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                 序 

 

 

 本報告書は、2018 年 9 月 15 日に早稲田大学（早稲田キャンパス）で開催された全国マ

スジド（モスク）代表者会議・第 2回次世代部会「ヤングムスリムとムスリム・コミュニ

ティ：ヤングムスリムの居場所から考える」の会議録である。本会議は、2009 年に「全国

モスク代表者会議」として始まり、2012 年に名称を「全国マスジド（モスク）代表者会議」

と変更して、継続して開催している。今回は、2018 年 2 月に実施した第 1 回次世代部会の

続編として、滞日ムスリムの若者世代をお招きし、非公開形式で開催した次世代部会の第

2 回目である。今回は、主催者側を含め 20 名前後の参加者があり、充実した報告と忌憚の

ない意見交換がなされた。 

 

今回の会議でも、若者世代の外国人ムスリムと日本人ムスリムの方々にお集まりいただ

き、若い世代の居場所をテーマとして、マスジド(モスク)とそれ以外の居場所(サードプレ

イスなど)について、自由に議論をしていただき、貴重なご経験やご意見を語っていただい

た。プログラムでは、「第１部・次世代から見たモスクの現状と課題」、「第２部・モス

クの外の居場所について考える」として設定したが、こうした枠にしばられることなく、

活発な議論が展開された。 

 

 会議開催にあたっては、滞日ムスリムの若者世代の方々をはじめ多くの人たちから多大

なご協力をいただいた。これら沢山の皆様に厚く御礼申し上げ、これからのご協力につい

ても改めてお願いする次第である。 

 

 

 

2019年7月 

 

 

 

            

                                    岡井 宏文 

                店田 廣文 
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プログラム 

全国マスジド(モスク)代表者会議 ・第 2回 次世代部会 

『ヤングムスリムとムスリム・コミュニティ：ヤングムスリムの居場所から考える』 

 

日時：2018年 9月 15日(土) 13:00~17:00 

於：早稲田大学・早稲田キャンパス（地下鉄東西線早稲田駅より徒歩 5分） 

26号館 1102教室 

早稲田キャンパス内地図：https://www.waseda.jp/top/access/waseda-campus 

https://www.waseda.jp/top/assets/uploads/2014/08/75fbe93c96f198b17f2f294320b48990.pdf 

 

主催：早稲田大学多民族・多世代社会研究所 

   早稲田大学イスラーム地域研究機構 

   早稲田大学アジア・ムスリム研究所 

 

プログラム： 

13:00-13:05 開会の挨拶 早稲田大学人間総合研究センター 岡井 宏文 

13:05-13:30  趣旨説明  早稲田大学人間科学研究科 クレシ 愛民 

13:30-15:00  第１部 次世代から見たモスクの現状と課題 

15:00-15:30 礼拝時間・休憩 

15:30-17:00 第２部 モスクの外の居場所について考える 

17:00-17:10 閉会の挨拶 早稲田大学多民族・多世代社会研究所 店田 廣文 

司会: 人間総合研究センター 招聘研究員 岡井 宏文 

早稲田大学人間科学研究科 クレシ 愛民 

 

参加予定者： 

  アフメド アリアン氏 

ダルウィーシュ 奈菜氏 

西澤 シャヘレヤール氏 

林 純子氏 

マリク ザイラ氏 

ムハンマド グフロン ヤジッド氏  

   

礼拝室：26号館 11階 1101教室 

 

 

https://www.waseda.jp/top/access/waseda-campus
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編者 

（所属は 2018年 9月現在） 

 

岡井 宏文 早稲田大学人間総合研究センター・招聘研究員 

店田 廣文  早稲田大学人間科学学術院・教授 

 

会議運営者・協力者 

（所属は 2018年 9月現在） 

 

店田 廣文  早稲田大学人間科学学術院・教授 

長谷部圭彦 早稲田大学イスラーム地域研究機構・次席研究員 

岡井 宏文 早稲田大学人間総合研究センター・招聘研究員 

小野 亮介 早稲田大学人間科学学術院・助手 

小池 寿裕 早稲田大学大学院人間科学研究科・修士課程 

クレシ愛民 早稲田大学大学院人間科学研究科・修士課程 

 

 

編集協力者 

（所属は 2018年 9月現在） 

 

小野 亮介 早稲田大学人間科学学術院・助手 

クレシ愛民 早稲田大学大学院人間科学研究科・修士課程 

 

関連研究助成プロジェクト一覧 

 

本会議および本報告書は、以下の研究助成による研究成果の一部である。 

・「人間文化研究機構（NIHU）プログラム イスラーム地域研究」（早稲田大学拠点）研究 

  代表者：桜井 啓子 

・ 平成30～32 度科学研究費補助金基盤研究（C）・課題番号18K01976「滞日ムスリム・コ

ミュニティの地域社会活動と地方自治体の多文化共生政策の課題」 研究代表者：店田 

廣文 
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主な会議出席者・オブザーバー 

（順不同・敬称略、所属は 2018年 9月現在） 

 

岡井 宏文 早稲田大学人間総合研究センター・招聘研究員 

長谷部圭彦 早稲田大学イスラーム地域研究機構・次席研究員 

小野 亮介 早稲田大学人間科学学術院・助手 

クレシ愛民 早稲田大学大学院人間科学研究科・修士課程 

桜井 啓子 早稲田大学国際学術院・教授 

店田 廣文 早稲田大学人間科学学術院・教授 

ムハンマド・グフロン・ヤジッド氏 

マリク・ザイラ氏 

アフメド・アリアン氏 

マックスド・アリーバ氏 

西澤・シャヘレヤール氏  

亀山・カリール氏 

鈴木 隆洋氏 

リーム・アハマド氏 

ファティナ・プテリ氏 

富岡 花氏 

アルバクリ・シェイマ氏 

菊池氏 

翁長氏 

 

 

 

 

 

付記： 

議事録の作成にあたり、発言内容を損なわない範囲で、語句の追加や修正、余分な語句の削除や説明の

追加などを行った。聞き取りの困難なところについては、一部削除したところもある。編者が説明とし

て追加した部分や注記は、（  ）で明示した。なお、発言者ご本人の希望により、参加者名や発言内容

などを伏せた部分もあります。 
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第１部 次世代から見たモスクの現状と課題 

 

岡井 はい、それでは時間もうかなり大幅に過ぎておりますので、マスジド代表者会議第

2 回次世代ムスリム部会を始めたいと思います。皆さん、お足元悪い中、こんな早稲田く

んだりまで来ていただいてどうもありがとうございます。 

 きょうは、マスジド代表者会議ということで、私どもも 10年ぐらいずっとモスクの代表

者の方をお呼びして、日本のイスラムについていろんなことを話してきました。 

 例えば、モスクの役割ですとか、子どもの教育の話とか、子育ての話、あと、ハラール

の話、いろんなことを話してきたんですけれども、ここ 10年もやっているとプレーヤーが

変わってきているということが、最近、分かってきまして、というのは、皆さんがたの世

代の若いムスリムの活躍というのが目立っていて、そうした人たちの話っていうのをみん

なで共有しようと。共有して、ムスリム同士がつながってもらえたらいいなということで、

こちらにいるアミン君と一緒に企画して始めたのがこの会になります。 

 実は、今回が 2 回目になりまして、1 回目の回を今年の初めにやっています。今回はそ

の内容を受けて、ちょっとさらに踏み込んだ話に入っていこうかなということで企画して

おります。 

 具体的な内容というのは、アミン君が練っているので、ここからはアミン君に趣旨説明

をしてもらってから皆さんと会に入っていきたいと思っております。じゃ、私のあいさつ

に時間を取ってもあれですので、早速、アミン君から趣旨説明に入っていただきたいと思

います。 

 

アミン 早稲田大学人間科学研究科、クレシ愛民と申します。本日は、お越しくださり、

ありがとうございます。まず今のちょっと配布していただいているプログラムに参加予定

者に 6 名名前が記載されているんですけれども、女性の方、2 人、ダルウィーシュ奈菜さ

ん、林純子さんって、第 1回次世代会議にも来ていただいたんですが、本日ご体調が優れ

ないということで、本日はいらっしゃらないということです。 

 今回の内容としては、『ヤングムスリムとムスリム・コミュニティ:ヤングムスリムの居

場所から考えるー』。この居場所から考える、居場所がキーワードになるなというふうに考

えております。前回は、親世代と第 2世代だったりとか、改宗者だったりとかも含めると

次世代というような言い方をさせていただいておりますけれども、次世代と親世代の関わ

りだったりとかというのをかなり皆さんでお話をできたというふうに思っておりますが、

今回は、居場所というのが、キーワードになっております。 

 具体的には、モスクがムスリムコミュニティの中心であるというようなのが通説といい

ますか、日本のモスクに関しても、ムスリムたちにとってただの礼拝の場ではなく、さま

ざまな社会的機能を担っている場というふうにされています。 

 実際にくだらない話ではあるんですけれども、最近、あるモスクでイマームさんが、礼
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拝先導者の方ですね。イマームさんが、家族を今度日本に呼びたいというような話をして

