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序 

  
本報告書は、2011 年 3 月 6 日、早稲田大学において開催した第 3 回モスク代表者会議「日

韓ムスリム・コミュニティの現状と展望」（早稲田大学人間科学学術院アジア社会論研究室

主催）の報告書である。2009 年 2 月 11 日および 2010 年 3 月 7 日の第 1 回および第 2 回モ

スク代表者会議に引き続き開催した第 3 回モスク代表者会議は、前々回の「日本における

ムスリム・コミュニティ」、前回の「日本におけるムスリム・ネットワークと日本人ムスリ

ム」とは異なり、日本人イマームと韓国人ムスリムのイマームという日韓の代表者の方、

お二人に基調講演をしていただき、その後、基調講演のお二人とパネリストを加えて、パ

ネル・ディスカッションを行うという形式で企画した。 

 

両国のムスリム・コミュニティが抱える問題点や将来展望について講演をお願いして、

まず韓国人イマームから韓国のムスリム・コミュニティの現状と展望が紹介され、日本社

会に匹敵する規模のムスリム・コミュニティが活動している状況が伝えられた。日本人イ

マームからは、主に、日本語を話すムスリムに焦点を絞って、次世代教育のあり方や、日

本のムスリム・コミュニティにおける世代交代の問題などが提議された。その後のパネル・

ディスカッションでは、北海道から福岡までのモスク代表者を交えて、韓国との比較や各

地の日本人ムスリムの活動状況や次世代教育の問題、ボーンムスリムと日本人ムスリムの

連携した活動のあり方など、多方面に関する議論が行われた。 

 

2011 年 10 月現在、日本には、外国人ムスリム約 10 万人、日本人ムスリム約 1 万人が居

住しているものと推計され、全国各地にモスクも 60 カ所以上設立されている。ムスリム・

コミュニティのプレゼンスはますます高まってきているが、生活に根ざした問題群—教

育・墓地・その他日本社会とのかかわり等など、今後乗り越えなければならない課題は多

い。われわれは、2009 年度より日本学術振興会科学研究費補助金による調査研究「滞日ム

スリムの生活世界における多文化政策の影響と評価」(基盤(C),課題番号 21530567)を開始し

て、2009 年度には岐阜市において、2011 年度には富山県射水市において滞日ムスリムと日

本人と日本の地域社会との関係を視野にいれた調査研究を進めている。今回の会議も、そ

のような研究の一環として開催し、滞日ムスリムの方々にとっては、各地の活動の現状や

問題への対処方法などの情報を共有し、今後の活動に生かしていただくことも念頭におい

た。 

 

早稲田大学が主催するモスク代表者会議は、2008 年度の本研究グループの滞日ムスリム

調査研究の過程で発議され、日本のムスリム・コミュニティにとって、いわば早春の恒例

行事となって来たような感もある。2011 年度以降は、会議の性格や内容に関連して、日本
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の地域社会との関係や墓地問題および次世代教育などの主要課題について、改めて検討を

加え、ムスリム・コミュニティにとっても、主催するわれわれにとっても、意義のある会

議として開催していくことが､求められる。 

 

なお当日の参加者は、モスク代表者など 13 名、一般参加のムスリム・ムスリマ約 20 名、

その他の一般参加者約 20 名、主催者側参加者 8 名で開催された。なお、当日の会議の様子

は、その一部が､下記のウェブサイトにて報道された。 

*Japan's Muslim Leaders Meet in Tokyo's Waseda University* 

 Link: http://www.presstv.ir/detail/168533.html （2011 年 3 月 7 日参照）。 

 

この報告書は、前述した科学研究費補助金による調査研究の成果の一部として刊行する

ものであるが、モスク代表者会議の実施にあたっては、人間文化研究機構「イスラーム地

域研究」における「アジア・ムスリム・ネットワーク」およびアジア・ムスリム研究所の

助成も受けた。 

 

今回の会議にあたっては、各地域のモスク代表者の方々をはじめ、滞日ムスリムの方々、

また一般参加の方々など多くの人たちから多大なご協力をいただいた。改めて皆様に厚く

御礼申し上げる次第である。 

 

なお、会議録の本文中で編者が追記した部分は、[ ]で表示した。また､文意を明確にす

るために一部表現を修正したところもあるが、特に明記はしていない。 

 
 

2011 年 11 月 
 
 
 

早稲田大学人間科学学術院   店田 廣文 
          電子メール： htanada@waseda.jp 

 
 
 

 
付記： 
本報告書は、平成 21~23 年度日本学術振興会科学研究費補助金（基盤 C）による調査研

究「滞日ムスリムの生活世界における多文化政策の影響と評価」（課題番号 21530567）に

よる研究成果の一部である。 
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会議プログラム 

 

早稲田大学多民族・多世代社会研究所 

イスラーム地域研究「アジア・ムスリムのネットワーク」 

早稲田大学人間科学学術院・アジア社会論研究室  

早稲田大学アジア・ムスリム研究所          

 

第 3回モスク代表者会議             2011年 3月 6日(日) 

                於:早稲田大学・国際会議場第一会議室（3F） 

「日韓ムスリム・コミュニティの現状と展望」 

 

13:30-13:40 開会の挨拶        早稲田大学アジア・ムスリム研究所長 小島宏 

 

基調講演 

13:40-14:20 「韓国におけるムスリムの現状」 

  韓国イスラーム教中央会・事務総長、イマーム アブドゥル・ラフマーン・リー 

14:20-15:00 「次の人へ―日本語人ムスリムとしての挑戦」 

  イスラミック・サークル・オブ・ジャパン（ICOJ）日本人部代表  前野 直樹 

 

15:00-15:30 休憩と礼拝 （ 15:10     サラート（ASR）   ） 

 

パネル・ディスカッション 

15:30-17:00 「基調講演を受けて」 

総合司会：モハッマド・アンワル（補佐：小島 宏） 

パネリスト：モスク代表者の方々 

  

 

17:00-17:25 総合討論 

17:25-17:30 閉会の挨拶            早稲田大学人間科学学術院 店田廣文 

 

参考：    MAGHRIB 17：40    ISHA 19：01 

礼拝室： 国際会議場市島記念会議室（3F）（男女仕切り有） 
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Institute of Multi-ethnic and Multi-generational Societies, Waseda University 
Program on Muslim Network in Asia, Islamic Area Studies Center, Waseda University 
Laboratory on Asian Societies, Faculty of Human Sciences, Waseda University 
Institute for Asian Muslim Studies, Waseda University 
 

“Muslim Communities in Japan and Korea” 
 

The Third Meeting of Representatives of Masjids in Japan, 6 March 2011 
 

Venue: Room #1(3F), International Conference Center, Waseda University (Waseda Campus) 
 

Program: 
 

13:30-14:40 Opening Remarks    Hiroshi KOJIMA, WU Institute for Asian Muslim Studies 

Plenary Lectures 

13:40-14:20  “The  Current  Situation  of  Muslims  in  Korea”    

               A. Rahman LEE, Ju-Hwa (Secretary General and Imam, Korea Muslim Federation)  

14:20-15:00  “To  the  Coming  Generations:  Challenges  for  Japanese  Speaking  

Muslims" 

Abu Hakeem  Ahmad Naoki MAENO (Representative of Japanese Wing in Islamic Circle 

of Japan)”  

Break/Salat 

15:00-15:30 

Panel Discussion  

15:30-17:00  “Farther  Discussions  based  on  the  Plenary  Lectures” 

Chair :  Mohammad  Anwer  with  the  assistance  of  Hiroshi  KOJIMA 

Panelists:  Representatives  of  Masjids  in  Japan 

 

17:00-17:25 General Discussion 

17:25-17:30 Closing Remarks       Hirofumi TANADA, WU Faculty of Human Sciences 

 

Notes： MAGHRIB 17：40     ISHA 19：01 

 

ROOM  for  Salat : Ichijima Memorial Meeting Room (3F)(separated for each 
gender) 
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主要参加者一覧 

（１）モスク代表者など            
アブドル・ラフマン・リー    韓国ムスリム・フェデレーション 

アトゥラム・エルサイイド     徳島マスジド 

大久保 賢           一ノ割マスジト 

角谷 紳一           北海道イスラミックソサエティ 

クレイシ・ハールーン      日本イスラーム文化センター（JIT）事務局長 

須見 啓司           北海道イスラミックソサエティ・墓地管理組合代表 

浜中 彰         新居浜マスジド代表 

ファワズ・アルドッゥラ     福岡マスジド 

中村 翁團           福岡マスジド 

ナディム・カーン        富山マスジド 

前野 直樹           日本ムスリム協会布教委員、ICOJ 宣教・教育部門代表 

モハッマド・アンワル・メイモン PAKISTANI dot JP(http://pakistani.jp/) 編集者 

 

樋口 美作           元日本ムスリム協会会長 

 

（２）主催者側 

 

小島 宏   早稲田大学社会科学総合学術院・教授 

店田 廣文  早稲田大学人間科学学術院・教授 

石川 基樹  早稲田大学人間総合研究センター・客員研究員 
岡井 宏文  早稲田大学多民族・多世代社会研究所・客員研究員  
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Name of Participants 
 
(1) Representatives of Masjid etc. 

Abdul Rahman Lee,     Secretary General and Imam, Korea Muslim Federation 

Atlam Elsayed,          Tokushima Masjid 

Ken OKUBO,           Ichinowari Masjid 

Shinichi KADOYA,      Hokkaido Islamic Society 

Qureshi Haroon,        Secretary General, Japan Islamic Trust 

Keiji SUMI,            Hokkaido Islamic Society, rep of Hokkaido Islamic Graveyard  

Akira HAMANAKA,     Niihama Masjid 

Fawaz Aldurra,         Fukuoka Masjid 

Hiroyuki NAKAMURA,  Fukuoka Masjid 

Khan Nadeem,        Toyama Masjid 

Naoki MAENO,        Representative of Japanese Wing in Islamic Circle of Japan 

Mohammad Anwar Memon,        

Editor, PAKISTANIdotJP(http://pakistani.jp/), Admin.,(http://www.masjid.jp) 

 

 

(2) Promoters 

 

Hiroshi KOJIMA,        Professor, WU Faculty of Social Sciences 

Hirofumi TANADA,      Professor, WU Faculty of Human Sciences 

Kiju ISHIKAWA,         Researcher, WU Advanced Research Center for Human Sciences 

Hirofumi OKAI,          Researcher, WU Institute of Multi-ethnic and Multi-generational Societies 
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 会議録 

開会挨拶 
 
小島： 
Good afternoon. My name is Hiroshi Kojima. I’m a professor of School of Social Sciences 
at Waseda University and also I’m director of the newly created institute for Asian 
Muslim studies. I’d like to declare the opening of the third meeting of representatives of 
Masjids in Japan, which is entitled “Muslim communities in Japan and Korea.” As the 
title of the this meeting says, we are very glad to invite the Korean Imam from the Soul 
central Mosque, Imam Rahman Lee, who is sitting over there. He is also the secretary 
general of Korean Muslim Federation. It’s a kind of umbrella organization in Korea to 
incorporate all the Mosques in Korea. According to the informal talk before this meeting 
here, it’s composed of the financial part, which is Korean Muslim foundation, Islamic 
foundation, and Korean Muslim federation.  The two altogether work as a kind of 
umbrella organization for the Muslims in Korea. Anyway, thank you very much for 
coming all the way. He will talk soon and I’m supposed to say opening remarks, but 
because of the time limitation, I should quickly move after just welcoming, thank you 
for coming. He will show a movie, so participants might as well move up here to see the 
film. 
 
李： 
Assalam alaikum. My presentation consists of two parts. The first part is just about 
5-6minutes brief history of Islamic Korea. I prepared the film. The second part is the 
current situation of Islamic Korea. 
  
≪Short Movie≫ 
 
(13:40) 
Thank you very much for watching the film. For the second part, we prepared the 
current situation of Muslim in Korea, more effectively to understand Islamic Korea.  
 Usually, we are starting Islamic history in Korea from Silla dynasty. Mid of the 7th 
century, Muslims started to contact Korea and 9th century, many Muslim visitors came 
to Silla by the sea routs via China. Silla was called “Golden country in the east”, an 
Arabic source said. 
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 Koryo dynasty was called Corea by Muslims. There was a Muslim society and Masjid 
in Gaegyeong, the capital of the dynasty.. Koryo was called Corea by Muslims, through 
whom the national name spread world-wide.  
In Chosun dynasty, Muslims performed prayer and recited Quran in front of the King 
Sejong, in the national celebrational occasion. Advanced technology from Islamic World 
contributed to inventing scientific instruments and weapons. But Islam didn’t settle as 
a religion due to Confucianism as a national ideology. 
 
［ 参加者の希望により、ここで発表言語を変更した。韓国語でプレゼンテーションを行い、

通訳が日本語に翻訳した。］ 
 
韓国におけるイスラームの歴史ということなんですけれども、朝鮮戦争の時に、韓国に

イスラームが伝えられたという風に一般に言われております。先ほど映像の方でもご覧い

ただきましたように、朝鮮戦争のときには 16 カ国からムスリムの軍人の方が、韓国の平和

のために支援に来てくださいました。特にその中でもトルコの軍人の方たちの支援は非常

に大きいものでした。 
 その結果 1955年に、はじめてKorea Muslim Associationという団体が創設されました。

そして 1967 年には、韓国ムスリムフェデレーション（KMF）という組織ができまして、

韓国政府に正式に登録された宗教団体として、活動することになりました。1970 年代に、

はじめて韓国のソウル中央モスクというものが作られたんですけれども、そこには 2 つの

大きな歴史的な出来事がありました。と言いますのも、1973 年度、そして 78 年度あたり

に、皆様もご承知かと思いますけれども、オイルショックがありました。その当時、韓国

政府が中東の産油国といい関係を持っていれば、問題はなかったのですが、実は中東の産

油国との関係というものはありませんでした。そういった力がなかったわけですね。外交

力がなかったということで、韓国のイスラームを活用して、産油国との関係づくりといっ

たものに務めたわけです。そしてもう一つは 1970 年代中盤ですけれども、韓国では中東ブ

ームが起きました。つまり一種の特需ですね。韓国の多くの建設会社、そして建設会社の

社員たちが中東に出て行ったわけです。 
 こういった歴史的な出来事があったわけですけれども、それらを背景としまして、韓国

政府はソウルの中心部に約5000平方メートルの土地を無償でイスラーム団体に提供してく

れました。そこに中央モスクを建てることができたわけです。ということで、1976 年に、

ソウルの中央モスクが建設されました。それをきっかけに中東、イスラーム諸国に「韓国

でもイスラームがはじまった」というニュースが伝わっていきました。 
その結果、中東・あるいはアラブ諸国が、韓国におけるイスラームを育成しようという

ことで、1976 年~86 年にかけて、次々にモスクが建てられました。例えば、プサンにはリ

ビア政府から支援を受けモスクが建てられ、チョンジュにはエジプトの篤志家が資金を提
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供してモスクが建てられ、そしてソウルに近くの京畿道に、広洲というところがあるんで

すが、ここにはクウェート政府が資金を提供して、モスクが建設されました。アニャンで

は韓国のムスリムの一人が教会を買い取ってモスクに変えるといったこともありました。

そういったことがこの 10 年間に次々と起こったわけです。その結果、1986 年から 87 年あ

たりには、モスクが 5 つ、それから韓国人のムスリムが 35000 人ほど存在していました。

その後、韓国経済は大きく発展いたしました。その 80 年代から 90 年代にかけまして、韓

国の生活水準もかなりあがりました。その間に、韓国のムスリムはどうだったかと言いま

すと、増加せず、現状維持でもなく、むしろ減少していくといった傾向を呈しました。 
 それが 90 年代に入りまして、多くのイスラーム国家、例えば、インドネシア、中央アジ

ア、マレーシア、パキスタン、バングラデシュ、そして北アフリカなどから多くの労働者

が韓国に働きに来るという状況になりました。その結果、韓国におけるムスリムの数が増

えるという状況になったわけです。現在、韓国国内には 13万人あまりのムスリムがいます。

その中には、多くの外国人もいますので、現在、様々な形のムスリムが存在しているとい

う状況になっています。このように、韓国国内の外国人ムスリムが増えているといった状

況を勘案致しまして、韓国ムスリムフェデレーションは彼らとの関係を維持、そして発展

させるために様々な努力を行っています。現在、韓国全国にモスクが 10 か所、イスラムセ

ンターが 5 か所、そして公共団地を中心としまして 40 の礼拝所が存在しております。とい

うことで、私ども韓国ムスリムフェデレーションと致しましては、外国人ムスリムと韓国

人ムスリムの関係を強化させるために、また多くのモスクもできておりますので、外国人

の正しい役割といったものも勘案して、外国人の協会をつくって、関係強化に努めており

ます。特に外国のムスリム団体、タブリーギー・ジャマーア、ヌルシィ・ジャマーア［ﾏﾏ］、

など、そういった外国の宣教団体と私どもの教団がひとつのカラーを出すことができるよ

うに、関係づくりに力を入れております。 
 そういうわけで、韓国では、韓国ムスリムフェデレーションというのがひとつの大きな

組織です。それでその傘下に、様々なイスラーム組織、ブランチがあります。それを統括

している韓国ムスリムフェデレーション、私たちの組織は、様々な形態を持っております

ので、毎年、モスクの代表でありますとか、イマームたちを集めてセミナーを行ったり、

情報交換を行ったりして、ひとつの組織としての様相を呈することができるような活動を

しております。それから、韓国ムスリムフェデレーションでは、ハラールを管理し、それ

を証明することができるように証明書を発行するとか、そういったことも行っております。

また、ムスリム墓地の管理もしております。各地方の支部などへの支援というものも行っ

ておりますし、政府との関係を改善させる意味での支援も行っています。そして、もしそ

の支部の方が、宣教師が必要であるということであれば、私どもがその宣教師を招請した

り、そこで宣教活動ができるような人を送るといった支援もしております。 
 それから外国人居住者が増えていくという状況を背景に致しまして、国際結婚も増えて

おります。そうった国際結婚に関する便宜なども私どもは図っております。しかしながら、
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そういったことをやっておりますけれども、イスラームの宣教といったことを考えますと、

