have become simpler. These two things may have changed because
Japanese people wear simple clothes and makeup when they work. There were also people
who said they started wearing a hijab after coming to Japan and that they did not wear
them earlier, which was very interesting.

So, let me ask you a question. In Japan, it is thought that it is good manners to refrain from
showy clothes and makeup for work.Do you have such manners in Indonesia about clothes
and makeup?

47

第1節

国内調査結果報告

Food culture

Presenter：Miyuki Ikarashi, Riki Sato, Rio Suzuki, Ami Fujita, Chisa Nakano,
Yuko Hoshino

Hello everyone. We would like to talk about Indonesian restaurants in Japan and the taste
gap between Japan and Indonesia.

First, can you guess what this number is? This is the number of Indonesian restaurants in
Japan from the web site “TABELOG.” TABELOG is a website which helps one to know the
prevalence of restaurants in Japan. The number of Chinese restaurants is 42,118, which
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means there are many Chinese restaurants in Japan.

So, what about Southeastern

Asian restaurants? Thai dishes are currently the most

popular, followed by Japanese and Vietnamese dishes. However, there are few Indonesian
restaurants compared to restaurants that serve other kinds of dishes. But recently
Indonesian restaurant owners have started to spend more money to develop their
businesses in Japan. Next, we would like to talk about certain Indonesian restaurants.

We were able to interview a woman who had opened an Indonesian cafe in Japan. Her
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name is Austotie. She runs the “CINTA JAWA café.” It has two outlets: one in Tokyo and
one in Kanagawa. I would like to talk about her profile. In 2006, she moved to Japan from
Indonesia when she got married. Before she came to Japan, she worked in real estate and
for insurance companies in Indonesia.

So why did she open an Indonesian cafe in Japan? When she came to Japan, there were no
Indonesian restaurants. She sometimes held parties with Indonesian friends who lived in
Japan and served them home-cooked Indonesian food. They were impressed with her
cooking and suggested that she open an Indonesian cafe in Japan. So, she decided to open
an Indonesian café by herself. Her restaurant’s concept is “enjoying authentic taste.” For
that reason, the restaurant has never changed the taste of the food or attempted to adapt
it to the Japanese palate.
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The owner said that the important thing is to establish a good sense of teamwork among
the employees and not change the authentic taste. The employees are all Indonesian, so
she tells them to keep smiling and provide good service. To ensure that the taste of the
food remains consistent regardless of the cook, she frequently visits both restaurants to
taste the food.

After listening to the owner's story, we actually ate the Indonesian dishes. We ordered not
only Nasi Goreng and Mi Goreng but also three types of drinks. These are the photos of
what we ordered.
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The most surprising of the three drinks was “Teh Botol.” At first, we thought that this
drink was black tea, but it was not. We were surprised by its taste and felt it was very
sweet. Afterward, we wondered whether Indonesian people think that Japanese drinks are
tasteless.

We did experiments on sweetness using Calpis. I will introduce the contents of the
experiment. We changed the ratio of stock solution of Calpis to water to look at what
percentage goes well with the Indonesian people. We aim to understand the differences in
standards of sweetness between Japanese and Indonesian cuisine. We prepared Calpis,
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dividing sweetness into four categories. (stock solution of Calpis: water)①1:3 ②2:3 ③1:1
Japanese sweetness 1:5※ Japanese sweetness is based on the Calpis company official
standard.

This is an experiment in Japan.

Let's drink these beverages together! Please vote your opinions: weak, normal, or strong
sweetness.
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As you can see, this is the result of the experiment in Japan! The majority answered that
① was normal sweetness. The results showed that there was a difference in the standard
of sweetness between Japanese and Indonesian tasters. Also, we could understand that
Indonesians have a higher standard of sweetness.
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In the discussion about this experience, the idea that Indonesians like sweeter tasting
drinks than the Japanese is interesting for us. We searched for information about diabetes
in Indonesia because we felt the sweetness level which Indonesians like is too sweet for
Japanese and we suspect there are many people who have that disease in Indonesia. This
is the graph showing the number of people who have diabetes as a percentage of the
population in various countries. As you can see, Japan is not listed in the upper level (of
both lists) but Indonesia is there. Through this investigation, we conclude that
Indonesians prefer a higher level of sweetness than Japanese. It is really interesting.
Moreover, we found that further studies in Indonesia need to investigate diabetes and how
to decrease the number of people who have it.

Thank you for listening!
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Support system for foreign people in Japan
Presenters: Ryo Horie, Ayaka Ishida, Momoka Hurukawa

1

Hello everyone. Our research is about a support system for foreign people in Japan.
Do you know how many Indonesians live in Japan?

2

This graph compares people coming from Thailand with people coming from Indonesia
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between 2015 and 2018. The number of people coming from Indonesia was only 35,000 in
2015, but that number increased to 56,000 people in 2018. This number exceeded the
number of people coming from Thailand.

3

This graph shows the breakdown of Indonesians in Japan last year. First, there were 27,000
technical intern trainees. Next, there were 22,000 settlers. Third, there were 7,000 students.

What have we reseached?
We researched about support of foreigners’ lives in japan.
・Life
・Language

4

Now do you feel like knowing more about their lives?We researched the support for
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foreigners in Japan. Through this, we discovered interesting differences; in particular that
the amount of support depends on how many foreigners come.
Today, we will present on differences in support for technical intern trainees and foreigners,
excluding students and settlers.

5

First, I will talk about a typical technical intern trainee’s life in Japan.

6

Do you know what the term, “technical intern trainee” means?
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Foreigners who work in order to
learn and practice their technical
skills in Japan
in the field of fishing,
construction industry and care.

A lot of Chinese and South asian people are coming

These are foreigners who work in order to learn and practice their technical skills in
Japan. In particular, they often work in the field of fishing, construction industry, and care.

Kesennuma city
Many Indonesian technical interns live
there.

The number of trainees has increased because Japan’s working-age population is
decreasing. In order to investigate their life, we visited Kesennuma, a city that is located in
the northeast of Japan.

60

社会文化体験演習活動報告書

第 1 分冊（国際理解分野）

Indonesian parade in kesennuma ! !

A lot of Indonesian technical interns
participated in the parade.

These are pictures from the Indonesian parade which was held in Kesennuma last
summer. Many Indonesian trainees participated in the parade.

Fishery company in Kesennuma

"Abecho company"

When we visited there, we investigated“Abecho Company.”This is a fishery where many
Indonesian trainees work.
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Technical intern’s life

living together in the same apartment
or dormitory that the enterprise
prepared for them in advance.

They live together in the same apartment or dormitory that the enterprise prepares for
them. These are spacious enough, and they can live comfortably. These are spacious
enough, and they can live comfortably.

generous support
by
accepting company and
trainee-dispatching company

・holding training workshops
・assigning a life counselor
for technical interns
・accompaneying to the
hospital, public office,
and so on...
12

The accepting company and the trainee-dispatching company have to support them
generously. For example, these companies hold training workshops before the trainees
leave for Japan and after arriving in Japan. They also assign a life counselor for
trainees. The life counselor accompanies the trainees when they go to a hospital and public
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office and need help conducting other affairs.

“What was the difficulty with life in Japan?”

Indonesian technical intern
R (woman)

“It was hard to understand the
rule of garbage separation.”

We

were

able

to

conduct interviews with trainees

and the

Abecho company’s

life

counselor. Through those interviews we discovered that a lot of foreign trainees confuse
Japan’s rules for garbage separation .

The example of support
A lot of foreign technical
interns confuse Japan ’ s
rule of garbage separation

↓
Company’s life counselor
tells them the rule.
14

So, the company’s life counselor explains the rule.
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Other support
・How to clean their room
・The way of using the kitchen
・Smoking manners

The procedures for accepting
and hiring technical interns are
very complicated.
16
The procedures for accepting and hiring trainees are very complicated.
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Things we could know from investigation in
“Abecho company”
①Accepting company has to support
technical interns from work to their life.
②Accepting company has to
do complicated procedures.

The things we discovered from our investigation into“Abecho Company”can be categorized
into two types of assistance. Firstly, the accepting company has to support trainees at
work.

Secondly,

the

accepting

company

has

to

assist

trainees

to

complete complicated procedures.
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Kesennuma public office
19

After visiting the“Abecho company,”we visited the Kesennuma Public Office to investigate
what the administration was doing for trainees living in Kesennuma.

Technical interns were accepted
for company’s responsibility
from work to their life.
So, the administration was
not involved in accepting technical interns.
Some exchange events are being planned
20

Here we learned that trainees were considered as a company’s responsibility in terms of
supporting them in their work and daily life. So, the administration was not involved in
accepting and assisting trainees.
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21

Next, I will introduce the language support for technical intern trainees.

Technical intern trainees

Abecho company

JIAEC learning centar

22

We surveyed the Abecho Company and Japan Indonesia Association for Economy
Cooperation,” JIAEC.” JIAEC is a supervising organization and sending agency.
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Technical intern trainees
・Before going to Japan and
after arriving in Japan
they learn
Japanese business rules
Japanese during some period

23

They accept trainees from Indonesia and teach them Japanese and Japanese business rules.
After teaching them, they send trainees to training sites in all regions of Japan to work at
companies like the Abecho Company. JIAEC’s Learning Center is in Narita city which is
near Tokyo. Trainees should learn Japanese and Japanese business rules for three or four
months in their native country before coming to Japan. They need skills like reading
Hiragana, Katakana, and easy Chinese characters. After coming to Japan, they learn it
again.

textbook

68
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JIAEC’s learning Center also teaches greetings and counsels trainees about appearance.
This picture is actually one of their used textbooks. It contains safety terms and workplace
terms, among others.

Technical intern trainees
・Before come to Japan and
after arriving in Japan
they learn
Japanese business rules
Japanese during some period
・conversation with
Japanese and senior trainees

25

Technical intern trainees
・After coming to Japan… they pass N４level in 3 weeks
N1:Understand newspaper, news and other
difficult text

Very
difficult!!

N2:Understand everyday conversation smoothly
N3:Understand easy everyday conversation
N4:Understand slow everyday conversation
N5:Understand basic greeting
26

Trainees can ask questions to his or her coordinator and senior trainees at any time.When
they have no idea what to say in Japanese, they can ask senior trainees to translate.
Training sites require trainees to use Japanese, so trainees can learn not only skills but also
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Japanese at the same time. According to a staff member of JIAEC, trainees complete level
N4 at learning center in a period of three weeks. I think most trainees stop learning at this
language level. I had the chance to speak with trainees in Kesennuma. They understood
easy words and were able to participate well in conversation when I spoke slowly. We could
also talk smoothly in English. From these observations, it appears that trainees have good
conditions for learning Japanese, but they need to make an effort to continue learning while
doing their technical internships. Admittedly, it is hard to both work and study at the same
time.

Tecnical intern trainees have problem

Trainees are treated as
just labor
・Harassments problems

I have introduced the good training conditions, but of course bad conditions also exist.
The Japanese government says that programs for trainees are established for individuals
from developing countries to learn skills, but in reality trainees are just a source of labor to
fill the shortage of available workers in an aging population..There are also serious
harassment problems in which trainees are subjected to violent language and face violence
from their Japanese superiors. Training sites do not always take care of trainees, although
they are supposed to do so.JIAEC’s staff told me one training site canceled a trainee
supervisory program because of harassment.
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28

Now we will talk about the life and language of immigrants.

Current Problem of living and language

•

Living
→Foreign people can't rent rooms because
they don't have much money.

•

Language
→Foreign people can't communicate
because they don't have much money.

29

Immigrants face some problems with living conditions and language in Japan. For example,
foreign people cannot rent rooms because they do not have much money. Language barriers
create another problem. People cannot communicate because they do not understand
Japanese.
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Immigrants's living support
Survey Place
Kanagawa foreigner
living support center
(NPO corporation)

We conducted a survey at “Kanagawa Gaikokujin Sumai Support Center,” at an NPO
corporation.

Service
・Provide information about living
in multiple language
・Teach living rules and manners
・Mediate between foreign people and
real estate agent
31

Here they do three things. First, they provide information about living in an environment
with multiple languages. Second, they teach about social rules and manners for daily
life. Third, they mediate between foreign people and real estate agents.
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Guidebook in multiple
languages
"Foreigners’ Living Guide"

32

Here

is

a

guide

book.

It

shows

important points for

foreign

people

moving

into Japanese houses, things to do when moving, and so on.

The thing that only NPO corporations can do
・They try to resolve living problems
basically.
→They intervene in other fields.
(welfare,pension,education)
・They can respond to the thing which the
administration can't respond, party needs.
33

Through this research, we found that there are many things that only NPO corporations
can do. For example, they could not do it using in the area of only living , but also
other fields. Like this, NPO corporations can respond flexibly.
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THE SUPPOERT
OF THE
LANGUAGE OF
IMMIGRANTS

34

Next, let’s talk about the language support available for immigrants.

The organization

Multicultural Center TOKYO
35

I went to an organization called the Multi culture Center TOKYO to investigate what
services were available.
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There are three classrooms.
・Japanese Class for Elementary Age Children & Parents
・School Work Support Class

36

There were two Japanese courses; Japanese Class for Elementary Age children ＆ Parents,
and School Work Support Class.

About a Japanese Class for
Elementary Age Children & Parents
elementary age children and
adult members of society
Instruction is one on one

37

The first class is designed for mainly elementary age children and adult members of society.
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It is instructed by
・A volunteer
・Staff members who are qualified
Japanese teachers
38

Instruction is provided in a one-on-one format with both volunteers and paid staff members
who are qualified Japanese teachers.

About a School Work Support Class
Junior high school student and
a junior high school graduate
The instruction is one on one

39

Next, what about the School Work Support Class?
This class is targeted at junior high school students and junior high school graduates.
The instruction is also one-on-one.
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Not only Japanese study but also …

・ instruction in high school
examination subjects

・ interview practice
40

In addition to Japanese study, this instruction includes high school examination subjects
and practice for developing interview skills.

41

77

第1節

国内調査結果報告

According to the staff…

There is always a shortage of
manpower
even if one adds a volunteer and
the staff
42

However, the problem that I was able to see from my investigation was a severe shortage of
manpower. According to the staff, even if more volunteers are added, the amount of staff is
insufficient.

Actually, when I went for a visit…

The number of teachers who can instruct is
insufficient
→so we performed Japanese instruction.
43

On a previous visit I also noticed the shortage of teachers, so we performed instruction in
Japanese.
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Administration
44

Until now, we have talked about language support and living support, but what do they do
in administration？

The number of consultation about living and
language from immigrants
Many
consultations

Less
consultation

Whereas
don't much
support

・Japanese language
education
・social gathering
・consultation space
in multiple language

45

Until now, we have talked about language support and living support, but what do they do
in administration?Administration should assure that there is sufficient instruction and
counseling for foreigners regarding Japanese life and language. Some programs that
address these needs do exist, for example, Japanese language education, a space for social
gathering and consultation in multiple languages.
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①"Kesennuma" technical intern trainees'
support at the training site is satisfactory in
terms of language and living.
②The support for foreign people relies on NPO
corporation, NGO corporation and private
Enterprises.
③The amount of supports for immigrants expect
for technical intern trainees is insufficient.
There

are

three

things

that

we

found

through

our

46

research.

No.1. ”Kesennuma”’s technical intern trainee's support at the training site is satisfactory
in terms of language and living.No.2. The support for foreign people who live in Japan relies
on a combination of NPO ands, NGO corporations and private enterprises. No.3, The
amount of support for foreign people who live in Japan and technical trainees is
insufficient.

47

Finally, there are some questions from the symbiotic support group.
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・Technical intern trainees and immigrants
have difficulty with living and language.

NPO corporations and
NGO corporations play
an important role in
providing support.
48

In Japan, trainees and immigrants have difficulties with living and language.
NPOs and NGO corporations play an important role in providing support.

Question No.1: In Indonesia, do NGO and NPO corporations
support minority people?
(For example: religion ,ethnic group)
Question No.2:

In which fields do NPO and NGO corporations
exist in Indonesia?
And what problems are they working on?

49

So here are the questions from us. Question No.1. In Indonesia, do NGO and NPO
corporations support minority people? Question No.2, In which fields do NPO and NGO
corporations exist in Indonesia? And what problems are they working on?
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Thank you for listening!

This is the end of the presentation. Thank you for listening!
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第2部
インドネシア・フィールドスタディ
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マナック村にて村長への聞き取り調査
中 野 千 裟・五 十 嵐

美 雪

社会学部社会システム学科・第 2 部社会学科 2 年

Ⅰ

マナック村について

11 月 4 日（月）11 時、マナック村の村長であるジュップリー・サウェディさん（51）にお
話を聞くことができた。私たちがホームステイやサバヒーの養殖池の見学をしていたマナック
村はスラウェシ島南スラウェシ州に位置する。おもてなしとしてココナッツのお菓子を 2 種類
いただいて、和気あいあいとした雰囲気の中聞き取りが始まった。
まずマナック村には LAKI・LAKI（男）1388 人、PEREMPUAN（女）1575 人、合計 2963
人が住んでおり、771 世帯存在する（2019 年 11 月 4 日時点）
。民族はマカッサル人が 90％、
ブギス人が 10％おり、それぞれの集落があるわけではなく、2 つの民族が同じ場所に共存して
いる。ブギス語とマカッサル語は全く異なる言語だが、どちらの民族もそれぞれの言葉を話す
ことができる。
マナック村は、以前はロモ・テコという村の名前で「川の曲がり角の村」という意味で名付け
られた。1945 年に日本による支配が終わったが、次はオランダに植民地支配をされそうになり
インドネシアとオランダの間で戦争が起こった。そのオランダと戦った英雄マナック・チャデ
ィチャディから名前を取り、1972 年にマナック村という名称に変わった。
村人の主な仕事は水田、塩田、養殖池（エビ、サバヒー）
、商売。養殖業が最も儲かる。養殖
池は 1 月にエビやサバヒーの養殖を開始。8 月までの間に 2 回収獲ができる。8 月から 12 月は
養殖池を塩田として使う。またこの村には小学校が 4 校、中学校が 1 校あり、高校はない（郡
単位では高校は 2 つある）
。この村が属しているパンケップ県は高校まで無償で進学すること
ができるため、ほぼ 100％高校を卒業する。その後の進路としては 50％以上が大学または専門
学校に進学する。大学に進学しない子供達は養殖池主の息子であることが多く、高校を卒業し
てからは養殖池の経営の手伝いをする。理由は大学卒業後に公務員になるよりも、養殖池主の
方が、収入が良いからだそうだ。
この村には海外に出稼ぎに行く労働者が多い。特に多い出稼ぎ先はパプア州やサウジアラビ
アで、この村では 5 万ルピアで売れるものがパプアニューギニアでは倍の 10 万ルピアで売れ
るそうだ。10 年前から 100 人以上の女性が国外で家事手伝いなどの出稼ぎをしている。また
マカッサル市にある仲介業者を通して 3〜5 年働いたら伝統的な立派な家を建てることも可能。
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それだけ出稼ぎは多く稼げて儲かるということである。
マナック村特有の行事はマッパリリという田植え前に行う儀式である。これは先祖代々伝わ
る刀をライムで洗うことで悪霊が悪さをしないようにする儀式である。
いわゆる雨乞いの儀式。
この村で最も大切な行事でたくさん収穫ができるようにと祈りを込めて行われる。この儀式な
しに田植えは行うことができず、儀式をしないで田植えをすることは怖くてできないという。
その他この村特有の行事ではないが、HACHI FESTIVAL というムハンマドの誕生日を盛大に
祝う行事や、インドネシアの独立記念日（8 月 17 日）には全ての村人が郡役所の前に集まって
インドネシア伝統の化粧や衣装に着飾りお祝いをする。

Ⅱ

村長について

現在の村長ジュップリーサウェディさん（51）は 2014 年にこの村の村長に就任した。村長
の選出方法は村の人々による選挙で 6 年ごとに行う。一人につき最高 3 期、合計 18 年間村長
として勤めることができる。現村長さんは 1996 年に当時村にはなかった灌漑システムを作っ
たことで 2 回米を収穫ができるようになり、これをきっかけに村の人々から感謝され村長に推
薦された。2019 年 12 月に任期が切れる。
村長の主な仕事は多岐にわたり、日本の役場のようなことから村人の個人的な問題まで全て
請け負う。具体例は子供が生まれた場合その子供のメンバーカードを作る、結婚・離婚届を受
理、村人の借金や相続問題を解決、その他問題処理などである。慣習法長は儀礼のみ担当する
が村長はその他全てのことを管理することになっている。そして警察とは別にシラットという
東南アジアで有名な拳法、武器術を含む武術を男家族でやっていることもあり、喧嘩の仲裁や
万が一犯罪者がいた時は対応できるように鍛えている。昨年（2018 年）1 年間で殺人事件や泥
棒事件は 1 件も起きておらず、村長曰くわざわざマナック村に盗みに入る人などいないと言っ
ていた。

Ⅲ

気づきと感想

前半では述べなかった事でこの日は朝から水田などを見学し聞き取り調査を行ったりした
が、その最中に何度も警官がついて来ては調査を中断させられた。最初はとても驚いた。警官
も他所のものがしかも大人数の団体で普段この村に来ることがないため、一体何をしているの
か外来者の安全を見守る必要があったのだろう。ここで調査をするにあたってこのようなこと
もあるという事とその時の判断も重要になる事、また観光ではなくフィールドワークをするこ
とで一部ではあるがインドネシアの内部を知ることができた。よく知らない学生の団体を温か
く迎えくれては快く調査にも協力してくれた。一見まだ発展途上国の農村であるから日本より
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劣っていると思うことがあるかもしれないが全くそういうことはなく、この村では子供達の教
育が充実していることや出稼ぎの良い実態など日本とは違うことが多かった。
（五十嵐）
私は勝手なイメージでどの国においても大学を卒業することは一種のステータスで、高収入
を得るためには必至に近い条件だと思っていた。特に発展途上国ではほとんどが中学卒業また
は高校卒業程度で大学に進学する＝収入が高い仕事に就けるが限られた人しか大学には進学が
できず、進学ができる時点でいわゆる勝ち組になれるイメージだった。しかしマナック村人の
高校・大学への進学率の高さや、逆に大学を卒業して役人職に就くよりも、養殖池主の方が儲
かり、大学に進学する経済力があるにもかかわらずあえて進学しないという選択肢があるとい
うことを知った。どちらも私のイメージが覆された。
（中野）

写真 1 村長への聞き取り調査の様子
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慣習法長と慣習法組織メンバーへの聞き取り調査
石 田 彩 華・堀 江