いるときに、ビザのいろいろ手続きが必要だということで、僕が呼び止められて、日本語

おまえ、できるだろうということで呼び止められ、夜 8時半から 10時半ぐらいまでずっと

そのビザの手続きを手伝わせていただいていたんですけれども、手伝っていると、どんど

ん人が集まってくるんです。みんなも手伝いたいと、どんどん人が集まってきて、結局 5

人ぐらいのおじさまがたと座って、みんなで手続きを一緒にやって、いろんなアドバイス

をしながら、僕は永住権あるからこれ分かるんだとか、いろんな話をしながら、サポート

し合っていたと、まさに、礼拝の場としてだけでなく、社会的な機能を担っている、なん

かそれを目の当たりにしたというふうなのを感じた瞬間でした。 

 一方で、よく日本にいても、女性ですね。女性についてモスクを必ずしも憩いの場とし

て感じていない、居場所として感じていないのではないかというような話を聞くことがあ

りまして、改宗者のかたがたに関しても、改宗してすぐにいろいろなことを言われたりと

かっていうようなプレッシャーを受けてモスクに来なくなってしまうというようなことも

よくよく聞くような気がします。 

 それ以外にも、例えば、パキスタン人、パキスタンってのを出しただけですけれども、

どこでもいいのですが、例えば、パキスタン人が多くいるモスクに通っていたアラブ系の

ムスリムの方と、この前、話をしていたのですが、彼はもう何年間も通っていたけれども、

まだ居心地が悪いと思う。行っても何か見られると、あるいは格好だったりとか、例えば、

半ズボンで、膝とか隠れているけれども、何かちょっと入ると視線を感じて非常に居心地

が悪い。もう何年も通っているのにいつまでたっても居場所として感じられないというよ

うな話もありまして、モスクがどこまで居場所なのか、誰にとって居場所なのか、次世代

はモスクをどう考えているのか、そういったところを本日、皆さまに話し合っていただき

たいなというふうに思っております。今回、登壇者のかたがた、4 名、真ん中に座ってい

ただいておりますけれども、オブザーバーの方もこちらからちょこちょこ話を振ったりと

かさせていただきますので、ぜひ、積極的に関わっていただければと思います。 

 趣旨としては、大体、このような流れで話せればなというふうに思います。では、自己

紹介から始められればなというふうに思うんですけれども、お名前だけでなく、軽くでよ

いので、今、ご自身が活動されていたりとか、ぜひ、これはシェアしておきたいとかとい

うのがあれば、それも含めていただいて、もし、今、言った趣旨の内容に沿ったことで、

今のうちに言っておきたい。僕はこういうスタンス、私はこういうスタンスですっていう

ようなのがあれば、それも含めて自己紹介をしていただければなというふうに思います。

本日は、よろしくお願いいたします。では、じゃあ、アリアンさんからいきましょう。 

 

アリアン アッサラーム・アライクム。ご紹介にあずかりましたとおり、アリアンと申し

ます。前回、ここのほうに第 1回の代表者会議のほうに参加したんですけれども、そのと

きも、いろいろ意見を言って、そこからいろいろ学んで、心変わりというか、いろんなこ
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とを気付きつつ、今に至るんですけど。今、大学 1年生で、早稲田の国際教養学部に所属

しております。今回、『ヤングムスリムの居場所』ということで、いろいろ大学 1年生とい

う視点と、あとパキスタン人、そして、もう一つ言えば、僕はモスクのほうで 3年弱、ク

ルアーンの勉強をして、そこでクルアーンを全部暗記した人と、そのモスクとの関わりが、

何十年もあって、その中でも濃い時間を過ごしてきたので、そういった立場から何か意見

を言えればなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

アミン お願いします。 

 

マリク アッサラーム・アライクム。 

 

一同 ワアライクムッサラーム。 

 

マリク 東京外国語大学大学院に所属している、マリク・ザイラと申します。今回は、2

回目ということで、1 回目は参加していなかったので、ちょっと初めてで緊張していると

いうこともあるんですけれども、皆さんといろいろなことを共有できたらいいなと思って

います。よろしくお願いします。 

 

アミン よろしくお願いします。 

 

グフロン アッサラーム・アライクム。グフロンと申します。第 1回目参加していて、そ

のときには、代々木上原にある友愛インターナショナルスクールというイスラミックスク

ールの教師として参加していたんですが、今は、転職しまして、東京ジャーミイで学芸員

として活動する傍ら、お花の仕事をしています。 

 で、モスク、東京ジャーミイもトルコ文化センターとして、新しい建物も隣にできたば

かりで、これからプロジェクトも大きくなる予定なんですが、東京ジャーミイとしても、

若い子たちとか、ノンムスリムの日本人がいかにしてモスクに寄ることができるかという

のを模索していて、僕もそのお手伝いができるようにということで、いろいろこれからや

りたいなと思っています。 

 さっきリクエストがあったので、お花の活動を見せたいんですが、何人かの方がもうイ

ンスタグラムとかフォローしてくださっているので分かると思うんですけれども、ブーケ

を作ったりとか、あとは、何ていうんですかね、ワークショップです。お花のワークショ

ップをして、アレンジメントを作ったり、ブーケを作ったり、お花に触れる機会をいろん

な人に経験してもらうっていうことをしております。インドネシアのジャカルタにこの間

行ってきたんですが、ジャカルタの方にウエディングブーケをするワークショップをした

感じです。東京ジャーミイでもノンムスリムの日本人や、若いムスリムの子たちが来るき
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っかけになるようにということで、来月から月 1回、お花のワークショップをやることに

なりそうなので、インシャーアッラー、どうぞ、皆さんよかったら参加してください。い

ろいろ載っているので、もしよかったらグフロン・ヤジットで検索していただければ、見

ていただけます。 

 

桜井 岡井 すてき。 

 

シャヘレヤール ビスミッラ―ヒッラフマーニッラヒーム。パキスタンと日本のハーフの

シャヘレヤールです。第 1回も参加したんですけれども、今回も参加することになって、

主に活動は、特に頑張っているのは、群馬のほうでちょっとマドラサ、イスラームの勉強

とか研究とか、そういう形で通っています。大体、1年ぐらいたつ感じです。 

 それ以外には、最近は、次世代の、2 世の人たちを集めて、ちょっと何かそういうアク

ティビティ、そういうイベントみたいなのを開催して、ラッバイクという名前で始めてい

ます。Twitter とかでも発信とかしていたりして、その活動内容とか。活動もいろんな活

動なんで、一概に、その中には、ストリートダアワとかもあったり、みんなでバーベキュ

ーやったりとか、スポーツやったりとか、それ以外にもただの普通の食事会とか、いろん

な活動内容があるんですけれども、それを随時、ちょっとペースはそんなに速くないけど、

Twitterのほうで発信しています。 

 あとは、翻訳とかもやったりとか。これから次世代に向けて必要なこととかも、また考

えてそれについても努力とかもしているんで、あと、この格好見たらみんな分かると思う

んですけれども、タブリーギー・ジャマーアトとかにも参加していますね。で、僕たちが

行っているジャマーアトは、ちょっと本でも紹介されたんですけれども、次世代、ちょっ

と若い、改宗されたムスリムの方と、次世代のそういう 2世の若いムスリムの人たちと一

緒に行くジャマーアトで、大体、メンバーも、いろんなハーフの人たちもいて、モロッコ

のハーフとかも、タイのハーフとか、ミャンマーのハーフとか、バングラデシュのハーフ

とか、それだけじゃなくて、そういうハーフとかも関係なく、国ももう全然。でも、メイ

ンの言葉は日本語で全てやっています。 

 で、それは、ジャマーアトなんで、1カ所じゃなくて、それぞれマスジド移動しながら、

毎月 3日間とか、いろんなモスクでそういう月に 1回、毎月 3日間、そういうのに出て、

次世代のそのモスク近辺に住んでいるムスリムたち、特に次世代のムスリムたちをモスク

のほうに呼び寄せて、つながりをつくっています。よろしくお願いします。 

 

アミン ありがとうございます。いろんな活動をされて、いろんな思いを持って、次世代

として生きていらっしゃるかたがたがここにいるんだなというふうに感じました。次世代

会議なんて言い方をしてますけれども、本当に自由に、皆さんに、誰か話しているときに

でも、ちょっと突っ込んだりとか、質問したりとか、これどういうことなのとかというの
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を自由に発言していただきたいと、お気軽にご発言ください。 

 せっかくなので、オブザーバーとして来ているかたがたにも、軽くちょっと自己紹介を

していただきたいなというふうに思うんですけれども、どうですかね。軽くで大丈夫です

ので、お差し支えない程度でお願いします。 

 

マックス アッサラーム・アライクム。私はマックスド・アリーバで、そこにいるアフメ

ド・アリアンの妹です。中学 3年生で通っています。よろしくお願いします。 

 

アミン お願いします。 

 

亀山 アッサラーム・アライクム。パキスタンと日本のハーフで、カリールといいます。

今は、ここで IT関連の仕事を、普通に社会人をやっているということになります。よろし

くお願いします。 

 

アミン お願いします。 

 

鈴木 アッサラーム・アライクム。京都ムスリム協会から来ました、ただの平信徒ですけ

れども、鈴木隆洋と申します。はい、よろしくお願いいたします。 

 

リーム アッサラーム・アライクム。エジプトのリーム・アハマドです。日本長くて、100

パーセント、エジプト人ですけれども、日本人と結婚していて、日本に来たのは、研究生、

東京大学を終えて、上智大学で博士前期課程と博士後期課程を修了しまして、最近、サウ

ジアラビア大使館で研究員として勤めております。よろしくお願いします。 

 

アミン よろしくお願いします。 

 

ファティナ アッサラーム・アライクム。ファティナ・プテリと申します。3 年前に就職

がきっかけで日本に来て、今、日本企業で ITエンジニアとして働いています。週末にはこ

ういった活動で、ムスリムのコミュニティと一緒にいろんなことをやっています。よろし

くお願いします。 

 

富岡 アッサラーム・アライクム。日本人との間に生まれたムスリム 2世なんですけれど

も、花といいます。所属は、慶應大学の総合政策学科の 4年です。よろしくお願いします。 

 

シェイマ アッサラーム・アライクム。アルバクリ・シェイマと申します。今は、学生で、

言語と保育について勉強していて、ちょっとお友達と一緒に何か小中学生向けに何かでき
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たらいいねというのでちょっと YouTubeなんかで、ラジオというか、そういうのもやって