非常に困難なことも多々あります。西欧化している韓国の現状といったものも、やはりひ

とつの壁となっております。また韓国社会はキリスト教の支配というものをかなり受けて

おります。これもやはり、私どもにとりまして大きな課題となっております。また出版で

ありますとか、マスコミなどを通して、いろいろなイスラーム関係のことが報道されるん

ですけれども、それらによる誤解、語弊、そういったものもやはり問題です。韓国の教育

システムもそうです。我々ムスリムがムスリムなりの教育を受ける状況にはありません。

それから何よりも大きな問題は、第一世代のムスリムは、例えばモスクをつくって後世に

残すことはできましたけれども、いわゆる本人のムスリム化、イスラーム化ができていな

い、というところがあります。ということで、私どもはそのイスラームの発展、未来のビ

ジョンをどう考えるかということと関連しまして、4 つの事業を行っています。 
 1 つはムスリムの子どもたちのための教育機関、教育の場を提供することです。そして 2
つ目ですが、まだ韓国にはイスラーム文化院というものがありません。もちろん中央モス

クというものがありますので、そこに多くの人たちが訪れてくださるのですが、まだイス

ラームについて理解を深めてもらえるような文化院がありませんので、文化院をつくろう、

ということが 2 つ目です。3 つ目は出版事業です。もちろん現在、イスラム・ムスリム関係

の本が出ています。しかしながら、そういった本は、翻訳本もかなり出ているのですが、

翻訳をしている人たちというのは、仏教やキリスト教的な概念のもとにある人たちですの

で、様々なミス、誤謬があります。そういった点で、新たな出版を行うといったことが必

要になってきています。そして 4 つ目は、90 年代になりまして、韓国では多文化、多文化

家族と言っておりますけれども、いわゆる国際結婚なども増えておりますし、多人種、他

宗教の下での教育ができるような施設をつくりたいということです。 
 それぞれ詳しく説明してまいります。まず１つ目のムスリムの子どもの教育に関してで

す。おそらくこれは日本でも同じだと思いますけれども、いわゆる子どもたちが通う学校

では、ハラール、正しい食事とそうでないものとの区別がありません。そういった問題が

ひとつ。それから服装も同じです。留学生が海外に出ますと、だんだんスカートの丈が短

くなると言われておりますけれども、そういった問題もあります。それからスポーツの問

題。水泳の問題。トイレの問題。それから、ミッション系の学校に通うムスリムの子弟と

いうのがかなりいるのですが、そういったムスリムの子どもたちでも、チャペルで礼拝を

しないといけない。そういったことがありますので、これらの問題を解決する必要がある

ということです。ということで 2006 年に、ソウルの中央モスクの方で、モスクにプレスク

ールというものをつくりました。このプレスクールは幼稚園課程ですので、小学校以上の

子弟というのはここに通えるわけではありません。ですので、できるだけ早期に、正規の

認可を得て、イスラーム国際学校といったものをつくりたいと考えております。 
 2 つ目のプロジェクトがイスラーム文化センターをつくることです。現在、ソウルは規模

も非常に大きくなりまして、国際都市になっています。それにも関わらず、イスラーム文
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化でありますとか、アラブ文化、中東・アジアの文化を知らせるような、そういったとこ

ろがありません。その結果、韓国人の中で、イスラームに関心のある人は、私どもの中央

モスクを訪れることになるわけですね。そういった人たちが多い時には月に 2000 人を超え

る程です。しかしながら、中央モスクはそういった人たちを全て収容できるほどの施設を

備えておりません。これは非常に大きな問題になっております。そこで、私どもは公式の

プロジェクトをスタートさせました。財政的に私どもだけでは難しいので、中東諸国、サ

ウジアラビアやクウェートと有機的な関係を持ちまして、早期に、現在中央モスクのある

場所に、イスラーム文化院というものをつくりたいと考えております。そこには文化的な

施設だけでなく、常設の展示や図書、福祉施設なども、設ける計画です。 
 3 つ目のプロジェクトが出版事業です。私ども様々な書籍を翻訳して出版したいと考えて

おります。これに関連しまして、韓国の教育水準について申し上げますと、98％、ほとん

ど 100%の人が文字を読める。教育レベルも非常に高いということで、こういった図書を発

刊することになりますと、非常に効果があるであろうと私どもは見ております。現在、韓

国でも、多くの書物は出版されておりますが、その多くがキリスト教徒であるとか仏教徒

であるとか、イスラームを専攻していない人びとの手によって翻訳されたものであるため

に、様々な誤謬があったり、偏見に満ちていたり、テロの国であるとか、そういった紹介

のされ方をしています。ということで、私どもが力を入れているのはいい本、イスラーム

について正しく理解できる本を出版しようということで、そのための準備を今着々と進め

ているところです。 
 最後のプロジェクトですけれども、これは韓国で言われております「多文化家族」、特に

ムスリムの多文化家族の問題解決を行うためのシステムをつくろうということであります。

現在、いわゆる国際結婚、ムスリムの国際結婚が増えているということで、様々な問題が

発生しております。こういった問題を解決するための何らかのシステムをつくりたいとい

うことです。ということで、私ども、韓国ムスリムフェデレーションの傘下に、いわゆる

多文化相談センターというものを設けまして、様々な困難でありますとか、悩みでありま

すとか、不便でありますとか、そういった問題を解決すべく努力しております。 
 ただいま申し上げました 4 つのプロジェクトは、私ども教団で 5~6 年前から計画し、進

めているものです。その中には、これからまたもう少し拡充していかなければならないも

のもありますが、こういったプロジェクトが成功した暁には、ムスリムに対する正しい理

解といったものが定着するでしょうし、ムスリムだけでなく、非ムスリムの人びとの理解

もしっかりできてきて、韓国におけるムスリムが、定着基盤を持てるような状況にできる

のではないかと考えております。 
ありがとうございました。 
 
小島： 
イマームどうも有難うございました。使用言語の混乱があって申し訳ございませんでした。 
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時間もありませんから、質疑等は総合討論の時間にして頂くことにして、続いては、イス

ラミック・サークル・オブ・ジャパン（ICOJ）日本人部代表の前野直樹様から基調講演を

お願い致します。 
 
前野： 
みなさんこんにちは。アッサラーム・アライクム。ただいまご紹介に預かりました前野

直樹です。まず、このような機会を整えてくださいました、私をこのような場に呼んでく

ださいました、早稲田大学の先生方及び関係者の皆様に心より感謝を申し上げます。私の

お話は、「次の人へ―日本語人ムスリムとしての挑戦」というタイトルを元にお話しさせて

いただくものですが、あらかじめ皆さんに 2 つほどお断りさせていただきたいことがござ

います。 
1 つは、私のお話は統計データに基づく客観的なものではなく、多分に主観的なものであ

るということです。しかしながら、現在、この日本において、イスラームの伝教活動の最

前線を行かせていただいているという気負いを持つ者の一人として、どのような気持ちを

持って活動しているのか、ということを知っていただく上では、それなりに意義を見出し

てくれるのではないかと願っております。 
もう１つは、私はこの場に何もイスラームのお説教をしに来たわけではないんですけれ

ども、ムスリムマインドとして欠かせないものとして、聖典クルアーンと預言者ムハンマ

ドの言行録ハディースの引用というものがございます。ですので、それをお話の中でさせ

ていただくことをどうかご容赦ください。 
では、本題に入ります前に、はじめにということで、日本語人ムスリムとは誰かという

ことを解説しておきたいと思います。サブタイトルにつけました日本語人ムスリムという

言葉ですけれども、これは見てお察しいただけます通り、日本語を母語とする人、あるい

は日本語を母語並みに一番よく理解するムスリムという意味の言葉でございます。みなさ

んご存知の通り、私、あるいはここに何名かいらっしゃる、大先輩達、または仲間、日本

人、日本人の血を受け継ぐ人の中で、イスラームに入信した人、あるいは両親ともに日本

人ムスリムで、その人たちの子どもさんたちにあたる 2 世、あるいは 3 世、4 世の人たちと

いうのは、これまでは少なかったですが、少しずつは増えてきております。20 年以上、あ

るいは 40年以上ムスリムとして生きてこられた方に伺っていただければ確認できるかと思

いますけれども、40 年前と 20 年前、その間、または 20 年前と今とでは、日本人の中でイ

スラームを受け入れる人の数も、また多く増えてきているはずです。少なくともそうした

感触を抱いております。 
さはさりながら、今後もそうした人たちが、いわば日本人のムスリムが、急増するかと

言えば、何か特別なアッラーの思し召しでもない限りは、そうはならないでしょう、とい

うのが私の印象です。これからも、日本人のなかでイスラームを受け入れる人というのは、

少しずつは増えていくものの、それほど急激には増えていかないのではないかということ
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です。では主役は誰かと言いますと、これまでのように日本でのイスラームを語る時、表

に立って、集団で頑張る人たちというのは、これまでは出稼ぎでやってきた労働者の人た

ち、あるいは最近増えてきた研究生の人たち、また留学生の人たち、といった人たちに加

えて、彼ら・彼女らの中で、日本で定住するようになったムスリムたちのお子さんたち、

それが成長した姿の 2 世、3 世で、そうした人たちが、今後の日本のイスラームを担ってい

くと言いますか、日本のイスラームの中で主役となる人たちだと思います。ではそうした

人たちを語る上で、パキスタン系ムスリム、あるいはトルコ系ムスリム、インドネシア系

ムスリム、そういう扱い方をするのかと言えば、それは非常にイスラーム的ではない扱い

方です。ご存知の通り、イスラームには民族主義も領域国民国家主義もございませんから、

あくまでも日本語を中心に生き、また生活する、そうしたムスリムがこれからは主流にな

っていくであろうということで、日本語人ムスリムとさせていただいております。 
第 1 部としまして、現状把握と確認、まず私たちが置かれている現状がどのようなもの

かといったことを把握しておかない限りは、これからの展望を語っても意味がないことに

思われますので、まずはムスリムの実態から把握しておきたいと思います。その数と層、

質についてですけれども、数はありきたりなお話になりますが、正確な統計というのはご

ざいませんので、約 10 万人の在日・滞日ムスリム、そしてそのうちの 1 割、約 1 万人の日

本人ムスリムということになろうかと思います。 
層というのは年齢層のことを言うわけですけれども、年齢層的には、これもあくまでも

印象に過ぎませんが、若い世代が、先ほど申しました 2 世・3 世がかなりの数で増えてきて

いるのではないかと感じております。ですので、その意味では、日本や欧米先進諸国が悩

む逆三角形の少子化社会ではなく、少なくとも日本にいるムスリムの間では、正三角形の、

若い人たちが多い状況かと思われます。 
質につきましては、本当に千差万別です。日本人ムスリムについて語るならば、これも

あくまでもおおよその話で、十把一絡げにはできないわけですが、入信の動機は人それぞ

れ様々なわけですけれども、見たり聞いたりしたところでは、どうやら大先輩達の時代に

は、先ほどの韓国のイマームの先生のお話にもありましたが、オイルビジネスですとか、

そのような世俗的な利益と繋がった関心、あるいはアラビア語への関心、留学への関心と

いった、言葉には語弊があるかもしれませんけれども、世俗的な関心に基づく入信という

のが多かったようでございます。 
しかしながら、最近、特にここ 20 年、10 年の間に、イスラームを受け入れるようになっ

た日本人というのは、その多くが、国際結婚は別にしての話です、国際結婚は今も昔も日

本人がイスラームを受け入れるやはり最大の理由なわけですけれども、その次に来るのが、

とても知的関心と言いますか、真理探究の上でと言いますか、イスラームを宗教として捉

え、精神的活動を満たすための模索の上で、入信するようなケースが多いように見て取れ

ます。 
では、そうした人たちがムスリムとなって、どのようなムスリムとしての生き方をして
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いるのかと言えば、私がささやかながら千葉の行徳を中心に、東京、またはお呼びがあれ

ば、北は北海道から南は福岡、大分といったところに至るまで、講義活動をさせていただ

いている中で感じている現状としましては、イスラームを主体的に、自覚的に、学ぼうと

している人たちの多くは女性です。女性がほとんどです。男性は本当に数える程度で、そ

れは、地方に限った話ではなく、関東、首都圏についても同様です。 
一方、外国出身のムスリムの質についてはと申しますと、これも様々で、一概には言え

ません。そもそも、彼ら彼女らが日本にやってきた目的というのが、お察しいただけます

通り、出稼ぎであったり、研修であったり、留学であったり、世俗とすごく直接的に結び

ついた動機が主な場合が多いですので、その中で、各人のムスリムとしての自覚は、本当

に様々です。またイスラーム、ムスリムとしての教養の度合いも様々です。その中で多く

見られる傾向は、日本に来て初めてイスラームのありがたみを知った、というケースです

とか、日本に来て、また日本の人を伴侶として頂いて、家庭を築くににあたり、また子ど

もができてはじめて、信仰の大切さを自覚し、イスラームをまずは家族から伝えていくこ

との大切さを痛感して、一生懸命にいわば勉強活動、教育活動に関わるようになった、と

いう人が多く見られることです。 
同時に国際結婚、日本の人たちの中で国際結婚した人たちのなかには、先ほど申しま

した、非常にまじめに、前向きに、主体的にイスラームと向き合うようになる多くの日本

女性がいる一方で、国際結婚がきっかけでムスリムになる日本人の男性の多くは、どうや

ら、これもあくまで見かけですけれども、文化レベルといいますか、結婚のためにムスリ

ムになった、そこに踏みとどまっているような様子が、色濃く伺えます。ですので、今後

の日本でのイスラームも、またイスラーム教育を、そういった様々な課題を語る上で、誰

を対象に考えるのか、誰を対象に改善策を練っていくのか、様々に異なった対策がなされ

なければならないと思う次第です。 
続きまして、外国人ムスリムと改宗・新入ムスリムの関係についてです。果たして、お

互いに、共同作業は行われているのでしょうか。望ましいチームワークは果たされている

のでしょうか。あるいは、そこにはコンフリクト、いさかい等があるのでしょうか。これ

は、昔話として、私が聞いた限りでは、目撃者でもありませんし、詳しくは分かりません

けれども、大先輩達に聞いていただきたいですが、60 年代、70 年代、そして 80 年代もで

すか、その頃には、いわば誰が主導権を握るのか、誰が役員としてイニシァティブをとっ

ていくのか、そういったことを巡ってのいさかいがあったとも伺っております。しかし、

少なくとも、日本において私が知る限りでは、例えばアメリカや欧米のように、ムスリム

諸国ではないにしろムスリムが大勢いる国、あるいはまだムスリムマイノリティーと称さ

れている国において、見られるような、見聞きするような、思想や教条的な違いが故のい

さかい、争い、スーフィーとサラフィーの争い、専門用語で申し訳ありませんが、あるい

はデオバンディーとバレールヴィーの争い、アルハディースの争いですとか、そのような

思想、教条的な違いが故の争い、いかさいというのは、日本では、アルハムドゥリッラー、
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まだない、ずっとないことを願いますけれども、ないようです。 
しかしながら、様々な活動を、個人または組織団体として、行っていく上で、私たちは