亮

社会学部社会文化システム学科 2 年

I 慣習法長のお話
11 月 3 日、私たちの滞在先である南スラウェシ州マナック（Manakku）村にて、インタビ
ュー調査を行った。今回の調査の目的は、マナック村での生活、歴史、行事や儀式について知
ることである。当初は、村の歴史に詳しいであろう長老へのインタビューを予定していた。し
かし実際に訪れると、長老という存在はいないことがわかった（詳しくは後述）。そのため今回
は、慣習法長にお話を聞くことになった。慣習法長とは、地域の行事や儀式に対して権限を持
ち、実際に行事や儀式を取り仕切る存在である。村の行政を担う村長とは別であり、1 人が慣
習法長を務めている。今回は慣習法長である男性、M 氏へ聞き取り調査を行った。年齢は 47
歳である。M 氏には、インドネシアの地方の行政区分について、行われている行事や儀式につ
いての 2 項目に関するお話を聞くことが出来た。 まず初めに、インドネシアの行政区分につ
いて。インドネシアの行政区分は、大きい単位から順に、国、州、県、郡と続く。この地域は、
ケチャマタンラバッカン（Kecamatan Labakkang）と呼ばれる郡である。この郡の中には「ク
ルラハン（Kelurahan）」
（地域）が 4 つあり、更にその地域の中に、合わせて 9 つの「デーサ
（Desa）
」
（村）が存在してる。次に行事、儀式について。ラバッカン郡ではマッパリリ（Mappalili）
と呼ばれる儀式が、毎年 11 月の中旬、田植えの前に行われている。マッパリリには豊作への願
いが込められており、儀式を行わなければ田植えを行うことができない。そしてこの儀式は、
慣習法長でなければ取り仕切ることができない。ラバッカン郡での行事はマッパリリのみであ
り、他の行事は行われていない。しかし他の郡では、ビッスーセレモニーと呼ばれる行事が行
われていると言っていた。
ビッスーセレモニーについて聞くことができたのは名前だけであり、
詳細は不明である。なお、本調査では M 氏の基本的な情報や、慣習法長の基本的な役割、慣習
法長への成り方等、重要な項目を多々聞くことが出来なかった。

Ⅱ

慣習法組織のメンバーの方のお話

私たちは、慣習法長へのインタビューと並行して、慣習法組織のメンバーである男性、A 氏
に聞き取り調査を行った。出身はスチャマタン郡、民族はブギス・マカッサルである。年齢は
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64 歳、現在は米農家だが、かつては市役所に勤めていた。家族構成を聞くと、妻と 4 人の子ど
もと同居していると言っていた。A 氏には、長老について、南スラウェシに存在した王国の家
系について、マッパリリでの役割の区分について、村のルールについての 4 項目に関するお話
を聞くことが出来た。
まず初めに、マナック村の長老について。A 氏によると、1965 年までは”Ketua Adat”と呼ば
れる長老がいたらしい。しかし、オランダの植民地支配が始まったことで長老の概念が消滅し
てしまったため、現在は長老がいない。
次に、南スラウェシに存在した王国の家系について。南スラウェシには以前、ゴア王国、ボ
ネ王国、ルー王国の 3 つの王族の家系があった。これらの王国についての歴史は、インドネシ
アの教科書にも載っている程有名な事実である。A 氏はこれらの王国に加えて、ラワッカン王
国という王国がかつてあったと言っていた。そこは最も歴史が長く、他の王国の人々が挨拶を
しに来る程に、威厳のある王国だった。また、A 氏はそのラワッカン王国の末裔である。しか
し、
ラワッカン王国はインドネシアの教科書には載っておらず、
現地の大学生も知らなかった。
次にマッパリリでの役割の区分について。マッパリリでは、階層ごとに役割がある。一番上
の階層はビナーティ（binati）といい、慣習法長である M 氏が務めた。
また上から二番目の階層の者は、儀式で黒い盾を持つ。盾の他に、クリスという刀がマッパ
リリの際に使用される。クリスは天国から授かった神聖なものとして、先祖代々受け継がれて
いる。
今回クリスのことについては聞けたが、黒い盾について詳細を聞くことは出来なかった。
次に村のルールについて質問をすると、マッパリリを行う際に使う “RUMAH ADAT”と呼ば
れる建物よりも、
大きな家を建ててはならない、
マッパリリを行う前に稲を植えてはならない、
慣習法長の許可なしに収穫してはならない、といったルールがあると言った。
以上のルールから見ても、いかに儀式や慣習法長が重要視されているのかがわかるだろう。

Ⅲ

気づきと感想

現在の日本での生活の中では、私は慣習や儀式にあまり囚われることなく生きていることが
多い。だから、調査日に初めて“慣習法長”という言葉を聞いた時、どのような人なのか予想す
らできず、存在や言葉に違和感を感じたことを覚えている。
しかし慣習法長への調査の翌日、マナック村に住む人々に話を聞く中で、マッパリリを話題
にすると、それまで静かだった人たちも進んで会話に参加し、行事の盛り上がりをとても楽し
そうに話していた。
このことから、儀式や慣習そのものが持つ神聖な意味の他に“儀式に参加する人々の間で共通
して、儀式や行事の盛り上がりや嬉しさ、楽しさを理解でき、共有できる”ということに価値が
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あるのではないかと考えた。調査活動を通して、今まで自分にとって異質な存在だった“儀式や
慣習”に、人との繋がりを担うような側面があるのかもしれないと思った。

写真 2 RUMAH ADAT の前で記念撮影
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塩田とサバヒーの養殖池
清 村 青 空
社会学部社会文化システム学科 2 年

I 塩田見学
11 月 4 日 9 時 20 分頃、私たちは、インドネシアにあるタナラジャ村の塩田に見学へ行き、
H さんにインタビュー調査を行った。H さんは、乾季である 8 月～11 月に塩田作業、雨季の時
期は、水田作業をしているそうだ。なぜここで塩？と私は思った。なぜならそこは、マングロ
ーブ林が生えている汽水域付近であったからだ。汽水域とは、淡水と海水が混じりあっている
水域のことである。H さんは、ここで経営もし、12 人の日雇い労働者とともに働いており、土
地を 15 ヘクタール、87 ペタ所有している。ペタは現地語で区画という意味を表す。1 ペタは
4.4ｍ×30ｍになっており、1 ペタからとれる量は、9～10 カロンとることができる。1 カロン
とは 1 袋のことで約 60 ㎏入っている。87 ペタから約 6000 カロン採取することができる。

写真 3 インタビュー調査を行った塩田
作業手順として初めに、海水をポンプで引きあげ、池にためる。池では、海水を 2～3 日間蒸
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発させることで塩分濃度を高め、水に含まれるごみを沈殿させる働きをしている。次に、池の
きれいな水をまた違う池へと移動させる。その池でも最初の池と同じ作業をする。その結果、
水が順を追ってきれいになり、最終的にペタへ移動させ、本格的な塩づくりがスタートする。
ペタには、2015 年から県水産局の指示により池の土が混じることのないよう、衛生面を配慮
し、黒いビニールを敷くことになった。ペタには、3 ㎝水を入れる。4～5 日間で塩ができるの
で、グランドレーキのようなものでかき集めて収穫をする。
しかし、問題点として、現在、乾季が長引いているため、塩が多くとれるといったメリット
があるものの、昨年まで 1 カロン 17 万ルピアであったが、今年は 1 カロン 3 万ルピアと大き
く値下がりしているといったデメリットもあるようだ。
使用されなくなった塩田は 1 年間放置をし、エビ養殖池へ転換し、再利用し、土地を有効活
用していることが分かった。

II 養殖池
11 月 5 日 11 時 10 分頃、私たちはマナク村のサバヒーの養殖池を見学した。サバヒーとは、
インドネシアではよく食べられる魚である。そこで私たちは、養殖池を経営している T さんに
インタビュー調査を行った。T さんはマナク村生まれの方で、75 年に 1 年間アンボン、翌年 1
年間、インドネシア国内のソロ、その後パプア、ビア、ジャヤプラという場所に出稼ぎに行っ
た経験のある方であった。結婚をし、インドネシアのパロポに行き、ここで初めて養殖業に携
わり、池を 10 年間借り、5 年間使用し、残り 5 年を他の人に貸したそうだ。そして、インドネ
シアのマカッサル市で起業をしたものの、2017 年にマナク村へ戻り、2 ヘクタールの池とすぐ
そばに家を 420 万円で購入し、現在住み初めて 2 年経っているそうだ。この場所に池を購入し
たきっかけは、コーヒーショップでたまたま知り合った人から話をもらったからで、養殖事業
の予定はなかったが、この事業が好きであったので趣味の一環として始めたそうだ。
サバヒーを育てており、1 回の収獲で約 2000 匹とることができる。餌にインスタント麺の
砕いたものとパンを使用。養殖方法として、稚魚 1 万匹を購入し、稚魚専用の池に放つ。そこ
である程度育ったら、池へ移動させる。たくさんの量のサバヒーを育てるため、池を買ったと
きよりも 30 ㎝掘り下げ、容積を増やす工夫をしている。収獲は、年に 2 回、良くて 3 回行っ
ており、収獲後は、水をすべて抜き、池の清掃をし、ププという土地肥料を土にあげているこ
とがわかった。また、養殖において水の塩分濃度が重要であり、乾季による気温上昇のため、
塩分濃度が高くなってしまうことがある。塩分濃度は、高くなっていると魚が死んでしまう恐
れがある。そのため、作業していると体に塩がつくことで塩分濃度が高いなどと判断している
といっており、とても興味深いものであった。
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収獲した魚は、仲買人の甥、姪を通して市場に売っており、市場価格やサイズ、またボック
スで収入が変化してくるそうだ。また仲買人を通しているため、利益は 10％仲買人、90％自分
たちとなっている。価格は出荷場所がずっと同じ市場であるため、
ごまかしようがないそうだ。

写真 4 捕獲したサバヒー

Ⅲ

気づきと感想

どの時期であってもお金を稼ぐことができるように工夫され、仕事をしていることがわかっ
た。どちらも水と関係する職業ということで、塩分濃度が重要視されていた。自然を相手にし
ているため、徹底した管理をすることは難しいことであると思う。しかし、私は、塩分濃度を
徹底して調節することで、収獲量が増え、稼ぎにもつながると思った。また、土地を 1 つも無
駄にせず、塩田で使い終わった池を次は養殖池に転換し、再利用するといった考えが素晴らし
いと思った。そして、今回インタビュー調査をしたのは経営者の方のみであったので、雇われ
ている側、日雇い労働者の方に観点を当て、どうしてここで働いているのか、経営者との関係
性、給料面なども調査してみたいと思った。さらに親戚同士で商売をするケースが見られた。
予想外の光景であるため驚きがあったので、日本でもこのように、自営業の方が親戚を通して
販売することなどがあるのか調査したいと思った。
このようなことから、人と人のつながりの重要性を理解することができた。
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モスクでの礼拝の参与観察
堂 園 健 太
社会学部社会文化システム学科 2 年

I モスクで受けた説明
私たちは、2019 年 11 月 4 日の 17 時頃に、礼拝の参与観察をするためにマナック村にある
モスクを訪れた。モスクは私たちがホームステイした家から徒歩 5 分ほどの場所にあった。モ
スクの入り口には門があり鍵がついていた。門を入ると正面にモスク、右には体を清めるため
の大きな洗い場があった。モスクに入るときは靴と靴下を脱いで入った。モスクの中は広く、
真ん中で横向きに柵が置いてあった。
私たちはモスクに入り、A さんからイスラームについての説明を受けた。初めに、ムスリム
が何を信仰しているかについて説明を受けた。ムスリムは、
「唯一無二の神であるアッラー、天
使、預言者、聖書、宿命、死後の世界」この 6 つを信じている。モスクでは、宣言、祈り、慈
善、断食、巡礼が行われる。断食明けにはモスクに集まって皆で食事をする。これは日本のマ
スジド大塚を訪れたときにもマスジド大塚の責任者である H さんが同じことを言っていた。礼
拝は、一日五回、夜明け前（ファジュル）、正午（ズフル）
、午後（アスル）、日没（マグリブ）
、
夜（イシャー）に行われる。これらは何時何分という厳密なものではなく、時間帯である。そ
れは、太陽の位置で決まる。礼拝をする際には、メッカの方角を向いて行う。また、礼拝場所
は男女で区切られていて、一階建てのモスクでは仕切りの前が男性、後ろが女性である。女性
は礼拝時にヒジャブを巻かなければならない。女性は、家族以外の男性から美しい部分を隠す
べきと定められているので、髪を隠し、胸元や体のラインがわからないような服を着る。
お祈りをする前には、小浄という行為をする。小浄とは水で体を洗い清めることである。小
浄では体を洗う順番が決められている。最初に手を洗う。次に手で水をすくい、うがいをして、
水を取り入れて鼻腔をきれいにし吐き出す。その後、顔、腕の順で洗い、頭から首、そして耳
を拭く。最後に足を洗う。小浄を終えたら、礼拝をする。
礼拝では「イマーム」といわれる宗教指導者が前に立ち、コーランを読む。それに合わせて、
お祈りをし、体勢を変える。お祈りには 6 つの体勢があり、順に変えていく。それを三回繰り
返す。一回目、二回目、三回目で多少異なる体勢もある。座ったときの足の組み方、立て方が
変わる。また、
「アッラー・アクバル」と唱える。この意味は「神は偉大なり」である。このよ
うに礼拝には決められたやり方があった。これはコーランによって定められた方法であった。
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写真 5 A さんによるイスラーム教についての説明を受けている様子

II 礼拝の参与観察
実際に私たちは身を清める行為と礼拝を体験した。先に先生と男子学生が A さんと一緒に身
を清めた。A さんのお手本を真似しながら行った。手を洗うときも、指の隙間、爪の間まで。
足はくるぶしまで。細かいところまで時間をかけて、丁寧に洗った。女子学生も同様に行った。
礼拝を行う前に女子学生は髪や体を隠すためにと村の人々からヒジャブを貸していただき、着
替えてから礼拝をした。礼拝では、横一列に並び絨毯の上に立って並んだ。イマームは今回の
研修に帯同していた、インドネシア人男子学生の A さんが行った。A さんの声に合わせ、見よ
う見真似で礼拝を行った。礼拝は多少の運動を行うのと同じぐらいに体を動かした。座る時の
足は体勢が辛かった。最初に説明を受けた以外に、ムスリムの方々は何か唱えながらお祈りし
ていたり、指を動かしていたりした。お祈りには多くの細かい所作や仕草があった。
今回の礼拝では、私たちを含め、男性約 30 人、女性約 20 人ずつ参加していた。大人から子
供まで多くの方が参加していた。その中には、村のホームステイで親しくなった約 10 人の子
供たちの姿もいた。彼らの中には、礼拝前に着ていた半袖半ズボンから、長袖長ズボンに着替
え、モスクに来て礼拝していた者もいた。礼拝時には、村にいるときの明るく元気な雰囲気は
なく、真剣な表情でお祈りをしていた。その姿は大人たちと比べても、遜色なかった。
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写真 6 礼拝を行っている様子

Ⅲ

気づきと感想

モスクでの参与観察を通して、信仰しているわけではないが宗教と向き合うことができた。
私が普段どれほど宗教に無関心か実感する機会になった。しかし、それに対してインドネシア
の子供は宗教をしっかり教わっているのだと思った。礼拝での子供達の様子や、村で調査をし
ているときに guru manaji という（インドネシア語でコーランを教える先生）方がいて、多
くの子供達が彼女にコーランを教わっていた。私自身、宗教を信仰していなく、無宗教である
と思っていた。しかし、日本での暮らしの中で、結婚式、お葬式、クリスマスなど、仏教だけ
でなくキリスト教の行事も行っている。これは、果たして無宗教であると言えるのだろうか。
宗教行事が普段の生活の中に組み込まれていて気づいていないだけではないだろうか。
また、日本で訪ねたマスジド大塚と今回訪れたモスクでは形態が異なっていた。マスジド大
塚は五階建ての造りである。これは敷地の問題もあるからなのだろう。マスジド大塚の礼拝は
一階が女性、二階が男性に分かれて礼拝をしていた。マナック村のモスクは柵で真ん中を分
け、男女で前後に分けていたが、同じ空間で行っていたのに対し、マスジド大塚は前後で分け
るのではなく部屋そのものを分けていた。また、日本のモスクでは人が宿泊し、コミュニケー
ションの場となっていた。国によって、モスクという利用方法は異なるのだろう。礼拝を体験
してみて、今までにない気分を味わうことができた。宗教に対して、向き合いその教えに則っ
て行動する。宗教を信仰するということが、どのようなことなのかを感じることができた。
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村でのお別れ会
古 川 桃 圭
社会学部社会文化システム学科 2 年

I ステイ先での疑問
私たちは、2019 年 11 月 3 日から 6 日の 4 日間、インドネシアのスラウェシ島の南スラウェ
シ州に位置するマナック村でホームステイをさせていただき、私たちの聞き取り調査にもご協
力いただいた。滞在 3 日目の夜にはお別れ会も開いていただいた。そのお別れ会では、滞在中
一度も村で食べることのなかった鶏を夕食に出していただくことになった。そこで、マナック
村では鶏をどんな方法で処理しているのかということを調べることにした。鶏の屠殺の仕方は
通訳の A さんを通じて村人に教えてもらい、私たちも実際に鶏をさばくところから料理するま
での処理の仕方を体験した。使用した鶏はマナック村で飼われているものではなく、バザール
で購入したものを使用した。

II 鶏の屠殺体験
はじめに、鶏を清める作業を行う。やり方は、モスクで礼拝前に行う、身体を清めるウドゥ
ーと同様で、最初に頭部、手羽先、首、最後に足を水で洗った。これはイスラーム教のやり方
という訳ではなく、この村独自のやり方でありこの作業を行わなければハラール食品にならな
いということではない。しかし、この村ではウドゥーを行うのが良いとされており、屠殺前の
清めは暗黙のルールであるという。
鶏の持ち方にもきまりがあり、翼を胴体に押さえつけ動かないように片手で固定する。もう
一方の手で頭を押さえ、頸動脈に刃を当て垂直に引き切る。切る直前に「ビスミッラ」と唱え
る。これはアラビア語でいただきますの意味を示す言葉で、この祈りを唱えて初めてハラール
食材となる。頭部は切り落とさずに切り込みを入れた部分からしっかりと血を抜く。血を抜き
きったらまだ生きている状態の鶏を別の場所に放り投げ、死ぬのを待つ。血は深さ 10cm 程度
に掘られた穴に排出した。頸動脈は全身の血液が通る部位であり、血を効率よく排出すること
ができるため、この部位に切り込みを入れるそうだ。頭部を切り落とさずに鶏が死ぬまで放置
する理由は、この村では首を切り落としてしまうのは野蛮な行為とされているからである。
鶏が死んだ後、熱湯で数分茹でてから羽をむしっていく。これには特に決まりはなく、羽を
全て手でむしる。
羽をきれいに取り除いた後はホームステイ先の女性達にさばいていただいた。
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写真 7 説明を受けている様子

写真 8 捌いている様子

ホストファミリー以外にも近隣の住民に囲まれながら作業したが、皆日本人が屠殺すること

97

第2節

フィールドスタディ活動報告

に興味がある様子で、どの学生がやるのか、どんな様子で殺すのか注目していた。私たちにと
っては生き物を殺すという事はあまりなじみがなく、皆静かに険しい表情で眺めていたが、村
の人たちは笑顔で会話しており、
子供たちも非常に無邪気に野次を飛ばして笑っていた。
また、
「すべての鶏を殺した後に次は飼っている牛を殺してみよう」と冗談すらとばしていた。
鶏を茹でている間、イスラーム教布教前のこの村の食について少しだけ話を聞いた。この村
に住むブギス人、マカッサル人にはかつて血を飲料と混ぜて飲む風習があった。しかし、イス
ラーム教普及後はイスラーム教の血は不浄なものという教えに則って、現在は血を飲むことは
やめているという。

Ⅲ

気づきと感想

A さんのお手本を見た後、私を含め数名の学生が屠殺を行った。鶏を片手で押さえるのは難
しく、引率の長津先生と A さんに手伝っていただいた。鶏を直接触ったのは初めてで、頭部を
触ったときの柔らかい触感に「生きている」のだな、と改めて感じた。ナイフで首を切る瞬間
は一瞬で、非常に簡単に切ることができてしまった。その時感じた生き物を殺すということは
どういうことかということを忘れることはないだろう。
屠殺現場の映像は見たことがあったが、
実際にやるのでは全く抱く感情が違った。自分の手で殺すということに加え、その光景を見る
周りの態度に圧倒されてしまった。村の子供たちは平気な顔で鶏の死体を持ち、大人は笑って
いる。私はその態度のギャップに言いようのない違和感があった。またとどめをささずに放置
することにも疑問が残った。頭を切り落とすのが野蛮であるというのなら、鶏が羽をばたつか
せながら苦しんでいるのを放置するのは残酷なのではないか。これについて、私たちと村人と
で死生観が異なっているためではないかと思った。彼らにとって食べるために自ら生き物を殺
すことは当たり前に行われているのだと強く気が付かされた体験だった。
体験を通して、普段当たり前に食べている鶏肉もこの工程を踏んでいると実感し、自分がど
れほど恵まれているのかということを思い知らされた。日本では人ではなく機械が殺して食材
に加工していくが、これではどんな工程で食卓に運ばれてくるのかが全く見えずに私たちに届
くため、恵まれた環境に気が付きにくいと感じた。多くの日本人がこのような体験をすればも
っと廃棄される食材が少なくなるであろう。
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マカッサル市内見学
渡 邉

日 菜 子

社会学部社会文化システム学科 2 年

I マカッサル市について
マカッサル市は、スラウェシ島南部に位置する南スラウェシ州の州都である。人口は約 134
万人、インドネシア 7 番目の大きさの都市であり主要な港があるため東インドネシア地域の中
心的な都市となっている。私も実際に見て、交通量が多く建物が立ち並んでおり、栄えた都市
であるという印象を受けた。私たちは 11 月 6 日マカッサル市内の見学を行なった。

II 様々な民族
私たちは、様々な民族の特徴が像にされ可視化された広場のような場所を訪れた。そこでま
ず聞いたのがトラジャ族の葬式についての話である。トラジャ族とは、インドネシアの南スラ
ウェシ州または西スラウェシ州の山間部に住むマレー系の先住民族である。トラジャ族には、
葬式や死が重要であるという考えがあり、 葬式は村中の人があつまるため、その接待費や、生
贄にするための水牛に多額なお金が必要となる。
人々は自分の葬式のためにお金を貯金するが、
足りない場合は親族がそのお金を稼ぐ。そのお金が貯まるまでは、なんと、家に死体がある状
態で暮らすという。死者の葬り方については、宗教によって火葬や土葬などの違いがあること
は知っていたが、宗教だけでなく民族の違いによってもここまで変化があることに私は衝撃を
受けた。
他にもブギス人ゾーンでは、ラガラガと呼ばれる伝統行事の際のもてなしの儀式の像があり、
それは松明を持ち、腕に火を当てていた。ブギス人とは、スラウェシ島の南西に住む民族であ
る。ブギス人は武闘派で、腕に火を当てたり火を食べたりしてもてなすということがあり、実
際に新しい知事を迎える際にそれが行われたのだという。このようにこの場所では、様々な民
族の民族色が窺えた。

