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１．簡単な自己紹介 

２．日本とマレーシア 

３．マレーシアの人々と風景 

４．熱帯の産物 

 
 



自己紹介（職業、専門など） 
大学・大学院で東南アジア地域研究を専攻 
以来、マレー語の学習と研究を継続 
 
1992年より公益社団日本マレーシア協会に 
勤務、専務理事として団体運営全般に携わる   
 
学生時代の旅行がきっかけで東南アジアに 
関心を持つ 
 
埼玉県の文教大学でマレー語を教えている 



自己紹介（個人の活動） 

マレー世界研究（社会、文化、芸能など） 
マレーシアの観光取材とグルメ探訪 
マレーシア民族舞踊団を主宰 
マレー伝統舞踊とボルネオ民族楽器の普及 
修学旅行・研修旅行事前研修 
熱帯雨林保全活動についての講演 
など 
      



来日したマレーシアの舞踊団と共演 

      



新宿 
踊りの祭典 

      



ＪＡＴＡ旅博 

      



公益社団法人日本マレーシア協会は 
昭和31年設立された 
民間交流を行うＮＧＯ 

 
 



親善交流活動（平成24年度） 

マレーシア親善使節団（24年7月） 
元留学生との昼食懇談会 

マレーシア親善使節団（24年7月） 
サラワク州で植林奉仕活動 

マレーシア教育視察団（24年9月） 
クアラルンプールの大学を訪問 

マレーシア観光大臣奨励賞を受賞 
（24年11月） 



講演会・講習会開催活動（平成24年度） 

新春の集い (25年2月) マレー語スピーチコンテスト (24年12月) 

マレーシア教育交流セミナー (24年6月) ルックマレーシアプログラム・セミナー (24年8月) 



 
 
 
 
 

熱帯雨林再生活動（平成24年度） 
  

  サラワク州において以下の地域で実施。 
      スリアン地区：バライ・リンギン保護林、アペン保護林 
      ミリ地区：バカム保護林 ルンドゥ地区：サンパディ保護林 

植林後５年経過 15年経過 

上：ラインプランティング方式で在来種の植林を実施 
下：アペン保護林にある植林用苗畑 



 
 
 
 
 

大学生と地域住民の共同作業（25年2月） 都内でセミナーを開催（24年11月） 

先住民地域の小学校で交流 

国内でのセミナーや日本の大学生による研修プログラムを実施  

日本の大学生が地域村落で奉仕活動 



日本とマレーシア 



マレーシア 飛行機で約７時間 時差は１時間 



日本とマレーシア 
 
・マラッカ海峡に代表される東西を繋ぐ海路の要衝 
・資源の産地（石油、天然ガス、パーム油、木材他） 
・製造業海外拠点の一つ（電子産業、自動車） 
 
・1957年独立後から良好な二国間関係 
・全般的に親日 
・在留マレーシア人留学生は約2000人 
 
・日本からの年間観光客数は約50万人 
・高校生の海外修学旅行先で上位５ヶ国入り 
・海外ロングステイ先としては人気No.１ 
・将来的にはマレーシアへの留学も増えるかも？ 
・日本からマレーシアへ行くスポーツ交流 
 



震災後、多くの支援や励ましが寄せられた 



在マレーシア日本大使館に飾られた千羽鶴 



アブドゥラ前マレーシア首相(左) 



故エンドン夫人は日系人 

母親が日本人 



かつてマレーシアの地に暮らした日本人の墓地が各地にある 



マレーシアには約1400社の日系企業がある 



日本企業の工場 



クアラルンプール日本人学校 



クアラルンプール 吉野屋 



クアラルンプール国際空港 設計者は日本人  



案内ボードには日本語の表記もある 



マレーシアへの修学旅行 



マレーシアの高校生と交流 



授業に参加 



大学間交流に向けた話合い 



大学間交流に向けた話合い 



日本の大学生による小学校での交流 



日本とマレーシアの大学生が共同作業 



サラワク州クチンの柔道場にて 



マレーシアでのバドミントン合宿が行われている 



マレーシアは意外と私たちの身近な存在です 
 
今日を機にもっと関心をもってみませんか 
 



マレーシアの人々と風景 



同じ国民でも民族が異なります 



   中国系、マレー系、インド系 



ボルネオ島の子供たち 



多民族国家マレーシアの国語はマレー語 
 
 
 