ムスリムと言えども、当然人間ですから、出自の違い、文化の違い、言葉の違い、習慣の

違い、そうした違いから生じる誤解、無理解、といったものが故のいさかいというのは、

至るところで、見られるようです。例えば、集団や方針、活動を行うに当たっての集団や

方針を巡っての意見の違い、食い違いというのは、よく見られがちなものではありますけ

れども、例えば、そうしたことにおいて何の違いもない、集団や方針は統一されていると

伺っていますタブリーグ運動においても、食事の違いですとか、誰がリーダーになるのか

ですとか、そのようなマネジメントの上での違いというのがあるそうです。ですので、そ

うした非常に人間的な違い、食い違いというのは、厳然と存在すると言えるでしょう。 
地域社会との関わりにつきましては、個人レベル、団体・組織としてのレベルとあるか

と思いますが、団体・組織としては、例えば日本ムスリム協会、東京ジャーミー、また福

岡マスジドで、日本学生ムスリム協会ですとか、様々なところで、一般の日本の方々のた

めにイスラームの講座を開いたり、あるいは日本イスラーム平和連盟といったものが、数

年前の預言者ムハンマド風刺画事件を機会に、1 年 1 回に預言者ムハンマドセミナーという

のを東大の講堂で開いたりですとか、そういった、ムスリム側が「かくかくしかじかの講

演なり、活動をするから、よかったら来てください」といった働きかけをすることは、こ

れまでも至る所でありましたし、活発になってきているようです。しかしながら、日本で、

これまでも、今も、行われている国際交流活動ですとか、ボランティア活動ですとか、そ

ういった活動にムスリムの側から足を運んで、ムスリムの側からアプローチして働きかけ

をして、一緒に参加する、そういった地域社会との関わり方というのは、現時点では、私

は寡聞にして存じ上げません。個人としての関わり方は、まさに一人一人が、前向きなム

スリムとして生きているだけで、大きな地域社会との関わりを果たしていると思いますの

で、これは本当に様々なものがあるでしょう。 
続きまして、第 2 部として、今後の課題と現状打開策、改善策というものを考えたいと

思います。第 1 に次世代教育を掲げました。クルアーンの引用で恐縮です。イスラームで

は、ムスリムにとって至高の神はこう仰せられております。「汝ら信仰するものたちよ。汝

ら自身と家族を、人間と石を燃料とする地獄の業火から救いなさい」。このムスリムにとっ

ては神の御言葉を前に、私たちムスリムは立ちすくみ、震え上がります。この日本で、自

分自身の信仰を守っていくためには、あるいは自分は何とかなっても、家族の、伴侶の、

子どもたちの信仰を守っていくには、どうしたらいいだろう。あるいは、何もしないでい

いのだろうか。いや何もしないでいては、あっという間に日本社会の同化力に飲まれてし

まうだろう、ということに震え上がります。   
ですので、これまでも、様々な試みがなされてきました。個人努力や組織活動として、

様々なものが営まれてきました。我田引水で恐縮ではありますが、個人活動の一例として

は、私もようやく 1 年を越えたところで、昨年 2009 年の年明けから始めて、今まで 43 回
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を数えるに至った、週 1 回の土曜学校というのを続けておりますけれども、それを始める

にあたってもちょっとしたエピソードがございまして、大風呂敷を広げて、日本で様々な

ところに足を運び、イスラームの講義活動をする中で、家内に呼び止められました。「外で

頑張ってイスラームのお話をするのはいいけれど、家族にとっては誰がシェイフになるの」

と。非常に、身につまされる言葉で、グサッときた思いをしまして、大いに反省し、少な

くとも週に 1 回は自分の家族のために、毎日家族には時間を費やしているんですけれども、

イスラーム教育を家族にも、自分の子どもたちのためにもしようということで、始めたも

のが、その土曜学校でございます。最初はそのように、自分と家内とで始めた、自分の子

どもたちのためにはじめたものではありますけれども、その話を聞いて、参加するように

なってくれた方々が、家族が、いくつかあり、元々親子学級として始めたものです。私は

個人的に、ムスリムの親がマスジドに子どもたちを預けて、後のイスラーム教育はイマー

ムさんにお任せし、親は知らんぷり、というのが大嫌いです。そうしてしまうことで、結

局、親自身のためにもならないですし、子どもさんのためにもならないからです。子ども

さんはマスジドに無理やり通わせられている、という気持ちを拭えないでしょうし、親御

さんも自分の子どもはおろか、他の子どもたちのイスラーム教育と面と向かって向き合う

機会を自ら失っていうことになり、また自分の学びの機会も失うことになりますので、そ

れには同意しかねるとういことから、私たちの土曜学校に参加してくれる方々は、両親は

難しいでしょうから、片親だけでも、一緒に参加してくださいとお願いしております。そ

んな中、パキスタンのご主人を持つ家庭が 2 組、インドネシアのご主人を持つ家庭が 1 組、

また両親ともウズベキスタン出身の家庭が 1 組、両親ともパキスタンの家庭が 1 組といっ

た形で、子どもの数を数えれば、本当に幼児の 2 歳から中学生まで、15 人程度の小規模な

ものではありますが、続くようになっております。 
目的はイスラームの教えを詰め込むことでは決してございません。内容としましては、

クルアーン、基本中の基本ですが、またハディースの短いものです。それを家内が塗り絵

風につくったもの用いております。それからスィーラと申しまして、預言者伝です。預言

者がどのような生き方をなさったか。それからイスラームについてのお話、そしてナシィ

ード、イスラームの歌［宗教歌］です。そして最後はイバーダートと申しまして、信仰行

為の演習と申しましょうか、どのようお祈りをするか、どのようにお清めをするか、そう

いったことを繰り返し、基礎を学ぶという 6 コマの授業を中には入れておりますけれども、

あくまでもそういったたくさんのことを詰め込むのが目的ではなく、その後には、先生と、

大人たちと一緒になって遊ぶ時間も設けておりますので、マスジドに来ることが楽しい、

ムスリムのお友達と会うのが楽しい、そういった思い出づくりのために、行っております。 
これはあくまでも一例です。組織活動としては、例えば、私の隣人にあたる行徳のヒラ

ーマスジドでは、イブニングスクールというのが、毎週月曜日から金曜日まで、5 時半から

8 時まで行われております。その他、福岡のマスジドでは週に 1 回、伺った限りですけれど

も、80 人もの子どもたちが、おそらく遠い所からも、週に 1 回学校を楽しみにやってくる
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そうです。様々な地域で、マスジドを中心に、そういった教育活動が行われております。  
そんな中、課題となってきますのは、人材不足です。ムスリムは大勢おります。しかし

ながら、そういった、気持ちを持った人、気持ちを持った人も実は大勢おります。時間を

つくれる人が非常に少ない。つまるところ、ムスリムであろうとなかろうと関わらず、こ

の忙しい日本社会で生活する私たちには時間がないというのが一番のネックになっている

ようです。 
さはさりながら、時間がないからと言って、何もしないでいては、あっという間に私た

ちは年老いてゆき、子どもたちもあっという間に大きくなってしまい、気が付いたら、ム

スリムの両親をいただいておりながら、「私は日本人です。お父さんはムスリムですけれど

も、おじいさんはムスリムだけれども、お母さんはムスリムだけれども、私は日本人です」

という子どもたちが大きくなってしまいかねません。ですので、日本全体での取り組みと

いうのが、必要になってくるかと思います。とてもうらやましいことに、韓国では、韓国

のイスラームを代表するような、代表機関があるのは、先ほど私たちが伺った通りです。

日本では、未だにそういった機関は存在しないわけですけれども、かつてはイスラミック

センターがそのような役割を果たしていたようではありますが、生憎現在はそういった機

関がない。そういった機関を創設する努力もなされていくべきかと思いますが、とは言っ

ても、そのような組織と組織が一緒になって、そうした全体の傘のような代表機関を作り

上げていくには、様々なしがらみがあって、一朝一夕にはいかないであろうと思います。 
ですので、私がここで改善策の 1 つとして、提言したいのはワーキングチームです。ワ

ーキングチームの創設です。気持ちのある人が、時間をアッラーのため、イスラームのた

め割きたい、次代を担う子どもたちのために割きたい、割く用意、覚悟がありますという

人たちが集まって、ワーキングチームをつくり、そうした人たちがその活動の輪を広げて

いくのが、具体的な打開策として考えられるではないかと思います。 
 続きまして、地域社会との関わりですけれども、課題としましては、先ほど申しました、

私たちの方から「どうぞおいで下さい」という関わり方はあっても、私たちの方からの歩

み寄り、アプローチが、未だないということで、これにつきましても、意欲のある人だけ

に任せては、その人が潰れてしまいます。時間がありません。みんな忙しいです。ですの

で、当番制なり、それぞれの組織なり団体なりで、ワーキングチームをつくってやってい

くのが妥当な話かと思われます。 
 外国人ムスリムと、改宗、新入ムスリムの関係につきましては、いかに歩み寄るかとい

うのが課題となるかと思われます。そもそも、個人の受け取り方によって、様々に異なっ

ては来るでしょうけれども、例えば、私がかつて感じていた気持ちとしては、どうも外国

出身のムスリムは、日本人ムスリムを見下しているようだ、という感情であったり、ある

いは、これは本当かどうかわからないですけれども、外国出身のムスリムは、日本人ムス

リムに対して、いつまで経ってもイスラームのことをわかっていない、きちんとできない

子どもの様な存在だという風に見ている、といったことがあります。 



20 
 

様々な気持ちや、感情があるわけですが、今後の日本のイスラームを語る上で大事なこ

とですけれども、イスラームでは様々なことがつがいで大切とされます。例えば知識と行

い、その実践です。これらはセットになっていなければ意味がないとされます。また、信

徒としての心構えとして、至高アッラーに対し、畏れと期待・憧れを持って接するのが、

肝心だとされます。畏れだけでも絶望に陥ってしまいますし、愛・期待だけでもおんぶに

抱っこで、なあなあになってしまう。ですので、つがいで大事にすることが大切とされま

す。それから伝教活動においては、純真な気持ちは基本中の基本ですが、それだけであっ

ては、転んでしまう、愚かなことをしてしまうので、英知が、賢さが必要とされます。で

すので、それらは、いわばつがいとして、両翼として、鳥があたかも翼一つでは飛べない

ように、二つの翼でもって初めてまともに空を飛ぶことができるとされるものでして、私

としては、日本におけるイスラームの活動なり、イスラームの今後というのも、外国出身

のムスリムと、いわば日本人の血を受けついできた日本人ムスリムというのが一緒になっ

てがんばっていかなければ意味がないと思いますし、がんばっていかなければ大きな世界

は望めないと思います。 
では、どうやって歩み寄ったらよいのか。先ほどお話しした通り、どうやら一番ネック

になっているのは言葉のようです。日本、イギリスのムスリムの状況と、イギリスのイス

ラームと日本のイスラームというのは、多く似通ったところがあるとして研究の対象にも

されていますが、その一因というのが、パキスタンを中心とするインド亜大陸からの、移

民が多いことです。しかしながら決定的に違うのは、一つは言葉ではないでしょうか。英

語というのは、もちろん文学レベルまでいけば難しい言葉ではありますけれども、世界的

に広まっていったことからもお分かりいただけます通り、はっきりいってコミュニケート

レベルまでは簡単です。なので、多くの移民第一世代が英語をマスターし、そして英国社

会に入っていった。かつ、また二つ目の大きな違いとしては、多くのインド亜大陸からの

イギリスへの移民が、結婚の伴侶とする人を選ぶときに、自国の同じバックグラウンドを

有する人を相手とした人が多いということではないでしょうか。一方、日本に来た人たち

は日本人の女性を伴侶とした人がとても多いです。そうした中で、生まれた子どもたちは

イギリスでは、確かにマイノリティーかもしれないけれども、両親は同じバックグラウン

ド、価値観を持っているということで、少なくとも社会の中でアイデンティティクライシ

スを感じるようになった時に、やっぱり僕には、私にはイスラームしかないという気持ち

が高まる、その助けになっていったところもあるようです。 
ところがこの日本では、お父さんが外国出身の場合は、よっぽど頑張らなければ、とい

っても意固地になって頑張る必要はなく、普通によいムスリムとして多くを語る必要はな

く、ムスリムとして生活していれば、その良さというのは、家族に伝わっていくもわけで

すけれども、それを怠ったり、あるいはうまくできなかったり、言葉の壁があってうまく

表現できなかったり、といった場合には、お父さんも結婚当初は、そもそも出稼ぎ目的で

来ているので、日本の女性の中でも保守的な、いわゆる古風な女性を選んだわけでもなく、
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よい表現が浮かばないですけど、そういった女性を伴侶として、結婚して、家庭を持って

はじめて、子どもができてはじめて、イスラームの大切さに気付く、気づかされるという

ケースが多々あるようです。そんな中で、お父さんは仕事に明け暮れて、上手にコミュニ

ケートできないまま、気付いたら子どもは大きくなって、奥さんの心も、子どもの心も離

れていってしまっている。助けてくださいと SOS の連絡が私に入ることもちらほらありま

す。さはさりながら、もうその段階まできてしまったら、「申し訳ありません、もう私にで

きることは祈ることだけです」と言いますが、非常に手遅れな状態になってしまうわけで

すね。 
話が脱線してしまいましたけれども、言葉の問題というのが、多くあります。日本人ム

スリムが外国人ムスリムと今まで本当にうまくやって来られなかったのであれば、それは

言葉の問題が大きいでしょう。 
とは言っても、全然チームワークがないわけではありません。例えば、私が日本人部代

表をさせていただいております ICOJ という団体は、もうそれができてから 20 年にもなる

わけですが、日本人のことを大事にし、例えば私の意見なりを非常に重宝してくれ、採用

してくれ、一緒にやっております。他にもタブリーグの運動ですとか、ここにも日本のタ

ブリーグ界を代表する大久保さんなんかもいらっしゃいますけど、様々な団体でチームワ

ークが全くないわけではありません。 
しかしながら、日本全国に 60 ほどあるとされるモスクのほとんどすべてが、外国人ムス

リムが、がんばって募金活動に励み、作り上げたモスクであるというのが現状でして、そ

れを維持運営していくのは、ほとんど外国人、外国出身のムスリムというのが、現状です。

日本人ムスリムがうまくチームワークを持って活動できていないのは、シャイな性格ゆえ

に、言葉の壁があるゆえに、ということが大きですので、一方で外国出身のムスリムの人

たちも、言葉ができないから、日本人ムスリムにもっとがんばってもらいたいけれども、

表に立ってもらいたいけれども、自分たちの気持ちをうまく伝えられないというのがあり

ますから、打開策としては、少なくとも、一緒に食べ、一緒に会って、自分たちはやはり

どこまで行っても同胞だという気持ちを分かち合う機会、懇親会で結構です、そうした機

会を少しでも持つ努力をする。また言葉のできる人たちが積極的に橋渡し役となっていく

ことではないかと思います。 
 時間も差し迫ってきたので、まとめさせていただきますが、明るい将来への扉の鍵とし

ては、以下の 3 つを提言させていただきたいと思います。日本のムスリムだけに限らず、

世界中のムスリムに、課せられた最重要課題としてはカリフ制の再興というのが挙げられ

ます。これは事実です。しかしながら、その大切さを唱えているだけでは、何の具体的な

成果も望めません。あくまでも私たちは地に足の着いた、生活感のある、具体的なこれか

らの改善策というのを模索検討していくべきかと存じます。 
その上で大事になってくるのが、日本語で、イスラームを語ることができる人材と、日

本社会で活躍する日本語人ムスリムのロールモデルを確保することです。未だに、日本語
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イスラームのお話、イスラームを語れる、イスラームを解説できる人材というのが圧倒的

に少ないのが現状です。とはいえ、20 年前と比べれば、数える程度ではあるんですけれど

も、新たにまた増えつつあります。ですので、これをもっともっと、一人でも多く、増や

していくこと。そして、日本語人ムスリムとして、日本社会で、イスラーム教育だけに留

まりません、日本の企業で、日本の様々なフィールドで、活躍する人材を一人でも多く確

保していくことが大切かと思います。そうでなければ、今後私たちが、懸念することとし

ては、今たくさん育っております、いわば 2 世の子どもたちというのは、はっきり言って

イケメンであったりかわいい子であったりします。そうした子どもたちがムスリムとして

の自覚を抱かずに、受け身的な、それこそ日本の社会に同化したいという気持ちに駆られ

て育っていってしまっては、ムスリムとして誇れない職業なり、仕事に就いたりするよう

になってしまいかねません。あるいは、そうした人たちが日本社会で活躍の場を見いだせ

ないようになってしまうと、数が半端ではありませんので、日本社会、日本人にとっても

不幸なことになってしまいます。いわば日本にスラムができてしまいかねないわけですね。

極端な話ですけれども。それを防ぐためには彼、彼女たちが、育っていく過程で、「このム

スリムのお兄さんはかっこいい、このムスリムのお姉さんは優しくて、かわいくてすばら

しい。このおじさんはかっこいい。このおばさんはすばらしい」といった、私もああなり

たいというロールモデルを、一人でも確保することで、子どもたちが「日本人化」ではな

く、ムスリムとしての自覚を抱いて育っていく、そうした助けになるのではないかと思う

からです。 
 続きましては、日本語でイスラームをよりよく学び得る環境整備に努めることです。ま

だまだ日本語でイスラームを学べる教材なりがございません。教材といえば、本はもちろ

んのことですけれども、本人限らず、メディアを駆使したオーディオ機器なり、そうした

動画なり、様々なものが挙げられますが、これは急務と言えるでしょう。一方で、お父さ

んかお母さんのどちらかが外国出身の子どもたちにとっては、これは実際に外国出身の同

胞に向けての提言なんですけれども、あなたの出身国の母国語教育というのも大事にして

ください。二つの鍵を持てるようになります。日本の文化圏で学べる知識なり、学問なり

へのアクセスキーです。もう一つは、例えばパキスタンのウルドゥー語で書かれたイスラ

ームの教えの書物なりは、山とあります、宝庫のようにあります。そうした世界へのアク

セスキーになるのがやはり言葉ですので、日本で生活しているから日本語だけでいいとい

うのは短絡的なものの見方だと思います。世界を広めるため、子どもたちが大きくなって、

手持ちの札多くなるためにも、そのような試みをしてはどうかと思います。 
 3 つ目は若年層を巻き込み、早期世代交代を目指すことです。この会議がどれくらいまで

続いていくのかわかりませんけれども、末永く続いていくことを願いますが、10 年後に、

私がパネリストとしてならいいかもしれませんけれども、この場にいて、メインスピーカ

ーでお話をしていたら、出ていけと言ってください。あくまでも、イスラームはその創世

の時代から今に至るまで、預言者からはじまって、その教えを直接受け継いだ直弟子、ま
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たその弟子たちというように、代々受け継がれているものです。世代から世代へと受け継