III

チャイナタウンへ

私たちはチャイナタウンへ向かうべく、ベチャというインドネシアの自転車タクシーに乗っ
て移動した。チャイナタウンでは、鉱物の金を取引する通りというものがあって、通りのお店
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は金のアクセサリーやら時計やらで輝いていた。
金を取引する人たちは金行と呼ばれ、
その人々
は皆華人であった。金行は質屋的な機能をもち、
現金だと価値に変動があり信頼性が低いため、
金に換えて持っておいたほうが信頼できるのだという。

写真 9 ベチャ

Ⅳ

気づきと感想

私はこのフィールドワークを通して、宗教や育った場所、またその環境が異なる人々やモノ
も、知れば怖いものではないことに気づいた。人は自分が知らないものや人のことを恐れ、無
意識に線を引いて自分から遠ざけてしまうし、実際私もインドネシアに来る前まではそうであ
ったが、その地に実際に来てみて実際に人々と関わることでそんなに自分とは変わらないので
はないかと感じるようになった。宗教や民族が違っても、同じものを見て可愛いと感じたり面
白いと感じて笑ったり、言葉は分からなくてもそれは普通にできて、知ること・知ろうとする
ことの大切さを実感することができた。
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ハサヌディン大学での交流
藤 田 あ み
社会学部社会文化システム学科 2 年

Ⅰ

国内調査の発表

11 月 7 日、スラウェシ島マカッサル市にあるハサヌディン大学を訪れた。そこで私たちは、
国内調査の結果を現地大学生に英語で発表すること、またインドネシアと日本における文化の
違いを議論することであった。
私たちの国内調査の内容は大きく分けて 4 つある。1 つ目は在日インドネシア人班、2 つ目
は共生サポート班、3 つ目は水産調査班、4 つ目は食文化班である。まず、在日インドネシア人
班ではモスクチームとムスリム女性チームに分かれ、インドネシア人の日本での生活について
調査した。また、共生サポート班では日本で暮している外国人がどのようなサポートを暮らし
や言語の面で受けているのかを調査した。そこでは気仙沼の技能実習生での企業への受け入れ
が充実していること、日本に住んでいる外国人へのサポートが民間主導型になっていること、
日本住んでいる技能実習生以外の外国人に対するサポートは不十分な部分があるということを
理解した。国内水産調査班では日本のエビ養殖とエビを通した日本と世界との関わりを調査し
た。日本産のエビは高価格になっていること、屋内で生産することで環境保護につながること
を理解した。食文化班では、在日インドネシア人と日本人との味覚の違いを調査した。日本で
のインドネシアカフェの聞き取り調査、カルピスを用いて味覚の違いを調査し、日本に住むイ
ンドネシア人と日本人の味覚の違いを理解した。
以上のことを、現地学生にむけて英語で発表した。また、食文化班の発表時、現地の学生に
対しても国内調査と同じように、カルピスを用いて味覚調査を行った。国内調査で、日本に在
住しているインドネシア人はカルピスの原液の割合が高いものつまりより甘いものを好んでい
た。同様の実験をハサヌディン大学で行なったところ、現地学生らも甘い方を好んでいる割合
が高く、やはり日本人より甘いものを好むことを示した。4 つの班の発表後、現地の学生とイ
ンドネシアと日本における食事や宗教などの面における文化の違いについて議論した。また、
班に分かれて議論した後に、各班の議論を発表した。その後、現地の学生との交流企画として
ビンゴゲームを行なった。現地学生は、景品に日本の茶碗やノートなどを獲得できており嬉し
がっていた。
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II 気づきと感想
ハサヌディン大学との交流を通して感じたことは、現地学生は私達がインドネシアの文化に
対して興味を持ち国内調査したように、彼らも日本文化に興味を持っているということである。
また現地学生との議論を通して、
「当たり前」
という概念はただの固定観念であるように感じた。
文化はこうあるべきという概念を持つのではなく、相手の文化を柔軟に理解すべきであると思
った。来年は、発表時に現地学生も参加できるようなプレゼンテーションをしていけるように
したい。

写真 10 現地学生との交流の様子
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シドアルジョのエビ養殖池訪問
山 田 香 織
社会学部社会文化システム学科 2 年

Ⅰ

伝統的なエビの収獲方法

2019 年 11 月 9 日、
私たちはジャワ島東部に位置するシドアルジョのエビ養殖池を見学した。
船着き場からエビの養殖池へは船に乗り、約 1 時間半の時間をかけて移動した。エビ養殖池で
は、伝統的なエビの養殖方法を学んだ。
池の周りを歩いているとエビを収獲している男性に出会った。その男性はプラヤンでエビを
収獲し、収獲したエビを籠に移しているところだった。プラヤンとは、エビを収獲するために
使う罠で、プラヤンを使った収獲は伝統的な方法である。籠に移されたエビは籠から飛び出し
そうになるくらい元気に飛び跳ねていた。プラヤンの設置する場所は池へ水を送り込む水門の
近くだ。その理由は、池の周りは池の真ん中より深く、通路のようになっている。これは、日
中池が太陽で温まった時、エビがより冷たい水を求めエビはその通路に集まってくる習性を生
かすためだ。そして水門から水が流れ込むと、エビは新鮮な酸素が多く含まれる水を求め、そ
の通路を通り水門の辺りに集まってくる。それらの習性を利用してプラヤンで収獲するのだ。
プラヤンを利用した伝統的なエビの収獲方法は、エビの習性をとても生かしていることがわ
かった。

写真 11

プラヤンから籠へエビを移す様子
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II エビ加工工場への出荷
こうして収獲されたエビは ATINA 社の加工工場へ運ばれ、加工されて日本に出荷される。
エビの収獲をする 1 日前に工場から出荷用のボックスが送られてくる。収獲したエビをその
ボックスに入れて出荷する。まず、エビを氷でしめ、洗い、ボックスに氷と共にパッキングす
る。蓋を閉めるためにバンドが使われ、工場ではボックスに書かれている番号とバンドの番号
をチェックして管理する。パッキングされたボックスの中には、池の名前、日付、池のコード
番号、重さ、マネージャーのサインが書かれた紙が入れられる。出荷する前に味見も行われ、
1・3・5・7・9 の五段階で評価される。評価が 5 以下のエビは出荷されない。また、使わなか
ったボックスの個数や番号も控えておく。どの池で収獲されたのかなどもトレースできるよう
に管理されている。このように、エビは厳格に管理されている。

Ⅲ

エビ手づかみ体験

養池見学最後にエビの手づかみでの収獲体験をさせていただいた。収獲体験は、男性陣（先
生と学生）が実行した。
「手づかみ」での収獲方法は、インドネシアのグレシックという町で中
心的な収獲法にされている。この池でも、プラヤンを用いた伝統的収獲方法に加えて、手づか
みでの収獲を採用している。池に入る前に、養殖池従事者の方に方法を教わった。エビは水底
を這うようにして歩いている。そのため、手づかみする場合は両手を広げて底に軽く触れるよ
うにしながらエビを探す。エビらしき感触があったら、逃げられる前に素早く捕まえるという
のが一連のながれとなっている。
実際に体験した男子学生によると、説明よりこの収獲方法は難しいとのことだ。池は泥が水
を濁らせているせいか、全く水深が測れない。池の水面に足を触れると水温が生暖かく感じ、
一瞬ひるんだ。躊躇しながら足を踏み入れると、まず触れたのがエビと一緒に養殖されている
オゴノリ（gracilaria）という海藻だ。海藻は、水底に満遍なく広がっている。エビと間違えて
掴んでしまうことが何度もあった。エビは触れた瞬間に逃げてしまう。そのスピードは 1 秒あ
るか無いかくらいの感覚で、濁った池の中ではエビを見つけるのはとても難しい。3 分に 1 回
程度エビらしきものに触れる感覚があった。エビの殻の硬い部分や棘が肌を傷つけるかもしれ
ないという躊躇も相まって、なかなか捕まえることができなかったそうだ。実際、他の学生た
ちからも「痛い」という声が度々聞こえた。収獲体験は約 45 分間行われたのだが、話を聞いた
学生は、1 匹も捕まえることができなかった。収獲体験をした教員、学生の中で最高で 5 匹捕
まえる人もいた。平均は 1 人 1～2 匹であったが、1 匹も捕まえられない人も多かった。
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写真 12 手づかみ体験の様子

Ⅳ

気づきと感想

私はエビの養殖池を見学し、この収獲方法は効率が悪いなと感じた。それは、私が日本で生
活をしていると、大量に生産し、消費することが良いとされていると感じているからだ。しか
し、インドネシアの養殖池ではそれとは違う考えで生産していた。例えば、エビは網で収獲す
るという方法もある。網を使えば簡単に少人数で収獲できるのだが、この池では手づかみやプ
ラヤンで収獲することによってより多くの人が関わり、収入を得られるようになっていた。こ
のように、収獲の効率だけでなく、多くの人が関わり働くことに重きを置く考えを持っている
ということに驚いた。そして、私の知らない所には様々な働き方や考え方があること、自分が
当たり前だと考えていることとは違う考えを持っている人達がいるということを、今回エビの
養殖池を見学したことによって改めて気づくことができた。
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ATINA 社との交流会
山 本 諒 太
社会学部社会文化システム学科 2 年

I

ATINA 社からのプレゼンテーション

2019 年 11 月 10 日 7 時 45 分頃、私たちが宿泊していたホテルから PT. Alter Trade Indonesia
社（以下 ATINA 社）の加工工場に向かった。ATINA 社は、日本の株式会社オルター・トレー
ド・ジャパン社（ATJ）社の現地法人である。そして 8 時頃から、ATINA 社のバグスさんによ
るエビの輸出入のデータや会社概要についてのプレゼンテーションを視聴した。
初めに、インドネシアにおける水産業の解説を受けた。インドネシア国内の水産業で盛んな
のはエビ養殖業、マグロ漁、海藻生産、カニ養殖であることを学んだ。ちなみに ATINA 社で
は、ウシエビを年間 35,000〜45,000kg 生産しており、それらを日本へ輸出し、私たちの食卓
に届けられている。
次に、ATINA 社でのエビ生産についての説明へと話が移行した。インドネシアでは、集約的
養殖（Intensive Farming）と粗放的養殖（Extensive Farming）という方法でエビを生産して
いる。ATINA 社は後者の化学由来のものには頼らず、エビにストレスを与えないように伝統
的な方法でエビを養殖している。
そして、私たちが見学したシドアルジョの養殖池では、ウシエビとサバヒーをこの方法で養
殖していた。ATINA 社はシドアルジョの他にもスラウェシ、グレシックの伝統的養殖池を持
っており、地域の環境に合わせてウシエビとサバヒー、海藻などを養殖している。
また興味深いことに、各地域によって収獲方法が異なる。シドアルジョでは、「プラヤン」
いう水流を利用した伝統的な籠を用いて収獲している。スラウェシでは「バガン」という網で
収獲するのが主流であり、この網を利用した収獲方法はスラウェシ中で行われている。他方、
グレシックは多くの人が仕事に従事できるように、昔から「ラガ」と言われる手づかみでエビ
を収獲している。
最後に、ATINA 社と日本の消費者とのつながりついて話が移行した。ATINA 社では、People
to People「人から人へ」という消費者が生産者の顔を見られるように、直接コミュニケーショ
ンをとれる機会を設けることを徹底している。例えば、私たちも経験したエビ収獲体験、女工
さんと消費者との交流会、エビに関するワークショップを行なっている。このように、生産者
と消費者が直接会い、コミュニケーションをとることでお互いにどのように生産しているか、
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どのように消費しているか理解し合っているのだ。

写真 13 ATINA 社の方からのプレゼンの風景

II 学生によるプレゼンテーション
ATINA 社の方からのプレゼンを受けた後、続けて私たち東洋大生のプレゼンを行った。私た
ちは日本のエビ自給率、国内エビ養殖について言及した。加えて、挨拶としてインドネシア語
を少し話すなど、和やかな雰囲気の中，プレゼンを行った。
日本のエビ自給率は、たった 8%とあまりにも少ない数字に、ATINA 社の方から驚いた様子
を伺えた。日本はインド、ベトナム、インドネシアなど約 60%以上アジア各国からエビを輸入
しているのだ。そのような 8%しか自給していない中、私たちはとある国内エビ養殖企業の説
明をした。その企業は新潟県妙高市に拠点を置く企業だ。ここではビニールハウスで養殖し、
「妙高雪エビ」というブランドエビを生産している。バグスさんは新潟県という豪雪地帯での
養殖と、インドネシアでの常夏での養殖の正反対の違いに仰天したようだった。また、ビニー
ルハウスでの養殖に興味、関心を持ってもらえた様子だった。これは、日本のエビ養殖の一例
に過ぎないが、日本から世界各国に伝わったエビ養殖技術を参考に今日も養殖をしているイン
ドネシアと、日本の四季に合わせた最新のエビ養殖技術の違いに ATINA 社の方から驚きのお
言葉を数多くいただいた。
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ATINA 社を訪問して、私たちが普段食べているエビフライのエビはどこから来ているのか
理解できたような気がした。
インドネシアの養殖池からエビが収獲され、
次に工場で加工され、
これから日本へと出荷されるエビを目の当たりにした私たちは、将来、どこかでエビを口にす
る際、
処理工程での多くのプロセスに携わった人たちの苦労に感謝しながら食べたいと思った。
また、ATINA 社はエコシュリンプを加工し売りに出すだけではなく、People to People という
機会を設け、数千キロも離れた土地に暮らしている私たち消費者とコミュニケーションをとる
ことで、安全かつ美味しいということを理解できることに加えて、ATINA 社で働いている人の
想いを大事にできる素晴らしい機会であると感じることができた。
インドネシアに渡航して、日本を振り返ってみると、日本のエビ自給率が 8％しかないこと
を実感した。私たちが行った地域に生活する人々は、生きるために汗水流しながら、自分たち
が食べることのないエビを養殖している。一方、今日の日本は、サービス業などの第三次産業
が主流で、
そもそも水産業が属する第一次産業に従事する人が著しく減少しているのが現状だ。
時代の流れに合わせて、第三次産業に携わる人が増加したのは成功と言えるだろうが、私たち
が生きるために必要な、
食を支える人々が減少してしまうのは決して成功とはいえないだろう。
したがって、これを読んでいる読者には、普段食べている食べ物がどこから来ているか興味を
持って欲しい。そういった興味を持つことで、私のように日本の食の自給率が低いことを実感
できるはずだ。そして普段食卓に並べられ、ただ自分の欲求を満たすだけだった食材に感謝の
気持ちを忘れないで欲しい。
そしていつか、日本も自動車以外に何か食べ物を輸出して、遠く離れたところに生活する
人々の腹を満たすことはできないのかと日本の第一次産業の復興を願っている。
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ATINA 加工工場・水質浄化槽の見学
矢 野 真 奈・佐 藤 里 樹
社会学部社会文化システム学科 3 年･2 年

I ATINA 加工工場の見学
私たちは 2019 年 11 月 10 日にエビの加工・輸出を行う PT. Alter Trade Indonesia 社(以下
ATINA)に訪れた。ATINA 社では投薬や人工飼料に頼らない伝統的な粗放養殖で育てたウシエ
ビを「エコシュリンプ」として日本に加工・輸出をしている。工場見学をすることにより養殖
池で獲られたエビをどのような人たちが、どのような環境で、どのように加工して日本に輸出
しているかを学ぶことができた。午前 8 時ごろに担当のバグスさんから ATINA 社の説明を聞
いた後、午前 10 時ごろから工場見学をするための同意書を提出した。同意書の項目には、近日
中におなかを壊しているかどうかなど体調についての確認をする項目があった。
工場の入り口へ案内され、長靴、白衣、マスク、帽子に着替えた後、女工さんたちが私たち
に対して爪が短いか、服は汚れていないかを確認する身体検査を行った。特に爪は、切ってき
たにも関わらず再び切るように促された学生が何名かいた。検査や手洗いを済ませ工場の中に
進むと、エコシュリンプを包装する際に使う氷が保管されている涼しい部屋に向かった。その
氷も品質などにこだわりを持って厳選していると聞いた。その次に塩水を保管する小さい部屋
に案内された。その塩水にエビを入れることで、エビの味と鮮度を保っている。 奥の部屋に進
むと、6 人ほどの女工さんたちがエビの頭や足の部分を取り除く作業をしていた。私たちが入
ると、作業をいったん止めて日本語で「こんにちは」と笑顔で挨拶をして下さった。ここでは
その作業の体験もした。その奥にはエビの見た目に問題がないかを確認する係員が 2 人、金属
探知機に入れて金属反応がないか確認する係員が 2 人いて、作業をしていた。その次の部屋で
は、ベルトコンベアに置かれ流されていくエビの大きさや色、形を見て選別する作業が行われ
ていた。さらに奥の部屋に進むと、エビの殻や尾を剥く作業を行っていた。ATINA 社のエビに
はしっぽが全て剥きとられているものだけでなく、天ぷら用になるしっぽがついたままの商品
もある。運ばれてきた箱に指示が書いてあり、それに従って作業を進めていた。また、針を使
ってエビの背ワタを取る作業も行われており、一緒に作業を体験させてもらった。ここでは一
人で 1 時間 12 キログラムのエビの作業をしていると計算され、この基準が労働者の毎月の給
料計算の際に使われるという。収獲時期にはこのような作業が午前の 3 時頃まで続くときもあ
るという。
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最後に、エビの冷凍作業をする部屋に案内された。多くの企業では箱にエビを入れ凍らせる
方法を利用しているが、これは輸出先で溶かしてまた冷凍させる必要があり、鮮度が落ちると
いう。一方で ATINA 社ではエビを 1 つ 1 つ凍らせ、鮮度を保つように工夫がされている。そ
の奥には加工され、包装が終わったエビたちが保管されている部屋がある。－18°の体育館ほど
の広さの部屋に天井まで積まれた箱があり、それぞれに番号が書かれている。これにより生産
地がわかるようになっていて、もしクレームがあった場合でも生産地をすぐに把握し対処する
ことができる。

II 水質浄化槽の見学
工場の見学を終えた後、ATINA 社の施設内にある水質浄化槽を見学した。水質浄化槽全体の
大きさはバトミントンコート 2 面分くらいの大きさだ。各槽の大きさは大きい順に、A 槽、B
槽、D 槽、C 槽、E 槽、以下 F から I 槽は同様の大きさとなっている。また 1 つの槽の深さは
4m ほどである。
工場は日々多くの水を使用し、排出している。廃水をそのまま自然に返還することは、環境
汚染を誘発する恐れがある。そのため、水質浄化槽で自然界の仕組みを応用した独自の排水処
理を行い、廃水を綺麗な水へと戻してから自然界に返還している。この技術は
Bacteria,Mineral,Water の頭文字から「BMW 技術」と呼ばれる。これはバクテリアを利用す
る自然循環技術だ。
工場排水には天然のバクテリアが含まれている。この廃水は、固形物を除去するフィルター
を通って原水槽へと運ばれ、流量調整槽(A 槽)に送られる。 次にばっき槽 B へと流入する。ば
っき槽 B にはリアクターシステムが設置されている。リアクターシステムは、
「コンポースト」
と呼ばれる腐植土と自然石を、ばっき槽の中に投入し、汚水内のバクテリアを活性化させるシ
ステムだ。このリアクターシステムによりばっき槽 B における原水の有機汚濁成分を処理して
いく。 次の沈殿槽(C 槽)は、自然界で言う沼池のような働きをしている。ここでは活性汚泥を
沈め、キレイに処理された上澄み水だけが自然石槽(E 槽)へと送られる。それに対して、充分な
処理が行われなかった汚水や泥は下部に溜まり、A 槽、B 槽、D 槽へと送られ、バクテリアと
して利用される。A・B・D 槽にはそれぞれ酸素が送られてバクテリアの働きを促進させている。
また、汚水の汚れ具合は A 槽が最も汚れていて、B・D 槽は次に同じくらい汚れている。 上澄
み水として C 槽から送られてきた水は E 槽で、また沈殿作業を行う。 複製槽(F 槽・G 槽・H
槽)では花崗岩や軽石が投入されている。石の小さな穴でバクテリアが成長し、浄化処理のはた
らきが強められる。このように各槽で段階を踏み、処理された廃水は放流槽(I 槽)に送られ、河
川へと放流される。
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気づきと感想

今回の工場見学では、日本で購入できるエコシュリンプが、どのように加工されて日本に輸
出されるのかを見ることができた。ATINA 社では私たちが思っている以上にエビの品質・味を
保つために施されているこだわりや努力があることが分かった。氷を厳選していたり、塩水を
使ってエビの鮮度を保っていると聞き、
「そんなところにまで気を配っているのか」と興味深か
った。私たちが何気なく口にしている食品が、このように遠い異国の人たちによって支えられ
ていることがより実感できた。(矢野)
今回の見学で、ATINA 社は衛生管理などにおける意識がとても高い企業であることが分かっ
た。また、私たちが生きていく上で欠かせない水は、私たち人間が自然界から借りている有限
な資源であることを実感した。汚水を排出することは簡単でも、浄化処理には数多くの手間が
加えられていることを知り、自分が無駄遣いしてしまっていることの多い水資源について考え
るキッカケとなった。
コンポ―スト（家畜の糞）
、生活排水や工場排水など今まで使い捨てのようにしてきた資源を、
きちんとした処理を行い自然界に返すことで持続可能な社会を守ることに繋がるのだと、
ATINA 社の水質浄化槽を通して実感することができた (佐藤)

写真 14 ATINA 社の様子の一部
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エビ天ぷらワークショップ
鈴 木 莉 緒
社会学部社会文化システム学科 2 年

I エビ天ぷら作り
2019 年 11 月 10 日お昼過ぎ、ATINA 社での工場見学が終わり学生たちは工場で働く方々
（約 100 人）にえびの天ぷらを振る舞うために準備に取り組んだ。ここで使用したえびはもち
ろんこの工場で従業員の方々が剥いてくれたものだ。普段彼らが仕事として剥いているえびが
このような形で日本では食べられている、ということを伝えるためにえび天ぷらワークショッ
プを実施した。ATINA 社のご厚意であらかじめ背ワタの取れたえびが用意されていた。材料や
調理に必要な道具は基本的には日本から持っていったものを使用した（醤油は現地のスーパー
で調達）。衣をつける、油で揚げるなどの各作業を学生 16 人で分担して行った。宗教的にアル
コール摂取が禁じられているイスラーム教徒の方が多いのでタレは酒・みりんを使わずに作成
した。普段から料理をするという日本人学生一人が司令塔となりほかの学生に的確に指示を出
し、通常の家庭で作る量よりもはるかに多いえびに苦戦しながらも力を合わせて楽しく作るこ
とができた。100 人分ということもあってコンロを 4 台フル稼働させたがそれでも揚げるのが
追い付いてないくらいであった。