います。よろしくどうぞ。 

 

菊池 こんにちは。菊池です。日本とアメリカのハーフで、最近、ムスリムの友達ができ

たのをきっかけに興味を持ったので、きょう参加してみました。お願いします。 

 

翁長 アッサラーム・アライクム。私は学生で、今、文化学園大学で国際ファッション文

化学科という学科で、ファッションを学んでいます。母がインドネシア人で、父が日本人

で、こういうヤングムスリムのコミュニティがすごく気になったので、今回は、父に勧め

られて来させてもらいました。よろしくお願いします。 

 

桜井 皆さん、こんにちは。私は早稲田大学の国際教養学部で、教員をしている桜井と申

します。あと、早稲田には、イスラム地域研究機構というのがあるんですけれども、そこ

の機構長をしているということもありまして、研究としては、イランを中心に中東の社会

変動などをずっと専門に研究してきた者です。私自身はムスリムではないんですけれども、

40 年ぐらいそういうイスラム地域の社会について研究してきたのとたくさんのムスリム

の友達がいるので、私にとっては、自分の生活の一部というぐらい、ごく自然にずっと 40

年間あまり宗教の差異を意識せず、友達として付き合ってきたという経験がありますので、

いろんな意味で、皆さん、応援したいと思ってここにおります。よろしくお願いします。 

 

アミン ありがとうございます。 

 

店田 主催者の 1人なんで、ここで発言すべきなのかよく分からないんですけれども、取

りあえず、きょうは皆さん若い人たちのムスリム会議ということでやっているんですが、

もう 10年以上にわたって、皆さんの親世代のかたがたですね。マスジド会議、モスク会議

というのを 10年以上前から開催していまして、日本に住んでいるムスリムのかたがたの調

査、あるいは研究をやっております。一番、一応、最後にあいさつをすることになってい

るんですが、店田と申します。まだ、会議の設定、改めて閉会のときにもまたちょっとお

話ししたいと思います。よろしくお願いします。 

 

小野 早稲田大学人間科学学術院で、店田先生の所で助手としてお世話になっております、

小野と申します。歴史のことをやっているんですけれども、大体 80年ぐらい前に日本にい

たタタール人の人たちについて調べていますけれどもタタール人の人たちもこういう子ど

も世代の人たちについて相当、あれこれ議論をした形跡がありまして、きょうの皆さんの

お話の内容というのも、多分、僕自身の研究にも非常に参考になるのではないかなと思っ

ておりますので、皆さんの議論をとても楽しみに聞かせていただこうと思っています。よ



13 

ろしく願いします。 

 

アミン お願いします。皆さん、ありがとうございます。かなり多様なかたがたがここに

座っているんだなというふうに感じる次第です。席の並びとしては、こうなっております

が、オブザーバーの方も積極的に手を挙げていただいて、何か質問があったりとか、これ

どうなのというのがあれば、手を挙げていただければ、こちらで指しますので、積極的に

関わっていただければと思います。はい、ありがとうございます。 

 まず、さっきアリアンさんが、さっきモスクとの関わりが強いのかなというような 3年

間、モスクに通っていたということですよね。クルアーンの暗記を、モスクに 3年間通っ

てやっていたと、アリアンさんにとってモスクっていうのはどういう場なのか、そして、

他の同じ世代の若いムスリムは、モスクをどう感じているのかっていうのを、アリアンさ

んの視点からちょっとお伺いできれば。 

 

アリアン モスクはまず僕からしてどういう場所なのかっていうふうにという話なんです

けれども、それに関しては、僕がもう親からの勧めというか、結構、父が幼い頃からイス

ラム教徒としての自分であったり、そういった知識とか含め、クルアーンもそうですけど、

イスラム関連の知識を、幼い頃からいろいろ教わってたので、モスクに対しては、クルア

ーンの勉強をしていた時期もあるので、自分としては、第 2の、家の次に来る、それから

いろんな友達、本当に小さい頃から通っているので、そこでできた同じムスリムの友達が

いっぱいいる場所で、そこに毎週、みんな住んでいる場所が遠いので、毎週、週末に集ま

って、そこで、みんな集まって時間を過ごすような場所になっていて、その人たちは、本

当に付き合いも長いので、心の距離感ももう本当に近いですし、そういうところもあるの

で、結構、モスクに対しては親近感のある、親近感というか結構大事な場所なのかなとい

うふうに思います。大事というか、心の中の一部だと思っているので、大事というより本

当に一部だというふうに実感しています。 

 他の、僕が通っているモスクによって、その環境が違うとか、そういうこともあると思

うんですけれども、他の人から、僕がその関わっているみんな、僕の関わっている友達も

皆さん、そういったモスクに対して、同じような見解を持っているのではないのかなとい

うふうに思います。 

 

アミン アリアンさんも、アリアンさんの周りの次世代ムスリムたちもモスクをかなり、

先ほど第 2の家、大事な場所とかっていう言葉も出て来ましたけれども、皆さんそういう

ふうに考えているということですね。 

 

アリアン はい。 
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アミン あとはモスクによっても違うと、違いがあると。 

 

アリアン そうですね。あると思います。 

 

アミン 分かりました。では、ちょっとグフロンさんに、いろいろお伺いしたいことがあ

るんですが、今のそのグフロンさんにとってのモスクがどういう場なのかというのを少し

お伺いできればというふうに。 

 

グフロン 僕は、インドネシア人の両親の元に日本で生まれて、ずっと生まれたときから

東京に住んで、東京で過ごしているんですが、僕の時代には、学校にはほとんどムスリム

いなかったので、自分一人という状況で、あとはハラールだったりとか、そういうイスラ

ムの知識っていうのも、日本人の間でほとんど広がっていない時代でしたので、両親はき

っと心配していたこともあり、週末に、毎週土曜日に、土曜日か日曜日か忘れたんですが、

東京ジャーミイに通っていたんです。小学 6年生ぐらいから、中学生高校生まで、高校生

だったかな、通っていたんですが、そのときも東京ジャーミイでは、特に子ども用の教室、

今もあるような子ども用のイスラム教室っていうのは、特になくて、本当に行っても、職

員、東京ジャーミイの職員とクルアーンを 1ページ読んでおしまいっていう感じだったん

ですが、ただ、両親の考えで、きっと少しでもイスラムと関わりがあるようにっていうこ

とで小さい頃通っていました。 

 ただ、高校生になってから、自我が生まれ始めてから、大学生になってからは、ほとん

どモスクっていうのは行かなくなってしまって、行くとしても金曜礼拝だけで、そのとき

は大学の近くのモスクが大塚モスクだったんですが、大塚モスクに週 1で行くぐらいでし

た、モスクっていうのは。 

 で、東京ジャーミイには休みの日とか行ける日に、金曜礼拝で通っていたのですが、そ

れ以外は本当に行かない時間が続いて、大学院を卒業した後に、友愛インターナショナル

イスラミックスクールで働き始めてから、校舎がモスクのすぐ後ろにあるので、毎日お昼

はモスクでお祈りして、で、仕事が終わった後も、お祈りをモスクでしてから帰るってい

う生活が始まって、ラマダーンのときには特に、断食明けの食事をモスクでしてから帰る

っていうのが、自分の中でも普通になってきたんです。なので、大人になってからモスク

帰りしたというか、自然にモスクがそこにあるっていう環境がアルハムドゥリッラーあっ

たので、友愛で先生やってからは、モスクにいる時間が長くなりました。 

 それで、モスクに長くいることもあって、イマームさんとかモスクの職員の方と知り合

う中で、お話をする中で、結局、学芸員として、モスクの者として働くことになっている

んですが、友愛の生徒たちも、やっぱりモスクがすぐ近くにあるので、学校帰りにちょっ

とモスクでたむろって、モスクでおしゃべりしてから帰るっていうことを普通にしていた

りとかする生徒もいたり、若い子があんまり今、いないので、友愛の生徒たちがモスクの
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中で、ギャーギャー騒いでいるとすごく目立ってしまってちょっと静かにしろっとかって

言ったりするんですけど、そういう環境、状況を見ていると、あまりモスクで小さい子と

か、若い世代の子たち見ることって、そういえばないなって感じていて、友愛の学校の近

くにあるので、友愛の生徒はいるんですけれど、あんまりそれ以外で、若い子たちがモス

クに来てっていうのは、そういえば見ないなっていうふうに、モスクの者として、モスク

の中の人として働き始めてからも感じていて、なので、東京ジャーミイとしてもやっぱり

若い子たちをモスクに呼びたいとか、ノンムスリムの日本人の人たちを呼びたいっていう

ことで、いろいろやっていて、毎週土日に何か、予約しなくていいツアーっていうのを日

本人向けにやっているんですけど、僕もそれガイドとして説明したりするんですが、そこ

には結構、毎週、毎日来て、参加者が 40～50人いらっしゃって、本当にたくさんの日本人

がいらっしゃったりして、それ以外にも書道教室であったりとか、陶芸の教室だったりと

かをやっていて、そういうのをきっかけに呼ぼうとしているなっていうのを感じています。 

 で、僕にとっては、だから、職場が近くにあったので行くようになったんですが、やっ

ぱりモスクにいると落ち着くっていうのもあるし、普段、東京の厳しい空気とかにさらさ

れて、いろいろストレスたまったり、毎朝、通勤の電車とか、大変ですよね、皆さん。そ

ういうのから本当に離れたところにあるすごい神聖な場所というか、そこにいるだけで、

日本人としても落ち着くっていう話もたくさん聞くし、やっぱりそういう僕にとってはモ

スクはやっぱり自分をリセットする場所。 

 今は、職場としてちょっと違った目で見てしまっているんですが、やっぱりそれでも精

神的に落ち着ける場所として感じています。 

 