がれていくものですので、その継承を早い時期から行っておかないと、気づいたら、若い

世代が興味をなくしてしまって、もういてくれない、ということにもなってしまいかねま

せんので、これは積極的に早い時期から進めておくべきことかと思います。 
 以上、非常に支離滅裂で、まとまりのない話になってしまい、申し訳ございませんけれ

ども、私の発表を終えさせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。 
 
小島： 
終了時間が 5 分ほど遅れましたが、次のパネル・ディスカッションはパネリストの方が 11
人で、時間が 90 分しかございませんから、15 時 30 分から開始したいと思います。どうも

ありがとうございました。 
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パネル・ディスカッション 
 
小島： 
ちょうど 3 時半になりましたので、第 2 部を開催しますが、第 2 部はこちらにいらっしゃ

るムハンマド・アンワル・メイモンさんが司会で、私が進行を補佐するということでよろ

しく願いいたします。 
 
メイモン： 
みなさん、こんにちは。アッサラーム・アライコム。今日のセミナー第 2 部のパネル・デ

ィスカッションをこれからはじめたいと思います。11 人の方々が、先ほどの 2 つの基調講

演で挙げられたトピックや、またそれ以外のトピックについて、意見の交換をするという

形でパネル・ディスカッションをしていただきたいと思います。パネル・ディスカッショ

ンの司会させていただきます、モハマッド・アンワルと申します。私のところにはリスト

があるんですが、一応みなさん順番に一言自己紹介をしていただきたいと思います。お願

いします。 
 
リー: 
こんにちは。私はイマーム・アブドゥル・ラフマン・リーと申します。韓国の中央モスク

でイマームをやっております。皆様にお目にかかれてうれしく思います。 
 
中村： 
アッサラーム・アレイクム。福岡マスジド、福岡から参りました、中村と申します。事務・

教育担当です。どうぞよろしくお願いいたします。 
 
Fawaz Aldurra： 
Assalam alaykum. I’m Aldurra Fawaz, from United Arab Emirates. I am a president of 
Fukuoka Masjid. よろしくお願いします。 
 
ハールーン： 
アッサラーム・アレイクム。日本イスラム文化センターのクレイシ・ハールーンと申しま

す。 
 
角谷： 
イブラヒーム角谷と申します。今朝、札幌から出て参りました。まだ雪が多かったです。

よろしくお願いします。 



25 
 

 
カーン： 
私は富山から来ました。カーン・ナディームです、富山モスクの代表です。 
 
前野： 
平日は日本企業のサラリーマンをやっておりまして、週末になりますと、目指すはサラリ

ーマンシェイフの前野です。どうぞよろしくお願い致します。 
 
浜中： 
私はスポーツ用品店を経営しております、浜中と申します。新居浜マスジドの代表をやっ

ております。それと、イスラムのホームページというのを管理しております。 
 
Atlam Elsayed： 
Assalam alaykum. Elsayed Atlam from Tokushima. I am a super officer［ﾏﾏ］ at 
Tokushima University and a vice president of Tokushima Masjid 
 
大久保： 
こんにちは。イブラヒーム大久保と申します。埼玉県春日部市にある一ノ割マスジドのイ

マームをしています。 
 
須見： 
北海道から来ました、タウフィーク須見と申します。墓地の関係を特にやっております。

よろしくお願いします。 
 
メイモン： 
はい、みなさんどうもありがとうございました。前半の部分で、イマーム・ラフマン・リ

ーさんから韓国のムスリムの状況についていろいろ話をしていただいて、それから第 2 の

基調講演で、アブーハキーム前野さんから日本の状況などについて話をしていただきまし

た。それを踏まえて、いろいろな議題も出てきますし、その辺から話をしていきたいと思

います。 
 まず、日本と韓国の状況は、どちらにしてもムスリムがマイノリティーであるというこ

とや、外国人ムスリムが現地のムスリムより多いなど、次の世代の教育などをどうするか

という点で、似ている部分も結構あります。しかし、今二人の話から伺った限りでは、結

構大きな違いもあります。例えば韓国はしっかり中央の Federation、協会ができている。

一方で日本は、いろんなマスジドやいろんな団体が独自のスタイルでやっている、という

点が大きな違いですね。昔から、マスジドのネットワークが必要という話も出ているんで
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すが、反論する人たちはそういったしっかりとした組織を作る必要はなくて、それぞれの

考え方でやってくということでいいんじゃないですか、というような意見もあります。そ

れはひとつ、これからのみなさんのパネルディスカッションのポイントにしていただきた

いと思います。 
 前野さんの話でもいろいろあったんですが、特に日本人ムスリムと外国人ムスリムの関

係ついて, 同意できる部分とお互い問題があるという部分とあったんですが、私個人とし

てもいくつか思うところがあります。前野さんが言われた、外国人ムスリムが日本人ムス

リムをちょっと見下しているというようなことについては、否定しません。残念ながら一

部ではあるんですね。理由はいろいろあるんですが。やっぱり人間が、特に日本人のムス

リム男性がたくさん出てこないということから、そういう部分もある。でも、ムスリムと

は関係なく、日本社会の中で、日本人から、外国人がいくら頑張っていても、やっぱり見

下されるという部分もあると思うんですよね。私は直接経験がないんですけど、日本人と

結婚した人たちでは、「あんた 20 年日本に住んでるのに、まだ日本語が下手だね」と言わ

れることがあるそうですが、それも一部の見下しかなと思います。やっぱり人間は、考え

方の違い、文化の違い、育った環境の違いなどがありますから、それを完全にゼロにする

のは無理でしょうけど、できるだけ減らすにはどうすればいいか、という点が一つ重要に

なってきます。 
 どうですかみなさん、どちらかのポイントでもいいですから、日本において、これから

のイスラーム社会と、一般の日本人社会の接点を持つためには、まず日本人ムスリムと外

国人ムスリムの接点が必要です。それから日本の社会において、特にいかにイスラームに

ついての誤解を解くとかというような点については、みなさんそれぞれのモスクで、それ

ぞれの地域で、いろいろと模索されています。いろんな問題点も、解決されて部分もある

と思いますが、それぞれちょっと経験から、お話いただければと思います。人数が多いで

すから、すべてのトピックで必ず全員話すというわけではなく、皆さん自分から、このポ

イントについては意見がありますとか、言いたいことがありますというのは手を挙げて、

話をしていただきたいと思います。ご自分の地域で、特に外国人ムスリムと日本人ムスリ

ムの接点とか、そういうところで何か friction（摩擦）であるとか、こういう形で解決した

ということについて、何か意見がありましたら、是非お願いします。 
 
浜中： 
その前に、ちょっと韓国のことで質問したいことがあるのですが、いいでしょうか。 
韓国ムスリムフェデレーションが全国をカバーしていて、すごく立派なことで、日本には

ないことなんですけれども、これを動かしている、中心にいる理事の方々はどういう民族

構成かということを、まずお伺いしたんですが。 
 
メイモン： 
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実は私もそれに興味があったんですけれども、後でいろんな話が出ると思ったので。では

先にそちらからスタートしましょうか。 
 
浜中： 
ついでにもう一ついいですか。まず先ほどの質問が一つと、それと韓国は非常に上手に運

営していて、中央モスクの敷地を政府からもらったんですが、その周辺の土地も、モスク

が管理していて、そこの家賃収入とかが入っていると思うんです。それで、そのモスクの

周辺が、言ってみればムスリムタウンみたいに、大げさなほど店がずっと並んでいて、そ

ういった家賃収入も活動にプラスしているんではないかと思うんですけれども。それと、

墓地管理とか、ハラールの承認とか、これもかなり収入があって、運営費に活かされてい

るんではないかと思うので、ひとつここで聞きたいのが、年間予算がどのくらいこの中央

協会にあるのか、そしてその中で、モスク周辺の店舗の家賃とかハラール承認で得られる

収入、墓地管理の収入、全部でどのくらいの収入があるんでしょうか。具体的に知りたい

と思うんですけれども。非常に参考にしたいので。 
 
メイモン： 
かなり具体的な質問ですが、答えられる範囲でお願いします。 
 
リー： 
まず、韓国ムスリムフェデレーション、これは韓国に文化観光部という中央省庁がありま

すが、ここの承認を正式にいただいている団体です。先ほども申し上げましたけれども、

1967 年に正式に登録されました。民法が認める範囲内での、宗教法人としての宣教活動を

行うことができるということになっています。ですので、モスクが管理をしているところ

の収益によって、その宣教活動が円滑に進むということが、いわゆる最も大きな目的にな

っています。この韓国ムスリムフェデレーションですけれども、7 名の理事がいます。その

うちの一人が代表権を持っている、代表理事です。そして二人がいわゆる監査です。 
この私たちの最も重要な役割ですけれども、国内のムスリムあるいは篤志家などから頂

いた基金を管理するということ、それから外国からの基金といういのもありますので、そ

れを用いてマスジドをつくっていく、あるいは管理をしていくということです。そして、

そういったところから出てきた収益を使って、宣教活動を行う、そういったことをやって

おります。先ほども申し上げましたけれども、1970 年代の前半に、韓国政府が韓国ムスリ

ムフェデレーションに、モスクをつくるようにと、ソウルの中心にある 5000 平方メートル

の土地を無償で提供してくれました。その 5000 平方メートルの 3 分の 1 を使いましたて、

モスクをつくりました。そしてその周辺に、イスラミックセンターの施設をつくりました。

中央モスクにいらした方が何人かいらっしゃるようですけれども、いらした方はお分かり

かと思いますが、モスクの周辺の、モスクに所属している、あるいは私どもの協会に所属
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しているそのセンターからの家賃収入、賃貸収益といったものは、ワクフ形態で使われて、

そしてその収益というのは、宣教活動に使われるということになります。ただその家賃収

入だけでは、その協会の活動全体を賄うには不十分です。モスクの前に広い空間があり、

そこを駐車場にしています。70～80 台の車が駐車できるスペースがあります。ですので、

駐車場から上がってくる収益といったものも、私どもの活動に使っています。それから、

これはイスラームという宗教の持つ長所だと私は思うんですけれども、イスラームは多様

性と単一性というのを同時に兼ね備えています。韓国は単一組織ですので、そういった意

味で事にあたる時には非常にうまくやれるところもありますけれども、宣教活動、言って

みれば単一組織であるということで、日本のように多様性がなく、日本ほどダイナミック

な、あるいは多様な宣教活動が行われていないといったところは多少あるかもしれません。

とりあえずここまでにさせてください。 
 
メイモン： 
ありがとうございました。通訳が入るので、普通より時間が必要かと思って、間に邪魔し

ませんでした。それでお答えになっていますか。 
 
浜名： 
7 人の理事の民族構成を一番聞きたかったのですが。 
 
リー： 
現在のところは 7 名とも韓国人です。 
 
メイモン： 
ついでに私も質問があるのですが、先ほどの話では、中央モスク以外に 10 か所ぐらいマス

ジドができて、40 か所のムサッラーがあるということなんですが、それらすべて KMF（韓

国ムスリムフェデレーション）が直接運営しているんですか。それとも、それぞれ別の運

営会みたいなのがあるんですか。 
 
リー： 
韓国では、その KMF（韓国ムスリムフェデレーション）が本部です。地方にあるモスクは

ブランチといった性格です。 
 
メイモン： 
わかりました。 
それを踏まえて、みなさん、日本の状況の前にまず、韓国のこういう状況があって、それ

が日本で使える部分がありましたらお願いします。韓国のこういうところが日本でも利用
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できるのではないか、とか。 
 
前野： 
すいません、韓国絡みでもうひとついいですか。9 世紀にムスリムとの接触が既にあり、そ

れから後代になって、パワーポイントの表示では 1910 年に至るまでは、儀式の時にもずっ

とムスリムが王様の前でクルアーンを読誦したりなど、そういった儀式が続けれれてきた

というお話でしたが、そうした、いわばかなり昔からのムスリムの子孫というのは、未だ

にいらっしゃるのでしょうか。 
 
リー： 
それはいわゆる朝鮮時代なんですけれども、当時いわゆる商人として来たイスラーム商人

が、王の前で礼拝をしたという記録はあります。しかし、布教活動は行われませんでした。 
 
Fawaz Aldurra： 
I have some questions. Thank you for the speech. Firstly, you said that the number of 
Muslims decreased from 150,000 to 100,000.  Why did it decrease? 
 
リー： 
This question is for me. Maybe you remember 1997, we faced a very big problem. 
Economic crisis we call IMF(the Asian Financial Crisis). Before IMF, a lot of foreign 
Muslims came to Korea to work from countries like Indonesia, central Asia and 
Northern part of Africa. But, after IMF, they were not interested in working in Korea so 
they came back to their country. Because of a kind of difficulties to work in Korea, they 
came back to their country. So, this reduced the number of foreign Muslims in Korea. So, 
now, there are. 100,000 foreign Muslims living in Korea and working. 
 
メイモン： 
今の質問は、一時期韓国で、150,000 人ぐらいまでムスリムの数が増えて、それでまた

100,000 人まで減ったというのが、どういうことだったのかという質問でした。答えは外国

から韓国に来た人たちのうち、経済的な理由で帰国した人がいたという理由で減ったとい

うことです。1997 年のアジア通貨危機がその主な理由だったということです。 
 
Fawaz Aldurra： 
You said that there are 40 musallah and 5 Islamic centers and 10 Mosques. Is there 
some cooperation between them? I mean the regular meeting or something like that. 
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メイモン： 
10 のマスジド、40 のムサッラー、5 つのイスラミックセンターがあるということなんです

が、それぞれの間の交流はどうかという質問ですが。 
 
リー： 
What I mentioned about 10 Masjid and 40 Musallah and 5 Islamic centers all around 
Korea, is each registered on the Korean Muslim federation. So, they are following our 
activities and our aims and we’re cooperating together always. 
 
Fawaz Aldurra： 
What about other situations look like?  Is there some Korean Muslim association? 
 
リー： 
We have one Islamic organization in Korea called Korean Muslim Federation. 
 
Fawaz Aldurra： 
Even students are included? 
 
リー： 
They are just coming if they have any kinds of work. 
 
メイモン： 
So you mean the organization is the only one and others are under it? 
 