Ⅱ 従業員の方々との交流
従業員たちにとっては午前の仕事が終わりお昼休憩の時間。彼らは会社から提供されるラン
チボックス（当日の献立は、お米・チキン・トウモロコシを揚げたもの・スープ・スイカ）を
屋外の屋根のついた広い食堂のベンチに座って食べていた。1 つの卓には 5～8 人の従業員た
ちが座っていた。その卓が 7 卓。それに加えて席につかず立っている方々もいたので 100 人近
くの従業員がいただろう。男女の比率は女性の割合が高かったように見えた。
学生はえび天を盛ったお皿とトングを持ちそれぞれの卓に行き 1 人に 1 つずつ渡していっ
た。学生が近くに行くと自分のお皿を自ら差出し、早く自分の分を乗っけてくれといわんばか
りに催促してきたり、1 人 1 つということで渡していたがお代わりを頼まれたりと大好評でえ
び天が出来上がるのが追い付かないくらいだった。いくつかの卓で味はどうかと聞いてみたと
ころ、口を揃えて Enak!!(インドネシア語で“おいしい”)と言ってくれた。
途中、日本人学生によるインドネシア語を使った紙芝居でえびの天ぷらについて・作り方の

112

社会文化体験演習活動報告書

第 1 分冊（国際理解分野）

説明が行われた。
わかりやすいイラストと現地の方々の温かさに助けられ大いに盛り上がった。
また従業員の中の 1 人にえび天作り体験をしてもらった。とても陽気な方で逆にインドネシア
流のえび天ぷらの作り方を教えてくれた。（特徴としては小麦粉とてんぷら粉をつける回数が
日本より多いということだけだが。
）ワークショップ中の現場の様子は、日本人の学生の発表を
熱心に聞いてくれている人もいれば食事に夢中な人もいたりと、和気あいあいとして自由な雰
囲気であった。
その後、学生たちも労働者の方々が食べていたものと同じランチボックスを頂戴し、労働者
の方々と一緒に食事をした。英語での会話は困難だったためボディランゲージでお互いに食事
を楽しんだ。彼らは終始笑顔で楽しそうに食事をしていた。

写真 15
Ⅲ

ワークショップの様子
気づきと感想

前述の通りこのえび天ワークショップを行う前に実際に工場に入り、作業しているところを
見学していた。その際に淡々と作業をこなしていた従業員たちが食事の時間になり仲間たちと
お話ししながら楽しそうに食べていたのが印象的だった。工場での見学・話を聞く限りだと彼
らは過酷な環境で働かされている・辛い・楽しくない仕事という感情を持っていると思ってい
たので楽しそうにしている彼らを見てただ辛い仕事なだけではないのかもしれないと感じた。
今回彼らに調査はできなかったのでこの仕事に対する思いなどを聞いてみたいと思った。誇り
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をもってやっているのか、はたまた仕事が無く嫌々やっているのか聞いてみたいところだ。
従業員の方々が嬉しそうにえびの天ぷらを食べてくれているのを見て、“いつもあなた方が加
工してくれているえびはこのように日本でおいしく食べられている”ということを少しでも彼
らが知ってくれて日々の仕事の活力になってくれたら嬉しい。そしてそれがこのワークショッ
プをやる意味だと改めて感じた。また、私も普段何気なく食べているえびを私たちが食べられ
るように加工してくれている方々と実際に顔を合わせて交流することで、遠くに感じていたも
のが身近に感じられた。えびだけに限らず食材を調理する・食べるという事は沢山の人によっ
て可能になっていてそのことに感謝しようと改めて感じた。
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バリ島の生活風景と宗教
藤 田 杏 実
社会学部社会文化システム学科 2 年

I バリ島に根付く宗教
2019 年 11 月 10 日夜、ヒンドゥー文化に触れるためバリ島を訪れた。インドネシア国民の
9 割はイスラーム教徒だが、バリ島ではヒンドゥー教徒が 9 割を占めている。実際にバリ島で
はヒジャブ(ムスリム女性が頭や身体を覆う布)を被った女性をほとんど見かけなかった。ここ
で信仰されている宗教は、元々この土地にあった宗教にヒンドゥー教、仏教などが融合したも
ので正確にはバリ・ヒンドゥー教と呼ばれている。
ヒンドゥー教は多神教で偶像崇拝が行われているため、偶像崇拝が禁止のイスラーム教には
見られなかった様々な形の建物や像を拝見出来た。またこれまでに行ったインドネシアの他地
域(マカッサル市やシドアルジョなどのイスラーム教地域)では魚料理や鶏肉の料理が多かった
のに対し、豚肉を使った伝統料理や牛肉の料理を食べることも出来た。

II ブサキ寺院
11 日、初めにバリ州東部のカランガスム県にあるブサキ寺院を訪問した。他のバリ市内の寺
院と同じように、現在もバリ市民が日常的に使っているヒンドゥー教寺院である。入場料は
60000 ルピア(日本円で約 460 円)でここにレンタルサロン(腰に巻く布)、ガイド、バイクの送
迎(行きのみ)が含まれていた。入場券を買ってから近くでレンタルサロンを巻いてもらい、寺
院まではバイクの後ろに乗って向かった。バイクを降りた後、現地の人が待ち受けていて、お
供え用のチャナンを受け取り代金を支払った。チャナンとはヤシなどで作られた葉の皿に花や
葉が乗せられた物である。お供えをする時はこれに線香を乗せ、その上から聖水をかける。バ
リ市民も毎日、あるいは数日に 1 度の頻度でお供えをするそうだ。
私たちが見学したブサキ寺院は 30 程の寺院から成り立っている。またここはヒンドゥー教
のアグン山にあるバリ・ヒンドゥー教の総本山で、ヒンドゥー教の三大神であるブラフマー、
ヴィシュヌ、シヴァなどの神が祀られている。8 世紀頃には仏教の修行場だったという説もあ
り、そのためか仏教寺院もいくつか確認出来た。バリ市民以外は立ち入り禁止の場所もあり、
そこではバリ市民が参加するヒンドゥー教の儀礼が行われていた。この寺院は世界遺産への登
録が阻止されている。それはこのように市民が現在も使用しているため、世界遺産登録によっ
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て生じる規制や観光客の著しい増加に伴う問題を懸念したからである。

写真 16 ブサキ寺院入り口

III

ウブド

同日昼頃にウブドの北にあるテガララン・ライステラスに向かった。ウブドとはバリ中央部
よりやや南側にあり、ギャニャール県ウブド郡の村のことを指す。ライステラス(棚田)には緑
が多く残り、入り口にはヒンドゥー教の像が見られた。また大きなブランコやハート型に色づ
けされた敷地など写真スポットが目立った。
ウブドはアーティストが集まる芸術の中心地としても知られ、バリ島でも人気な観光スポッ
トとなっている。ウブドの中心地には多くの土産屋や食事処に混ざり、ヒンドゥー教の寺院が
建ち並ぶ姿が見受けられた。土産屋では片言の日本語を話す人が目立った。また観光客数増加
防止のため道路は一方通行だったが、交通量、観光客数共に多く賑わった様子だった。

Ⅳ

気づきと感想

バリ島にはヒンドゥー教の建物が数多く存在したため、地域と宗教の結びつきをより身近に
感じられた。またバリ島がリゾート地であるのに加え、ヒンドゥー教で多くの宗教的な建物が
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あることもバリ島で観光客が多い原因なのではないかと考えられる。
今回のバリ島のフィールドワークでは観光業に携わっているバリ市民が数多くいることが推
測出来た。他のインドネシア地域と比較するとどこか洗練された観光地という印象で、インス
タ映えを狙ったと思われる建物や、洋食レストラン・世界規模のチェーン店などの大衆受けし
そうな料理も多かった。それを可愛い、あるいは安心して食べられると思うと共に、本来の姿
ではないということに違和感を覚え、画一的になっていく様を寂しく感じた。しかし寺院など
を神聖な場所だからと世界遺産化せず、観光客数を抑えている所は非常に興味深かった。ヒン
ドゥー教に対する市民の想いが感じられたが、世界遺産化推進派の有無など観光地化に対する
市民の意見を調査していきたい。
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聞き取り調査の結果報告

南スラウェシ州・マナック村にて各調査班に分かれて聞き取り調査を実施した。インドネシ
ア渡航前に学生たちの興味関心を聞き、以下の 4 班を組織した。それは、1）仕事班：村の方の
生業に興味を持つ班（男子学生 3 人）
、2）ファッション班：ムスリム女性の服装や化粧に興味
を持つ班（女子学生 3 人）
、3）ハレノヒ班：伝統文化や宗教に興味を持つ班（男子学生 2 人、
女子学生 3 人）、4）食文化班：料理に興味を持つ班（男子学生 1 人、女子学生 4 人）の 4 班で
ある。おおよそ国内調査班／調査テーマを継承する形で調査班が組織された。
ホームステイ中、学生たちは聞き取り調査を 3 回実施した。各班にインドネシア人学生 1 名
を通訳として加えて村内を歩き、出会った方々に調査を依頼し、調査を実施した。調査は日本
人学生が英語で質問し、インドネシア人学生がその英語の質問をインドネシア語に訳すという
形で行った。
調査班ごとの聞き取り調査では、
「異文化社会を学び、自文化社会を相対化する」、言い換え
れば学生の「物事の見方の変化」を導き出すことを目標に実施した。この目標を達成するため
に「仮説法」という方法を採用した。仮説法では、はじめに 1 回非構造型インタビューを実施
したら、
「なぜ現地の方はそう言うのか、そうするのか」という言動の背景にある社会的文脈を
問い、それに対する仮説（仮の回答）をすぐに立てさせる。次の調査でその仮説が間違ってい
ることに気づくことになるが、それでいい。改めて「こうなのではないか」と次の仮説を立て
て、その仮説を検証する。このプロセスを繰り返すのである。仮説が覆される中で、学生たち
は現場の方々の物事の見方に気づくことになる。また、複数の情報に基づいて的確に仮説を立
てるという概念化の作業を通して、学生は的確な物事の見方を求めてデータ／情報と対話し続
けることになるのである。この過程を通して、
「物事の見方の変化」を導こうと考えたのである
その調査結果をまとめたのが本第 3 節である。本報告では、仮説を立てては覆され、また改
めて仮説を立てるという様子が伝わるような書き方を採用している。通常、学術的なレポート・
報告書では間違っていた仮説を書くことはない。しかし、本報告は学生の「物事の見方の変化」
を導き出すことを目標にしていることから、あえて間違っていた仮説を記述し、物事の見方の
「変化の見える報告書」を目指したのである。
報告書を作成する過程で、もう一つ工夫した点がある。それはメインとなる調査結果につい
て日本との比較考察を行ってもらったことである。まさに異文化社会を学び、自文化社会を相
対化する作業をしてもらったのである。その成果も各調査班の調査結果報告に記されている。
なお、フィールドスタディ実施時（2019 年 11 月初旬）の為替レートは、1 円＝126 ルピア
であった。学生たちの聞き取り結果には、誤認が含まれている部分もあるが、本報告書では誤
認を修正せず、学生たちのフィールドワークの成果の記録としてそのまま掲載している。
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マナック村の養殖業と出稼ぎ
佐 野 真 太
社会学部社会文化システム学科 3 年

清 村 青 空・山 本 諒 太
社会学部社会文化システム学科 2 年

I はじめに
私たち仕事班は、マナック村の人々が携わる「仕事」に関心を抱いていた。その中でも特に
興味を持ったのが、村人たちの村での仕事と他地域への出稼ぎについてである。
マナック村の村長によると、村の主な仕事は米を作る水田経営、塩を作る塩田経営、そして
エビ・魚を育てる養殖池経営の 3 種類であるという。とりわけ、エビの養殖が最も稼げるそう
だ。実際、村の散策をしていると周りには養殖池が多く、多くの村人が養殖池経営に従事して
いると予測することができた。また、調査により養殖池経営者は、雨季にエビ・魚養殖、乾季
に塩田経営というように、季節に合わせて生産するモノを変えたり、小売店の経営を別に行な
ったりしていることが分かった。このことから、マナック村の村人たちがどのように複数の仕
事を組み合わせているのかについて興味を持った。
また、村人が他地域へ出稼ぎに行くという事例も確認された。
「出稼ぎ」という、私たちにと
ってあまり馴染みのない単語に興味が湧いた。

Ⅱ

マナック村の仕事事情

1．多様な職業を組み合わせる人々
まず初めに、次のようなマナック村の仕事の特徴を見出すことができた。それは、1 つの仕事
に対する拘束時間が短いから職業を複数掛け持ちできるという特徴である。これは、11 月 4 日
と 5 日に行った聞き取り調査の結果に基づいて考えたことである。
4 日の調査では、マナック村にある一軒の家を訪れ調査を行った。その家に住む夫婦の Um
さん（63 歳、男性）と、Ra さん（45 歳、女性）にインタビューを行った。この夫婦は、お菓
子や飲み物を販売する小売店と、水田の経営を両立していた。また、同日にインタビューした
別の夫婦の Hj.Ta さん（60 歳、男性）と Ma さん（56 歳、女性）は、エビ・魚の養殖池経営
と小売店を掛け持ちしていた。そして、今回のホームステイ先の家主である Hj.Mu さん（49
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歳、男性）は、魚・エビ養殖池経営に加え塩田の経営も行っていた。これらより、職業を複数
持つ村人がいるということが分かった。そこでこのようにいくつも職業を合わせて持てるのは、
それぞれの仕事の拘束時間が短いからではないかという仮説を立てた。
翌日インタビューした別の家の家主である Md さん（58 歳、男性）の事例ではカリマンタン
にエビ・魚の養殖池を持っており、兄弟と 1 ヶ月ごとに交代しながら池を管理しているという。
3 か月に 1 度の繁忙期の時期でさえも、兄弟や働き手を雇うため時間には余裕があるという。
このことより、やはりエビ・魚養殖業の拘束時間は短いということが分かる。
以上より、拘束時間が短いことから複数の職業を兼業できていると考えられた。では、なぜ
複数の職業を持つ必要があるのか。私たちは次に、村人には職業を複数持つ理由があるのでは
ないかと考え、その理由を調査した。
調査では、職業を複数持つ人々とは対照的に 1 つしか職業を持たない人もいた。例えば、Um
さんと Ra さんの子どもである Rp さん（24 歳、男性）はテレフォンカード会社に勤めている。
また、Md さんの子どもである Ni さん（28 歳、女性）は看護婦として診療所で働いている。
職業を複数持つ人々がいる一方で、専業の仕事 1 つで暮らしている人もいたのである。これら
両者の違いを考察し、職業を複数持つ村人は収入を安定させるために複数の仕事を掛け持ちし
ているのではないかという仮説を立てた。
養殖池の経営では、年に数回しかまとまった収入が入ってこない。Md さんの家では、年に 4
回、収獲したエビを売ることで収入を得ている。このように、養殖池の経営ではエビ・魚の成
長のための期間が必要になり、年に限られた回数しか収入を稼ぐことができないのである。Um
さんと Ra さんが行う米作りも同様に、苗から稲に生長して米として販売できるまで期間が必
要であると考えられる。このことから、職業を複数持つ村人は収入を安定させるために複数の
仕事を掛け持ちしていると考えられた。
次に養殖池経営や水田経営が年に数度しかない収入が得られないケースを考えみてみたとこ
ろ、
「気候」が影響していると考えられた。そこで、気候をはじめとした自然環境の影響で村人
の収入が不安定になるのではないかという仮説を立てた。
Mu さんの家では、雨季にエビ・魚の養殖を行い、乾季に塩田で塩を生産していた。雨季に塩
を作ろうとしても塩が乾かず商品にならないし、
乾季に養殖池を行えば池が干上がってしまう。
これは、自然環境に合わせて村人の職業を変えている例である。そして、もしもこうした自然
環境に合わせて職業を柔軟に変化させずに、例のエビ・魚養殖池だけを行っていたとしたら、
池が干上がって、商品であるエビや魚が台無しになるかもしれない。これでは、安定した収入
は得られない。
以上より、マナック村では、自然環境に左右されるる仕事に従事する人は、収入を安定させ
るために仕事を複数持っていると考えられた。反対に Rp さんや Ni さんの仕事は自然環境に
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左右されず、収入が安定している。そのため複数の仕事を持つ必要がないのだと考えられた。
2．出稼ぎ
次に、出稼ぎの事情についても調査した。調査した村人のうち、出稼ぎの行き先としてはパ
プアとカリマンタンの 2 パターンに分かれた。結論として、パプアに行く人々は養殖池以外の
仕事で一獲千金を狙っており、カリマンタンに行く人々は養殖池の仕事を行うことが一般的で、
村人同士のコネクションがあるため安定して職を得やすいことが明らかになった。
Um さんと Ra さんの息子の Sa さん（27 歳、男性）はパプアのスーパーマーケットで働い
ていた。Sa さんの弟である Ik さん（19 歳、男性）はガソリンスタンドで働いていた。Md さ
んにインタビューした際には、カリマンタンでの仕事事情を聴くことができた。Md さんは、
1997 年にカリマンタンに行き、4,000,000 ルピアで土地を購入し、現在魚とエビを養殖してい
る。はじめは知り合い 6 人とともに、購入した土地の森林を焼いて池を開拓したという。また、
Um さんもカリマンタンに池を所有している。これらのことから、パプアは職種が豊富であり、
カリマンタンは養殖池が中心であると考えられた。
Md さんへのインタビューで、カリマンタンのサマリンダにマナック村の人々が 100 人以上
集う家族街があることが分かった。この家族街はサリキ村と呼ばれ、1992 年に Hj.Ln さんと
Hj.Km さんが開拓して以降、マナック村から何人もの村人が出稼ぎに行き、今の規模に成長し
た。マナック村の人がこれだけ出稼ぎに行っているのだから、Md さんはパプアよりもカリマ
ンタンの方が安全と言う。また、Um さんも同様のことを言っていた。ここから、カリマンタ
ンは安全で職が得やすいと考えられ、逆にパプアは本当にいいところなのか、博打的な要素が
あるのではないかと考えられた。
以上より、パプアに行く人々は養殖池以外の仕事で一獲千金を狙っており、カリマンタンに
行く人々は養殖池の仕事を行うことが一般的で人同士のコネクションがあるため安全で、安定
して職を得やすいと考えられた。それでは、彼らはこうして得た収入を一体何に使っているの
だろうか。次の節で記していく。
3．村人の収入とその使い道
最後に、調査を通してマナック村の人々は仕事で得た収入を、自分の趣味や家族のために使
用できるくらい稼ぐことができていることが明らかになった。
今回調査を行った村人のうち、Um さんと Ra さんの間には子どもが 4 人おり、Tb さんと Mt
さん夫婦には子どもが 3 人いる。Mu さんの家にも、子どもは 3 人いる。この事実から、子ど
もの数が日本に比べて多いということが分かる。また、Tb さんの子どものうちの 1 人は、国立
イスラーム大学に通っており、現在はサウジアラビアに留学中であるという。そのため数多く
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いる子どもを養うためにお金が必要であり、複数の職業を持って収入の安定化を図り、出稼ぎ
で収入の増加を図っているのではないかという仮説を立てた。
ところが、Md さんにインタビューした際に彼の収入の使い道を尋ねたところ、意外にも自分
の趣味であるバイクや車の購入にも充てているという。あるいは、養殖池の収入が不調のケー
スに備えて貯金もするというのだ。Md さんの場合は、子どもがすでに独立しており養育費は
支払っていないが、それにしても貯金できるくらいの金銭的余裕はあるようだ。実際に各家の
収入を尋ねたところ、Um、Ra さんの小売店では 1 日約 100,000 ルピア、Tb、Mt さんの小売
店では時々1 日約 500,000 ルピア稼ぐそうだ。だが、Mu さんは塩田で 1 年の間に 15,000,000
ルピア、Md さんはエビの養殖池にて 1 年の間に 200,000,000 ルピア稼いでいる。これにより、
マナック村の人々は十分な稼ぎを得ており、金銭的余裕ができて様々な使い道を実現できてい
ると考えられた。
以上より、マナック村の人々は仕事で充分な収入を獲得し、自分の趣味や家族のために使用
できていることが明らかになった。

Ⅱ

日本との比較

初めに、自然環境に収入が左右されるために、仕事を複数持つ必要があるという考えについ
てである。日本では、農村地域でない限り、特に都市部は自然環境の影響で収入が不安定にな
るケースはないのではないか。また仕事 1 つの拘束時間も長いため、複数の職業を持つという
ことはあまりないと考えられる。そして、
「養殖池」という、拘束時間に対して得る収入が多い
という特殊性が日本にはあまり見られない。
ここで労働時間についてさらに比較すると、日本においては過労死や働き方改革など、労働
時間や職場環境が人を死に追いやったり、法律レベルで労働時間が制限されたりするケースが
ある。一方で、過労による死や、残業のようなネガティブな印象を感じさせないマナック村の
養殖池従事者の様子から、働き方にも仕事にも様々な選択肢があるとことがわかり、今一度自
らの「働き方」を問い直すきっかけとなった。
次に、出稼ぎについてである。日本において出稼ぎを考えると、基本的にはよりよい収入を
得るのには農村部から都市部という流れではないだろうか。しかし、マナック村の場合、農村
部から都市部ではない未開の地へ行き自ら開拓するというような違いがある。日本にもマナッ
ク村の出稼ぎのような形の高給所得を求めた移住があるのかを考えてみた。するとこの出稼ぎ
の形態でいえば、日本では「単身赴任」や長期の「海外出張」があたるのではないかと考える
ことができた。居住地を離れて別の地で働くという点に関してはマナック村の出稼ぎと同じな
のではないだろうか。
最後に、マナック村の人々は収入を自分の趣味や家族のために使うことができるくらい稼い
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でいるという点である。これは、子どもの人数が 3 人を越える状態で実現できていた。日本で
は、核家族化や晩婚化、そして高齢化社会になりつつある。そんななか、マナック村では少な
くはない子どもを養うことができている。逆に、日本はなぜ平均収入が高い場合でも子どもの
人数が少ないのか。マナック村の例を踏まえてさらなる疑問がわいた。

Ⅲ

今後の課題

現地で出てきた仮説のうち、考察しきれなかった興味深い仮説が 2 つあった。1 つ目は、養
殖池の収入は高いのかという仮説である。実際に、養殖池以外の職業に就いている人々にイン
タビューをして、それぞれの収入を比較する必要があった。
2 つ目は、出稼ぎに行く人々と村に残る人々の違いについてである。出稼ぎに行くと収入が
得やすいからなのか、あるいは職種の幅が広がるからなのか。反対に、村に残る人々は、なぜ
残ることを選んだのだろうか。その要因に、収入のこと、家族のことなどどういう理由があっ
て今に至るのだろうか。
「仕事」を選択する際にどのような要因が絡んでいるのか、さらに質問
して考察していきたかった。