アミン ありがとうございます。先ほど、近くに大塚モスクがあった、週 1で通っていた

り、金曜日だけでも通っていたりっていうことをおっしゃっていましたが、モスクのさっ

き、アリアン君の話にもあったように、モスクによっても違いがいろいろあるのかなって

いうふうに想像しますけれども、東京ジャーミイ、大塚モスク、その他のモスクにもいろ

いろ行かれたことは、ありますか。 

 

グフロン 東京ジャーミイには近くで働く前からも、本当にすごい落ち込んだこととか、

何か自分の中で挫折みたいなのがあったときに本当にたまに行っていたんですが、それ以

外のモスクに関しては、もう作業というか、礼拝したいとか、金曜礼拝で、近くにあるの

がこのモスクだからっていうので、行くぐらいですよね。やっぱり東京ジャーミイの場合

は、ノンムスリムに対しても結構寛容だったり、入り口が大きいし、モスク自体が大きい

し、窓も大きいし、明るいっていうのがあるんですが、それで入りやすいっていうのもあ

って、行っていたんですね。 

 それで、他の大塚モスクは、やっぱりちょっと行きにくいっていうのがあって、その金

曜礼拝で行っていたんですけれども、いつまでも他人という感じで。コミュニティがやっ
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ぱりパキスタンだからかなと思ったりもするんですけど、町自体の空気感とか、そういう

のも自分は、結構、駅を降りてからも、モスクに行くまでの道のりもあまり気持ち良くな

くて、大塚モスクの場合は。なのでそういうのも含めてあまりこうやっぱり金曜礼拝のと

き以外は、あんまり行かなかったですね。 

 で、御徒町モスクに関しては、結構、お祈りするときに使っていて、今でも。交通の便

がいいっていうのもあって、あとは、何だかこう行きやすい感じがしますね。だから、イ

フタールのときなんかも、ただ飯食えるので、すごいおいしいんですよ、あそこのイフタ

ール。すごいきれいにちゃんと整理されて、汚れないように、ちゃんとこう 1人が食べる

分を用意されてっていうので、イフタール、食事にありつけられるんです。 

 それで、結構、気持ち良くいただけるし、というのもあって、御徒町モスクのほうには

よく行きますけれども、あとはアミンさんと、この間出掛けたときも、マグリブがしたい

っていうので、道の途中でモスク見つけて礼拝したりとか、礼拝するためにモスク探して

行くっていう感じですね。 

 

アミン ありがとうございます。第 2の家として感じているっていうのは、大塚モスクの

ことを言っているんですか。 

 

アリアン そうですね。僕の場合には、大塚モスクの話ですが。本当に幼い頃から通って

いたので、親近感があるっていうふうなことであって、だからこそ、他の人が見えないと

ころも、もう見えなくなってしまっているっていうのは、本当に感じるんですけど。大塚

モスクの中でも結構長いので、今、その大塚モスクの代表者になったり、今、会長さんで

あったり、そのかたがたからも結構彼ら自身もそれを自覚していて、もう彼らには彼らの

限度っていうのがあって、その文化的な背景もそうですし、もう 40年とか 50年とか日本

にいますけれども、それでも結構、彼らも自覚していて、パキスタン人としてもうその自

分たちは存在するということも分かっていて、だからこそ、モスクに関して、これからの

今後の活動っていうのは、若い世代、結構、その僕が頼られていたりはするんですけれど、

そういったここはどうすればいいとかの相談とかもたまに問い掛かってきたりとか、ここ

はこうしたほうがいいんじゃない、みたいないろいろアドバイスはするんですけど、そう

いったところでちょっとずつ改善していこうと思います。 

 これからちょっとリフォームもあって、確かにちょっと閉鎖された場所かなというふう

には、僕も感じていて、なのでこれからもそういうのは良くなっていくのではないかと。

大塚モスク以外のモスクで言った場合、御徒町モスクもそうなんですけれども、それ以外

でもいろんなモスクには行っていて、その結構、グフロンさんも言っていたとおり、僕も

そうだったんですけれども、小学校通っている間、その学校の中で、中学も、高校もそう

ですけど、ムスリムはもう自分だけで、自分一人だけで、特に同じムスリムの友達もいな

いんですけれども、モスクに行ったら、その数少ない同じムスリムの仲間がそこにいると
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いうふうなところで、結構、行っていたんですよ。 

 それは、大塚モスクだけじゃなくて、実は。結構いろんなモスクに、そういう派閥じゃ

ないんですけど、グループみたいなのがあって、きょうはじゃああっちのモスクに行って、

あっちの友達いるからあっちのグループで、土曜日はあそこに行こうかなみたいな、そう

いった感じで、それぞれのモスクにいる若者にたびたび会いにいくみたいな。で、そうい

った感じだと、同じ、数少ないムスリムとしてのアイデンティティを持っている仲間の所

に行くような場所なのかなっていうふうには思います。それは、大塚モスクだけじゃなく

て、他のモスクも。はい。 

 

アミン モスクがどういう場であるかっていうのを、中身のその誰がいるのかっていうの

が。 

 

アリアン そうです。 

 

アミン 同世代の場合もあれば、親世代もいたりって、どういう人であるっていうのもあ

れば、物理的に建物としていかにきれいかとか、そういうのも関係してくるっていう感じ。 

 

アリアン そうですね、はい。 

 

アミン はい、分かりました。マリクさんに少し、マリクさんの考える、マリクさんにと

っての居場所だったりとか、モスクが居場所であるのかどうかっていうのを、お聞かせい

ただければ。 

 

マリク そうですね。私の前の話では、結構みなさん、モスクが自分の居場所になってい

るという話だったんですけれども、私からすると、実は逆にモスクはすごく行きにくい場

所になっていて、私、新潟育ちなんですけれども、その時に地元でなかなかパキスタン人

とかムスリムの人がなかなかいない地域だったので、もともと外国人と触れ合うこともな

かなかなくて、で、父は、よくモスクに行っていたんですけれども、金曜礼拝だけで、母

とか私のことを連れていくこともなかったので、初めからあんまりモスクに行ったことも

ないっていうこともあったりして、その後に、高校生のときに埼玉の方に引っ越して、東

京のモスク、東京ジャーミイに 2回ほど行ったことがあるんですけれども、やはり行くと

どうしても一緒に来ている人が、お兄さんと一緒に来ているとか、旦那さんと一緒に来て

いるとか、そういう人たちが多くて、なかなか女性が 1人で行く場所として、モスクが機

能していないんじゃないかなということを感じて、自分は、兄もいないし、弟もいないし、

父もいないので、なかなか行きにくいなということを感じて、その 2回行った後、なかな

かまた行けなくなってしまったということがあったのと、あと東京ジャーミイだと、改宗
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ムスリマのために結構勉強会がやっているので、女性の方がちょっと他のモスクと比べる

と行きやすいっていうことはあると思うんですけど、でもそれでもやっぱり誰かと一緒に

来ている人が多かったりして、話の中に、やっぱり誰と一緒に来たのとか、聞かれること

も多くて、そこがちょっと答えにくくて嫌になってしまったということも、自分はちょっ

とあったので、なかなか行きにくいなっていう感じですね。 

 で、逆に自分の居場所としては、ムスリムとして自分の居場所がどこになっているかと

いうと、大学とか大学院に来た留学生の人たちと大学で話し合ったりとかするときのほう

が、居心地がいいかなというふうに感じています。 

 

アミン ありがとうございます。僕は、男性として 1人で行くようなもんだと思ってたの

で、全くそういったことがあったとは正直、初めて聞いたので、ちょっと驚いております。 

 

グフロン 多分、ムスリムか、ノンムスリムかで行くときのプレッシャーが違うかもしれ

ないですね。というのも、土日だと、平日もいらっしゃるんですけど、土日だと 1人で来

ている女性の日本人が本当にたくさんいらっしゃっていて、で、結構みんなその礼拝スペ

ースの所でボーッとするんですよ。スカーフが置いてあるんで、そのスカーフを簡単に頭

に巻いて、女性の人たちがボーッとしたりとか、女性は本当は 2階なんですけれども、見

学の方は、全然 1階歩いていても大丈夫で、礼拝時間以外の場合は、本当に端っこのほう

とかに座って瞑想というか、ボーッとして写真撮ったりしてる方もたくさんいらっしゃっ

ていて。 

 日本人にとっては、どうあるべきかとか、どうしなきゃいけないのか、ムスリムとして

とかいうプレッシャーがないので、東京ジャーミイも見学者に開いているので、特に何の

気持ち悪さもなく来て 1人でボーッとできると思うんですけれども、きっとムスリムにと

っては、やっぱりムスリムだよねっていうので、きっとムスリムとしてモスクの中でこう

あるべきだとか、例えば、ヒジャーブのこととか、誰と来たのかとか、そういうのでいろ

いろレッテルというか、ノンムスリムではないフィルターがかかってしまって、それが、

やっぱりそうさせてしまうのかなと思ったんですけど、東京ジャーミイ自体は、本当はた

ぶん日本人の人とか、ノンムスリムの人とかが来ても、全然居心地はいいはずなんですよ

ね。たくさんいらっしゃっているので。だからそういうムスリムに対する何ていうんです

か、フィルターがきっとあるのかなっていうのを、今、感じました。 

 

アミン レッテルだったりとか、フィルターっていうのは、ムスリム同士でかけ合ってっ

ているっていうことですか。 

 

グフロン そうですね。ノンムスリムの日本人が、こういうことをしていてもきっと大丈

夫なんだけど、ムスリムの女性がモスクで、こういうことをしていたり、こういう格好で
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来ていたら、どうしてみたいな感じが、多分あるのかなっていう。だから、自分も日本人