すべてのマスジドやムサッラーは韓国ムスリムフェデレーションの管理下において、活動

しているということです。 
 
ハールーン： 
日本と韓国の状況の違いは、ひとつは彼らには一つの統括団体があるということですね。

実は、日本にもそういう統括団体あるんですね。以前、斉藤先生が会長をずっとやってい

て、その後は 10 年ほど前にサウジアラビアから一人のシェイフが来て、その時もう 1 回、

統括団体としての活動に力を入れようということで、五百旗頭先生が代表になったんです

よ。残念ながらその統括団体はそれほどアクティブではないんですけれども。先ほど、リ

ー先生といろいろお話をして、彼がやっているフェデレーションのやり方とかを聞いたら、

あまり細かいところはあまり邪魔しないようです。例えば、スーフィーの人たちもいれば、

サラフィーの人たちもいる。それぞれ活動している。そいうところに関しては、あまり何
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も言わない。日本では、ある団体は細かいところまでルールがあったんですよね。だから

これからは、韓国みたいに、ひとつの団体にして、それからあんまり細かいことは言わな

い。韓国では一つの団体があったから、新しくモスクやイスラミックセンターやムサッラ

ーができると、自然にその中に入るんですね。日本ではそういうことにアクティブになっ

た団体がなかったから、それぞれモスクができて、そのモスクが一つの団体になったわけ

ですね。例としてはヒラール（Hilal）のコミッティ、 イスラミックセンターがやっている、

ひとつのコミッティがあって、全国、札幌から福岡まで、自然にメンバーになっているん

ですね。日本でも、今現在ある federation、Umbrella Organization を利用するか、もしく

は新しく作るべきではないかと思います。 
 
メイモン： 
つまり、日本でも実際はそういう傘的なものがあるんですけれども、あまり活動していな

い。でも逆に言うと、じゃあ活動しなくても、日本のすべてのマスジドがそれぞれの活動

ができているということですね。まあそこまでは事実。それであとどうすればいいかとい

うことで、こういうようなひとつの団体をつくる必要があるのか、あるいは今のやり方で、

傘的な Organization は持たないで、お互いの関係で協力し合うというような形が日本の為

にベストでしょうか。そこの辺でみなさんどう思いますかね。 
大久保さんはそのような団体の必要性は感じますか。 
 
大久保： 
団体かどうかというのは私もちょっとわからないのですが、日本のイスラームをリードし

ていく上で、例えばモスク代表者として来られている方々、私を含めて、イスラーム法学

者がほとんどいないですね。これは世界的なイスラームの構造の矛盾を、そのまま日本に

持ってきていると私は見ているんですが、アーリムというのは、今私が知っているインド、

パキスタン、スリランカといった国では、非常に宗教教育に特化しているあまりに、あま

り世俗のことはわからない。それで物事のわからない人、あるいは子どもの先生ぐらいに

扱われている。ただ、この人たちをしっかりと強くして、次世代教育に使わなければ、将

来、未来につながらない。例えば、ヒラールコミッティでもあるんですが、各モスクの代

表者が行くんですが、ただそこでサインして写真に収まるだけなんですね。以前ちょっと

した問題があって、ラマダンの終了時に、新月が日本で見えたという目撃者が 3 人出たん

です。そのうちの一人が間違いなく見た、二人が見たと思うと。そのぐらいに、イスラー

ム法に照らし合わせて答えを出せる人がその場に 2 人しかいなかった。だから要するに、

イスラームの本当に深い部分を、知らない人たちの組織をつくっても、協力体制としては

いいんですけれども、これから強力に日本のイスラームを正しいイスラームの道に導いて

いくには、力不足であると思います。ですから、将来的にはそういった包括団体というの

が必要になるかもしれませんけど、その前にもっとやるべきことがあるのではないかと私
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は思います。 
 
メイモン： 
はい、ありがとうございます。この件に関して、今まで発言されてない方々、例えばイブ

ラヒーム角谷さんはいかが思いますか。 
 
角谷： 
私どものところは北海道イスラミック・ソサイエティーと申しまして、ひとつ一番ホッ

トな情報として、私たちの団体が今年［2011 年］の 1 月に入りまして、宗教法人の登録が

できました。宗教法人として北海道で、これから活動できるという足がかりがついたとこ

ろです。それで私たちのところも、外国人ムスリムと日本人ムスリムの比率を、参考まで

に示しますが、今回いろんな書類をつくって提出して、その中には信者名簿なんかもある

わけで、それでリストアップしたところで 204 名。そのうち、日本人男性は私と須見さん

とそれからあと 2，3 人、全部で 5 人か 6 人です。あとはパキスタンの方と結婚されている

女性、バングラデシュの方とか、マレーシアの方、インドネシアの方と結婚されている女

性と、その子供たちというところで、私たちの団体は、国で言いますと 16 か国の国籍の人

たちが集まっています。日本を含めて 16 か国です。全体が 204 名。ただ、北海道イスラミ

ック・ソサイエティーに参加する必要はないとか、しなくてもいいという人たちも 4，50
人はいらっしゃるので、北海道全体では 250～260 のムスリムの数かな、と現状では把握し

ております。私たちは、代表はバングラデシュの方で、彼を中心にして、いろいろ膨大な

資料が要求されましたので、3 年ぐらい前からいろいろ書類を揃えたり、3 年分の活動報告

や作成したりして、それをやっと去年の夏過ぎぐらいにだいたい揃えることができて、11
月に提出、12 月中旬ごろに受理をされまして、年明け 1 月に認定を受けたということです。

私は他のイスラーム団体の方で、どこのグループが宗教法人化されているのかということ

がわからないので、それも何か情報があれば教えてほしいぐらいです。まあ私たちも外国

人ムスリムと日本人ムスリム、私たちは教育で言えば、毎週土曜日に子どものためのクル

アーン教室と、週 1 で、やっぱり土曜日にですけれども、成人用のクルアーンのキラーア

みたいなことをやったりしています。中心は外国人ムスリムが中心になってやっています。 
 
メイモン： 
今の北海道の報告からも見えるのが、それぞれの団体ではいろんな活動がされているけれ

ども、今「私も知りたい」とおっしゃったように、やっぱり中央の組織がないから、見お

互いに見えてこない部分というのがあるんですよね。その辺についてほかにご意見がある

方がいらしたらぜひお願いします。無かったらまた次の話題に行こうと思いますが。 
 
中村： 
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ではひとつだけ。傘下とブランチという関係ですけれども、日本の法制度から考えると、

宗教法人を各県別で取りますと、それはもう独立したものという風になってしまうんです

ね。ですから傘下という考え方を法律面で考えれば、例えばひとつの全国組織の法人をつ

くって、ブランチをつくって、協力関係あるいは資金関係を築かなくてはいけない。でも

今多くのモスクの現状を見ると、独立した法人格を取った上は、今度は個別的な活動が、

法律的には義務付けられるということになってしまいますね。ですから、まず一つ法人に

するかどうかということと、傘下ということはちょっと別の話題になってくるような気が

します。 
 
メイモン： 
まあ韓国と全く同じ形にはできないんですが、まあ連盟みたいな「傘」のようなものが必

要かどうかということについては、皆さんの意見もちょっとばらばらですが、今すぐは必

要ないけど後々はあった方がいいというような意見が多いようですね。まあ次のトピック

に行く前に、リー先生は、韓国と日本の違いについて、日本ではいろんな団体が別々に活

動していることについて、どう思われますかね。 
 
リー： 
先ほど時間の関係で、途中で省略してしまったんですけれども、イスラームの長所は単一

性と多様性を同時に認めるといった点だと思います。単一性というのはクルアーンやそう

いったものを中心に成長していくということ、多様性というのは、そういったものに反し

ない範囲内で、多様な宣教活動、宣教形態を認めるということだと思います。そういった

ことを背景に申し上げますと、韓国の場合は言ってみれば小さな国です。人口も多くあり

ませんし、日本とはかなり違いがあると思います。ですので、韓国では一つの中央組織と

いうものをつくって、地方の組織というのはその傘下に置かれる形になりましたけれども、

日本のように各地でもうすでに、組織で活動されているという状況であれば、まず地方レ

ベルでまとめて、そしてそれからそれを積み上げて、中央の一つの組織というのをつくり

あげるということが可能なのではないかと思いました。 
 
メイモン： 
ありがとうございました。ちょうど去年、浜中さんの方が、マスジドネットワークで提案

されたような話ですね。やっぱり地方ごとで一つの傘をつくって、それで中央にもう一つ

の大きな組織をつくるということですね。 
はい、カーンさんが手を挙げてらっしゃいますが。 
 
カーン：（ウルドゥー語で発言。以下のとおりメイモン氏が通訳） 
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メイモン： 
富山マスジドでのご自分の経験を話されたのですが、富山マスジドは去年、宗教法人とい

う資格を得て、運営されているのですが、その後、金沢にも一つの場所を買って、そこで

学生たちと一緒にマスジドをつくろうとしています。そこは別の宗教法人とかではなくて、

同じ富山モスクの宗教法人の一つの支部というような形にするというようなことで、今動

いているそうです。ただ県が違うから、県レベルでの宗教法人では無理があるから、全国

レベルでの登録をするといったことを、今勉強しながら模索しているということです。金

沢はまだできたわけではなくて、これからつくるということです。 
 
ハールーン： 
県が違うということでしたら、今度は文化庁の管轄になると思います。 
 
メイモン： 
今のそういう中央組織が必要であるかどうかということは、もちろんここで結論が出ると

いうわけではないですけど、パネル・ディスカッションですから、いろんな意見が出て、

そこで終わりと言えば終わりなんですが。 
 
樋口： 
フロアから一ついいですか。お聞きしたいのですが、中央でコントロールする Organization
は、韓国にある 10 のマスジド、40 のブランチ、この人たちに対するファイナンシャルサポ

ートはやっていらっしゃるんですか。これがあるかないかで、非常に Organization のコン

トロールが変わってくると思うんですよね。 
 
メイモン： 
まあ最後には、フロアのみなさんからの質問も受け付けますが。 
 
リー： 
全国 10か所のモスクですが、モスクによっては財政的な支援が必要なところもありますし、

一方で、資金が非常に潤沢にあるところもあります。ですので、そういったところは、お

互いに支援できるように、私どもはやっています。 
 
メイモン： 
では、このトピックはこれまでにして、また日本と韓国の比較から、日本の状況に戻りま

しょう。 
日本では、先ほど少しお話があったのですが、日本人ムスリムと外国人ムスリムの摩擦

などがあるのですが、もちろんそれには背景があります。日本人ムスリムはすべてのリー
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ドを外国人ムスリムがとっているという不満があるようです。でも外国人ムスリム側から

みれば、我々が頑張って資金を何とかしてマスジドをつくったわけだから、運営するのは

当然というような、口には出さないにしても、そのような考え方があると、私は思います。

私が個人的に思うのは、日本人ムスリムを巻き込んで、もっと日本語で活動するとか、日

本人ムスリムも一緒になってできればいいんですけれども、やっぱり日本人ムスリム、特

に男性の数がまず少ない、という現状があるんですよね。それで、シャイな性格であると

か、仕事が忙しいとか、いろんな理由があるんでしょうけど、実際マスジドの足を運んで

運営に関わるとか、そういう活動をされる方が非常に少ないですよね。実際活動されてい

る方は、ここにも出ているぐらいですから、やっぱりもう少し数が増えない限り、日本人

ムスリムがリードを取るというのは難しいかなと私は思うんですが。どうですか、みなさ

んはそれについて。お考えをぜひお願いします。 
 
浜中： 
まあ地域によっていろいろ違うと思いますけど、新居浜の場合は、外国人、マレーシア、

インドネシア、それから最近パキスタン人がちょっと来まして、それと日本人、だいたい 4
つの民族ですかね。まあ難しい点は、僕がリーダーをやっているんですけど、それぞれの

民族が一緒に集まるということが難しいですよね。その時に、自分一人で全部に号令する

のは難しいなというのがあって、やっぱり、各民族がいるのは仕方ないとして、民族ごと

でかたまりを作って、そのリーダーを運営委員として持ってきて、その運営委員だけで考

えて、自分の手の届かないところはその人に説得してもらうと。新居浜の場合は、まずモ

スクに来てくれるかどうか、一つのモスクがあって、ムスリムの人たちはものすごく遠く

に住んでおり、なかなか集まってくれないので、それを集めようと思えば、かなりの努力

が必要です。その時に、やっぱり民族単位で連絡を回しもらって、そのリーダーの人たち

と一緒になって運営していくというのが非常に大事じゃないかなと思います。時々トラブ

ルもあります。モスクを使ったはいいけど、そのままぐちゃぐちゃにして帰ったと、ほか

の民族が文句を言うとか、そういうこともあります。 
 
メイモン： 
ではちょっと具体的に言っていきますが、実際新居浜マスジドでは、その運営委員会の中

にいろんなグループの代表を入れて、という形でやってらっしゃるんですか。 
 
浜中： 
いや、そうやりたいな思っているんですけど、なかなかそうもいってないんですよ。もう

僕一人でやっているみたいなもんなんで。 
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メイモン： 
やっぱり人が上がって来ないんですか。 
 
浜中： 
そうですね。モスクというのは、どんな人が中心になっているかで、人がよく集まる時も

あって、以前はインドネシア人のイマームがいたんですけれども、その彼はいつもモスク

にいて、常に人を呼ぶ努力をしていたわけですね。そしたら、インドネシア人もマレーシ

ア人も日本人もよく集まってくる状況だったんですけど、彼が国に帰って、僕一人になる

と、やっぱりあんまり集まって来ないようで。だからまずモスクの中心になる人は、それ

なりの人材、どの民族にも顔が聞く人材が一人いることか、あるいは、各民族の代表的な

人が常に集まるか、小さなモスクなので、状況によっていろいろ変えないといけないんで

すけどね。「この人がいい」というのを引っ張ってきて。まあ今うちのモスクではそういう

状況です。他のモスクは全然違うと思います。 
 
メイモン： 
まあ場所によって、もちろん民族構成も違うので、運営委員会に入っている、入っていな

いけど何らかの形で関わっているとか、いろんな状況があるでしょうけど、みなさんそれ

ぞれのエピソード、外国人ムスリムと日本人ムスリムの関係の、いい関係も悪い関係も、

こういうことをしたのでよくできた、あるいはこういう問題があるとか、何かお話頂けな

いでしょうか。 
 
ハールーン： 
私が知っている範囲では、うちの団体でもそうですし、他の団体でも問題となっているの

は、日本人が少ないということですね、男性にしても、出てこないんですね。日本人の女

性は多くて、いろんな活動をやっています。たぶんうちの団体の 8～9 割の活動は女性たち

がやっています。見えないけれど、実はそれぐらいの活動をやっています。最近 Islamic 
Circle of Japan の活動も結構女性たちがやっていますし、Islamic Center でも、他の団体

でもそうだと思います。私が知っている限りでは、ほとんどの外国人が日本人を無視して、

自分がリーダーになりたいということではないと思います。私たちはあくまでも外国人、

日本人の、特に男性たちが頑張れば、彼らに任せたいという気持ちをみんな持っていると

思います。そのために私たちは男性にも力を入れて、前野さんのようにリーダーが出てく

れば、インシャッラー、5 年後 10 年後、必ずいろんな団体の代表、イマームが日本人では

ないかと思います。特に、今、留学に行っている人たちが戻ってくると、彼らは、インシ

ャッラー、リーダーになると思います。 
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メイモン： 
須見さん、何かご意見ないですか。 
 
須見： 
大塚モスクの活動は非常に勉強させていただいますが、それぞれ地域によって変わってく

ると思います。札幌では、日本人の男性も、日本人の女性もあまり活発な活動はしており

ません。やはりそれはどこかに外国人のムスリムの方が、何か壁を作ってしまって、お互

い歩み寄れないものがあってだんだん遠ざかっていくということもあるようです。悪い例

を挙げると、悪口になってしまいますし、個人的意見にもなってしまうので、まあいい例

を一つ紹介したいと思います。 
 私の妻はハラールショップをやっているのですが、非常に私の妻は活動家でして、日本

人の友達を作るのがすごい上手です。日本舞踊を習ったり、去年はニュースとかでは紹介

されませんでしたが、映像では残っているんですけれども、よさこい祭りという有名な祭

りがありまして、それにヒジャーブを被ったムスリマ 4 人が一緒に踊って参加したという

こともありました。今年に入ってからは、琴の教室に通いだしました。全部それは友達に

誘われて行くという形です。先ほど前野さんが言いましたが、ムスリム側から日本人の方

に飛び込んでいく活動というのは、無いと思うんですけれども、そういう活動をしていけ

ば、いいコミュニティ、相互理解ができるような雰囲気になりますし、逆に離れていった

ムスリムもモスクに行くような気持ちになるのではないかと私は個人的に思います。 
 
メイモン： 
つまり待つだけでなく、こちらから何かアクションをとるということですね。 
今、日本人ムスリムと外国人ムスリムという話があったのですが、日本人ムスリムは特に

男性の数が少ない。ハールーンさんが言ったように、我々外国人が、自分がリーダーにな

りたいんじゃなくて、日本人ムスリムがあまり出てこない。じゃあまあそれは仕方がない、

数が少ないのだから。でも前野さんが言った日本語人ムスリム、完全に日本人じゃなくて

も、外国人の次の世代でもいいし、両親とも外国人だけど、日本語ベースにしている日本

で生まれた若者とか、その世代にバトンタッチするといった状況も見られていないのです

が、その辺はいかがでしょうかね。リーダーになっている人たちがずっとリーダーのよう

な感じで、あまり次の世代にバトンタッチできていない。まあ名前はあまり挙げたくない

ですが、昔からの団体とかもそうですし、その辺が、私個人的にかもしれませんが、何か

変わっているように見えないんですが、そのためにはどうすればまた次の世代にバトンタ

ッチできるでしょうか。 
 
大久保： 
特にハーフの子どもで、日本で育って日本人のメンタリティーも備えている人を次世代の、
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日本のイスラム社会のリーダーとして、育てていかなくてはいけない。そのためには、家