Ⅳ

気づきと感想

今回、マナック村にて「仕事」の調査を行い、これを実りのあるものにすることができたと
感じている。
特に実りがあると感じたのは、
調査のスキルや経験を得られたという点もあるが、
一番は村の人々のライフヒストリーに触れられたことである。
当然、インタビューはテーマや仮説に従って質問をしていくことになる。だが村人の職業を
中心に質問していくと、少しずつその人たちの人生が見えてくる。例えば、出稼ぎに行った経
緯や、収入の使い道などについて質問した。出稼ぎで他の島に行き、自ら土地を開拓して稼ぎ
を得るというような壮大な開拓話を聞いたこともなかった。あるいは、インタビュー中も家族
と笑顔で過ごしながら、収入の使い道を家族のためだと教えてくれた様子も印象的だった。
スラウェシ島マカッサル市からバスで何時間も北を進み、ようやく到着したマナック村とい
う村でこのようにインタビューすることができるのは、
本当に貴重な経験であると思っている。
だからこそ、そこに住む人々にインタビューして彼らの人生を知ることも貴重であった。
私たちは、調査テーマに関する情報だけでなく、彼らの人生を知ることができたと同時に価
値観を変えることができた。それは、日本での安定を求めて就職する人生だけでなく、マナッ
ク村の人々のように稼ぎのために土地を開拓する姿を見たことからである。あるいは、家族の
ために仕事をいくつも組み合わせている様子を見たからかもしれない。他にも、
「仕事」を通じ
て私たちの価値観を変えてくれたことがいくつもある。また、他者のライフヒストリーを知る
ことはそれだけで面白みがあるとも感じることができた。
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マナック村の女性の普段の服装と結婚式の衣装
矢 野

真 奈

社会学部社会文化システム学科 3 年

山 田

香 織・渡 邉

日 菜 子

社会学部社会文化システム学科 2 年

I はじめに
私たちは 2019 年 11 月 4 日から 11 月 6 日の 3 日間、南スラウェシ州パンケップ県のラバッ
カン郡にあるマナック村でフィールドワーク調査を行った。私たちは、イスラーム教を信仰す
る女性（以下、ムスリム女性）が、イスラーム教による服装の決まりの中でどのようにしてオ
シャレをしているのかといった身だしなみと宗教の関わりについて興味を持ち、日本国内では
ファッション班としてモスクに赴いたりして、在日ムスリム女性にアンケート調査を実施して
いた。マナック村でも引き続きマナック村の女性の普段の服装と、結婚式の際に着用する伝統
的民族衣装のバジュボドについて特に興味を持って調べた。
マナック村の人々はイスラーム教を信仰している。一般的にムスリム女性は、ヒジャブと呼
ばれるスカーフを頭から胸にかけて被ったり、長いスカートを履くことで身体のシルエットを
隠す服装をする。また、バジュボドとはカラフルで煌びやかな装飾の多くついたインドネシア
のスラウェシ島南西地方に住むブギス・マカッサル人の民族衣装である。マナック村で行われ
る結婚式には、マパチリと呼ばれるウェディングの前に行われる式典、ウェディング、ウェデ
ィングの次の日に行われるカドチャリという式典の合計三回の式典がある。
私たちは、ムスリム女性の普段の服装と、結婚式の際に着用する伝統的民族衣装のバジュボ
ドの二点について、マナック村の人々に聞き取り調査を行った。今回 9 人（Ft さん（35 歳）
、
Ys さん（26 歳）
、Mn さん（30 歳）
、Hj さん（60 歳）
、Um さん（37 歳）
、Nr さん（45 歳）、
Nm さん（19 歳）
、Am さん（25 歳）
）の女性たちにインタビューを行った。
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写真 17 ヒジャブ（左）
、バジュボド（中央）
、イスラームの白いドレス（右）を着る女性

II マナック村の女性たちの普段の服装に関する調査
まず私たちは、マナック村の女性たちに普段の服装と出かける時の服装について調査を行な
った。聞き取り調査を行った結果、マナック村のムスリム女性は、集落から出るときやパーテ
ィーなどのイベントがある際に、ヒジャブとスカートという服装を着用していることがわかっ
た。以下に記述する聞き取り調査の結果から、彼女たちがこのように集落から出る時にわざわ
ざ服装を変えるという行為は、「宗教的な理由のためにヒジャブとスカートを着用していると
いうよりも、女性としての美意識が関係しているのではないか」と考えるようになった。
1 日目の調査では、マナック村の女性に普段家にいる時の服装と、マーケットに行く時の服
装について質問した。その結果、9 人中 7 人が普段家にいる時の服装は基本的にパンツスタイ
ルでヒジャブは着用していないが、マーケットに行く時にはスカートにヒジャブを着用すると
いう意見だった。家でパンツを履くのはなぜか質問すると、
「家ではパンツが快適だから履いて
いる」と言っていた。家にいる時常にヒジャブを着用する女性たちも、服装はパンツに半袖を
着ているが、マーケットに行く時にはスカートに着替えると言っていた。この話を聞き、彼女
たちが普段家でパンツで過ごすことが多いのは、家事をする時や食事をする時に、床に座る機
会が多いために、パンツスタイルの方が動きやすいからなのではないかと考えた。そして、マ
ーケットなど出かける時には、ムスリムとして女性らしいシルエットを隠すためにヒジャブと
スカートというスタイルを選んでいるのではないかという仮説をたてた。
そこで次の日の調査では、
なぜマーケットへ行く時にスカートを履くのか質問した。
すると、
「スカートとヒジャブの相性が良いから」や「スカートを履いた方が良く見えるから」という
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ような意見を聞き、
「へえ、そういう風に考えているのか。素敵だな」と思った。今までは、“ム
スリムとして”女性らしい体の部分やボディラインを見せないように、ヒジャブやスカートを意
識して身に着けているのではないかと考えていたが、彼女たちにとってヒジャブとスカートと
いう組み合わせは、
「この方がより自分たちが綺麗に見えるスタイルである」と捉えており、そ
の組み合わせを自ら選択して着ているのではないかというように考えが変わった。

III

伝統民族衣装であるバジュボド (Bajubodo)に関する調査

次に、結婚式の時の服装について調査をすると、マナック村の女性の中には結婚式の衣装と
して、イスラームに従った白いヒジャブとドレスを着るという選択肢もあるのにも関わらず、
伝統民族衣装であるバジュボドを 3 回とも着ることを選択し、その伝統を将来も残していきた
いという意思を持っているということが分かった。
まず私たちは調査中に、6 冊の結婚式のアルバムを見せてもらった。最初にインタビューを
した Ft さんのアルバムを見た際に、ブギス・マカッサル人の人々は結婚式の時にはバジュボ
ドという民族衣装を着るということが分かった。
調査中に見せて頂いた 6 冊のアルバムのうち、
4 冊のアルバムにはマパチリ、ウェディング、カドチャリのすべての式典でバジュボドを着て
いる女性が写っていた。
最初に Ft さんのお宅に訪れ、アルバムを見せて頂いて話を聞いたところ、マナック村の女
性の多くはマパチリ、ウェディング、カドチャリの 3 つの式典の際、色を変更しながら 3 回と
もバジュボドを着ている人が多いと教えてくれた。例えば、2 人目の調査対象者の Ys さんは、
マパチリは青のバジュボド、ウェディングは赤のバジュボド、カドチャリはピンクのバジュボ
ドを着用していた。また、3 人目の調査対象者である Ms さんは自身の結婚式の時はピンク、
緑、赤のバジュボドを着たという。一方、今回通訳として参加したハサヌディン大学の卒業生
Il さんと、同じく通訳の手伝いとして同行してくれた Nl さんはマナック村の人々と同じブギ
ス・カッサル人であるが、3 回とも必ずバジュボドを着るわけではないと言っていた。Il さん
によると、彼女の周りで結婚式を挙げるムスリムの女性たちの大半はおなじく結婚式の際はバ
ジュボドを着るが、必ず 1 回はイスラームに従った白いドレスと白いヒジャブを衣装として身
に着けるという。また、Nl さんから結婚式を行ったばかりだということで写真を見せて頂いた。
彼女もまた、バジュボドだけでなく、白いドレス、白いヒジャブを衣装として着ていた。また、
インドネシアで研究を行っている大学院生 M さんにも話を聞いたところ、
「全部の式典でバジ
ュボドを着ているのはめずらしい」と教えていただいた。
そこで、
私たちは初日の聞き取り調査後に
「なぜマナック村の女性たちは 3 つの式典のうち、
3 回ともバジュボドを着ることを選ぶのか」に疑問を持った。そしてこの疑問に対する仮説を
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2 つ立てた。1 つ目に、
「この村では 3 回ともバジュボドを着なくてはならないというルールが
あるのではないか」という仮説である。2 つ目に、
「バジュボドは親から子へと先祖代々引き継
がれているからではないか」という仮説である。
この二つの仮説を検証するために、次の日に調査を行った。まず 1 つ目の仮説については、
着なくてはならないというルールはなさそうだと考えられた。なぜなら、同じマナック村の女
性でも、アルバムに写る女性のうち 2 人は、イスラームに従って白いドレス、白いヒジャブを
着用している女性もいたことから、バジュボド以外を着用することも可能であることがわかっ
た。また、
「バジュボドを着なくてはならないという決まりがあるわけではないのですか」と質
問をしたら、
「はい、そうです」という回答が返ってきたからである。続いて、2 つ目の仮説も
間違いであると考えられた。2 日目には親子の女性たちに話を聞くことができた。その際に「バ
ジュボドはお母さんから引き継がれているものを着たのか？」という質問をしたが、引き継が
れておらず、レンタルしたものであるということを聞いた。また村の大半の新婦たちはレンタ
ルをしてバジュボドを着ているということを聞いた。
前日立てた仮説が間違っていたことから、私たちは新しく「マナック村に住む女性たちは結
婚式という場においては“ムスリム”としてより、自分たちがブギス・マカッサル人という“民族”
であるということを意識し、バジュボドを着ることを選択しているのではないか」という仮説
を立てた。調査最終日の 3 日目に、Am さんにインタビューを実施した。Am さんは独身の 25
歳である。彼女はその日、七分丈のシャツとラフなズボンを履き、ヒジャブはつけていなかっ
た。彼女に、
「将来結婚式をするとしたら、何を着ますか。この村で多くの女性が着ているバジ
ュボドや、イスラームに従った白いドレスやヒジャブを着たいと思いますか？」という質問を
した。彼女は「もし結婚式をするなら、3 回ともバジュボドを着たい。」と答えた。そこで私た
ちは理由を尋ねた。彼女は、
「伝統的な衣装を着たい。このバジュボドを着る伝統を将来も残し
ていきたいと思っている」と答えた。
これらの調査から、マナック村の女性の中には、結婚式の時の衣装として、他の選択肢もあ
るにも関わらず伝統民族衣装であるバジュボドを 3 回とも着ることを選択し、将来も残してい
きたいという意思を持っているのではないかと考えた。

Ⅳ

日本との比較

今回の調査結果を受けて、普段の服装について、日本で生活する私たちと比較してみた。
私たちが家で生活をしている時は毎日パンツスタイルで生活している。それは、家にいる時
はパンツの方が快適に感じるからだ。それに加えて、家の近くのコンビニへ行く時は化粧をせ
ず、パジャマを着替えないままで行くこともある。しかし、電車に乗って出かけたり、知らな
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い人の目に多く触れる場所へ行く時は化粧をし、着替えるなどのオシャレをする。マナック村
の女性たちも、
「イスラーム教で決められているから着なければいけない」という意識でヒジャ
ブやスカートを着ているのではなく、女性として綺麗に見せたいという意識からヒジャブ・ス
カートを着ていた。これは私たちと同じ意識であると感じた。
また、バジュボドや結婚式について日本と比較して考えてみると様々な違いがあることがわ
かった。日本では結婚式というと白無垢や白いドレスなどが想像されるが、マナック村では非
常にカラフルでキラキラとした装飾の多くついたバジュボドが着られていた。またその際の化
粧も、元の顔がわからないほどに濃いものが施される。
次に結婚式の規模についてである。日本の結婚式は基本的に招待制であるが、マナック村の
結婚式は家で行うため、家の周りに住む人であれば誰でも参加できるようになっている。今ま
で関わってきた全ての人を招待するため、最低でも 500 人、多くて 1000 人以上の知人を呼ぶ
こともあると言っていて、その規模はかなり大きなものとなっている。結婚式もマナック村の
ように 3 回だけではなく、6 回ほど行う地域もあるという。また式典によっては男女別で行わ
れたり、カドチャリは男女一緒で行うというように、その内容にも違いが見られる。
マナック村には、結婚式の時に伝統民族衣装であるバジュボドを 3 回とも着て、将来もバジ
ュボドを残していきたいという意思を持っている人がいる。彼女たちと比較して私たちは、ウ
ェディングドレスの場合、
素材やデザインなどの個人的な好みで選んでいるように感じられる。
しかし、白無垢のような日本ならではの衣装の場合、自分が日本人であるからこそ白無垢を着
たいといったナショナルアイデンティティーが、彼女たちのバジュボドを着る理由に近いもの
なのではないだろうか。また、自分の身近なところで幼い頃から見てきた特別な衣装に対する
憧れのようなものは皆共通して持っているものなのかもしれない。

Ⅳ

今後の課題

普段の服装に関する調査では、ヒジャブに対する女性の考え方について興味を持った。普段
からヒジャブを着ない女性の中には「まだ準備ができていない」
「結婚したら被ると思う」と答
える女性がいた。
また、
その女性は写真を撮ろうとしたときに、
「ヒジャブを被っていないから」
という理由で、写真に写るのを拒否した。このことから「女性の年齢、ライフステージ、考え
方がヒジャブやその他の服装の選択に影響を及ぼしているのではないか」と仮説を立てたが検
証できずに終わった。次回は検証したい。
バジュボドの調査では、追加で質問したいことが多数ある。まず、結婚式の時に「バジュボ
ドをきるか、また何色のバジュボドを着るか、それともイスラームの白いドレスを着るか」の
ような「何を着るか」については、必ずしも女性たちだけの意見で決めていない可能性がある。
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なぜならば今回調査した女性の中には、相手の家族が着てほしいと望んだ色のバジュボドを着
たと話している女性もいたためである。また、結婚式のときは女性だけでなく男性もバジュボ
ドを着ている。そのため、結婚相手である男性やその家族にも調査する必要がある。また、彼
女たちの月収や年収などの経済的要因が結婚式の服装の選択に影響を及ぼしている可能性があ
るため、今後はそこに関する調査も行いたい。また、
「伝統を残していきたい」と答えてくれた
女性が 1 人であることから、他の女性たちはどう考えているのかわからない状態である。他に
も、ブギス・マカッサル人の民族における結婚式の具体的な式典等の知識がなかったことも課
題である。来年度、この調査の続きをやるときは、国内にいる時にブギス・マカッサル人の民
族の結婚式の知識を予習することや、アンケート用紙を用意しようという意見が出た。
また、今回は深く掘り下げることのできなかった化粧についても、次回は調査を行いたい。
結婚式などイベントの際に多くの女性たちが見違えるほどの濃い化粧をすることがある。これ
に対し、
「イスラーム圏である中東の女性たちの化粧の影響があるのではないか」などの仮説も
たてた。だが、調査できずに終わったので、今後の課題である。
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アキカを通して見えるマナック村社会
石 田 彩 華・堂 園 健 太・藤 田 杏 実・古 川 桃 圭・堀 江

亮

社会学部社会文化システム学科 2 年
I はじめに
私たちハレノヒ班は、伝統・宗教に興味を持ってマナック村を訪れた。この地域ではイスラ
ーム教が信仰されていて、
私たちが話を伺った方々もイスラーム教を信仰している人々
（以下、
ムスリム）であった。伝統・宗教の中でも特に、アキカに興味を持って調査を進めた。そもそ
もアキカとは、生まれてきた子どもの成長を願う、イスラームの儀礼である。生後 7 日目の子
どもの髪を切り、生まれてきた子どもが男の子なら 2 頭、女の子なら 1 頭のヤギを、生贄とし
て捧げる。この儀礼には、ウスタズか、イマムが必要不可欠である。イマムは宗教指導者であ
り、ウスタズはその 1 つ下の、イマムをサポートする役割を担う人である。今回聞いた話の中
では、ウスタズを呼ぶことが一般的とのことだった。アキカに呼ぶウスタズは、多ければ多い
程良いとされていた。儀礼の中で髪を切るのも、ヤギの首を切るのも、ウスタズの役目である。
子どもの髪は参加したウスタズ全員が切る。マナック村では、切った髪はココナッツの殻の中
に入れ、生きた木(枯れておらず瑞々しい、高く伸びた木)の下に置く。この行為には、高く伸び
た木のように立派に成長してほしいとの意味が込められているそうだ。以上がアキカの概要で
ある。

Ⅱ

アキカの地域民族、個人によるやり方の違いについて

私たちが調査をしていく中で、ムスリムにとってアキカをやることは絶対だが、そのやり方
は地域・民族、個人によって異なっていることがわかった。私たちは、ここで地域・民族差、
個人差が生まれるのは何故なのか疑問がわいた。本章では聞き取り調査で得た情報と、それに
対する私たちの仮説を、順を追って述べていく。
1．アキカの地域と民族による違い
マナック村で発見したアキカの地域と民族による違いについて述べる。
アキカで切った髪はどうするのか疑問に思ったため、村人に話を聞いた。A さんはマナック
村では切った髪をココナッツの殻の中に入れ、生きている瑞々しい木の根元に置いておくと言
っていた。一方で、ジャカルタ出身の T さんに話を聞いたところジャカルタでは髪をアロマと
花を浮かべた皿の中に入れ、家の下に埋めると話した。マカッサル市の北にあるピンラン県で

130

社会文化体験演習活動報告書

第 1 分冊（国際理解分野）

は、切った髪だけでなく、へその緒も木の下に埋めると言っていた。髪を入れる媒体はその地
域に根付いた植物を使用する地域と、皿を使う地域がある。また髪を入れる際に、一緒にへそ
の緒も入れている。髪を供える方法に地域差が存在するといえる。
またマカッサル人のアキカのやり方について話を聞いていると、マカッサル人のやり方では
赤子はウスタズに抱かれながら髪を切るのに対して、ブギス人ではアユナンと呼ばれるつるす
タイプのゆりかごの中に入れながら髪を切ることがわかった。同じマナック村に住んでいるに
もかかわらず、民族によって髪の切り方に違いがあるのである。
次節でも触れるが、アキカを行う時期が人によって異なっていることがわかった為、一般的
な開始時期はいつなのか疑問がわき質問した。その結果、マナック村では生後 7 日後というの
に対し、ジャカルタでは 40 日後に行うということだった。ここでも民族や地域によって儀礼
のやり方に大きな差があることがわかった。
2．アキカの個人による違い
続いて、アキカの個人差について述べる。
アキカという儀礼があると教えてくれた H さんから、イスラーム教で定められているアキカ
の開始時期は生後 7 日目であると聞いた。しかし、H さん家族は結婚式とアキカを同時に行っ
ており、結婚式を待つ形でアキカを行っていた。写真を見せてもらったのだが、アキカを行っ
ていた子供は 8 歳の女の子だった。ここで、アキカを行う時期が人によって異なっているので
はないかという仮説が生まれた。
アキカの開始時期について改めて違う人に質問をしたところ、
「生後 7 日目にやることになっ
ているが、自分の子供は 7 日目にやっていない」という答えが返ってきた。
「なぜ 7 日目に行
わなかったのか」と聞くと、
「生後 7 日目にやるというのはあくまで目安であり、やると決めて
いたのならいつでもよい」という答えが返ってきた。そこで、
「例えば 10 歳になってもアキカ
をやっていなかったらどうするか？」と質問したところ、
「生まれた子供が幾つになってもいい
からアキカをやりたい」と言っていた。このことから、アキカはムスリムにとって必ずやらな
ければならない儀礼ではあるが、いつやるかは柔軟な対応をしているとわかった。
H さんから、儀礼に使うヤギは男の子 2 匹、女の子は 1 匹必要で、ヤギがいないとアキカが
出来ないため、それらを買うお金が無い人はお金が貯まるまで待つ必要があると聞いた。そこ
で、男の子が生まれてもヤギを 2 匹同時に買う経済的余裕が無かったらどうするのか疑問が生
まれた。村人たちにその質問をしたところ、
「1 回目のアキカにヤギを 1 頭使用し、2 頭目のヤ
ギを買うお金が貯まれば 2 回目のアキカをする」
というアキカを分割して行うやり方を答えた。
ある人は「男の子でも余裕が無ければ使用するのは 1 匹でもよい」と言った人がいた。1 匹で
も良いと答えた人は、逆にお金に余裕があれば女の子でもヤギを 2 匹使ってもいいと言ってい
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た。これより、お金に余裕がなくてもアキカは必ず行いたいと考えている人が多いことがわか
った。
アキカの実地時期とヤギの数や金銭のやりくりから、アキカを実施する方法には個人の選択
の自由が許されているのではないか、と考えるようになった。
3．まとめ
以上アキカの地域と民族による違いや、個人による違いがあることからわかったことは、イ
スラームで定められたやり方の中で重要視している部分と、柔軟に対応している部分が存在し
ているのではないかと考えた。なぜ違いが生まれるのかは、アキカの自身の経験、親からの伝
達、そして儀礼への出席経験がその人のアキカのやり方を作り出しているのではないかという
考えに至った。これは十分な調査はできていないため、今後の調査課題にしたい。

Ⅲ

家族の認識の違い・儀礼の社会的意味

1．家族の認識の範囲の違い
マナック村の人々の家族の認識の範囲は、私たちとは異なっていた。私たちは 11 月 4 日にマ
ナック村で P さんにインタビュー調査を行った。そして家系図を書こうと家族について聞いた
ときに、自分の祖父母、両親、兄弟、息子や娘、孫、ひ孫、更にその先まで家族だと言ってい
た。また、アキカを行う時に近所の人を招待する際、招待する人までも家族だと言っていた。
このことから、マナック村の人々の家族の認識の範囲は広いと考えた。
更に調べると、インドネシアは国、州、県、郡、村の単位で地域が分けられているのだが、ア
キカでは県内までの家族を呼び、近所の人と一緒に食事をすると言っていた。よって、アキカ
を通して、近所の人や家族の繋がりが広がり、関係が維持されていると考えた。私たちは、家
族の範囲は祖父母や両親、兄弟、配偶者、息子や娘など、血縁関係のある人や一緒に住んでい
る人のことだと考えているが、マナック村の人々の家族の認識の範囲はそれとは大きく異なっ
ていることが明らかになった。
2．儀礼の社会的意味
マナック村での調査を通して、アキカというイスラーム教の儀礼には「子供の成長を祈る」
という本来の目的以外に、マナック村の社会が成り立つために欠かせない要素、すなわち儀礼
の社会的な意味が存在するのではないかと考えるようになった。
この考察に至った経緯として、
「マナック村での子育てに関する家庭・地域の事情」
「アキカの行われ方」について述べる。
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2-1．マナック村での子育てに関する家庭・地域の事情
マナック村の多くの家庭で、その家に住んでいない人であっても、家への出入りが自由に行
なわれていた。また前項で記述した通り、マナック村には日本に比べてたくさんの子供たちが
おり、マナック村では家族（keluarga）に対する認識が日本に比べて広いと考えられた。
インタビューの中で、夫が出稼ぎをしている子育て中の女性がおり、村長の話では、マナッ
ク村の中で出稼ぎは珍しくないと言っていた。また、出稼ぎに行っている親族もアキカに招待
するのかと質問をしたところ、同じ県にいる親族には声を掛けると言っていた。
子供たちにボランンティアでコーランを教えている L さん（Guru mengaji）へのインタビュ
ーの中で、学習塾の教え子の人数について尋ねると、8 人だと言っていた。しかし、教える際
には教え子以外のたくさんの子供がその場に来ており、L さんもそれを許容していた。
以上のマナック村での子育てに関する家庭・地域の事情に関する調査結果から、出稼ぎして
いる家庭の子供は近い親族だけではなく、より広い親族または地域で面倒を見ることができる
から、出稼ぎを行うことができるのではないかという仮説を立てた。また、マナック村住民に
とって、アキカの開催は、出稼ぎに行っている家族や親戚が再結合できる機会になっているの
ではないかという仮説を立てた。
2-2．アキカの行われ方
アキカで振舞われる料理は誰が作るのかと質問をしたところ、村での結婚式では家族が作る
一方、アキカの時は、近所の人と協力して作ると言っていた。また儀礼中の、散髪方法につい
て質問したところ、マカッサル人のアキカではウスタズに抱かれながら髪を切り、ブギス人で
はアユナンと呼ばれるつるすタイプのゆりかごの中に入れながら髪を切り、この様子を多くの
来客に見てもらうのだという。
また、ジャカルタから移住してきた T さんへのインタビュー調査で、ジャカルタでのアキカ
の行われ方について尋ねることができた。T さんによると、ジャカルタではアキカの際の散髪
を、良い香りの水の中に切った髪を落とし、回していくという方法で行われており、香るとい
うのは、子供が色々な人によく知ってもらえるようにという意味があると言っていた。またア
キカで多くの人が集まっている際に、赤子の名前を決定することもあると言っていた。
以上のアキカの行われ方に関する調査結果から、アキカは地域の人との協力があって儀礼を
行うことができていると考えられた。また、地域ごとに散髪方法の違いはあるが、生まれた赤
子を知ってもらいたいという願いはジャカルタもマナック村と同じなのではないかと考えられ
た。
「マナック村での子育てに関する家庭・地域の事情」
「アキカの行われ方」についての調査結
果から、マナック村でのアキカというムスリムの儀礼には、
「子供の成長を祈る」という本来の
目的以外に、村の社会を成り立たせるために欠かせない「儀礼の社会的な意味」が含まれてい
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るのではないかという仮説を立てるに至った。ここでの社会的な意味というのは、出稼ぎによ
って離れた家族や親族の再結合の意味、また村の子育てコミュニティの構築の意味のことであ
る。