だと思われることがあるので、そういうときは別に声掛けられないけど、例えば、ムスリ

ムとしてそこにいるときに、やっぱりムスリムだよねっていうので、違った観点から会話

が始まったりもしたりするので、子どもと遊んでいるときに怒られたこともあるし、そう

いう意味で、なので、そうですね。そういうのがあるのかなというふうに思いました。 

 

アミン ありがとうございます。ちょっと今ので、英語なんかでは、サーベイランスとか

ってちょっと強い言葉を使うんですけど、ムスリムたちによるムスリムの監視みたいなも

のがあって、これはアメリカでの理論ですけど、女性が特に、男性よりも女性のほうがそ

ういったのを社会的に担わされる対象にあるというような研究結果もあります。僕自身、

女性じゃないので、どういうことが今、日本であるのか、マリクさんのお話を聞いて、あ

あそうなんだっていう感じなんですけれども、例えば、今のグフロンさんの話にも出てき

ましたが、例えばヒジャーブだったりとか、マリクさんもおっしゃっていた 1人で行きづ

らさだったりとか、1 人で行くものじゃないんだというのが、もしあるんだとすれば、い

ろんなレッテルだの何だのっていうのがあるかもしれないということですけれども、ちょ

っと後ろに何人かのオブザーバーの方で女性陣がいらっしゃいますので、ちょっとその辺、

ご意見いただければ。 

 

ファティナ どうなんだろう。さっきのマリクさんの話を聞いて、あっ私も新潟育ちなん

で、ちょっと親近感が湧いたんですけど、確かに新潟にはあまりムスリムがいなくて、そ

ういう場に行けなかったのはあるなと思いました。ちょっと大人になってから東京に住ん

で思ったのは、私はこっちで 1人暮らしをしていて、家族は海外にいるんですけれども、

やっぱり一番最初に仲間を探しにいったとか、友達を探しにいった場所が東京ジャーミイ

だったんですよ。 

 初めて日本に来て、一番最初に行ったのが東京ジャーミイ。なんか、何となく自分の中

で、誰も友達とか周りに知り合いとかいないけど、モスクに行けば何か、きっといるだろ

うというのが、自分の中にあって。なのでそんなに 1人で行くプレッシャーは思わなくて、

インドネシア出身ってさっき話したんですけど、インドネシアだと、モスクに行ってもあ

んまりムスリムはマイノリティーではないので、他の人に話し掛けるってあんまりなかっ

たりするんですよ。自分たちの友達だけで完結しちゃうみたいな。 

 でも、日本では、やっぱりマイノリティーだからこそ、モスクに行ったときに、初めて

顔を合わせた人と、あいさつしてどこから来たのとか、話が膨らんで、そこから何か友達

になったり、知り合いになったりっていうのが、私の中では、結構、大きい出来事でした。

だから、何か、一番初めに東京ジャーミイに行って、そういう知り合いができて、友達が

できてっていうのがあったので、他のモスクにもよく 1人で行ったりというのは、あんま

りプレッシャーは感じなかったかなと、個人差かもしれないんですけど、はい、結構、自
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分はムスリムなんだから、モスクに行く権利はあるよねっていうだけの感じでしたね。多

分、拒む人はいないので、そこは何か、自分の中でレッテルを貼ってしまっているかもし

れないっていうのがちょっとあるのかなって思いました。 

 さっき、グフロンさんが言ったみたいに、東京ジャーミイはすごいオープンなので行き

やすいし、むしろ新しい人と知り合える場でもあると思いました。他の女性陣がどういう

考えなのかはちょっと聞きたいですが、私にとっては結構、仲間づくりとか、初めて会っ

た人と話しやすい場所になっているのかなって思いました。 

 

アミン かなりじゃあ個人差が女性の中でもあるのかもしれないと。 

 

ファティナ そうですね。でも、基本的に拒むような、来た人を拒むような場所ではない

のかなって思っています、モスクは。やっぱり来てみて話をしてみたら、意外とみんな受

け入れてくれたっていうのが多かったですね。 

 

アミン 例えば、僕の話になってしまうんですけれども、僕も最初にモスクに通い始めた

頃、大学生になってからですけれども、僕は男性ではあるんですが、あるモスクに最初に

行っていたときには、かなり居心地が悪くてですね、で、それはもちろん拒まれることは

決してないんですけれども、サイレントなプレッシャーというか、視線だったりとか、あ

るいは言語が違うだったりとか、何か、拒まれることは決してなかったんですけど、もし

かするとそのプレッシャーの中には、サイレントなものも含まれているのかもしれないな

って個人的には思いました、まああの分からないです。隣の例えば、富岡さんとかどうで

しょう。モスクに例えば、行きづらさだったり、行きやすさだったり、むしろ友達を探し

にいくとかっていうようなお話もありましたが、富岡さんにとってのモスクってどんな場

所でしょうか。 

 

富岡 私は、まず背景で言うと、サウジアラビア生まれで、ちょっと日本を行ったり来た

りしていたんですけど、幼稚園ぐらいから小学 3年ぐらいまでは、日本で育っていて、そ

のときに家族が、トルコ人の方とすごく仲が良くて、トルコ人のコミュニティで結構育っ

てきたので、やっぱり東京ジャーミイには小さい頃から本当によく行っていて、日本に帰

って来てからも、よくっていうほどではないんですけれども、思い出の場所だったりして

いて。 

 日本に中学 1年生ぐらいのときに帰国して、そのときに、家の近くにモスクができてい

るって聞いたので、一度行ったことがあるんですけど、そのモスクが多分パキスタンとか

のコミュニティで結構固まった場所で、すごく居心地が悪くて、1、2回ぐらい行ったんで

すけど、もううんざりしちゃって。一応、確か子どもの会みたいなので行ったと思うんで

すけど、何があったかというと、何かそこが日本のノンムスリムの方の悪口の吐き場所み



21 

たいになっていて、私からすると、私の祖父母は、普通に仏教徒なんですけれども、私は

それを尊重しているし、友達とかも日本でできた友達もそのときいて、私がちょっと違う

格好をしていて、違う宗教であるにも関わらず、すごく声を掛けてくれて、興味を持って

くれる友達にすごく恵まれていたので、そういう人の悪口を言うようなのって、イスラム

としてどうなのかなって思ったのと、私自身が日本人の家庭で、日本的価値観じゃないで

すけれども、やっぱりここは居場所じゃないなってすごく思って。 

 そこから結構、モスクって何なんだろうって思って、行かないようになってたんですけ

れども、その中でも、やっぱり東京ジャーミイはさっきグフロンさんが言っていたように、

大きくて、あまりコミュニティに依拠した感じの場所じゃないっていうのもあって、受験

生のときとかに、フラッとちょっと東京来たら寄ったりしていましたし、今でも千代田線

がこの駅あるからちょっと寄ってみようかなと、フラッと行くことはよくあります。 

 なので、グフロンさんがおっしゃっていたように、東京ジャーミイは居場所、ちょっと

落ち着くっていうのは、すごく分かりますし、あと、マリクさんが言っていた、その行き

づらさっていうのも、私もちょっと分かるような気がして、東京ジャーミイに行くときも、

私はどちらかというと、1 人のほうが落ち着くときがあって、というのも、誰かと、特に

ムスリムの友達と一緒に行くと、やっぱりさっき言っていたようなフィルターみたいなの

がかかって、あれ、花ちゃんそれでいいの、みたいな、じゃないですけど、ちょっと 1人

のほうが落ち着くかなっていうのはありますし、そういうフィルターがあって、そういう

監視っていうのがあって、居心地が悪いっていうのも、すごく分かります。すいません、

まとまりがなくて。 

 

アミン ムスリムの友達と一緒にモスクに行ったときだといろいろ言われる。そのお友達

にもいろいろ言われることがあるということですか。 

 

富岡 言われるっていうか、なんか、どう思われるのかなって。要は多分、自分の中でい

ろいろ考え過ぎて、一周回って面倒くさくなっているだけなのかもしれないんですけど。

私の話じゃないんですけれども、もしかしたら小さい過去の記憶にそういうトラウマ的な

経験をしたから、そういうふうに思っているかもしれないですけど、大塚モスクの話にな

ってしまうんですけど、確か、人から聞いた話なんですけれども、せっかく近くにあった

から、入信したばかりの女性が、大塚モスクで礼拝していたら、いきなり、後ろから引っ

張られて、礼拝中に、髪の毛が出ているって指摘されたって、それがすごく嫌になったっ

て。入信したばかりの方だったので、イスラムってそういうもんなのみたいな感じに思っ

てしまったっていうような不安の声を聞いたことがあって。多分、私も覚えていない記憶

のどこかでそういう経験をしたような気がしてっていうのがあります。 

 

アミン ありがとうございます。 
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グフロン 今、その怒られたっていうので思い出したんですけど、前回の、今年のラマダ

ーンのときに、イフタールを待っていたんですね、モスクの中で、東京ジャーミイの中で、

そのときは、ジャーミイの職員じゃなかったんですけど。イフタールを待っているときに、

おいっ子がいて、お姉ちゃんの息子なんですけど、おいっ子がお母さんのお迎えを待って

いたんですね。僕と一緒に。で、おいっ子 1人だったので、飽きちゃうだろうし、ずっと

モスクに 2時間いたら。だから折り紙を渡して静かに遊んでもらうようにしていたんです

ね。その前には、友達の幼稚園児がいたので、一緒に外で走り回ったりしていたんですけ

ど、その後、友達が帰ってしまったので、じゃあ、ここで折り紙して待っていてというこ

とで、折り紙をさせていたんです。 

 僕はそのときに、クルアーンが読みたくて、モスクの中でクルアーンを読んでいたんで

すけど。おいっ子は隣で、折り紙を折っていました。そしたら、隣にいた、たぶんパキス

タン系のおじさんが、あの。 

 