庭、お父さん、お母さんが協力できますし、あと特に小学校くらいの年齢は、師に人格的

な影響を強く受けますので、人格的にこれと見込んだ先生を手厚く招聘して、きちっと教

えてもらう。人格からクルアーンも全部おしえてもらう。そういう風なことを用意しなく

てはいけないと思います。あと、日本人ムスリムを見下しているんではないかという前野

さんのお話ですけれども、ムスリムのカルチャーとして、私がよく付き合っているパキス

タン、バングラデシュ、スリランカ、その辺りの人たち、まあ日本では非常に多数なんで

すが、その方たちの認めるポイントというのがあります。例えば、ちゃんとクルアーンを

読めるとか、あるいはきちっとサラートを欠かさずにやる、どんな状況でもやる、あるい

はスンナを守る。スンナはいろんなタイプがあると思うんでけど、たとえば、顎鬚に関し

ては、それは推奨行為であるという学者の意見もあるのですが、結構インド系の、南アフ

リカやイングランドも含めたインド系の学者によると、もうこれは必ず生やすべき、ある

いは髭の無い人の後ろでサラートをしてはいけない、そこまで言われているんですね。そ

れが正しい正しくないということはさておき、そういう共通の感情がある。ですからそれ

をきちんと満たしてあげれば、日本人であろうと、ムスリムとして立ててくれます。それ

は間違いないです。そういう意味で、日本人だからどうとか、そういう見下すとか差別と

いうことは無いと私は思います。 
 
メイモン： 
つまり、そういう日本人ムスリム、ポイントを満たしているムスリムの数が少ないからそ

ういう風に見えるということですか。 
 
大久保： 
はい、私はそう思います。ある程度の水準を満たす人が出てくれば、その人をどうぞどう

ぞとリーダーに推すと思います。 
 
メイモン： 
前野さんはいかがでしょうか。それについて何か反論でも。 
 
前野： 
いや、おっしゃる通りだと思いますけれども、それを基準にしてしまうと、事実を述べら

れたのではあるのですが、今後の日本人ムスリム、私たちからすれば、後進の方達にとっ

て、すごく高いハードルを設けることになりやしないかと危惧します。つまり、外国出身

の、例えば日本でマジョリティのインド亜大陸出身のムスリムにも、認めてもらえるよう

な日本人ムスリムのリーダーを養成していこうとなったなら、日本の社会で、例えば日本

の企業の中で、きちんと足場を固めて生活能力のあるムスリムが出てくることを期待する



39 
 

のが難しくなるのではないかと。もちろん、大久保さんはじめ、限られた、コミュニケー

ションスキルに長けた人たちというのは、ちらほらは現れてくるでしょうけれども、そう

いった、いわゆるハードルの高い基準を設けてしまうと、大勢の人はそれをクリアできず、

そうなると、じゃあ止めたと、日本人ムスリムの外国出身ムスリムへの距離というのは、

もっともっと広がっていくのではないかということを危惧します。それが一点。 
 先ほどの大塚モスクのハールーンさんの意見に少しコメントつけてもよろしいでしょう

か。みなさん、心ある方達は、日本人で素養のある人たちが出てくれば、前面に出して、

リーダーとして頑張ってもらいたいということ仰ってくられますけれども、体制的な話を

しますと、イマームとして立てるだけでは、大いに不十分だと思います。それは何でかと

言いますと、悲しいかな、今のご時世、ムスリム諸国でも日本でもそうですが、イマーム

はただの雇われ人に過ぎないんですね。私の経験談からも言いますけれども、本来イマー

ムというのは、シャイフとして、導師として、たとえオーナーが、理事が自分の意見があ

って、それを押し通そうとしても、いやこれはイスラーム法にかざして間違っていると、

きちんとものを言い通せる人であるはずなんですけれども、悲しいかな、現状はイマーム

といえども、雇われ人であるケースが多々あり、そうすると、そのように反対意見を言う

ものは首が飛んで、生活が確保できないということになってしまって、弱くなっています。

ということで、本当に立ててくださる意思をお持ちであれば、理事として、きちんと同じ

土俵に立つ位置につけてあげてください。お願いします。 
 
メイモン： 
ちょっと私から一言。まあ確かにイマームはそういう立場であるべきですが、そうすると

またハードルが高くなるんではないでしょうか。そこまでのレベルのイマームでないと、

結局はそういう立場にならない。そうすると、またそちらの問題に戻りますが、日本人の

人たちで、そこまでのハードルをクリアできる人が、まだ数が非常に少ないから、結局は

なれない、という悪循環のような気がしますが。いかがでしょうか。 
 
前野： 
すいません、少しわからなかったんですけれども。 
 
メイモン： 
イマームが理事の意見に対してイスラーム法に則った意見を言い通せる力を普通は持つべ

きだというか、持つのが当然だという話なんですが、 
 
前野： 
いや、基本は会議制ですから、お互いに相談し合って話を進めていくのがムスリムのやり

方じゃないですか。しかしながら、現状では、雇われ人なので、「はい、そうですか」と上
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からの指示を受け入れなければならないような体制になってしまっているのが残念ですの

で、それを鑑みれば、イマームとしての地位というのは、不十分ではないかという話です。 
 
メイモン： 
つまり、日本人ムスリムを立てたいということなら、イマームだけでなくて、やっぱり運

営委員とか理事という形で、組み入れるべきであるということですね。 
 
ハールーン： 
繰り返して言いますけれども、イマームだけではなくて、イマームとリーダーたち、理事

もそうですし、代表たちも含めて、という意味で先ほどお話ししました。 
 
大久保さん： 
髭のことに関しては、リーダーの素質のある人について申し上げました。一般のムスリム

や新しい日本人の入信者にそれを強制するという意味ではないです。 
 あと、イマームの地位について、私は前野さんに全面的に賛成です。ムスリム諸国では、

構造的にそれが非常に難しくなっている。というのは、イマームが純粋培養で、クルアー

ンとイスラーム法学しか教わっていないので、それこそ極端な話、足し算もわからない人

がいます。そういう人たちは、一般人からは、心の中では馬鹿にされているんですね。そ

れを是正するのは難しいのが現状です。もちろんムスリム諸国の中で、イマームが自立す

るということを呼びかけるのも大事なんですけど、私はいっそ日本の中で、政治的なもの

等、いろんな障害が少ない日本の中で、私たちの次世代の子どもたちをアーリム、イスラ

ームの法学者であり、尚且つ、経済的自立ができる人間に育てる必要があると思っていま

す。おそらく 30 年以上の計画になりますが。例えば日本では、司法試験に受かって弁護士

になるのは平均で 28 歳だと言われています。つまり、知識のためにそれぐらい時間をかけ

ることが常識になっているんですね。私たちがイスラームに対する価値を知れば、イスラ

ームの指導者候補生としての子どもたちに、イスラームの法学の知識、及び日本できっち

りと働ける、あるいは自活できるいろいろな生活の知識、この両方を取得するために、か

なり教育の時間がかかっても止むを得ないというか、必須ではないかと思っています。そ

ういうことをコミュニティレベルで理解すれば、将来、日本から、イスラーム法学者とし

てのモデル、世界に通用するモデルとなるような人物を輩出することができるのではない

かと思っています。 
 
前野： 
心より賛同致します。そのためにも、ワクフ制度、寄進制度の設立、確立というのが、急

務になるかと思います。かつての、いわば何ものをもおそれない、本当の学者先生たちと

いうのは、まさにワクフによって生活を支えられていた人たちでありまして、お給料じゃ
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ないんですね。なので、雇い主を恐れる必要はない。だからこそ自立した活動ができたわ

けですので、寄進制度を唱えたいと思います。 
 
メイモン： 
まあやはりイマームとかそういうレベルの人たちを育てるには長い時間が必要ですが、時

間だけでないですよね。やっぱりすごく努力が必要で、今ここにいらっしゃる人たちだけ

ではなく、それ以外のいろんな団体も、誰も反対はしないのですが、実際そのための努力

はあまりされていないような気もします。実際それを実践するために、提案とか、「こうい

う形にした方がいい」というのはありますか。具体的な案というのは。次の世代をイマー

ムであって、自立している人たちぐらいのレベルに育てるために。いろんな方々が日本で

マドラサをつくろうというような努力をされていますし、また学校をつくるべきだという

意見もあるんですが。どういう形にすれば、次の世代がそういう強い、イスラーム的にも

経済レベルでも強い人たちになれるのでしょうか。 
 
前野： 
すいません、基調講演をさせていただいておきながら私ばかりで恐縮なんですけれども、

そのためにも、今ある留学帰国組を大いに活用していただきたいと言いますか、そうでな

ければ、それができなければ、今後の具体的な前進というのもあり得ないと思います。留

学して、イスラームの勉強をがんばって、日本に帰ってきたはいいけれども、生活のため

に、イスラームのための活動に専心できない、専念できないというのが現状です。それが

これまでのリアリティでしたし、現状でもあります。その状況が続く限りは、大いなる一

歩は踏めないのではないかと思う次第です。 
 
メイモン： 
浜中さん、何かありますか。 
 
浜中： 
今の意見に全く同意しております。海外に留学して帰ってきた日本人が、確かに十分に使

えていない。 
 
メイモン： 
何かディスカッションが盛り上がっていないですね。何人かに限られているというのもあ

るんですが。福岡モスクの方で、何かそういったことについて意見はないでしょうか。 
 
前野： 
彼らの具体的なプロジェクトがあるようですから、お話を聞きたいと思います。 
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中村： 
福岡マスジドの場合はちょっと特異で、留学生とビジネスマンという形で運営しています。

そして留学生たちの考え方は、自分たちは何年かしたら国に帰る。その後のモスクをどう

いう風にするかということについては、日本人に託したいということが、彼らの気持ちの

中心にあります。ですから、なるべく日本人を見つけて、表に出そう、表に出そうとして

いるのは事実です。特に運営の方ですね。宗教的なことに関しては、正直言って、ボーン

ムスリムに任せます。でも実際の運営、日本国内の運営に関しては、日本人が中心になっ

てくれと言われています。その一つが対外的なことで、地域的なことは基本的に日本人が

やるようにしています。それで、日本人だけだとイスラームという感じがしないですね。

ですから必ずボーンムスリムが傍について、一緒にやるようにしています。役所に行くも、

日本人とボーンムスリムが行きます。近所を回る時も、私たち日本人とボーンムスリムが

一緒に行って回ります。私たちの活動のひとつで、地域奉仕、町内活動を一緒にやってい

ます。もちろん、宗教的な行為もそうですけど、地域との交流をとても大切にするので、

町内の清掃活動が年 2 回ほどあるのですが、これに私たちも参加します。終わった後には、

みなさんとお茶を飲んだりします。あるいは、町内会の集まりにも代表が行って、一緒に

お話をして、情報交換をします。理解はしてもらっています。中には拒否する人もいます

が、理解は少しずつ進んでいると思います。こうすることで孤立せずに、なるべく広げて

いって、向こうも、自分たちの垣根を低くして、イスラームに対する興味が出てきてくれ

れば、日本人のムスリムもまた増えるだろし、なんら他の宗教と変わるところはないとい

う理解をしてもらえると思っています。先ほど言われましたように、短期では 50 年、長期

では 300 年から 500 年はかかると思っています。ですから私たちは、そういう意味では捨

石というか、将来への布石だと思っています。まず短期でしっかりやって、あと長期的な

ことも見据えてやっていかなければいけないと思っています。 
 
メイモン： 
すごく長く見えますが、やっぱりイスラーム国家を見ると、それくらいかかったかもしれ

ませんね。 
 
中村： 
日本の仏教でも根付くまでに700年かかっています。先ほどのイマームの話ですけれども、

留学生の方達に希望したいのは、日本の文化と日本人の心理をしっかり理解したうえで、

そういうものをいろいろ勉強してもらいたいということです。例えば、日本に帰ってきて、

外国で学んだことを日本の中で直接的にやると、日本の他の人たちの文化と衝突してしま

います。そうすると、せっかく心安らぐため、安心するために入信した人が、家族とトラ

ブルを起こして、イスラームからちょっと遠のいてしまう。またそういうトラブルを傍か

ら見ていたら、やっぱりおかしいと思う。ですから、イマームたちがそういった問題を解
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決する時は、日本の実情をしっかり見据えた上で、これからどんどん安心して過ごせるよ

うな解決法を考えてもらう。若い人もそうなんですけれども、しっかり日本の文化、言葉、

心情も理解した上で、イスラームの勉強をしてもらいたいと思っています。 
 
メイモン： 
すばらしいことじゃないですか。中々もう出てこなかったですけれども、今の話を聞くと、

本当にいろんな点が、町内会とか日本人の社会との交流をやっているということ、あと純

宗教的・法学的なことと管理的な面を別にしていること、例えば宗教レベルはそれほどで

はなくても管理的なことはできるので、そこで日本人を一緒にしてもらってとか、いいこ

とを言っているので、他のところでも真似できることをやってらっしゃると思いました。 
  
今日のもう一つのポイントを、みなさんでパネルディスカッションで話していただきた

いんですが、いろんなところで、日本のいろんなマスジドが宗教法人という資格は得た。

宗教法人を得ること自体が目的になってしまっている部分もあるんですが、じゃあ宗教法

人という資格を得たら、どうなるんですか、どう変わるんですか、あるいはどう変わるべ

きか、これをどう活かせるのか。その辺について、つまり宗教法人の次のステップという

ようなことをちょっと今日のディスカッションで、みなさんのご意見をいろいろ伺いたい

のですが。もちろん、まだ宗教法人を取れていない所もあるんですが。いろんな目的があ

ると思います。税の免除があるとか、それしか考えていないところもあるんですが。何年

か前に宗教法人を得られたところで、例えば「これによってこういうプラスの効果があり

ました」とか、「こういう活動がもっとできやすくなった」とか、その辺何か経験の話でも、

あるいはこうしたいという希望でもあれば、お願いします。 
 
須見： 
札幌と福岡の状況は似ていまして、札幌も留学生の方が多いのですが、今日の発表を聞い

て非常にうらやましく思いました。かなり福岡の方は良い方向に進んでいるなと思います。

この意見を是非、角谷さん、札幌に帰ったらフィードバックしていただければと思います。

さっき私が言ったことも同じことで、近所との付き合いとかそういうことを進めていかな

ければならないということです。しかし、ピンと来る方はわかると思いますが、札幌では

それができていないというのが実情です。宗教法人の取得も 6，7 年前から進めてきたので

すが、私自身がそうした進めてきた方に必ず聞くのが「どうして取りたいんですか」とい

うことです。しかし、明確な答えはあまり返ってきません。メイモンさんが言われたよう

に、税金を払わないでいいでしょうとか、ちょっと下世話な話が出てくることが多かった

です。でも、私からすると、宗教法人を取る段階にある団体はとってもいいと思うんです

が、取る段階にない団体は、まず自分たちの足元を固めてから、取るべきものではないか

と思います。もちろん法人格というのは日本の法律で責任というものを負わせられますし、
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札幌で宗教法人を取りましたが、役員の中には日本人の名前が一人も入っていないとも聞

いております。 
 
メイモン： 
取ったらどういうメリットがあるんですかね。もちろん、税金の免除とかもメリットです

けれども、それ以外になかなか話されていない所でメリットがあるんでしょうかね。例え

ば札幌では墓地を運営しているんですが、それが宗教法人を取れたから運営しやすいとか、

それとも別に関係ないとか、その辺の話も含めていただければ。 
 
須見： 
いえ、墓地の方は管理運営しているわけではありません。永代使用権というのを買ってい

るだけでありまして、管理運営はしていません。土地自体も登記は別の墓地の会社がして

います。 
 
ハールーン： 
もちろん税金メリットがひとつ大きいんですけれども、それだけではなくて、やっぱり信

用ですね。多くの人が、ここはしっかりした宗教法人だからと信用してくれるんですね。

それはかなり大きいと思います。それからいろんな政府との交流、または他の団体との交

流のチャンスも増えるわけですね。うちは文化庁の管轄ですから、いろんな資料、セミナ

ーの情報も送られてくるし、それに参加することによって、他の宗教もイスラームを知る

チャンスが増えるわけですよね。例えば大塚モスクの例で言いますと、大塚モスクを買っ

た時には宗教法人ではなかったんですけれども、その時、サウジアラビアから一人有名な

シェイフが来て、クルアーンのイベントを開いて、大塚の近所の人たちを呼んだら、一人

も来なかったんですよね。もちろん宗教法人の違いだけではないんですけれども、10 年間

いろんな活動をして、例えば地域の祭りに参加したりしていますし、いろんな原因がある

んですけれども、最近、大塚辺りの一般の日本人で見学に来る人たちが増えてきました。

よく見学したいという電話をいただきます。だから、税金だけでなく、そういうメリット

もかなりあると思います。 
 
メイモン： 
つまり他の宗教団体との交流の機会も増えるということですね。 
他にこの件に関して何かご意見はありませんか。角谷さん、ご自分の経験から何かありま

せんか。 
 
角谷： 
今クレシさんが仰ったように、一つには税金なんかのメリットというのがあります。私た
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ちは団体としては、毎月毎月、membership fee を負担してもらっているわけです。それは

以前は月々2000 円だったんですが、ちょっと高いから、今は月 1000 円という membership 
fee を集めて、それを元にして、あとはモスクの募金箱に入るサダカとか、そういうモスク

で集めるお金とかで、今まで運営してきたわけです。ただ、具体的に言えばサウジとかそ

ういうところから、イスラーム活動のため、モスクのために援助をしますよといった時に、

だけど、あなた方はどういう団体ですか、きちっとした宗教法人ですか、という要請があ

ります。それもだからひとつ大きなメリットだと思います。韓国の場合だと非常に恵まれ

ている、制度的に整ってきているみたいですが、私たちはそういったものが一切なくてで

すね、自分たちの財政をもう少し強固なものにしていく必要性もあって、法人格を取った

というのもひとつあります。もちろんあとは、対日本人コミュニティのなかでですね、私

たちはきちんとそうした法人格をとって、北海道の場合は道庁ですけれども、そういうと

ころで認められた、きちっとした団体ですよ、と言えるということがあります。いわれの

ない「テロ」とかをイメージさせるようなところから、ムスリムたちを守っていくために

も、そういったきちっとした法人格がある団体にするということは、これからの私たちに

とってメリットになってくるだろうと思っています。 
 
メイモン： 
つまり、日本社会における信用というのがかなり大きいということですね。 
 
樋口： 
ちょっとよろしいですか。関係しているので。 
 
メイモン： 
はい。ではもうそろそろフロアからお願いします。 
 
樋口： 
今発言があったことは当たっているんですけれども、やはり宗教法人でなければ墓地の管

理できないんじゃないですか。そちらは別の形でやっていらっしゃる。だけどもし北海道

でイスラームの霊園を管理したいとなれば、やはり宗教法人のステータスがないと申請で

きないと思うんですね。それともうひとつは、宗教法人であれば、収益事業をやれますね。

事業を起こせると思うんですよ。その時も、収益があれば税金を払わないといけませんが、

税率が違うと思います。それだけ、公益のために、日本の政府が認めて特典を与えている

わけですから、そういったメリットはあると思いますし、ハールーンさんが言われたよう

に、ステータスも非常に大事だと思います。 
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メイモン： 
ステータスの場合もあるし、信用の場合もあるし、税制の面でもあるし、場合によっては

必要ということですね。 
 
樋口： 
活動がより一般的にできるのではないでしょうか。 
 
メイモン： 
そして、墓地みたいなところでは、なくてはならないということですね。 
 
ハールーン： 
あとは海外からイスラーム学者を呼びたい時も、宗教法人の招待だとビザが下りやすいで

すね。 
 
メイモン： 
ビザのとかの面、それも信用ですね。日本政府や日本社会から、きちんとした団体だと認

められるということですね。 
 
フロア： 
Assalam alaikum. My question for the Japanese Muslims here is, did you try to create a  
kind of forum to gather Japanese Muslim in order to get right Islamic expression for 
Arabic in Japanese? Of course, our senior Japanese Muslims did, but I don’t think it’s 
not enough. 
 