英語が公用語として用いられています 
 
それぞれのコミュニティでは各民族語が 
話されています 



イスラム教のモスク（礼拝所） 



仏教のお寺 



ヒンドゥー教の寺院 



キリスト教の教会 



いろいろな宗教を信じる人がいて 
けんかはないのか 
 



お互いの宗教や文化を尊重し 
仲良く一緒に暮らしています 
 



ガジュマルの樹にヒンズー教と仏教の祠が同居 



ワンタンメン 



インド風のカレー 



マレー風焼き鳥 



チキンライスボール 



しゃぶしゃぶと鉄板焼きが合体 



海鮮料理 



マレー風カキ氷 



街の様子 



首都クアラルンプール 



ペトロナス・ツインタワー 452メートル 



クアラルンプールの中心部 



街中の様子 



ショッピングセンター 



街のカンバン 三つの言葉で書いてある 



マラッカ 歴史の街 18世紀のオランダ建築 



マラッカ 歴史の街 マラッカ海峡の夕焼け 



マラッカ 歴史の街 セントポールの丘 



ペナン島 ジョージタウン 



ジョージタウン プラナカンハウス 



ジョージタウン セント・ジョージ教会 



伝統文化 



伝統文化 影絵 



伝統文化 ろうけつ染め 



コマ回し  クリス職人 



自然 



東南アジアで一番高い山 キナバル山 



ビーチリゾート 



さんご礁の島々 



高原のお茶畑 



珍しい動物 



？ 



オランウータン 
 



リハビリセンターにて 



遠くから観察する人間たち 



？ 



テングザル 



大トカゲ 



サイチョウ 



珍しい昆虫や植物 



ボルネオオオカブトムシ 



ラジャブルック 



熱帯の産物 



マンゴー、ジャンブー、ランブータン 



とれたてのランブータン 



この果物の名称は？ 



果物の「王様」と呼ばれています 



果物の王様：ドリアン 



ドリアンの木 



 
 
 



これは？ 



コショウ 



コショウ 



コショウ 





カカオの苗木 



カカオ 



カカオ 



カカオ 



熱帯雨林と私たちのくらし 
 
・木材関係 
 ベニア、パルプ、炭、沈香など 
・樹脂や乳液 
 ダマール、ラバーなど 
・薬品 
 健康食品、キニーネなど 
・食品 
 ツバメの巣、タマリンドなど 
・籐、竹 
・観賞用草花 
 ラン、ウツボカズラなど 
・ヤシ類 
 ココヤシ、サゴヤシ、アブラヤシ 
・動物性産物 
 蜜蝋など 



ヤシの木 



熱帯雨林 



板根 



キャノピーウォーク 



再生された熱帯雨林の林冠 



マングローブ林 



マングローブの種 



マングローブの種 



＜余談として＞ 
サラワク州ビダユ族の人々の食文化 



伝統的な調理方法 



竹筒で調理します 



野菜類が豊富 塩味中心の味付け 



最高！村のチキンライス 



今でも村の集会などで伝統的な調理を行います 



これはなんでしょう 





食はコミュニケーションですね 



ありがとうございました 


	マレーシアの社会と文化
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	公益社団法人日本マレーシア協会は�昭和31年設立された�民間交流を行うＮＧＯ��
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	スライド番号 34
	スライド番号 35
	スライド番号 36
	スライド番号 37
	スライド番号 38
	スライド番号 39
	スライド番号 40
	スライド番号 41
	スライド番号 42
	スライド番号 43
	スライド番号 44
	スライド番号 45
	スライド番号 46
	スライド番号 47
	スライド番号 48
	スライド番号 49
	スライド番号 50
	スライド番号 51
	スライド番号 52
	スライド番号 53
	スライド番号 54
	スライド番号 55
	スライド番号 56
	スライド番号 57
	スライド番号 58
	スライド番号 59
	スライド番号 60
	スライド番号 61
	スライド番号 62
	スライド番号 63
	スライド番号 64
	スライド番号 65
	スライド番号 66
	スライド番号 67
	スライド番号 68
	スライド番号 69
	スライド番号 70
	スライド番号 71
	スライド番号 72
	スライド番号 73
	スライド番号 74
	スライド番号 75
	スライド番号 76
	スライド番号 77
	スライド番号 78
	スライド番号 79
	スライド番号 80
	スライド番号 81
	スライド番号 82
	スライド番号 83
	スライド番号 84
	スライド番号 85
	スライド番号 86
	スライド番号 87
	スライド番号 88
	スライド番号 89
	スライド番号 90
	スライド番号 91
	スライド番号 92
	スライド番号 93
	スライド番号 94
	スライド番号 95
	スライド番号 96
	スライド番号 97
	スライド番号 98
	スライド番号 99
	スライド番号 100
	スライド番号 101
	スライド番号 102
	スライド番号 103
	スライド番号 104
	スライド番号 105
	スライド番号 106
	スライド番号 107
	スライド番号 108
	スライド番号 109
	スライド番号 110
	スライド番号 111
	スライド番号 112
	スライド番号 113
	スライド番号 114
	スライド番号 115
	スライド番号 116
	スライド番号 117
	スライド番号 118
	スライド番号 119
	スライド番号 120
	スライド番号 121
	スライド番号 122
	スライド番号 123
	スライド番号 124
	スライド番号 125
	スライド番号 126