まずイスラーム教の宗教観について、日本のイスラーム教のイメージと現地で見たものとの
違いについて述べる。日本では、一般的にイスラーム教は厳格であると思っている人が多いの
ではないだろうか。しかし、実際は重視している部分と、柔軟に対応している部分とがあり、
日本人が抱いているイメージとは大きく異なることが分かった。現地のムスリムは写真を撮る
時にはヒジャブを被ったりと、普段とは異なる行動を見せていた。そのため私たちがテレビで
見るムスリムは、普段よりも厳格に映っていたのではないかと推測される。私たちが写真や映
像を撮られる時もより良く見えるように撮るだろう。映像は絶対的に思いがちだが、何らかの
バイアスがかかっている可能性があるということを頭に入れておこうと感じた。
また、アキカを行う際、ヤギの生贄を男子なら 2 匹、女子なら 1 匹供える必要がある。最初
は男女差別、男尊女卑の社会なのではないかと考えたが、調査を進めるうちに「コーランにそ
のような記述があるため実行している」という認識であることが分かった。男女で数が異なる
のは、日本の七五三にも当てはまる。調べてみると、現在の七五三は古来の儀礼が元になって
いるもので、数が異なるのは仕方のない事だと感じた。しかし、調べる前はこのような古来の
儀礼が元だと知らなかったにも関わらず、男女差別ではないかと疑う発想すらなかった。日本
で育ったためにすんなりと受け入れていたが、本来なら平等ではない事実を疑問視するべきだ
っただろう。他にもこのように疑問視せずに当然のこととして受入いている社会の中の差別・
区別が存在するだろうと考えられる。普段の生活や行いを振り返るきっかけとなった。
マナック村では、アキカという儀礼が、本来の目的とは別に、離れた家族や親族の再結合の意
味や、村の子育てにおけるコミュニティ構築の意味があるといった仮説的結論を導いた。マナ
ック村でのアキカに本来とは別の目的・意味があるということについて考察していく中で、日
本でも特に、年末年始、お盆、法事などの行事に、離れた家族や親族の再結合という点で、本
来の目的以外の意味を見いだすことができた。また、核家族化が進む日本の場合、普段なかな
か会うことができない家族や親族とともに行事に参加することで、行事が自分の帰属するコミ
ュニティを再認識する場にもなり得るのではないかと考えた。日本における行事の見方が変わ
った。

Ⅴ

今後の課題

調査を通して、マナック村の人々のアキカの認識が分かった。実際のアキカについて正確な
理解は出来てないが、アキカの一つ一つの作法にも何か意味があるのかもしれないと考えた。
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今後は文献調査で、正確なアキカについての認識を深めたい。
N さん（女性）によると、インドネシアのイスラーム式の結婚式では、食事の振る舞い方が、
村では親族が手作りをするのに対して、都市部ではデリバリーで食事を外注するという違いが
あると言っていた。マナック村との比較として、都市部であるジャカルタの家族や地域コミュ
ニティの関係性についても調査を行い、都市部と村での儀礼の社会的な意味の比較を行うこと
が、今後の課題である。
また、マナック村でのアキカについてのインタビュー調査の中で、儀礼の際に招待され、実
際に散髪を行うイスラーム教の宗教指導者であるウスタズについて、明らかになったことがい
くつかある。1 つ目はアキカの開催者は出来るだけ多くのウスタズを呼ぶ必要があるというこ
と。2 つ目は参加したウスタズにはアキカ当日に封筒に入れられたお金を渡すが、その際の金
額は招待者の判断で決められるということ。3 つ目はマナック村内にいる 3 人いるウスタズの
家に行って、アキカに招く日程を調整するということだ。ウスタズの家にアキカを依頼しに行
くのであれば、家の場所についての認知度の差がウスタズの人気の尺度にもなり得るのではい
かと考えた。以上のことから、より質の高い儀礼サービスを行なうことができ、より多くの人
数のウスタズを求めるアキカ開催者の需要と、より多くのアキカに出席し、お金を稼ぎたいと
考えるウスタズの供給が生まれ、アキカにおけるウスタズをめぐるマーケットのようなものが
存在しうるのではないかとう仮説を立てた。しかし、仮説を検証するために、住民にウスタズ
を選ぶ基準はあるのかどうか、どういったウスタズを選びたいのかについて複数人にインタビ
ューをしたところ、全員がウスタズであれば誰でも問題ないといった回答であり、マーケット
の存在に関する仮説は検証できなかった。供給側のウスタズがアキカをどのように考えている
のか、追加調査が今後の課題である。
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マナック村での食文化調査結果
中 野 千 裟・藤 田 あ み・佐 藤 里 樹・鈴 木 莉 緒
社会学部社会文化システム学科 2 年
五 十 嵐

美 雪

社会学部第 2 部社会学科 2 年

I はじめに
私たち食文化班はインドネシアの食文化全体に興味を持っていた。しかし、インドネシア・
フィールドスタディ中にホームステイをしながら、調査を進めるにつれて食と家族の繋がりは
密接に関わっているのではないかと考えるようになった。まず、私たちが最も食べる機会が多
かったココナッツの利用について明らかにする。そして、調査を進める中で、食材・料理と仕
事が家族でシェアされていることがわかったので、その実態を明らかにする。また家計と関連
して分割払いの制度が存在することも明らかになったのでそれについても説明し、最後に日本
との比較を行う。

Ⅱ

生活の中のココナッツ

今回私たちがホームステイさせてもらった 3 日間の中で、ほぼ毎日食べていたものがある。
それはココナッツだ。おやつの原料に使われていたこともあったが、刻まれたココナッツが料
理の中に使用されていることが多かった。毎日食べていることに気が付かなかったが、先生に
言われて気が付いたほどココナッツの存在感は薄く、当たり前のように食の中に組み込まれて
いた。Ｍさん宅で聞いたところココナッツは毎日食べているという。
Ｍさん宅の裏にはココヤシの木が 3 本ほど生えていた。私たちがあれはどうやって取るのか
と質問したところ、家の主であるＨさんが、その場で実際に棒を使ってココヤシの実を取ると
ころを見せてくれた。そして、取れた実をその場で割り、天然のココナッツジュースを飲ませ
てくれた。ここで 1 つ発見があった。それは熟れたもののココナッツジュースは甘くなく、逆
に若いもの（現地でクラパムダー）のほうが甘いということだ。彼らはそのことを知っている
のであえて熟れたココヤシの実のココナッツジュースを飲むということはしない。若い実が落
ちていたら飲むくらいで、頻度は多くないそうだ。
また、ココヤシは食用だけでなく色々なものに使われる。例えば、幹は家の補強やテーブルを
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作る材料として使用され、葉は編んでほうきにするという。根は、咳止めの薬や化粧品として
使われる。他にもパウダー状にした根と米を水に溶かし、ベビーパウダーとして使うという。
実以外のものも余すことなく使っていたのであった。
このようにこの家ではココヤシが生活には欠かせないであることが分かる。そしてここで食
材や料理を“シェア”しているという興味深い情報を得た。Ｍさん宅で取れたココナッツは隣の
家にもよくあげるという。また、ココナッツ以外にもサバヒーや多く作った昼飯などを近所に
あげたり、もらったりするという。次の章からは“シェア”ということに注目して論じる。

Ⅲ
1.

職と食材のシェアから見える家族の繋がり

職と食材のシェア
マナック村で分かったことは家族の間で職と食材をシェアすることが当たり前に行われて

いるということだ。私たちは今回 2 つの家族に話を伺ったのだが、どちらも職と食材のシェア
をしていた。
まず職のシェアについて。始めに伺ったＭa さんは専業主婦で内職としてカシューナッツの殻
むきをしている。この殻むきの仕事はマカッサル市からカシューナッツが送られてきて、Ｍa
さんが剥いて送り返すというシステムらしい。Ｍa さんのいとこを通じて始めた仕事だそうだ。
次に伺ったＨさんは水田のオーナーをしているいとこの元で水田の労働者として働いている。
次に食材のシェアについて。Ｍa さんの場合はサガラ島に住んでいる兄弟が干し魚を送って
くれるという。なぜ干し魚なのかというと、Ｍa さんの兄弟が住んでいる島は電気の使用時間
が限られており、冷蔵庫が使えないため魚はすぐに食べるか干し魚にするからだそうだ。次に
Ｈさんの場合は水田労働者のため、米は仕事先の水田でもらうことができるそうだ。またＨさ
んはサバヒーの養殖池を所有しており、毎日池から魚をとっているのだが、もし自分の池から
魚を収獲できない状態になっても血縁関係はないが家族と呼ばれている周りの池主からもらえ
るという。反対に魚が収獲できなくて困っている人には自分の魚を分け与える。そのほか、上
述の通りＭさんは料理をすると周りに住んでいる親戚たち（Ｍさんの実の母宅・祖母宅・おば
宅など）にシェアするそうだ。
次の節ではこの職と食材のシェアから見えた家族の繋がりの強さに焦点を当てる。
2.

世代間から見る家族の大きさ
まず、マナック村の家族の概念と日本の家族の概念は大きく異なる。日本では家族というと

一緒に住んでいる夫婦と子ども、または祖父母までの範囲でそれ以外は親戚になるが、マナッ
ク村は異なる。結婚した相手の両親や兄弟なども家族と見なされる。マナック村は家族の中に
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親戚も含まれており、家族の枠組みを定めることはできないほど範囲が広い。また、所有する
養殖池の周りの池主など血が繋がっていない近隣住民を家族として扱う場合もあるようだ。
私たちがホームステイをした家主は М さんである。Ｍさんには妹Ｂさんがいる。Ｂさんは結
婚をし、子ども（以下、Ｋくん）を授かったが、Ｋくんを村に残し、Ｂさんは夫と一緒にマナ
ック村を離れている。Ｂさんが村に帰るのは、身内の結婚式や村で行われる大きな集まりなど
年に数回程度だそうだ。Ｂさんは直接的にＫくんの子育てをすることはないというが、子ども
のために必要なおむつやミルクなどを定期的に村に送ることで、遠くから育児のサポートを行
っているという。
私たちは、なぜＢさんが子どもを残して村を離れたのか疑問に感じ、マナック村おける家族
の世代間に着目した。
Ｍさんは 38 歳、Ｍさんの息子（長男）Ｔさんは 19 歳、Ｍさんの母親Ｌさんは 53 歳である。
ＴさんとＭさんの年齢差は 19 歳、ＭさんとＬさんの年齢差は 15 歳となっている。ここから割
り出した年齢差の平均は 17 歳だ。世代間の差を日本と比較するために、私の家族を例に挙げ
る。私の姉（長女）は 25 歳、母は 57 歳、祖母は 82 歳である。姉と母の年齢差は 32 歳、母と
祖母の年齢差は 25 歳で、年齢差の平均は 28.5 歳だ。このことからマナック村における世代間
は日本よりも若いということが分かる。仮に、18 歳の子どもを持つ家族がいるとする。年齢差
の平均を踏まえると、マナック村では子供 18 歳、母 35 歳、祖母 52 歳、曾祖母 69 歳という関
係が成り立つ。それに対し、日本では子供 18 歳、母 46 歳、祖母 74 歳、曾祖母 102 歳となる。
これを見るとマナック村における祖母と日本における母は年齢が近いことが分かる。日本では
マナック村でいう祖母の年代が子育てをしているのである。日本の視点で考えると、マナック
村では母と祖母の二世代が子育てに参加可能であると考えられる。そのため、母または祖母ど
ちらか一世代が抜けたとしても、子育てには支障をきたさないのではないかと考えることがで
きる。
また、Ｍさんによるとマナック村では血縁関係の有無に関わらず、近隣住民のことも家族と捉
えているそうだ。そのため、彼らは家の出入りも自由に行い、隣の子どもの面倒も自らの子ど
もと同様に見るという。近隣も家族と捉えるということは、子どもの兄弟の幅も広がることに
なる。兄弟が多いことで、年齢が上の子どもが下の子どもの面倒を見るといった関係性も自ず
と成り立ち、必然的に兄弟が子育てのサポートをしているとも言える。
日本では 隣の家の子はよその子と認識し、子育てには干渉しない風潮がある。しかしマナ
ック村では近隣住民をも家族と捉え、日本よりの家族に対する認識が広い。このことは子育て
に参加する人数が必然的に増えていくことにも繋がる。私たちはこれらのことからマナック村
における家族は、日本よりも大きいと考えるようになった。
このように、家族の世代間が狭いことから、子育てに参加できる人数が増える。このことは、
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家族が縦に広いことを意味する。また、血縁関係のある家族以外にも、近隣住民が血縁関係の
ない子どもの子育てに参加することは、家族が横にも広いことを意味する。このことが、子ど
もを置いて両親が出稼ぎに行くことを可能にしているのではないかと考えられる。

Ⅳ

実演販売から見えた新たな発見

村で聞き取り調査を行なっていたとき、Ｍa さんのお宅でたまたま実演販売を行なっていた。
実演販売では、ホットプレートのような形に穴が何箇所か空いており、蒸菓子を作るような器
具であった（実名 CUBIT）。その器具は 600,000 ルピア（約 6 千円）であった。そこで、その
家庭における収入を伺った。夫の年収は約 600,0000 ルピア（約 6 千円）であり、Ｍa さんは専
業主婦であるが副業の月収は約 300,000 ルピア（約 3 千円）であった。上記の情報から、Ma
さん宅の収入を考えると、器具は高すぎて買わないだろう、または新しい調理器具を買うこと
に対して保守的なのではないかという仮説を立てた。
しかし、状況は違った。翌日、実演販売が行われていたＭa さん宅は、3 つ器具を購入してい
たのだ。自分用、親用、いとこ用という形で購入していた。そこで、最初の仮説は間違ってい
たことがわかった。なぜ購入したのか聞いてみると、Ｍa さんは「単純にあの器具が欲しかっ
た」
、「料理に使いたかった」と答えた。新しい調理器具を買うことに保守的ということではな
かった。しかし、いくら欲しかったといえその器具は収入に比べて高すぎる。質問すると、興
味深い発見があった。Ｍa さんは「これは分割払いで購入した」と言ったのである。販売訪問
をしていた男性は、毎月お金を回収しに来るということであった。この分割方法は手元にまと
まった現金がなくても欲しいものを購入することを可能にしていた。
マナック村では現金払いでしか物を購入することができなく、一括払いでしか物を購入でき
ないと仮説を立てたが、分割払いという存在が村にあった。この村で分割払いが存在するという
新たな発見は、村人の物の購入をよりしやすくしていることにつながるのではないだろうかと
考えた。

Ⅴ

日本との比較

私たち食文化班の調査で最終的にわかった事実は以下の通りである。
・ココヤシは多種使用できるためマナック村では欠かせない。
・食材や職のシェアから近隣間の繋がりまたは家族間の繋がりが強く見られる。
まず日本ではココナッツの使用といえば代表的なものではココナッツパウダー、ミルクなど
の調理材料やオイルが主流であるだろう。しかし、インドネシアでは樹木を全体的に使用して
おり、様々な用途があった。日本でも使用されているココナッツだが、マナック村ではより多
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くの使い方があり、生活の必需品となっている。これは同じ植物や食べ物でも文化の違いによ
って必要性の大きさが異なるという発見になった。日本に居たらココヤシの使い道が沢山ある
事を考えないだろうし、マナック村に居なければココヤシが重要な生活材料であることを考え
ないだろう。
日本でもココヤシのように一つの植物から全体を余すことなく利用するものは存在するの
か、またそのような考えは存在するのか気になった。考えてみると日本ではアケビ、フジ、ブ
ドウなどのつるを利用してそれを巧みに編んで籠などの日用品を作り出す「つる加工」が有名
である。これも自然植物を生かした日本独自の技術であり生活必需品であると見なしている。
このことから日本とインドネシアではツル科植物とココヤシといった異なる植物で生活必需品
を作っているが、自然植物を余すことなく利用して生活用品を作るという面で同じ思考だと考
えた。
次に食材や職のシェアからわかることで、日本の農村地域では近隣同士で余った食材の交換
などを行っているところが多いが、都心部で行われることはあまりない。それに日本ではマナ
ック村ほど近隣同士が親密な関係になることはないであろうし、ましてや近隣住民のことを家
族だと思うことはないだろう。職のシェアに関しても同じことが言える。マナック村では仮に
職を失っても親戚または近隣同士で仕事を紹介してもらうことが可能なので無職になることは
考えられない。また仕事をする上で親しい間柄同士の方が安心して働くことができる。これら
のことからマナック村でのシェアは親密性や協力性を高めるという役割があり、日本のシェア
とは異なる。またそのシェアをするという事から信頼性が深まり、近隣住民を家族と思うほど
家族という概念が大きく見えるのだろう。よって、親戚や近隣同士で職や食材のシェアが行わ
れることは当たり前であるとマナック村の人たちは思うのであろう。

Ⅵ

今後の課題

上記で述べなかったことだが、マナック村のホームステイ先では私たちのためにお母さん方
が沢山の食事を三食分用意してくれた。メニューとしてはサバヒーの魚料理、えびの唐揚げ、
トウモロコシを衣で揚げたもの、サンバル(インドネシア定番の辛い調味料)、ご飯、鶏を使用し
たスープ、果物ではバナナが出てきた。ほぼメニューは毎回変わらなかったが来客用に豪華に
しているのかと聞いてみたところ、そういう訳ではなく作る量を多めにしていただけで普段の
メニューと変わらないそうだ。またレシピの考案は、このホームステイ先の家長（H さん）の
奥さんがしているらしく、そのレシピを娘たちは学んでいくらしい。
ここで疑問に思ったのはマナック村の男性は料理をすることが無いのかという事である。近
年の日本では男性も当たり前に料理をするようになってきている。しかし、ひと昔の日本であ
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れば男性が料理をすることは珍しいと思われ、また女性が料理をするのが当たり前という考え
があった。ホームステイ先の様子から女性が料理などの家事全般をやっていて、男性は料理を
している姿は見られなかった。実際はどうなのだろうか。もし男性が料理をすることがないの
であれば、女性だけが料理をするべきという性的役割分業の思考が強いのではないかと推測し
た。ぜひ調査してみたいところである。
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個人を知ること
佐 野 真 太
社会学部社会文化システム学科 3 年

私が昨年、そして今年のフィールドスタディを通じて自分自身が最も大きく変化したと感じ
るのは、
「物事を小さな視点で見ること」ができるようになったことである。
渡航前、私は物事を俯瞰して客観的に見ること、つまり大きな視点から見ることにしか意味
を感じていなかった。これがどういうことか例を挙げて説明する。例えば、外国人 100 人に「日
本のイメージは良いか、悪いか」という質問を行ったとする。渡航前の私は、これら 100 人を
「外国人」という括りで、ただのデータの一部としてしか考えていなかっただろう。しかし、
実際にはこの 100 人には 1 人 1 人にそれぞれの国籍・文化・ライフヒストリーがあるのだ。1
人 1 人がなぜ日本を良いと感じたのか、あるいは悪いと感じたのか、そこには彼ら 100 人の
各々の社会文化的な背景が関係しているのではないか。1 人 1 人を掘り下げて考えるのは、こ
うした意味がしっかりとあるのではないか。
このような考え方ができるようになった要因には、
フィールドスタディが関係している。
フィールドスタディでは、数多くのイスラーム教徒と交流した。そして次第に、彼らはイス
ラーム教というようにひとまとめにされるものではないと感じることができた。このように感
じた理由は、自分でも分かっていない。ただコミュニケーションの末に、彼らは「イスラーム
教徒のうちの 1 人ではあるが、それ以前に 1 人の人間で、付随して信仰する宗教がイスラーム
教なのだ」と考えられたのだ。つまり、イスラーム教という大きな単位から見ていた 1 人の人
間と、逆に 1 人の人間という小さな単位からイスラーム教というように、物事を捉える視点や
思考の順序が全く置き換わったのだ。以上は 2018 年度の渡航経験による変化である。
2019 年度の渡航では、現地でインタビューする 1 人 1 人のライフヒストリーや文化に興味
津々であった。そのため、ホームステイ先の村や養殖池にて、彼らの仕事や宗教、家族につい
て質問し、どんどん個人を追及することは楽しかった。このように 2019 年度の渡航では、物
事を小さな単位から追及する面白さを知ることができたといえる。
私はこの「物事を小さな視点で見ること」で、日本でも日常生活に変化が出た。それは、少
しでも目に入ったり聞いたりしたこと、関心を抱いたことについて探求する習慣がついたこと
である。また、もともと渡航前に持っていた、それらの物事を俯瞰して客観的に見る力、つま
り大きな視点から見る力と、フィールドスタディで身についた小さな単位から見る力の両方を
使い分けできるようになった。このように自分が渡航前に持っていなかった大切な視点を、フ
ィールドワークを通じて獲得できたことは本当に貴重な経験であった。
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日本のモスクにおけるコミュニティ
長 谷 川