メイモン： 
今の質問は、まずここに代表に上がっている 11 人の中に 6 人日本人ムスリムがいることは

非常に喜ばしいことであるということです。そして次の日本人の世代のために、前の世代

でいろんな翻訳などはやったんですが、そこだけではたぶん足りない。これからもまだま

だ文献の翻訳とかが必要なんですが、その辺はどうされているのかというような質問です

ね。どなたかお答えありませんか。特に日本人ムスリム向けの質問なんですが。イスラー

ムの書物をもっと日本語で、もちろんもう既にいろいろ出されているんですが、例えば第 1
回目の出版よりはもっとレベルアップさせるといった形でという意味だと思うんですが。

次の世代の日本人にもきちっとわかるような翻訳、そこの辺りの努力はどのようにされて

いるかということです。つまり、組織的にそういった運動とかはありますかという質問で

す。イスラミックサークルではいろいろやってらっしゃるんではないでしょうか。 
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前野： 
イスラミックサークルにできるとしたら、私に全部任されることになると思います。組織

的には残念ながら、”no sponsor, no works”です。私の個人的な意見としては、翻訳した方

がいいイスラーム解説の書籍は山ほどございます。そんな中でも、まずは現代的な書物よ

りも、イスラームの古典から翻訳することから始めるべきだと思っております。ですが、

それには膨大な時間と、人材の確保が必要です。それを果たすためには、やはりそうした

企画と予算といったものが必要になりますので、私も志を抱いている者の一人ではありま

すから、個人努力でやりたいんですけれども、遅々とした歩みしかできなくてですね、カ

メの歩みで何年後に完成するのかという話です。やはり成果を出していこうとすると、組

織的な話でになるので、予算確保というのが課題としてあるようです。先ほどのご質問に

お答えするのであれば、そうしたフォーラムを形作ろうとする努力はされましたか、とい

うことですが、残念ながら私の側で言えばまだできておりません。他の方はいかがでしょ

うか。 
 
大久保： 
まだ人材不足だと思います。私個人的に、前野さんと一緒に子どものための預言者伝を書

こうよ、という話はしていたんですけど、私の方も忙しくて、あがっていない状態です。

そういったことも、やっていかなければいけないんですけど。 
 
メイモン： 
つまり人材、こういう仕事に専念できる人が必要ということですね。そうすると、前野さ

んのおっしゃった問題、スポンサーが必要ということになってくる。まあ質問の答えとし

ては、個人レベルではいろいろやっているけれど、Organization ということではまだまだ

足りないということですね。 
他に今までの議論を踏まえてフロアからご質問、ご意見がありましたら、手を挙げていた

だければ、マイクを回します。 
 
樋口： 
今の発言、それと日本の地域の代表者のスピーチにも絡むんですが、子どもに対する教育

ですとか、すばらしい日本人のムスリムの人材の育成とか、いろいろする中で、教育とい

うのがやっぱり一番に大事なってきます。いろいろな国の人たちが、それぞれの文化と生

活スタイルを持っている中で、難しいのはですね、日本の中で、どういう教育を子どもに

したら、将来日本人ムスリムとして、日本の社会の中で、それなりの地位を得て、貢献で

きるのかということなんです。ここで、リーさんにお聞きしたいんですけれども、先ほど

重要なのは子どもの教育で食事の問題をどうするか、服装の問題をどうするか、それから

スポーツ、トイレ、学校との関係をどうするかという発言がありましたけれども、こうい
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うことに対してですね、KMF（韓国ムスリムフェデレーション）では統一見解をとってい

るんでしょうか。例えばこういう場合はヒジャーブはいいとか、まあ具体的にそう言って

はあれなんですけれども、そういった統一見解をもって、10 のマスジド、40 のムサッラー、

こういったところとの活動をされておられるかどうか。それが一つ。 
 その答えで、ちょっとお聞きしたいのは、皆さんが自分のコミュニティの中で、抱えて

いる幼児教育、それをどういう風に、この辺のところを日本の伝統とか文化、そういった

ところとも調和しながら、取入れていこうとするのか。その辺のことをちょっと知りたい

なと思っております。 
 
リー： 
やはり、子どもの教育ほど重要なものはないと思っております。大きくなって突然、イス

ラーム的な教育が出来上がるものでもありませんので、小さい時からイスラーム的な教育

を行い、正しい理解というものをさせることが大事であると考えております。 
韓国と日本というのは、そういった点で非常に似ているのかもしれません。この問題と

いうのは、お互いにとって同じような状況だと思うのですが、韓国の場合について申し上

げますと、韓国は先ほど申し上げましたけれども、ソウル中央モスクが中心となって、そ

の他の 10 のマスジッドを傘下においております。そして、大都市を中心に、その下に小組

織があって、そこでも子弟の教育、子どもの教育というのを進めております。それで 1 番

の問題は何かと言いますと、例えばソウルとかプサンといった大都市にムスリムの子ども

たちが住んでいればいいんですけれども、全国にそういった子どもたちがいますので、ど

うやってその全国に散らばっている子どもたちに、同じようにムスリム教育できるかとい

うことが問題です。どのように集めて、教育していけばいいのか、それが課題です。 
これはまだ実践はしておりませんで、意見の段階なんですけれども、イスラーム寄宿舎

といったものを考えております。学校ですね。そして、週末は自宅に帰る。それ以外はイ

スラーム学校で、イスラーム教育を受けると。そういったところも考えておりますけれど

も、なかなかこれは実現していない状況にあります。 
 
樋口： 
ちょっと私の質問がまずかったかもしれないんですけれども、いわゆる学校教育の中で、

イスラーム教育を施すと同時に、食事の問題、服装の問題、例えばハラール食じゃないと

ダメだとか、服装の問題もイスラーム的にしなきゃいけないとか、学校ではハーフスリー

ブとかいろいろあると思います。また、スポーツをやっていいのか、絵を描いてもいいの

かとか、イスラームにはいろいろと決まりがある。そういったものに対して、親はどうい

う風に、子どもに学校教育を受けさせているのかということです。私が聞いた日本のある

女性はですね、自分の娘が熊の絵を描くのはダメだと言ったそうです。そういう風な、例

えば学校教育とはマッチしないような考え方だとか、いろいろトラブルがあると思うんで
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すね。そういったことに対する考え方というのは、韓国ムスリムフェデレーションによっ

てスタンダードを決めておられるのかどうかということです。 
 
メイモン： 
ちょっと残り時間が少ないですから手短にお願いします。 
 
リー： 
韓国の社会でも、やはりそういった教育の問題というのは、非常にむずかしい状況です。

韓国ではムスリム学校はありませんので、公立の学校あるいは私立の学校に通うというこ

とになりまして、そうなりますと、先ほどのような食事の問題とか、いろいろな問題とい

うのが出てくるわけですね。韓国ではそういうことがあるので、変わった現象がいま起き

ています。特にパキスタンやバングラデシュから来られた方達の子弟がそうなんですけれ

ども、特に女の子の場合、なかなか公立や私立の学校ではきちんとしたムスリムの教育は

受けられないということで、国に送り返しているという状況が今起きています。 
 
メイモン： 
本格的な解決案が見つからないから、とりあえずそういう形にしているということですね。 
その辺のことで、まあ樋口先生の質問は日本人の方に対してだったのですが、日本の学校

でそういった問題とか、子どもの教育で何かありますか。 
 
中村： 
福岡マスジドことをお話ししてもよろしいでしょうか。福岡マスジドでは学校の先生方に

モスクに来ていただいて、いろいろと情報の交換を行います。基本的にイスラームのコア

な価値観は日本の価値観と同じだということははっきりと言います。例えば弱い人をいじ

めない、子どもを大切にする、お父さんお母さんを大切にする、挨拶をするということで

す。他のところは、どちらかと言えば、文化の違いというような理解をしてくださいと言

っています。それで、それぞれの国に応じて、子どものヒジャーブを被る時期、あるいは

長袖を着せる時期、水着を着せない時期とか、それぞれの国、家庭によって実は微妙に違

うんですね。ですから、モスクで一方的にこういう基準で学校ではやってくださいという

ことは絶対に言わないです。「まず、そのご両親と話をしてください。ご両親がこういう風

におっしゃったら、文化の違いという風に理解していただいて、その文化を尊重してくだ

さい」ということで、食事にしろ、そういう服装関係、スポーツにしろ、個別的にいろい

ろ対応してもらっている状況です。 
 
メイモン： 
宗教関係も文化関係もマスジドが間に入るということですね。 
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中村： 
入りますけれども、統一見解は出さないです。まず当事者といろいろ話してもらいます。 
 
メイモン： 
話し合いの場を設けるということですね。それでもやっぱり結構変わるでしょうね。 
 
中村： 
はい、変わります。 
 
メイモン： 
では徳島マスジッドは 
 
Atlam Elsayed： 
Speaking about the problem for children is the community of Japanese. So actually we 
in Tokushima, we need not only care about children but also care about our friend, care 
about our neighbors. So, from four or five months ago, we make every month one day 
called open day to transfer our culture to Japanese and solve all the problems for us. 
 
メイモン： 
徳島マスジッドの例なんですが、直接子どもが学校の問題だけではなくて、やっぱり日本

社会とのトラブルとか摩擦を減らすために、マスジドで月 1 回オープン・デイという形で、

近所の人たち、学校の人たち、いろんな人たちに来てもらって、イスラームについて紹介

しているそうです。こういう文化がある、こういう活動をしている、マスジドというのは

何なのか、ということを知ってもらうという形で、摩擦を減らし、地域との関係をよくす

る努力をしているという一つの例でした。 
 
フロア： 
Assalam alaikum. Please let me introduce myself. My name is Osman. I’m a one of the 
director of the Assalm Masjid［Okachimachi Masjid, Tokyo］. It was build two years ago, 
so we are very new. So we still need a lot of help from all of you. Alhamdulillah, we 
manage some activities in society like giving Bento to the homeless, cleaning nearby 
and so on. But I think we still need a lot of suggestion from all of you from Masjids 
around Japan about the activities. What kind of activities we should do in the near 
future? 
First my question is to Korean Abudul Rahman Lee. I went there in the central masjid 
Alhamdulillah. I’m very jealous, うらやましい、because you got a such kind of good 
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place from the government but here in Japan, it’s very difficult to build one Mosque 
even. Even a small musallah is very hard to build, but you can get a very large area. 
My question is; I got impression that Korean Government is cooperative to Muslim 
society, but how about the Korean society itself? Are they welcoming the Muslim society 
or are there problems between Muslim society and native Korean society? 
（ここから日本語で発言）こういった機会があるんですけれども、私が感じるのは、ちょ

っと硬いというイメージが強いということです。あまり暢気に話さないというのがあるん

ですが、もうちょっとやわらかい機会があればいいなと思っています。いろんなノウハウ、

トラブルに対するノウハウとかがあるんですが、そういうのがあまりシェアされていない。

私たちのモスクは新しいので、いろんなノウハウをほしい。そういったノウハウをシェア

する機会が年に 1 回、2 回ぐらいあればいいなと思っています。 
 
メイモン： 
ちょっと時間がないので。まあ早稲田大学はこういう形でセミナーを設けていただいてい

るんですけれども、それ以外に、やはり我々もマスジドの代表者たちが、別に何かする必

要があるかもしれません。まあその辺は、もちろんムスリムたちの間で話をする機会があ

ると思いますが、とりあえずはリー先生からちょっと韓国の状況に対する質問の答えを頂

きたいと思います。 
 
リー： 
まず韓国には非常に多くの宗教団体があります。様々な宗教団体が共存しているのが韓国

です。ただ、韓国政府はそういった様々な宗教団体に対して、迫害はしておりません。特

に、イスラームに関しましては、中東諸国との関係があるので、ある意味保障されている

と言えるかもしれません。ということで、政府とイスラーム団体との関係というのは非常

に良好です。では、その他のキリスト教団体とはどうか、という問題があります。韓国で

は非常にキリスト教の勢力が強いんですね。世界的に見ても、非常にキリスト教の影響が

強い国であると思われていますけれども、そういうわけで、キリスト教団体は非常にイス

ラームに対してセンシティブです。たとえば何らかの恐怖、例えばテロの恐怖とかそうい

ったことを非常によく言い立てています。特にイスラーム系の金融機関、イスラーム系の

お金が入ってくるといったところに非常にセンシティブで、それが国会でいかにもイスラ

ームを問題にしている、そういった取り扱い方をされましたけれども、実際問題としては、

それほどぶつかっているとか、何か大きな対立があったということはありません。 
 
メイモン： 
はい、ありがとうございます。時間がもう少ないので、最後に女性の方もいらっしゃるの

で、意見を伺いたいのですが。その前に今マイクを渡した方から、お願いします。 
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フロア： 
オノと申します。今日は大変有益な機会を与えていただきましてありがとうございます。

イマーム・リーさんに質問があります。それから日本の代表の方に対しても同じ質問をし

たい思います。I’d just like to know what kind of cooperation you will enjoy from a 
member of the parliament? Because it seems to me the questioned groups in Korea are 
quite active and they have been enjoying support from many politicians, so I’d like to 
know what kind of cooperation you are enjoying form members of the parliament? Same 
question to Japanese representatives. Thank you. 
 