アリアン パキスタンで謝ります。 

 

一同 ハハハハ。 

 

グフロン 多分、分からない、日本人かもしれない。外国人っぽい方が、何やっているん

だっていうふうに言ってきたんです。で、最初はちょっとびっくりして、折り紙折ってい

ますっていうことで、僕、クルアーンを読んでいますっていうことを言ったんですけど。

「遊ばせたいんだったら、外に行かせなさい」って言われて、そのとき別においっ子はう

るさいことしていないし、すごい静かにしているし、別に大丈夫かなと思って、あっすい

ませんっていうことで、そのままクルアーンを読み続けていたら、その 10分後ぐらいに、

何やっているんだっていうふうに怒られて、君は、日本人かって聞かれて、日本生まれの

インドネシア人ですとかって言ったら、君はイスラムのことを勉強しないと駄目もっと、

みたいなことを言われて。ここは、モスクは遊ぶ所じゃないっていうふうに怒られたんで

すよ。 

 で、すいません。迷惑でしたかっていうことを聞いたら、迷惑とかそういう意味じゃな

くて、モスクは遊ぶ所じゃない。モスクはお祈りする所で、クルアーンを読む所だから、

こんなことをやらせちゃいけないみたいなこと言われて。でもそのとき、イフタールを待

っている大人たち結構たくさんいるんですよね。みんなおしゃべりしているし、携帯いじ

っているし、全然ほんとに、寝っ転がって携帯バーッてやっている大人もいるし、「あの人

たちは何をしているんですか」って言ったら、あの人たちは、イスラムの話をしているん

だっていうふうに、ああこの人に言い返したりフォローしても意味ないなというふうに思

ったので、ズィクルというか、ずっと心の中で我慢していたんですけど、そうしたらずっ
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とこう言われるわけですよ。イスラムの勉強をしていないから分からないんだとか、クル

アーンの勉強をもっとしないといけないとか言われて、もうずっとだまってて、結局彼は、

僕がこう他の大人たちの指摘をしたり、こっちの正論を言ったりした後にきっと諦めたの

か、面倒くさいと思ったのか、結局、席を外したわけですね。 

 その後、「ごめんね」って、おいっ子に「怒られたの」って言われたから、「大丈夫だよ」

っておいっ子に言っていたら、前に座っていたウズベキスタン出身の方が、来てくれて、

「すいません、どこ出身の人ですか」っていうふうに声を掛けてくれて、「ごめんなさい。

僕から謝ります」って言ってきたんです。彼は何を言ったかというと、ムスリムとしてあ

あいうことは本当はするべきじゃない、ああいうふうに叱るべきじゃないって言っていて、

彼が言ったのは、あなたがもし日本人でノンムスリムで、それかムスリムに入ったばかり

の改宗した人であって、こういうことをされたら、きっとイスラムのことを嫌いになるし、

イスラムのことを誤解してしまうから、本当はああいう行動をするべきではなかったって

言ったんですよ。 

 僕はずっと日本生まれで、ずっとムスリムだったので、いろんな厳しいムスリムとか、

緩いムスリムとかっていうのが周りにいるので、全然、怒られたけど、そういう人もいる

なっていうことで、受け取ったので大丈夫ですよっていうふうに言ったんですけど、その

男性は、それを心配してくれて、僕から謝りますっていうふうに言ったんですね。 

 僕がそういう経験をしたっていうことは、きっと 1年のうちに何人かがそういう経験を

していると思うので、だからさっきおっしゃっていたその引っ張られるとか、そういう新

しいムスリムとか、ちょっと間違っているイスラム教徒に対して、何かこう厳しくしてし

まうっていうのが、きっといろんなところであるんじゃないのかなっていうのを今、思い

出しました。 

 

アミン そういうのは、そうですね、まずウズベキスタン人の方がかっこいいなって、代

わりに謝ってきたってところですけど、そういった何か経験、まだおいっ子の方は幼稚園

でまだまだ記憶に残るか残らないかっていうくらいだとは思うんですけど、そういった経

験があるとちょっとモスクに、もしくはそのモスクに行きづらさを感じ始めたりとかって

いうのもあるんですかね。 

 

グフロン たまに彼を見るんですけど、アッサラーム・アライクムっていう感じで全然あ

いさつはしますけど、人によっては、きっともうその人に会うのが怖くなるとかあると思

いますね。僕に対しては全然こういう感じなんですけどね。なので、大丈夫なんですが。

多分、あんなことを言われたらきっと、自分も言われた後に、やっぱり断食中だったので、

本当は我慢しなきゃいけなかったんですけど、おいっ子がちょっと怖がっていたのもあっ

て、すぐにおいっ子のお母さん、お姉ちゃんに電話して、言ったんですよ、今、ちょっと

モスクで怒られちゃったと。ただ折り紙で遊んでいただけなんだけど怒られちゃったんだ
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よねって言ったのを、ウズベキスタンの人が聞いていて、それで来てくれたんですけど。

そのウズベキスタンの人は、僕がお姉ちゃんに対して愚痴ったのを聞いて、ムスリムだっ

たら、断食中にそういうことをしてしまうと、神様の命令は、断食が無効になってしまう

かもしれないから、ああいうことをされても、できれば、お姉ちゃんにそういうことを言

ったりとかしないで、自分の中でこう抑えようねとかいうふうに教えてくれたんですけど。

そうですね、だから、自分でもこうあーってちょっとなっちゃうんで、普通の人だったら、

きっと爆発していると思いますよね。 

 

アミン 今、今までの話を聞いて、やっぱり女性だったりとか、改宗したばかりの方だっ

たりとか、あるいはかなり、幼稚園児の方とグフロンさんっていう、次世代の若い方が何

かしらの経験をしたというような話でしたが、シャヘレヤールさんの通っているモスクで

は、結構次世代の方だったり、女性だったり、改宗者の方だったりとか、よく来たりはす

るんですか。 

 

シャヘレヤール 一応、僕が通っているモスクは、女性用の礼拝室みたいなのはないです。

群馬の方も埼玉の方も。子どもとかも、今、聞いていて、やっぱり女性のそういう場所っ

ていうのもおかしいと思うし、モスクによってやっぱりちょっと違う。あるモスクもあれ

ば、ないモスクもあるし、そのモスクなんかも、外国人のコミュニティでもう仕切ってい

るだけで、そういう次世代の子どもとか、日本人向けにあまり受け入れていない所とかも

いろいろあると思うんですけど、やっぱり、聞いていて、個人差はあると思うんですね。 

 やっぱり、僕も最初行ったときには、よく色々注意とかされていたんですけど、あんま

り性格上、聞いてもあんまり受け取らない、そういう話は。自分はそういうのもあって。

もともとは岩手だったんですよ。出身は、岩手なんで、モスクとかもあまりなくて、本当

に、行くとしたら、イードの礼拝とか、本当に年に 2回だけだったんで。あんまり関わり

なかったんですけど、大学のきっかけで埼玉に来て、それでモスク通うように、それも金

曜日の礼拝のために行くようになって、やっぱり最初は視線とかすごい感じて、みんなも

新しい人来たみたいな感じで、すごいじろじろ見てきて、すぐ出て何かそういう感じで。

そういうのもあって、だんだん、大学もいろいろあって、そういう時代も行ったりしてい

て、やっぱりいろいろ注意とかもされたりして、なにその髪の毛とか言われたりとか、よ

くあったりして。 

 でも、今は逆に自分は今、アルハムドゥリッラー、アッラーのおかげで 1 日 5回、礼拝、

モスクでやるんですよ、埼玉でも。家の近くに今モスクがあって、群馬のほうもマドラサ

の近くなので、1 日 5 回はモスクでやる形になっていて。ちょっと離れても、仕事柄もそ

ういうちょっと寄れるような感じで、モスクに寄る。自分的には、一つの責任みたいな感

じがあるんですよ。行かなくちゃいけないみたいな。今の自分からして、モスクの立ち位

置っていうか、行かなくちゃいけない。僕たちが行かないと、例えば、親世代の人たちが
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モスク建てて、そのあとの世代の人たち来なかったらもうあとは建物だけになっちゃう。