翼

社会学部社会文化システム学科 3 年

本年度の国内活動において、昨年同様豊島区にあるマスジド大塚へと足を運んだ。本年度は、
このモスクが行っているボランティア活動に参加させていただく機会があり、池袋で行われる
ホームレス支援の炊き出し活動に参加することができた。
炊き出しにおいて、マスジド大塚はカレーを提供しており、その準備を全てモスク内で行な
っていた。モスク内の調理場では、様々な国籍の人が活動し、賑やかな雰囲気のなかで活動が
行われていた。
彼らに話を聞くと、そこでは非常に深いコミュニティが形成されているという。
なかには「1 週間顔を出さないだけで、何かあったのかと心配されるよ」と話す人もいた。そ
こで 1 つの疑問が自分の中にうまれた。
「モスクが単なる宗教的行為のための場所にとどまら
ず、深いコミュニティを生みだすのはなぜだろうか」というものである。
なぜこのようなコミュニティが生まれるのだろうか。私は 2 つの仮説を立てた。1 つ目は、
モスクという特性上、同じ宗教を信仰する人や価値観の近い人が集まるため、安心感や居心地
の良さというものを感じるためという理由である。2 つ目は、モスクが行うボランティア活動
などを通してお互いに会う回数が増えることで、仲間意識が生まれ、必然的にコミュニティが
生まれるという理由である。
たしかに、人は不慣れな環境におかれると、自分と同じ価値観や文化を持つ人と集まりたく
なる心理がある。私自身も大学へ入ったばかりの時に、友達を探したり、自分に合うサークル
を探したりした。しかし、
「日本のモスクに集うムスリム」という視点からみると、マスジド大
塚におけるコミュニティ意識形成について異なる理解の仕方が可能になるのではないか。
日本においてムスリムは、マイノリティとして考えられている。そしてそのマイノリティであ
るムスリムが、日本で最も周縁化されていると言ってよいホームレスの支援を行っている。こ
のような文脈を考慮すると、モスクにおいて在日外国人ムスリムの深いコミュニティが形成さ
れることを、単に「頻繁に集まるから深いコミュニティが生まれる」という言葉で表すことは
できないのではないか。モスクに集まる在日外国人ムスリムは、日本という「彼らにとっての
異文化社会」の中でマイノリティとして生き、かつ他のマイノリティの力になろうとしてい
る。つまり、日本のモスクにおけるコミュニティは、単に日本人が居心地の良さを求めて集う
こととは背景が異なると言える。イスラームにおける「人類は国籍に関係なく皆兄弟である」
といった言葉に表せるような「相互扶助」の精神が、モスクに集まる在日外国人ムスリムたち
の中に強く働いているのではないか。またそれをリアリティを持って経験することができた。
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二年間の成長
矢 野 真 奈
社会学部社会文化システム学科 3 年

私は昨年度と今年度二回のインドネシア・フィールドスタディに参加した。自分ではたいし
た成長はないのではないかと思っていたが、振り返ってみると、
「やはり成長したな」と感じる
点がいくつかある。特に、簡単に言えば“積極性”や“自主性”、“チャレンジ精神”と呼ばれるよう
なものが変化したと感じる。
まず、成長を顧みるにあたって、高校生の時のことを思い出してみた。私は県内で決して偏
差値が低いわけではない高校に通っていた。しかし、まったく勉強に興味がなく特に英語は学
年に 240 人いるうちの 239 位を取ってしまったこともあるほどひどいものだった。また、私の
高校は 1 年間海外に留学できるチャンスがあったのだが、考えも幼く臆病だった私は、
「どう
せ私とは関係ない話だ。」と思って、少し芽生えかけた「留学したい。してみようかな」という
思いを自分でへし折ってしまった。
大学 1 年生になって、あっという間に夏休みが終わり、
「私、このまま何もしないで 4 年間
を終えてもいいのかな」と思うようになった。そしてそこから少しずつ、今までの私だったら
やらなかったのではないかと思うことに挑戦し始めた。その 1 つが、このインドネシアフィー
ルドスタディーツアーだった。社会文化システム学科の中心的科目である社会文化体験演習は、
他では決して体験のできない、新しい学びの場となった。国内、そしてインドネシアで自分の
興味関心に沿ったフィールドワーク調査を行ったり、英語を使って現地の学生とコミュニケー
ションを図りディスカッションやスピーチ、聞き取り調査を行ったりした。また、帰国してか
らは自分のしてきたこと、見てきたことを報告書に言語化し、人の前で話す機会がたくさんあ
った。これらの経験はこの授業を履修しなかったら、得られなかったと思う。この経験を通し、
「もっと色々頑張りたい。卒業してから後悔したくない」という気持ちが強くなってきた。来
年は、今とても関心があるジェンダー分野の勉強と語学力向上のためにオランダに留学する予
定である。
高校生の時には怖気づき留学すらも考えず「一生日本で過ごすし…」と思っていた私だが、
この二年間のフィールドスタディを経て、自分に対して「もっとできる！」そして「もっと頑
張りたい！」と思うようになった。これも、インドネシアに渡航した経験がなければ、決める
ことができなかったと思う。授業を通して得た経験の一つ一つが、私の糧となっている。
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グループ活動を終えて
五 十 嵐

美 雪

社会学部第二部社会学科 2 年
私は社会文化システム学科の学生ではなくイブニングコースからこの社会文化体験演習国
際理解分野に入り 1 年間活動に参加した。特に何もしないで 1 年次を過ごしてしまったので 2
年に入ってからは社会学部に入学したからこその活動をしたいという思いから社会学部の連絡
掲示板を見たのがきっかけであった。春学期が始まってから様々な活動があったが、11 月のイ
ンドネシア・フィールドスタディを終えるまでとその後の活動全てが、今までに経験したこと
がない事で自分の中で多くの刺激をもらった 1 年だった。この活動に参加することを快く受け
入れてくださった先生方には感謝しかない。
最初の頃、社会調査を行うにあたる手順の確認を教科書を元に履修生全員で確認をしたが、
1 年次の必修科目で履修したことのほとんどを忘れていた自分に気づかされた。ここでもう一
度知識を詰め込んだ上で、国内調査の取り組みが始まった。まず自分が国内でのイスラームま
たはインドネシアに関して何に興味があるのかを考えた後に、同じ意見や調査の方向性を持っ
た者で集まり調査班が出来上がった。この調査班とはフィールドスタディやその後の活動まで
共に過ごした。ここで初めてグループワークの困難さやチームの協調性を感じた。誰もが自分
の思う意見と他人の思う意見が合わずぶつかった時、うまく行かず悔しい思いをしたことがあ
るのではないだろうか。また自分が多数派の意見とは違う意見を持った時、そのことを伝えづ
らいと感じることがあるのではないだろうか。きっと皆が経験しているだろう。私はこの活動
をする前、このような経験をした時に思ったことを言い出す勇気もなく、後悔をしたことが何
度もあった。
しかしこの調査班と活動を共にしてわかったことがある。それはファシリテーターの重要性
だ。
ファシリテーターとはグループや組織でものごとを進めていくときにその進行を円滑にし、
目的を達成できるよう中立な立場から働きかける役割を担う人のことである。私がこのファシ
リテーターの役目を初めて務めたのが 4 月に行われた 1 年生対象のフレッシャーズキャンプだ
ったが、その時にこの役割の大変さを感じた。だが調査班でリーダーを任され活動をしていく
うちに、集団活動の大変さにも慣れてきた。また以前よりも自分の意見を発言できるようにな
った。このファシリテーターのスキルを高めていくことがグループ活動をより円滑にやること
であると感じた。事実上手く行かなかったことも多数あったので、これから先も私の課題であ
る。
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フィールドワークを通しての気づき
石 田 彩 華
社会学部社会文化システム学科 2 年

私は、インドネシアでのフィールドワークを通して、自分にとってのものの捉え方や考え方と
異なる文化に触れることができた。異文化と触れ合っていく中で、特に日本人の私たちの多く
は、お金や利益を追求してしまうような考え方に影響を受けて、生きているのではないかと考
えるようになった。
スタディーツアー中にホームステイを行なったマナック村でのムスリムの儀礼についてのイ
ンタビュー調査、またシドアルジョの ATINA 社のエビ養殖場で、あえて大人数の作業員を雇
い、手掴みという伝統的な方法で収獲を行なう様子を実際に見学したことを通して、こうした
考え方に至ることができた。
マナック村では、子供の成長を祈るアキカというムスリムの儀礼についてのインタビュー調
査を行った。アキカを開催する家庭と、アキカに必ず招くウスタズと呼ばれる宗教指導者との
間には、家庭がご祝儀のような形でお金を支払い、ウスタズが招かれるという関係性がある。
マナック村では、現金収入を得るために出稼ぎに行く方もいるほど、現金は貴重である。その
ため、ウスタズは現金収入を得る手段としてアキカをたくさん行うことを望み、またアキカを
行う家庭は、その家庭の経済状況には依るが、1 回のアキカに、より大勢のウスタズを招きた
いと考えている。それゆえ、重要と供給が発生し、需要する側の家庭はウスタズや儀礼に質を
求め、供給する側のウスタズはそれに応じて他のウスタズとの差別化が行われるのではないか
と考えた。しかし、住民へのインタビュー調査の中で、儀礼を行うウスタズは平等であり、人
気等の“差”は無いことがわかった。そこでは需要と供給がある場所には価値の差が当然生まれ
るであろうという考えが通用せず、非常に驚いた。
また ATINA 社のエビ養殖場では、あえて大人数の労働者を雇い、手掴みという伝統的な方法
で収獲を行なっていた。効率的ではなく、コストもかかる方法だが、大人数を雇うことで給与
を大勢に分配でき、特定の人への富の集中を防ぐことができる。
以上のような、経済格差や争いを生まないことを大切にしている社会について知り体験した
ことで、社会の市場経済の仕組みが通用し、効率性や利益に価値を見出すことは、どこの地域
でも通じることではなく、また、日本人である私は、効率性や利益といった価値観の尺度で物
事を捉えがちであるという気づきを得ることができた。異なる価値観を体験し、自分が所属す
る社会の考え方の特徴に気づけたことは、私にとって貴重な学びであった。
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国内調査を通して学んだこと、身につけた力
河 髙 素 子
社会学部第 2 部社会学科 2 年
第 2 部社会学科の私が第 1 部社会システム学科のこの科目を受講したきっかけは、1 年次に
第 2 部で開講されていた文化人類学の授業を受講していたことだった。文化人類学を選んだ理
由は、作家で文化人類学者の上橋菜穂子さんの物語が好きだったからである。単純な理由から
の受講だったが、そこで学ぶ内容は私自身にとって身近な問題と重なるものもあり、とても面
白かった。講義を担当してくださっていた先生に社会文化体験演習のことを教えていただいた
ことが参加のきっかけとなった。
私はこの演習に参加したことで、学んだこと、身につけた力がある。1 つは、他者との協同
が面白いものであることを学んだ。もう 1 つは、自身の意見をその場でとりまとめる力を身に
つけたことである。
私は元々、他者と協同することがあまり得意ではない。おそらく海老部（国内水産調査班）
の人には相当な迷惑をかけていた。正直なところ今も得意になったとは言えない。ただ、その
面白さは知ることができた。まず、今回の調査は、私 1 人では移動しないであろう行動範囲で
の調査となった。調査の内容を詰める過程や報告に使うスライド作成に関しても、私を含め同
じ日本人とはいえ多様な背景を持つ人が集まったことで作り出せたものだったように思う。グ
ループでの調査では 1 人では出てこないような選択肢や発想が出てくるという面白さを知るこ
とができた。
もう一つは、自身の意見をその場でとりまとめる能力を身につけたことである。この演習
では、輪読会や調査テーマ決定などの意見を伝える場において、全員 1 回は発言するという
ルールが適用されていた。そのルール自体は、これまでにも経験が無かったわけではない。し
かし、大抵は元の文章を要約することや、選択肢から選ぶなど、正答が存在する中での発言ル
ールであった。対して、この演習では、自分はどのように考えているのか、何を調査したいの
かなど、必ずしも正解がない問いを受けて、取得した情報をその場で整理し、自分の意見をま
とめ話すために構文することが求められた。そのことは、意見をとりまとめる能力を培うこと
に繋がった。また、元来私が苦手としていた、突発的な質問に対して適切に答えるという力を
磨くことにも繋がった。この力は、11 月に話題提供として登壇した LD 学会の自主シンポジ
ウムなど、演習以外の場面において役に立っている。私は今年度、フィールドスタディに参加
しなかったが、来年度は今回の経験を活かした国内調査を行い、フィールドスタディにしたい
と考えている。
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ネガティブからポジティブヘ
清 村 青 空
社会学部社会文化システム学科 2 年
私たちはインドネシアのマナック村で 3 泊 4 日のホームステイを行い、村でのインタビュー
調査を行った。
私は、村の方々の職業、職種に興味を持ち、インタビュー調査を行った。その結果、村の人々
の中にはマナック村以外の場所で“出稼ぎ”という方法を使ってお金を稼いでいる方がいること
がわかった。“出稼ぎ”とは、サウジアラビアやインドネシアのパプア、カリマンタンといった
国や島を超えて働きに行く事である。そのとき私は「ええ、なんで？」と疑問に思った。なぜ
なら、もし自分が国、島を越えて知らない土地で働かなくてはいけないとなったら「怖い、行
きたくない。
」といったネガティブな感情がすぐに出てしまうと思うからである。また「この村
で働きたい。
」と思うからである。そして自分の中で仕事とは、朝家を出て、遠くても 2 時間く
らいの場所で仕事をし、夜には帰宅するといった事が当たり前なのである。そうやってお金を
稼ぐことで、家族を養っていけばいいじゃないのかと思っていた。しかし、インタビュー調査
をする中で、“出稼ぎ”はこの村で働くことよりもお金を稼ぐ事ができるということがわかり、
もし自分がマナック村の住民であったのなら、“出稼ぎ”という方法を使って、お金を稼ぐこと
は当たり前なのではないかと思った。また、多くのお金を稼いで家族を養いたいという気持ち
は、日本人同様であるとも思った。
そのようなことから、今までの自分は仕事といったら、朝出かけて、働いて、夜に帰ってく
るのが当たり前であると思っていたが、その考え方が間違っていたのかもしれないと思った。
実際に自分の周りの友人を見てみると、父親が遠方で働いている単身赴任の家庭や長期、短期
の出張で父親が留守の家庭があることに気づくことができた。そして私は、日本にみられる単
身赴任や長期、短期の出張はマナック村の出稼ぎと似たお金の稼ぎ方であることがわかった。
よって私は、マナック村の出稼ぎについて知ることから、日本における働き方に対する見方
が変化した。同時に出稼ぎに対して最初は「怖い、行きたくない」といったネガティブな感情
を抱いていたが、今は、家族を養うためなら当たり前であるし、日本にも同じような働き方が
あると気づき、ポジティブな感情に変化した。
このフィールドワークを通して、モノの見方というのは非常に重要である事がわかった。普
段、気にしないことも見方を変化させることで異なって見えてくるという経験もすることがで
きた。この貴重な体験を今後の生活にも活かしていきたい。
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官民連携の必要性
倉 持 寛 毅
社会学部社会文化システム学科 2 年

私は、国内調査において、在日外国人に対する民間団体や行政のサポートについて調査を行
った。そして、日本に住んでいる外国人に対する民間団体のサポート体制を調査するために、
NPO 法人多文化共生センター東京を訪問した。多文化共生センター東京では、主に、外国にル
ーツを持つ子供たちに対して、日本語や学校で学ぶ科目の学習支援を行っている。私は、多文
化共生センター東京と似たようなことを行っている SPIRIT というボランティアサークル（東
洋大学公認サークル及び社会文化システム学科後援サークル）に所属しているが、多文化共生
センター東京は、SPIRIT よりも規模が大きく、外国にルーツを持つ子供たちの多さや学習支
援を必要とする子供たちの多さに驚いた。また、多文化共生センター東京では、子供たちに教
える先生（ボランティア）の人数が不足しており、非常に大変そうに感じた。
では、なぜ、多文化共生センター東京において、学習支援を必要とする子供が多いのだろう
か。学習支援を必要とする子供が多い背景について考えてみると、行政のサポートが行き届い
ていないということが、背景の 1 つとして考えられる。現在、外国にルーツを持つ子供たちに
対するサポートだけではなく、日本に住んでいる外国人に対するサポートは、民間団体がメイ
ンとなっている。このように、在日外国人に対するサポートは民間団体がメインになっている
ことに関して、最初、私は違和感を抱いた。
だが、私は、多文化共生センター東京以外に訪問した機関（NPO 法人かながわ外国人すまい
サポートセンターなど）を通して、民間団体がメインになることは必ずしも悪いことばかりで
はないと感じた。在日外国人に対するサポートを NPO 法人などの民間団体が行うことによっ
て、①行政よりも柔軟性が生まれる

②当事者が運営する団体もあり、細かい部分までサポー

トすることができる というメリットも生まれるからだ。
なお、
「在日外国人に対するサポート」の分野や「多文化共生」の分野だけではなく、
「地域
活性化」や「地域開発」の分野においても、NPO 法人をはじめとする民間団体がメインとなり
実績を上げている。ただし、地域開発の分野においても、多文化共生の分野においても、民間
団体だけでは限界があるため、行政との連携が必要不可欠であると感じた。
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わたしたちと動物の関係性
佐 藤 里 樹
社会学部社会文化システム学科 2 年

家を出たら動物が歩いている、今までそのような経験をしたことはなかった。しかし、スラ
ウェシ島・マナック村でのホームステイの最中、家の前を動物が歩いていることは当たり前の
日常であった。彼らのほとんどは家畜であるため、野生の動物ではないが、牛や鶏など、数多
くの動物が村の中を自由に歩き回っていた。初めてこの光景を見たとき「なぜこんなにも自由
に動物が村中を歩き回っているのか」と違和感を覚えた。なぜなら、私の中で牛や鶏は飼育小
屋で管理される存在というイメージがあったからだ。それに対し、マナック村では、牛や鶏を
人間と同じ動物という枠組みで捉えているのではないかと考えた。
日本とマナック村の両社会における動物の捉え方を比較してみると、日本では動物を普段の
生活から隔離された存在として捉えているのに対し、マナック村では人間と共存している存在
として捉えているのではないかと感じた。この発見から、日本におけるペットという存在も異
様なものに見えてきた。日本において、人間と動物は仲良く共生しているように見える。しか
し実際には、動物をゲージにいれたり、リードに繋いだりと、常に自分たちの範囲内で管理し、
動物たちの生活を制限しているように感じる。日本人の感覚でみて、ペットのような存在のネ
コがホームステイ先のお宅にもいた。しかし、その猫は家と外を自由に出入りし、生活を制限
されることなく、自分の思うがままに生きていた。ホームステイ先のこども達も、猫はたまに
家に遊びに来る存在で、特別彼らが飼っているわけではないと話していた。これらのことを踏
まえ、日本における人間と動物の関係性について捉え直してみると、そこには人間が動物を「支
配する」という関係が成り立ち、動物は人間に「支配される」という関係性が成り立ってしま
っているのではないかと考えられた。
以上のことから、日本のように人間が常に自分たちの支配下で管理するという動物との関わ
り方は当たり前ではないように感じた。そしてこの発見から、マナック村のように、動物と人
間の間には、
「共存する」という相互的な関係が築かれる可能性もあるのだと気づくことができ
た。
動物との関わり方だけでも、国が変われば大きく変化する。今回のインドネシア・フィール
ドスタディを通して、マナック村の経験を通して違う角度から日本を考えることができた。普
段とは違う角度からものごとを捉えることは、自分の考えや、社会を捉える視野を広げてくれ
るきっかけとなる。これからは、さまざまな文化に触れ、実際に経験をしてみることで、更に
自分自身の考えや視野を広げていきたい。
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防犯カメラとオートロック
鈴 木 莉 緒
社会学部社会文化システム学科 2 年
私たちは、インドネシアのマナック村で 3 泊 4 日ホームステイをした。ホームステイ先に到
着したとき、沢山の子供たちが出迎えてくれた。それから毎日ご飯を一緒に食べたり、遊んだ
りと、とにかくずっと子供たちと一緒にいた。私にとって彼らは毎日の辛い調査の中の心の癒
しであった。
子供たちは常に家に 10 人以上いた。ホームステイ先の家の子供だけでなく、近くの家の子
供たちが遊びに来ていた。私は疑問に思った。言ってしまえば、他人である人たちが家に当た
り前のようにたくさん家にいるのはどうしてなのだろうかと。ここで発見したのが家の玄関が
常に開放されていること、鍵がないことだ。また、家の外にも隣の家との区切り・境目が無い
ことを発見した。そのことから、この村では、人は常にだれかとつながっている状態にあると
考えた。家に鍵がないことは、この村には“泥棒が入る”という考えがない、平和であることを
示していると考えた。また、家の中に個室がないことも発見したことから、プライバシーに関
する考え方が私とは違うのではないかとも考えた。私の場合、たとえ家族であっても同じ部屋
にはずっと一緒にはいれないし、親しい友達であっても勝手に家に来られることは嫌である。
日本人は、他人に生活をさらけ出すことは恥ずかしいという概念があると考えた。
日本に帰ってきて、家に着き、オートロックを解除しようとしたときに、このオートロック
というものをマナック村の人が見たらどう思うのだろうかと疑問に思った。彼らは、このよう
な鍵が必要な日本は危険な町だと思うのではないだろうか。また、
彼らはこのような鍵をみて、
他人との関係が分断されている社会だと思うのではないだろうか。これまで危ない人から守っ
てくれるものとしか思っていなかったオートロックの新たな見方が生まれた。
防犯との関連でもう一つ新たな発見をした。それは前述したように、日本人は他人に私生活
を覗かれたくないというプライバシー観を持っているのにも関わらず、日本の街中のいたると
ころには防犯カメラが設置されていることだ。これは矛盾しているではないか。正確な数字は
わからないが、
日本では現在 300 万台以上の防犯カメラが設置してあるという。
ここから私は、
オープンなマナック村よりも日本の方がプライベートな空間がないのではないかと考えるよう
になった。
以上のように、マナック村で生活したことで、今まで何も疑問を抱かなかった防犯カメラや
オートロックについて別の見方を得ることができた。知らない世界に飛び込むことは自分の生
活を見直し、新たな視野を広げ得る素晴らしいことだと感じた。
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現場で見ることができた新たな一面
堂 園 健 太
社会学部社会文化システム学科 2 年
私は一年間の活動を通してものの見方や捉え方が変わった。私はこれまで日本の当たり前を
疑うことはなかった。それは、日本という国で生まれ、育ってきたからだ。日本でこれまで見
てこなかったもの、体験していなかったことに触れると違和感が生まれる。異文化社会を体験
することによって、そのことを感じることができる。そして、私がこれまで経験してきたこと
と比較することによって、当たり前ではなかったことに気づくことができた。
例えば、日本では飲食店で水を無料で飲むことができる。しかし、インドネシアで訪れた店
では水を飲むのに、お金を払わなければいけなかった。私はこのことに驚いた。日本は水道の
水を飲むことができるが、外国では飲めない国が多くある。水は貴重であり、飲食店でもお金
を払わなければいけないものなのだ。これは日本でしか生活せず、異文化社会に触れなければ
気づくことができなかったことだろう。このことから、これまで私が持っていた価値観や考え
で判断し、狭い枠組みでしか水を捉えることができていなかったことに気づくことができた。
また一部のことしか見ていないのにも関わらず、決めつけてしまっていたということに気づ
くことができた。この一年間の活動をする前は、イスラームに対して、怖い、危ないといった
マイナスのイメージを持っていた。イスラーム過激派やテロについて、テレビや新聞、また授
業で得た情報からそのように判断していた。しかし、一年間の活動を通して、イスラームにつ
いて学び、ムスリムの人々と関わりの中で、そのようなイメージは変わった。人々は優しく、
イスラームが危ないという認識はなくなった。国内調査で訪れたマスジド大塚では多くの支援
活動を行っていた。彼らは、布教目的ではなく、困っている人々を助けたいという一心で活動
しているのだ。彼らのような、人々がいるのにも関わらず、イスラーム過激派やテロの存在に
よって、イスラームやムスリムがマイナスのイメージをもたれてしまうのはとても悲しいこと
である。しかし、私自身もこのように思っていたのだ。ただし、イスラームに対する理解が深
まったとはいえ、私が実際に見たものはイスラームの全てではなく、まだごくわずかでしかな
い。理解した気になるのは注意が必要であろう。一部のものを見て、経験しただけなのにそれ
が全体であると判断してしまっていることは他にもたくさんあるだろう。例えば、大学の生徒
が犯罪を犯してしまったとき、社会からあの大学の生徒は、と括られてイメージをもたれてし
まうことがある。犯罪をしたのは一部の人間であっても、社会からはそれが大学全体のイメー
ジになってしまうのである。
以上のように、私は新しいものの見方や捉え方を得ることができるようになった。
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学歴というブランド
中 野 千 裟
社会学部社会文化システム学科 2 年