リー： 
現在、韓国の国会議員の 3 分の 2 がキリスト教信者です。一方ムスリムは一人もいません。

そういうことで、国会で私どもムスリムが何らかの役割を果たせるかというと、国会には

意見は反映されないという状況であります。国会議員だけではなく、現大統領もキリスト

教信者でして、キリスト教系の人たちは大統領までも自由にしようという動きすら見せて

いる状況にあります。ただ、韓国の憲法を見ますと、宗教といったことは個人の自由であ

るということで、国の宗教にするとかそういったことは言っておりません。国の政策と、

国会がやればいいこと、それから宗教団体がやるべきことというのは、きちんと分けられ

てしかるべきだと思いますが、なかなかそういう風になっていないということが、非常に

残念なところでありまして、私どもは様々な形を動員しまして、なんとかそういったキリ

スト教団体が、走りすぎないようにといったことで、そういった防止策を講じているとこ

ろであります。 
 
前野： 
日本側から 2 点お答えいたします。ひとつは、マスジドが企画しようとします、一般の日

本の方々への様々なアプローチ企画、そうしたイベントに積極的に参加して華を添えてい

ただくことです。もう一つは、国家議員の先生方の中で、積極的にイスラームを勉強する

機会を設けていただく、そうした試みはかつてから行われているようですけれども、いわ

ゆる中東研究者で、客観的にイスラームを眺めようとする専門の先生方からではなく、信

徒の気持ちを生に理解する、信徒側の代表者の方々から、学ぶような機会を設けていただ

ければ、理解促進になるのではないかと期待する次第です。 
 
Atlam Elsayed： 
  ［録音状態、不良のため、発言内容は不明］。 
 
メイモン： 
それは早稲田大学への提案ですが、次のミーティングではこういう形でそれぞれのモスク
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の状況をいろいろ紹介できる場所があればということですね。それはまあ早稲田大学がや

ってくださるか、また別のところで別な形でやるかということですが。 
いかがでしょうか。フロアからのご質問がありますか。 
 
フロア： 
どうもありございます。韓国の Abdulrahman さんへの質問なんですけれども、韓国におい

て 35000 人の韓国人ムスリムがいらっしゃるとのことでしたが、時間の許す限り答えてい

ただければと思いますけれども、何が一番のモチベーションと言いますか、何がきっかけ

で、多くの韓国人の方がムスリムになったのか教えていただければと思います。 
 
リー： 
35000 人すべてが非常に熱心な信者というわけではございません。しかしながら、35000
人の方が信じてくださっているということです。何が大きなきっかけかということなんで

すけれども、先ほど申し上げましたのは、中東ブームというのが 70 年代から 80 年代にか

けてございました。それがひとつのきっかけになりましたし、そしてまた同時に政府の非

常に大きな支援というのがありあまして、そういったものがきっかけになって、多くの方々

が改宗してくださったということであります。 
 
メイモン： 
はい、ありがとうございます。時間を予定より 5 分ほどオーバーしてしまったのですが、

今日はたくさん、特に韓国と日本のイスラームの状況の比較とか、日本の中のいろんな課

題についてディスカッションをしていただきました。もちろん、ここで私が結論を出すと

いうものでもないんですが、みんながそれぞれの課題を持ち、それぞれの結論を出す、そ

のための材料になっていればいいと思います。これで今日のパネル・ディスカッションを

終わらせていただきたいと思います。司会を小島先生の方にお返しします。 
 
小島： 
司会といってもあとは、店田先生から閉会の挨拶だけですので、店田先生よろしくお願い

します。 
 
店田： 
40 分からマグリブのお祈りがありますので、一応会議はここで終わりに致します。長時間

にわたり、本当にありがとうございました。各地からお集まりいただいた代表者の方々、

またこの会議に関心を持って参加していただいた一般の方々、ムスリムの方々、ムスリマ

の方々、ありがとうございました。今回は福岡と富山からも参加いただき、全国モスク代

表者会議という名前にふさわしい形に近づいてきたのではないかと思います。また、今回
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はじめて日韓比較というテーマを取り入れて行いましたが、どのような成果が出たのかは、

それぞれの方のお考え次第だと思います。私としては、新たな試みとして、それなりの成

果は出たのかなと感じております。 
 いろいろな議論を聞きながら、第 4 回のことも考えておりました。先程、ご質問の中に

も、次回やるべきことが話のなかでも出てきましたが、早稲田としてやる会議の役割は終

わりつつあるのではないか、という気がしております。しかし、今回の議論を聞いて、次

世代の教育であるとか、あるいは日本語人ムスリム、あるいは日本人ムスリムと外国人ム

スリムとの関係の在り方等々、重要な、もっともっと議論しなければいけないこと、ある

いは解決策と言いますか、今後の在り方を模索していかなければいけないことが多々ある

とも感じたところです。第 4 回については、まだ決定ではありませんけれども、一応私自

身は、是非やりたいと思っております。ただその際に、今まではどちらかというと、私た

ち早稲田の側が、いろいろ提案して考えたりして、こういうかたちでやりましょうという

ことでやってきましたが、次回やるとしたら、できるだけ時間をとって、例えば半年前ぐ

らいから、ムスリム・コミュニティの方々と話合いをして、こういうテーマで、あるいは

こんなところに絞ってやったらどうかとか、そういうことを互いに話し合って、もう少し

テーマを絞るなり、あるいはもっと広げるという方法もあるかもしれません。どのような

形でやるかというのを話し合って、次回は企画したらどうかということを考えていました。

その際には、今日参加いただいている代表者の方々、あるいは一般の聴衆として参加して

いただいたムスリム、ムスリマの方々のご意見も是非、お寄せいただきたいと思います。

その際には私たちのホームページの方に投稿サイトを設けて、ご意見もお聞きしたいとい

う風に考えております。その際にはよろしくお願いしたいと思います。 
今日は本当に長時間にわたりありがとうございました。また来年、是非お会いできるこ

とを祈って、インシャッラー、ありがとうございました。 
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"اليابانية باللغة الناطقين المسلمين على تحديات...القادمة األجيال إلى"  
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『次の人へ－日本語人ムスリムとしての挑戦』 

"اليابانية باللغة الناطقين المسلمين على تحديات...القادمة األجيال إلى"  

イスラミック・サークル・オブ・ジャパン(ICOJ)日本人部代表 

アブー・ハキーム・アハマド前野直樹 

maeno711@yahoo.co.jp  

http://blog.goo.ne.jp/islamforjapanese 

 

はじめに－日本語人ムスリムとは誰か？ 

 

第一部 現状把握と確認 

1. ムスリムの実態 その数と層、質について 

2. 外国人ムスリムと改宗/新入ムスリムの関係  

協働模様とコンフリクト(争い)の有無 

3. 地域社会とのかかわり 個人と団体・組織として 

 

第二部 今後の課題と現状打開策・改善策 

1. 次世代教育 個人努力と組織活動、そして日本全体での取り組み 

2. 地域社会とのかかわり 個人努力と組織活動、そして日本全体での取り組み 

3. 外国人ムスリムと改宗/新入ムスリムの関係 いかに歩み寄るか 

 

まとめ－明るい将来への扉の鍵として、以下の三つを提言。 

1. 日本語でイスラームを語ることのできる人材と 

日本社会で活躍する日本語人ムスリムのロールモデルを確保すること。 

2. 日本語でイスラームをよりよく学び得る環境整備に努めること。 

3. 早い時期から若年層を巻き込み、早期世代交代を目指すこと。 

 

 

 

 



62 
 

“To the Coming Generations – Challenges for Japanese Speaking Muslims” 
Representative of Japanese Wing – Islamic Circle of Japan  

Abu Hakeem Ahmad Naoki Maeno 
maeno711@yahoo.co.jp  

http://blog.goo.ne.jp/islamforjapanese 

 

 

Introduction – Who are the Japanese Speaking Muslims? 
 
Chapter 1: To grasp the current situations  

1. Realities of Muslims – its numbers, classes, qualities. 

2. Foreign origin Muslims and Japanese ethnic Muslims  
– Examples of their team works and the question if there are any conflicts between them. 

3. Relationship with neighboring societies – as individuals and organizations. 
 

Chapter 2: Challenges for the present and the future with their possible solutions 

1. Education for the coming generations – efforts of individuals, organizations, and 
vision for All Japan team work. 

2. Relationship with neighboring societies – efforts of individuals, organizations, and 
vision for All Japan team work. 

3. Foreign origin Muslims and Japanese ethnic Muslims – How we could come closer 
to each other? 

 
Conclusion – 3 Suggestions as possible keys for the bright future, In shaa Allah; 

1. To secure enough human resources who are capable of delivering the message of 
Islam and teach its sacred knowledge in Japanese language along with securing 
more and more role models of Japanese speaking Muslims who would be 
appreciated in Japanese societies. 

2. To make our best efforts to establish the infrastructure and good environment of 
learning Islam and its sacred knowledge by Japanese language.  

3. To involve the children and the youth in earlier stages to aim the earlier generation 
transition. 



The Current Situation of Muslims in Korea

March 2011

A.RahmanA.RahmanA.Rahman Lee Lee Lee JuJuJu HwaHwaHwa

ImamImamImam
Korea Muslim FederationKorea Muslim FederationKorea Muslim Federation

A.RahmanA.RahmanA.Rahman Lee Lee Lee JuJuJu HwaHwaHwa

ImamImamImam
Korea Muslim FederationKorea Muslim FederationKorea Muslim Federation

Islam – It’s First Step on Korean Peninsula

Silla Dynasty (BC 57~AD 935)

Mid of 7th Century, Muslims 

Islam in History

Mid of 7th Century, Muslims 
started to contact  Korea .

9th Century, Many Muslim Visitors
(Traders) came to Silla by the
Sea routes via China.

Silla was called “Golden Country 
in the East”, an Arab source
said.

“Koryo” Dynasty - called “Corea” by Muslims

Koryo Dynasty (918~1392)

There was a Muslim Society and a 

Islam in History

There was a Muslim Society and a 
Masjid in Gaegyeong, the capital 
of the Dynasty. And some Muslims 
became naturalized in Koryo. 
Muslims have introduced their 
advanced civilization to Koryo.

“Koryo” was called “Corea” by 
Muslims through whom the national 
name spread  world-wide. 

Islam in Chosun Dynasty 

Chosun Dynasty (1392~1910)

Muslims performed prayer and  
recited  Holy Qur’an before the 

Islam in History

recited  Holy Qur’an before the 
King Sejong on a national 
celebrating occasion.

Advanced technology from Islamic 
World contributed to inventing 
scientific instruments and weapons. 

But Islam didn’t settle as a religion 
due to Confucianism as a national 
ideology.

Islamic movement starts with the Korean War

The Korean War became a 
meaningful momentum for Islam 
as a newly appearing  religion. 
Imam Abdul Gafur and Zubeyr 
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Imam Abdul Gafur and Zubeyr 
Koch in Turkish army  started to 
inviting Korean people. 

In 1955, the “Korea Muslim  
Association.” was established for 
the first time. 

In 1967, “Korea Muslim Federation” 
began to be reorganized as a sole  
organization.

The First Masjid built in Korea

1970s, Korea had great 
concerns on Islam and Arab 
affairs as the economic ties 
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affairs as the economic ties 
develop between Muslim 
countries and Korea.

In 1976 the 1st Masjid (Seoul 
Central Masjid) was built with 
the support of Muslim 
Countries and then Korean 
Government.



Masjid, Islamic Center & Musallah

Islam in Present

Masjid ... 10 Masjids
Seoul(1976), Pusan(1979), Gwangju(Gyunggi 
Province)(1981), Anyang(1986), Jeonju(1986), 
Ansan(2001), Incheon Bupyong(2004), Paju(2005), Ansan(2001), Incheon Bupyong(2004), Paju(2005), 
Pocheon(2005) and Gwangju(Jeolla Province)(2005)

Islamic Center …  5 Centers
Jeju(2002), Gimpo(2004), Macheon(2005), 
Daegu(2006 ), Daejeon(2008)

Musallah
About 40 Musallahs arranged by foreign Muslim 
Communities in Korea.

Increasing Muslim Population

• Now the number of Korean Muslims
reached approximately 35,000.
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• In 90’s due to job opportunity, studying, 
business…etc, number of the foreign 
Muslims have reached about 150.000.

• However in 1997 IMF crisis, number of 
foreign Muslims  have reduced to 100,000.

• Now about 135,000
(35,000 Korean and 100,000 foreign)  
Muslims  live in Korea. 

Relationships between Korean and Foreign Muslims 

• We have around 35,000 Korean Muslims, but  because of  some 
practical problems , only a few of  them come and perform 
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practical problems , only a few of  them come and perform 
prayers at the Masjid.

•With the increase of the foreign Muslims, especially in industrial 
areas, they have built temporary  Masjid (Musalla) and now they 
are able to practice religious activities.

•There is a very close relationship between Korean Muslims and 
foreign Muslims at the Masjids of the Seoul, Busan and other big 
cities. However, temporary  Masjids especially  located in the 
industrial areas  are managed by foreign Muslims.  

Relationships between Korean and Foreign Muslims 

• Korea Muslim Federation guides foreign Muslims and provides 
financial help for Masjid construction process. At the present 
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financial help for Masjid construction process. At the present 
moment, there are around  10 Masjids  and 40 temporary Masjids 
and Islamic Centers. They are officially registered as branch 
organizations of the KMF.

•KMF is trying at the moment to organize a Foreign Muslim 
Association to strengthen  relationships with foreign Muslims.

•KMF maintains close relationships with Foreign Muslim Dawah 
organizations such as Tablig Jamaah, Faaizanul Madinah, Minhajul 
Quran and Nursi Jamaah) to spread Islam more effectively in 
Korea.

Main Roles of KMF
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•KMF is the single Islamic organization that represents Islam 
in Korea.

. 

•KMF pays attention to Dawah work between 1950 and 1990. 
With the increase of foreign Muslims we develop close 
relationships and cooperate with them for make better Dawah.

•KMF holds annual meeting of Imams and representatives of 
local Masjids to discuss problems and solutions of the Dawah 
activities, projects and administration. 

Main Roles of KMF
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•KMF supervises Halal business.

•KMF manages Muslim cemetery. 

. 

•KMF manages Muslim cemetery. 

•KMF supports local Masjids by doing administrative managing 
work with Korean government, inviting missionaries and 
building Masjid or Musalla.

•As foreign Muslims increase, we give proper Islamic 
instruction as to  marriage procedure.



Difficulties in Da’wah Islamiyah in Korea

Islam in Future

·   Koreans today are accustomed to the western culture and tradition which
is largely based upon the fundamental principles of Christianity.

·   Misinformation on Islam due to prejudice caused by mass-communication, ·   Misinformation on Islam due to prejudice caused by mass-communication, 
publication, and school  textbooks.

·   The major media demonstrate the lack of proper understanding of Islam, the 
negative function of the media gets worse. 

·   Many Korean Muslim women do not wear the hijab to work because they feel
that this will unfavorably affect their working condition. They also feel shy
to wear hijab in daily life.

·   Lack of educational curriculum in accordance with Islamic principles.

·   Failure of Islamilazation of families of the existing Korean Muslims.

“More Islam in Korea!”

Islam in Future

To cement a concrete Islamic 
environment, KMF is preparing Islamic Cultural Center

International Islamic School

environment, KMF is preparing 
long-term plans as :

Translation and Publication

Islamic Cultural Center

Facilities for Multicultural Families

1.The International Islamic School
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Non-Islamic education system in Korean schools

• Haram food • Haram food 
• School uniform(Short skirts and short-sleeves for girls)
• Sport activities (Swimming)
• Toilet (Boys should piss water in the standing 

position and they don’t have water supply facility for 
cleaning) 

• Christian schools (Even non-Christian students are 
obliged to keep Christian chapels.)  

Islam in Future

The KMF opened the Prince Sultan Islamic Preschool  in Sept. 2006

Islam in Future
The Prince Sultan Islamic Preschool 

for the children between 3 and 7 year old.

What children learn:   
• Al-Qur'an
• Islamic Manners
• Basic tenets of Islam
• Art
• Science
• English
• Taekwondo

2.Islamic Cultural Center
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• Each month approximately 
1,800-2,000 people are visiting 
the Seoul Central Masjid.the Seoul Central Masjid.

• Islamic lecture with PowerPoint; 
short movies, and photos related 
to the Islamic culture are being 
offered.
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• But we are facing difficulties
due to the lack of space in the
conference hall.

• We need more large and
comfortable place to entertain
effectively non-Muslims, new
converts, and all those Muslims
interested in learning Islam.

3.Translation and Publication
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• More than 98% of Koreans are literate.
• 80% of them are highly educated.
• It’s easy to accomplish Da’wah Islamiyah by supplying of books • It’s easy to accomplish Da’wah Islamiyah by supplying of books 

on Islam.
• There are many books on Islam available at major Korean 

bookstores.
• But most of these books are written by Christian, Buddhist and 

other non-Muslim writers. 
• Therefore, they do not give proper information on Islam and 

also include many errors. 
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• KMF have already  translated several 
books on Islam into Korean so that 
Korean Muslims and non-Muslims can 
understand Islam easily. understand Islam easily. 

• However, we need more Korean books 
on Islam, targeted especially for 
Christians, Buddhists and non-
religious Koreans.

4.Facilities for Multicultural Families
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• With the increase of interracial marriage, we came to have more 
mixed blood Muslim children.

• Children are facing difficulties in • Children are facing difficulties in 
-learning local language 
-adapting themselves to new Korean circumstance
-Halal food
-cultural difference

• Korean schools don’t provide systematic curriculum that are of 
multicultural mindsets.

• The children of interracial families are ridiculed and suffer 
identity crisis due to social prejudice against them.

Islam in Future

•To provide programs for Muslims to experience and to better      
understand Korean culture and to learn how to keep their 
Islamic identity in the Korean society

•To establish multiracial family assistance centers for Islamic 
matters and develop Care Plans for Muslim families under the  matters and develop Care Plans for Muslim families under the  
KMF’s initiative

•To establish Multilanguage institute for mixed blood Muslim 
children

•To improve human networks among Muslims 

•To better educate more about the harmonious compatibility 
between Korean culture and Islamic value

•To vitalize school and university interfaith activities

Conclusion
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These projects are the outcome of our
planning for the most effective ways to
spread beautiful Islamic tenets across Koreanspread beautiful Islamic tenets across Korean
society.

As we constantly carry out these projects for
Da’wah Islamiyah with the utmost efforts and
absolute confidence in the brighter future of
Islam in Korea. We foresee that the prospects
of Da’wah in Korea is positive and many of
the 48 million Koreans will embrace Islam,
Insha’Allah!



Thank you!

감사합니다

Thank you!

شكرا

ありがとうございます。