そういう意味で、そういう意味じゃなくても、他に、イスラム的な報奨もすごいいっぱい

あるので、だから行かなくちゃいけないとか思っていますね。 

 あと、現状とかも一応書いてあるんですけど、そういう言葉のギャップとか、すごいあ

って、子どもたちもやっぱり見ていると、すごいそういう飽きているんですよ。話とか聞

いても、レベルも全然違うし、向こうはもうウルドゥー語で、すごい良い話をしていたと

しても、子どもたちはもう普通に日本とかで育っているから、そういう話を聞いても、何

か、自分には関係ない話をしているみたいな感じになって、いつも何かそういう何だろう、

子どもたちもすごいモスク勉強しにきている子どもたちも、すごい飽きているというか、

来たくないみたいな、多分、この人たち中学校とか高校行ったらもう来なくなるんだなっ

て本当に思っていて、今の現状は。 

 だから、まず、そうですね。モスクの大切さを分かることから、各個人が分かることが

まず必要。それがまず分からないと、例えば、よくネタで言う話があるんですけど、モス

クでけんかがあった。俺、その人嫌いだからもうモスク行かないっていう人がよくいるん

ですよ。そういう人に、じゃあ、例えば、オークション会場でけんかになって、あなたは

そこに行かないとか言わないでしょうって。自動車の業者、オークション会場に行って、

そこでけんかになっても、みんな行くんですよ、その後。でもなんでモスクのときだけ、

行かない。お祈りして帰ればいい。別に会わなくてもいいじゃないって、そういうちょっ

と笑いとかそういう話があって。 

 基本的にそういうムスリムの集まる場所でもあるし、礼拝の場所でもあるんで、あんま

りアドバイスとしては、気にしないで、自分の責任は、お祈りすることだから、別にお祈

りして、あとは無理に、逆にそうですね、パキスタン人とか、やっぱり注意の仕方とかも、

全然あってないんで。ちょっと見ただけですぐ注意とかしてて。その人もすごい駄目なと

ころがあるんです、見ててね、普通に。でも、それはあえて年上だから言わないんですけ

ど。そういうのもよくあったりして、だからあんまり耳を貸さないっていうか、でも、モ

スクに行かないことは自分に対しての損だと思っているから、だから、取りあえずモスク

は行ってくださいっていう、今、いろんな人と会ってね、取りあえずモスクは行って、別

にお祈りだけやって出ちゃえばいいじゃんって思うんで、って思ってます。 

 あとは、モスクのやっぱりちょっとにおい気になるとか、そういうのもあったりするん

で、場所によっては。ほこりとかすごいし、そういうのも何だろうね、やっぱり新しい人

が来るとなると、ちょっと来づらいそういうところ。誰かそういうところに友達とか一緒

に行くと、行くようになる、友達も結構いて、一緒に行ってあげると、1 人だったら行か

ないけれど、一緒に行ってあげるというような、ちょっといろんなアプローチして、そう

ですね。モスクの大事さっていうのは今、伝えているんですけどね。 

 

アミン 分かりました。そのさっきのにおいとかほこりって言ったときに、何人か反応し
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たのがちょっと面白かったです。共感する部分があったのか。 

 

グフロン モスクって、どのモスクに行ってもやっぱり臭くって。ウドゥした後に… 

 

シャヘレヤール そうそう。 

 

グフロン そのままこういっちゃうから、あれどうにかしてほしいなっていうのは。 

 あと、思ったのが、東京ジャーミイって居心地良いっていうのは、やっぱりこう大きい

大通りの真ん中にあって、誰でも入りやすいぐらい入り口が大きくて、窓が大きいし、光

が差しているんですよね。だから入りやすいのかなって思うんですけど、他のモスクって、

すごく入り口が狭かったり、入った後も、狭い階段を上って、その登った先のどこに行け

ばいいんだろうとか、入った後に窓がない四角い部屋とかに入った瞬間に、パキスタン系

の人が来たりすると、ちょこってなりますよね。だから、コミュニティの問題とかなのか

なと思ったりしたんですけど、建物として、建築としてどうなんだろうというのがありま

すよ。 

 

一同 ハハハ。 

 

グフロン 例えば、大塚モスクのコミュニティでも、もし大塚モスクが例えば、どこだろ

う、好きな場所なんですか、富ヶ谷とか渋谷のちょっといい所とかにあって、入り口が大

きくて、窓が大きくて、外からも見えて、植栽がきれいで、緑がきれいでとかだったら、

きっとそのコミュニティに自分が混ざらなくても、入っていこうよと、目線がどうとかで

も、お祈りは多分しに行ける。お祈りをする分には、気持ちいいだろうし、あそこの礼拝

所に、ちょっとクルアーン読もうかなっていうふうになる気がするんですけど、僕がやっ

ぱり大塚モスクに行きづらいって、きっと、大塚自体が、何だろう、ちょっと風俗のお店

があったりとか、そういうのを通った後にたどり着いた先がすごい閉鎖的な大塚モスクの

入り口みたいな。靴を脱いで、靴箱の上にいろいろ置いてあるし、入った後、女性の入り

口はカーテンで閉まっていて、女性専用！みたいな、何かそういうのを通った後の礼拝所

って、やっと着いたみたいな、そういう試練みたいな道のりだったりするので、そういう

んじゃなくて、もうちょっと気持ちいい、何ていうんだろう、空気が通っているような建

物とか環境だったら、きっと全然コミュニティが一緒でも違うと思います。 

 

アミン モスクを今後どのような場にしていきたいかっていうので。あっ何かありますか。 

 

グフロン あっあの、別に大塚モスクの悪口を言うつもりはなくて、大塚モスクだけに限

らずね、いろんなモスクが。 
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アリアン いやなんかあの、大塚のなんだろう、次世代代表っていうのかな、何か謝りた

いっていうのと、本当に、申し訳ないっていう。 

 

一同 ハハハハハ。 

 

グフロン 大塚モスクにそういうイメージがあったので、彼と知り合ったときに、何かす

ごい好青年だし、大塚モスク出身の男の子が、こんな社交的で明るい男の子がいるんだっ

てびっくりしたんだよ。 

 

シャヘレヤール 大体どこも同じだから、大丈夫。ハハハ。 

 

アリアン いちパキスタン人としても、本当に何か申し訳ないことばかりでちょっと聞い

て、で、ちょっと思ったのが、どのモスクも多分、東京ジャーミイの方もそうだと思うん

ですけど、個々のアイデンティティになると思うんですけど、イスラムとその国の文化を

合わせて自分のアイデンティティとして捉えて、結構、中にはパキスタン人がすぐに注意

しちゃうとか、多分これクセだと思うんですよね。もう血の中に入っているものだと思っ

ているんですけれども、もちろん駄目なことなんですけれども、イスラム的に見ても、本

当に、社会的に見ても。でも、そういうのが、その今、日本語をしゃべっているので、頭

がちょっとこれもう皆さん経験があると思うんですけど、思考とかも全部日本人ふうにな

っていると思うんですけど、これをちょっとウルドゥー語でもし、ちょっと先ほどの話と

か聞いて、指摘の仕方とかも、全然本当にだめだと思うんですけど。ちょっと理解しちゃ

った自分がいたんですよ。 

 それは、本当に駄目なんですけど、自分もそういう本当にしょっちゅう、注意されるこ

とがあるんですけど、そういうときは本当に、ああ、始まったみたいなパキスタン人のや

つ、あるあるね、みたいな感じで、スルーするんですけど。やっぱりパキスタン人として

の自分、そういう思考を持ちながら、何か接すると、結構、理解しちゃうんですよ。そう

いうことねみたいな。 

 なので、結構、今あるのは、第 1世代と第 2世代というか、第 1世代っていうのは、彼

らのアイデンティティっていうのが、日本とイスラムっていうのじゃなくて、日本とパキ

スタンとか、日本とインドネシアとか。彼らの、あるので、そこでやっぱりお互いに摩擦

して、そういうことを自分も経験、結構注意されるっていう経験があるので、すごい申し

訳ない気持ちっていうのと、本当に共感もできるなっていう。それは大塚もあって、自分

も、女性の話もあったんですけど、大塚の女性で、自分が日ごろ思っているのは、大塚に

来る女性で、2パターンって言ったほうが良いのかな。 

 結構、今、国際的になってはきてるんですけど、パキスタン人はパキスタン人で固まっ
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てアラブ人はアラブ人で固まったりして、日本人は日本人で固まる。そういったふうにな

っているんですけど、ここでちょっと取り上げたいのは日本人の女性ムスリム。それも結

構もうベテランで、僕が生まれる前よりもムスリムになったりとか、そういう方が多いと

思うんですけど。彼らの会話にちょっと耳を傾けると、もう一文一文、インシャーアッラ

ー、マーシャーアッラーとか、本当にもういろんな言葉が飛び交っていて、話す内容とか

レベルとかが、大塚に通ってないと分からないような内容とかも本当にあって、初めて行

った日本人、新しく改宗された方とか、そういったムスリムとしての年齢は長いけど、知

識とかあまりない方が大塚のほうに行くと、同じ日本人でもやっぱりそこで差を感じちゃ

うっていうのは、本当にあるので、それはもう、ちょっとダイレクトじゃないですけど、

遠回しにちょっと女性のほうにもそういったことを言ったことがあるんですけど、結構、

もう雰囲気が、環境というのが、もう本当に違うっていうのは、自分でも自覚しているん

ですけど、そういう問題がいろいろあるなっていうのは分かるんですけど、これから第 2

世代っていうのが、第 2世代は、イスラムと日本っていう、この二つの文化を合わせてみ

んな共通しているものを持っているので、そういったところを、少しずつ減らしていける

んじゃないかなというふうには思いました。なので、スルーしてやってください。 

 

一同 ハハハ。 

 

アリアン すいません。ありがとうございます。 

 

アミン すごい面白いなと思ったのが、最初のほうに言っていた。文化的なところ、注意

するっていうのが、パキスタン人の血の中に入っているんじゃないかっていうことだった

んですけれども、それをだから多少なりとも共感できるのが自分の中に少しあるっていう。

なので、もしかすると、次世代のかたがたの中には、もうかなり日本人化しているってい

うか、日本人として、親の母国の文化を引き継がず、日本人として生きているからこそ、

そこでの文化の衝突みたいな、同じムスリム同士でも文化の衝突があるのかもしれないな

というふうにちょっと思って。 

 

アリアン そうですね。多分、第 1世代と第 2世代で、多分求めるものが違うと思ってい

るんですよ。で、第 2 世代で私たちは、結構その、そこに行って仲間をつくったり、そこ

での時間を楽しむっていうふうに言ったほうがいいのかな。ムスリムとしての自分を維持

し続けるためのものとして使っている。 

 いろんな今、定義はあると思いますけど、モスクに対しての思いがあると思いますけど、

第 1世代でちょっと感じたのは、彼らは、例えば、パキスタンの話になるんですけど、パ

キスタンのモスクって、行って礼拝して終わりみたいな。それが典型的なパターンで、そ

こでそのコミュニティをつくるとか、そのコミュニティ形成の中心となる場所として扱わ
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れてないっていうのはあるので、なので、モスクに行ったら礼拝してクルアーン読んで、