私たちは今回インドネシア・フィールドスタディで、マナック村の村長に聞き取り調査をす
ることができた。マナック村について様々なお話を伺っていく中で、マナック村は進学率が高
く、高校を卒業する人がほとんどだというお話を聞いた。だが、高校卒業後の進路については
養殖業を継ぐ人が多いようで、マナック村では「大学を卒業して就職するよりエビなどの養殖
業を継ぐ方が儲かる」とのことだった。そこで私が違和感を感じたことは、
「大卒より養殖業を
継ぐ方が儲かる」という点だ。なぜそう感じたかというと、日本では養殖や農業など第一次産
業はあまり儲かるイメージがなく、近年農家を継ぐ人がいないことも問題視されている現状が
あるからだ。そこで、マナック村では、大学を卒業しても就職先が少ない、オフィスワークが
殆どない、養殖業は安定している、専門職は需要があるなど、様々な社会的背景を考えてみた
が、最終的にマナック村では学歴はあまり重要視されていないのではないかと考えた。つまり
学歴という肩書きよりも、経験して得た知識や技術が求められているのではないか。
日本の事例を考えてみると、日本社会では一般的に大卒が一番収入を多く得られる。仮に同
じ能力を持っていても、専門学校を卒業した人よりも大学を卒業した人の方が高収入の職を得
やすい現状がある。また日本社会では家業を継ぐというと、病院・企業の社長・料亭・旅館・
農家などが挙げられる。だが家業を継ぐとしても、家業に直接関係しない分野も含め、大学を
卒業しておくという人が多い。これは学歴があるだけで、将来への不安がなくなると、多くの
人が考えているからではないだろうか。
以上のことから日本社会において技術より学歴の方が重要視されることに気がついた。学歴
はブランドとも表現される。その人の能力以外に学歴という名の付加価値が存在するのだ。例
えば、慶應ボーイという言葉が存在するように、慶應義塾大学に在学、または卒業することは
一種のステータスであり、その学歴があるだけでその人には価値が生まれる。
そして私は、自分もどこか学歴を重視しているのだと気付いた。私だけに限らず今時の多く
の大学生は少なからず「大学に行っておけば安心」という気持ちがあるだろう。学歴という表
面しか見ておらず、大学で何を経験し、どのような知識や技術を身につけたのかという、本質
的な部分が見えていないということだ。今回マナック村で持った違和感を通して、一回自分の
当たり前を全部無くして物事を見ることはとても大切だと痛感した。
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日本とマナック村でのマナーの違い
藤 田 あ み
社会学部社会文化システム学科 2 年
私たちはマナック村で 3 日間のホームステイをした。その際に日本とは違う生活習慣、宗教
など様々なことを体験することができた。その中で、私が持った違和感があった。
それはゴミである。私たちがインドネシアに到着してから日本に帰国するまでに水や軽食の
提供があったが、全てにプラスティックが使われていた。また、村での調査の際に小さい子供
たちがついて来たが、ある 4、5 歳ぐらいの子供が目の前で食べたお菓子のゴミやペットボト
ルを道端に投げ捨てる現場を見て驚いた。
そこで私は違和感を覚え、
次のような疑問を抱いた。
マナック村の人々にとって「ゴミを捨てる」とはどういうことなのか、というものである。日
本では当たり前のように街中や駅構内、身近に言えば大学構内などあらゆる場所にゴミ箱とい
うものがあり、そこにゴミを捨てるという感覚がある。しかし、マナック村ではそもそもゴミ
箱というものがなく、
「そこらへんに捨てる」という感覚であった。例えば、日本でマナック村
のようにゴミを道端に捨てたとするならば、それは環境に悪い、またはマナーが悪いと言われ
るだろう。そこで私は、日本でいう環境に対するマナーとマナック村でのマナーの間には意味
合いの違いがあるのではないのかと考えた。
そこでマナーというものについて調べてみた。そもそもマナーとは、小さい範囲では自分の
周囲の人間のための立ち振る舞い、生活の仕方であり、大きい範囲では、この国ではこうした
方が美しい、素晴らしいなどの行儀という定義である。このように整理することで、私はマナ
ック村でマナーという概念があるのならば、それは「ゴミを道端に捨てる」＝「マナーが悪い」
という結びつきを欠いたものになるのではないだろうかと考えた。また、私は、
「私たちの」マ
ナーの定義がこうであるからマナック村でもこうであるべきというのは価値観の押し付けだと
考える。そして、マナック村にはゴミ箱はなく、ゴミをあちらこちらに捨てているものの、そ
れにしては綺麗な方だとも感じた。彼らから日本を見ると、ゴミ箱があちらこちらにある方が
異様であるだろう。つまり、インドネシアのマナック村にもゴミを処理する何らかの方法はあ
るに違いないと考える。日本にゴミ箱があるからマナック村でもゴミ箱を設置するべきである
というのではなく、その国によってその国なりのゴミの処理の仕方があり、互いの文化のやり
方を理解することがまず重要であると考える。しかし、環境問題は世界共通の課題であり、イ
ンドネシアのマナック村の人々にも関わっている問題だ。道端にごみを捨てる、環境に有害な
ゴミを出すといったものは未だに深刻な問題である。しかし、価値観を押し付けるのではなく
お互いの文化の価値観を理解しながらマナック村でのゴミ問題を解決する必要があると考えた。
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多様な働き方
藤 田 杏 実
社会学部社会文化システム学科 2 年

私はマナック村でのフィールドスタディを通し、
「自らの生き方、働き方」を考えることが
出来た。きっかけは、マナック村に行き、14 時頃から村人(主に女性たち)が楽しそうに談笑
する姿を多く見かけたことだ。この時間帯、日本では多くの人が仕事や家事に追われて忙し
い。村は発展途上で、物資的には日本の方が豊かであるにも関わらず、村人は困った様子も働
く様子もなく、また日本人より幸せそうに見えた。発展途上だと暮らしが貧しいというイメー
ジを持っていたため、このことに違和感を覚えた。このため、どのように働き、どのような社
会を築いているのかに興味を抱いた。
マナック村の人々は、魚の養殖池や塩田などで働いていた。また普段からは働かず、お金
がなくなると集団で出稼ぎに行くこともあると言っていた。そして家事は家族の大人たちが数
人集まって行っていた。マナック村の人口ピラミッドはピラミッド型で、たくさんの親戚と暮
らす拡大家族であり、近隣の人々との付き合いも大切にしていた。また家畜が多く、庭にはコ
コナッツが生えており土地が豊かであった。そのためマナック村だからこそ可能な働き方や働
かないという選択肢もあると考える。
マナック村に対し、日本では、まず働かなければならないという考えが頭にあると感じた。
そして、日本社会においては親しい人間付き合いは休憩や遊びのときに限られ、優先されない
事項である。しかし日本は高齢化社会で、幸せな生活を送るために金を稼いだとしても、待っ
ているのは苦しい老後なのではないかと考えた。苦しい老後のために一生懸命働くというの
は、本末転倒である。
日本では一般的に大学を卒業し、すぐに安定した職に就き、定年まで働くという生き方が
好ましいとされているように感じる。実際マナック村へ行く前は私もそのような人生を送りた
いと思っており、それ以外の選択肢について考えたこともなかった。マナック村に行ったこと
により、何の為に働き、どのような目的を持って生きるのかを考え直すきっかけになった。就
活間近となった今、当たり前だと感じていた働き方に疑問を持つことが出来て良かった。一生
懸命働き何かを成し遂げることは素晴らしいことだ。しかし現在の日本では過労死や仕事が原
因での自殺が起き、度々問題になっている。働くことが全てではないこと、また働く目的を忘
れないようにしたい。
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報告会の経験から得たもの
古 川 桃 圭
社会学部社会文化システム学科 2 年

私はこの社会文化体験演習を通した一年間で、ものの見方、捉え方が変化したと感じる。以
前の私は、何か調べたとき返ってきた情報を深く考えずにそのまま受け取ってしまうことがあ
った。調べてわかったことが自分の望む答えであった場合は特にやはりそうかと自分の中で完
結してしまい、そこから先へ繋げることができなかった。しかし、この演習では事柄を複数の
立場で解釈し理解しなければならず、一つの答えに対して一つの解釈だけではうまく調査した
い内容に繋げることができなかった。この失敗を実感したのが、春学期の最後に行われた中間
報告会だった。
私たちの班では、日本に住む外国人がどのようなサポートを受けているのか、サポートする
側の視点に立って調査した。中間報告会では各班がそれぞれ春学期で調査した結果を、どう夏
休み期間に深く掘り下げていくかを決めなければならなかった。しかし、私たちの班では外国
人向けのサポートをしている NPO や NGO にアポイントメントが取れずに、知りたい内容で
あるサポート側の現状を把握することができなかった。その結果、事前知識を増やすための新
聞や論文からの情報をまとめるだけで、何について調査していくのかを決められずに発表の日
になってしまった。
ここでの失敗は、在日外国人が生活する際に発生する問題を解決する側に興味を持っていた
のにもかかわらず、発生した問題にのみ焦点を当てて班で深めたいテーマを発見することがで
きなかった点にある。私は外国人労働者への過酷な環境や暮らしに関するサポートが不十分で
あるということを、新聞やニュース番組から事前に知っていた。そして、彼らをサポートする
人々はどう動いているのか調査したかった。しかし事前に知っていた情報に注意をひかれて、
事実の再確認で満足してしまった。そのために、その後のサポートする側の動きをどう調べて
いくか決めることができなかった。
この失敗を通して、事実の再確認で満足しないこと、その情報が持つ意味を様々な視点に立
って考えることを意識してそれからの調査に赴くようにした。インドネシア研修で行った聞き
取り調査ではムスリムという枠に執着せず、個人単位だからこそわかった内容であると考えな
がら行動することができた。そのため、ムスリムとムスリムの違いや共通点について発見する
ことができた。
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「家族」をめぐる環境と言葉
堀 江

亮

社会学部社会文化システム学科 2 年

ホームステイ先のマナック村で、聞き取り調査を行った。その際、家系図を書くために家族
について聞いた。すると書き切れない程に規模が大きく、マナック村では家族の概念が広いの
ではないかと感じた。
私は一人っ子で、祖父母は既に他界している。また、叔母や叔父はいるが、年に数回しか会
わない。そのため、家族＝両親というイメージがある。そして多くの日本人は私と同様に、同
居する人、血縁関係のある人を家族と認識しているのではないだろうか。
マナック村と私の間で、家族の認識の違いが生まれる原因は、2 つあると考えた。1 つ目に
「子どもを産みやすい環境か否か」
、2 つ目に「言葉の持つ意味の違い」である。
まず「子どもを産みやすい環境か否か」についてである。マナック村では、よその家の子ど
もたちを家の中にあげることが、日常的であった。そして 3 世代以上が同居しており、周りに
は子育ての先輩がいて、家事や育児の分担も可能といったように、子どもを産み育てやすい環
境があった。それに対して日本は、子どもたちの安全を守るため、知らない人にはついていか
ない、親の目の届く範囲で遊ぶといったことが一般的である。また、祖父母と同居する子ども
は減ってきている。その結果、育児は親だけが抱え込みやすく、大きな負担になっている。こ
うした点から、マナック村と比較して、日本は子どもを産み育てにくい社会だと言えよう。
次に「言葉の持つ意味や概念の違い」について指摘したい。私はインドネシア語の「クルア
ルガ」を、日本語の「家族」と同じ意味だと捉えて考えていた。しかしマナック村では、近所
に住む人も、客人である私たちも、皆クルアルガであると言っていた。日本人の感覚からする
と、近所に住む人も客人も、
「家族」ではない。このことから、クルアルガと家族は言葉の持つ
意味が異なり、クルアルガの概念は広いと考えた。
この言葉の違いは、先に述べた環境の違いが影響しているのではないかと考える。マナック
村では多くの場合、3 世代以上が同居しており、互いに関わりあっている。その結果、
「クルア
ルガ」の持つ意味や概念が広くなっている。しかし日本は核家族化が進み、他者との関わりが
希薄になっているため、
「家族」の概念が狭い。
この仮説が正しいかどうかは、私にはまだわからない。それでも、インドネシアに行かなけ
れば、日本の言葉の持つ意味や、概念が狭いと考えることはなかっただろう。
「私から見たら違
和感がある文化や概念」があるように、
「彼らから見たら異常な、私の当たり前」があるかもし
れない。このことを忘れずに、
「他者理解と自己理解」
、
「異文化と自文化」を追究していきたい。
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違う「当たり前」の発見
山 田 香 織
社会学部社会文化システム学科 2 年

私が社会文化体験演習を通して変わったことは、自分が思っている「当たり前」とは違う「当
たり前」が存在するということを知り、考えることが出来るようになったことだ。
今までは、自分の中での「当たり前」ということについて考えたこともなければ、違う「当
たり前」の考えを持っている人がいるということを知らなかった。この自分と違う「当たり前」
を知った時、これまで私は生活する中で、自分の当たり前を他者に押し付けていたのではない
かと思った。
特に「当たり前」が違うと感じた場面が二回あった。エビの養殖池を見学した時、そして村
でのホームステイの時だ。
まず、エビ養殖池で感じた「当たり前」の違いだ。見学した養殖池では手づかみやプラヤン
（伝統的なエビを収獲する罠）を使った収獲が行われていた。手づかみやプラヤンを使った収
獲方法は、人手が多く必要になり、時間がかかる。この収獲方法を見て、私は「この収獲方法
は効率が悪いな」と感じた。なぜなら、エビの収獲の方法はこれ以外にも網を使って収獲をす
る方法もある。網を使えば、より簡単に少人数で収獲する事が可能になる。しかし私たちが見
学した養殖池では、収獲の効率だけでなく、多くの人が収獲に関わり働く、そして収入を得る
ということに重きを置いていた。こうしたことから、私はなぜ収獲方法を見て効率が悪いと感
じたのかを考えてみた。それは、日本では大量に生産し、より安い値段で売り、大量に消費さ
れるほうが良いと感じる場面が多くあり、私自身がそれを「当たり前」のことだと考えている
からだと思うに至った。
もう一つ、村でのホームステイ時の食事の際にも「当たり前」が違うなと感じた。村での食
事では、毎食サバヒーという魚が焼かれて出された。最初は「美味しい」と思っていただけだ
ったが、
味付けが少し変わるだけのサバヒーを毎回食べていると、
「美味しいけど飽きて来たな」
と感じるようになっていた。マナック村での食事は、このように三食サバヒーを食べた。私の
中で食事というのは、三食違う食材を違うメニューで食べるということが「当たり前」であっ
たが、この村では違かった。マナック村の人は、食の楽しみよりも栄養を重視しているのでは
ないかと感じた。この経験から、マナック村の人々と私は、食に求めるものが違うのではない
かと考えた。
これらの経験を通して、今までの自分の中で「当たり前」だと思っていたことを考え直し、
「当たり前」だと思っていることに違う見方があるのではないかと考えられるようになった。
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「あたりまえ」を疑う
山 本 諒 太
社会学部社会文化システム学科 2 年

私は国際理解分野の活動を、一言で表すと次のようになると考える。
「あたりまえ」を疑え。
インドネシアに渡航したことでこの言葉の意味を掴むことができた。そして、私が生活してい
る日本の暮らしが「あたりまえ」ではないことに気がついた。
インドネシアに渡航する前、私は「あたりまえ」を疑うことがなかった。例えば、ご飯は箸
で食べる。お風呂は湯船に浸かり、汗を流す。トイレにはトイレットペーパーが常備されてお
り、ウォシュレットなどの機能が搭載されている。普通に生活し、やがてどこかの企業に就職
する。私にとってはこのような生活が「あたりまえ」であり、この生活から抜け出すことは今
までなかった。
そして、
この生活から逸脱するような行動をとることを私は一切考えなかった。
そのため、今回のフィールドスタディで今までの生活環境とは離れるホームステイが不安かつ
あまり乗り気ではなかった。
実際に、マナック村での滞在初日にいきなりカルチャーショックをたくさん受けた。食事の
ときだ。スプーンは用意されていたものの、現地の方々や先生方を始め、みんな手で食事をし
ていた。次に、お風呂だ。現地では湯船に浸かるという文化がないため、桶に水をすくい、汗
を流すのだ。極めつけは、トイレだ。トイレにはウォシュレットなどの機能はついてはなく、
そもそも流す機能もない。自分で桶に水をすくい、流すのだ。加えてトイレットペーパーもな
く、手で自分の体を拭かなければならない。特に驚いたことが、村人は幸運を求めてパプアへ
出稼ぎに行くということだ。インタビュー調査の際、仕事について聞いたところ村で就職する
人は、養殖池を持っている裕福な人だけらしい。
こういった日本では経験することがない生活を目の当たりにすると、拒否反応を示す人もい
るかもしれない。実際に、私もその 1 人だった。しかし、マナック村で生活している人々にと
って、これが「あたりまえ」なのだ。渡航前に抱いていたホームステイの不安も、知らぬ間に
消え去っていた。むしろ、手で食事をし、桶で汗を流すことを楽しんでいた。現地の人と同じ
ように生活することによって、「あたりまえ」を疑うことができた。
私は、マナック村でホームステイを経験したことで 1 つ成長できた。
「あたりまえ」を疑うと
いうことだ。日本で私たちが「あたりまえ」だと思っている生活をマナック村の人々はどう思
うだろうか。きっと異様に感じるはずだ。したがって、私たちの生活は決して「あたりまえ」
なことではないのだ。このように、普段気にしていなかった私の身近な生活にも興味を持つ良
い経験になった。
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住居から見えてきたもの
渡 邉

日 菜 子

社会学部社会文化システム学科 2 年
11 月 3 日、私がインドネシアのマナック村のホームステイ先でまず初めに抱いた違和感は、
部屋の中に家具がほとんどないということであった。私の家では、リビングにはソファや机、
テレビなどがあり、個人の部屋にはベッドや勉強机がある。しかし、今回訪問したお宅にはベ
ッドしか見られなかった。私はこの違いに驚き、考えを深めてみることにした。
まず、どうして家具がほとんどないのか。私はこれには 2 つの理由があると考えた。まず、
マナック村の人々にはそもそも床に座って生活をする習慣があるということである。実際にホ
ームステイ時に私たちが食事をする際には、床に皿を置き、私も床に座った。次に、マナック
村では、親戚や近所の子どもなど、多くの人々が出入りしたり生活をしていたため、ソファや
椅子のように、使用する人数の限られた家具は、逆に不便であったり邪魔であるのではないか
ということである。またこのことから、マナック村では私たちのような祖父母、父母、子とい
った家族のまとまりの捉え方が異なるのではないかと感じた。
これを日本に住む私と比較してみると、私たちとマナック村の人々では重視するものが異な
るのではないかと考える。まず、私たちは家族と呼ぶ人の範囲が狭いということがわかる。こ
れによってマナック村では見られなかった個人の部屋というものが日本にはしばしば存在する
のではないだろうか。私たちのように個人の部屋を持つということは、個人のパーソナルスペ
ースを確保するという意味を持つことであると考える。このことから、私たちは個人を尊重す
るという生活を送っていると言えるだろう。また、客間というものが存在することから、私た
ちは、人様に見せるところは綺麗に、お洒落にといった、自と他を区別する意識が強いのでは
ないかと感じた。これに対してマナック村では部屋に人が大勢いるという状況がみられたが、
私はこれを、日本のような個人の尊重よりも、コミュニケーションを多く取ることを重視して
いるのではないかと考えた。
このように、私はインドネシアに研修へ行って、自分の中にあった当たり前を考え直す場面
を多く得た。家族という集まりとは何なのか。どこまでを言うのか。血のつながりがある人な
のか、家に一緒に住む人のことなのか。この研修でのちょっとした違和感が、文化や生活習慣
の違いや家族というものの意義という今まで考えることがなかったことについて深く考えるき
っかけになった。また、同時に、実際にその地に足を運んで一緒に生活を送らなければ見えな
い景色がまだ世界にはたくさんあるのではないかと感じた。まずは実際に体験して知る、感じ
るということをこれからも実践していきたい。
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編 集 後 記
今年度はマナック村にホームステイすることができた。この機会を最大限に生かすた
めにエビを通した国際理解よりも、異文化社会の理解・自文化社会の相対化をメインの
目標に据えたプログラムに切り替えた。また、村での調査方法も、質問票を作成せず、
現地での気づきをベースに調査を組み立てる方式に変更した。仮説法を試みてみた。こ
れらがうまくいき、学生からはフィールド調査が楽しかったという感想を聞くことがで
きた。これは画期的な成果であったと感じている。とはいえ、まだまだ改善の余地は多
い。学生たちの声を聴き、毎年、少しずつ改良を重ね、よりよい演習にしていきたい。
今年度は 3 年生 3 人、2 年生 16 人で活動した。2 年生はみんな元気がよく、ハードス
ケジュールにもかかわらず、楽しそうに活動していて感心した。3 年生は頼もしく、こ
の分野の運営面でも 3 年生に助けてもらう部分が多かった。来年度もよい雰囲気で、楽
しくハードなスケジュールをこなすことができればと思う。【寺内大左】

写真 18 ホームステイ先での集合写真
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