それ以外のものは駄目みたいな。それがあるので、だから、モスクに対して求めているも

のが、彼らがしてきた文化とか、彼らの文化をそのままここに持ち込んで、そこでちょっ

と勘違いしているっていうのはあると思うので。このもう一つの、ちょっと例を言います

と、大塚と東京ジャーミイのほうですね。東京ジャーミイで、結構名古屋のほうのモスク

もそうなんですけど。あるモスクは、名前は言いませんけど、言っていいのかな、名前。

いいですか、春日部モスクっていう。 

 

アミン 春日井？ 

 

岡井 春日井、春日部は埼玉だ。 

 

アリアン 春日井モスクっていうモスクがあって、結構、多分、名古屋出身だと思うので、

分かると思うんですけど、閉鎖されたっていうか、もう女性の女の子たちも、そこへ行く

と、本当にイスラム系になって、日本の社会と溶け込めないような、結構そういった、悪

名高いっていうふうには言いませんけど、そういった文化があるんですね。 

 でも、他のモスク、例えば、名古屋モスクとかは、結構そういう女の子とかも来て、女

性も来て、で、男性も、本当にあの、若い世代なんですけど、お互い一緒に座って、で、

何かその問題とかあったらシェアして、そういった会を催しているんですけど。そこで求

めるものが違うっていうのが何かっていうと、自分の親戚なんですけれども、おじさんが

いて、おじさんは春日井モスクのことすごい称賛してたんですよ。なんでなのかなって思

って、それと全く同じものが東京ジャーミイにもあるなと思って。東京ジャーミイってパ

キスタン人も、本当にピュアなパキスタン人からしてみると、パキスタン人だけじゃなく

て、結構それは、いろんなバングラデシュ人とか、他にもいろんな方がいると思うんです

けど、東京ジャーミイって活動がないみたいな。今、結構活動があるんですよ、いろんな

活動しているんですよっていうふうに言ったじゃないですか。 

 でも、それは、第 1 世代からすると、どうでもいい活動というふうに、僕は大事だと思

っていますけど、彼らからするとどうでもいいっていうふうになるんですよ。春日井もそ

うなんですけど、春日井は、すごいイスラム的な知識をすごい詰込んでて、だから、ちょ

っと偏ってはいますけど、女性は、中学校以上は駄目みたいな、そういった文化も、中学

校以上学校に通っちゃ駄目とか、そういった文化があるんですね。 

 でも、それ第 1世代から見ると、それがすごい良くて、それは好評で、日本という社会

の中でイスラムの知識を得られて、イスラムとして、ムスリムとしての自分を形成できる

って思っているんですよ。でもそれは、ハーフとかだったり、日本人からしてみたら、そ

れはもうすごい偏っているもので、それが全く同じで大塚と東京ジャーミイもそうなんで

すけど、大塚って、結構、本当に僕もそうなんですけど、10年前からクルアーンとか、ク
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ルアーンの勉強を本当にガチ勢でやったりとか、あとは他の幼稚園とかもそうですけど。

そういうのがあったので、第１世代、本当にパキスタン人とかだったり、そういったかた

がたからすると、大塚のほうが輝いて見えちゃうんですよ。 

 でも、東京ジャーミイは、彼らにとって利益のある活動っていうのはないんですけど、

第 2世代に関してはあるんですけど、第 1世代から見ると、利益のある活動って何もない

なっていうふうに思っちゃうんですよ。最近で友愛っていうのが始まりましたけど、それ

で結構、生徒は集まったと思いますけど、ちょっとずつ来てるなというふうに、彼らはそ

う思っていると思うんですよ。それが全く同じような、名古屋もそうで、そういった求め

るものが違うっていうのがあるので、なので、これから少しずつ日本とイスラムっていう

共通したアイデンティティがみんな持ち始めることになると思うので、それで結構、みん

な同じ立場になっていくんじゃないかなというふうに思います。 

 

アミン そもそもの親世代と次世代が求めているモスクの機能っていうのがそもそも違う

と、根本的なところが。 

 

アリアン はい。 

 

アミン 求めているものが全然違っていて、次世代には輝いて見えても、全然そうじゃな

く親世代は思っていたりっていうことですね。具体的にじゃあ、どういう場にしていきた

いなというふうに思いますか。 

 

アリアン 具体的には、知識とかそういった面もそうですけど、もちろん。みんなが最終

的な目標っていうのは、イスラム教としての自分、よりよいムスリムになって、最終的に

天国に行く、よりよいムスリムになるということなので、知識とかそういった面はもちろ

んそうですけど、それ以外で、もし言うのであれば、先ほどから何回もありますけど、コ

ミュニティの形成場所っていうふうなことで、日本っていうノンムスリムのマジョリティ

ーの国の中で、マイノリティーとして生きていくので、お互いの絆を結ぶための中心の場

所というふうな、本当に単純な定義ですけど、そういう場所にしていきたいっていうふう

な。あとは、結構、これは自分でも葛藤しているんですけど、ムスリムとしてのアイデン

ティティと日本人としてのアイデンティティ、この二つがみんな共通して持てるような環

境、他のパキスタンとかインドネシアとかそういうのはもちろん大事ですけれども、それ

はいったん置いておいて、それも加えていいんですけど、日本人とムスリムっていうこの

二つのアイデンティティをみんな持ってて、かつ、ノンムスリムの日本人にも受け入れら

れるようなそういった場所にしていきたいというふうに思っています。 

 

アミン なるほど、仲間との出会いの場だったりとか、あるいは日本の改宗者の方、もし
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くは日本人として生きている第 2世代だったりとか、にとっても居心地の良いモスクって

いう感じですね。マリクさんにもちょっとお伺いしたいんですけど、モスク自体にはそん

なに回数的には多くないかもしれないですが、モスクに担って欲しい機能、モスクがどう

いう場所であってほしいかだったりとかっていうのを少しお聞かせ願えますか。 

 

マリク そうですね。大体、いろんな話を聞いていて、モスクの雰囲気ってパキスタン人

とかがよくラマダーンのときに集まってイフタールをしたりするんですけど、そのときの

雰囲気にすごく似ているものがあるんじゃないかなと思ったのが、一つあったんですけれ

ども、その中でも、やっぱり女性たちがお互い集まって、相手の服装であったり、いろん

なことに対して、あれはムスリムとしてよくないんじゃないかとか、こうしたことは、ム

スリムとしてやるべきことなんじゃないかって、他人のことばかり見ている気がしている

ので、何か、もうちょっと自分に目を向ける場っていう所としてモスクがあるべきなんじ

ゃないかなと思ったのと、もう一つとしては、知り合いの中にも、結構ムスリムの方と結

婚した日本人の方とか結構いるんですけれども、最初はもっとイスラムのことを知ろうと

思って、好奇心旺盛に行くんですけど、行ったところで、いろいろ何かこんなことも知ら

ないのっていうので、批判されたりとかして、なかなか行きたくなくなってしまったとい

うことが結構あったりするので。 

 

アミン それは、ノンムスリムの女性。 

 

マリク ノンムスリムの人が後で改宗したっていう場合と、あとは第 2世代の子で、よく

イスラムについてあんまり分からないから勉強しに行こうと思って行くけど、そこでいろ

いろなことを批判されてしまって、なかなか行きたくなくなってしまったっていうことが、

よく話で聞いていてあるので、何か、モスクに行く人たちが、もうちょっと緩い視点って

いうか、緩い考え方で、分からないから勉強しに来てるっていうところをもうちょっと見

つめたほうがいいかなって。そういうことを分かっていたら、勉強しに行かないかもしれ

ないけど、分からないからもうちょっとイスラムに近づきたいと思って行っているのに、

批判されちゃって行けなくなるととってももったいない気がするので、もうちょっと何か

その人の努力っていうもの、気持ちっていうものを、もうちょっと尊敬できるような態度

でいたほうがいいのかなと思ってしまったのと、あとよくモスクではない場所なんですけ

ど、ムスリムの方と話をすると、男の子は日本にいて日本の学校に行ってもいいけれども、

女の子は、ある程度の年になるまでパキスタンに送ってしまったりとか、親族に育てても

らうっていうケースもよくあるんですけど、そういうのを聞いていると、やっぱりお母さ

んの気持ちとかを全然考えていないなっていうところが、すごい自分としては、ちょっと

おかしいんじゃないかなと思うので、もうちょっと戒律とか、そういうこういう教えがあ

るっていうところに、厳しくならずに、気持ちっていう面を尊敬できるようになったほう



32 

が行きやすい場所になるかなとは思いました。 

 

アミン イスラムに興味を持ってきてせっかく来てくれているのに、あまり良い態度、ウ

エルカムな態度でないともったいないということですよね。あとは女性に対しての開かれ

ている場なのかっていう、大きなことだと思うんですが、ちょっとそれについて深くいく

前に、リームさん、せっかくエジプトのモスクと日本のモスクの考え方、両方をご存じだ

と思うので、そこでの違いだったりとか、共通点だったりとかをお聞かせ願えますか。 

 

リーム ありがとうございます。正直私、日本に来てからのほうがモスクに通っている程

度が多くて、エジプトだったらどこでもモスクがあって、自分のうちの下にもモスクがあ

って、本当にどこでもあって、基本的にはラマダーンだとみんな集団で、礼拝に向けて行

くんですけれども、別にその礼拝のためにとか、あっすいません。一つ追加しないといけ

ない。子どものとき結構、モスクっていうよりも、ダール・タフフィーズ・クルアーン。

クルアーンの何か専門学校にずっと通ってて、夏休みになると、ずっと通ってて、そこで

クルアーン勉強してたんですよ。それが基本的に日本と大きく違うのは、コミュニティ、

自分のアイデンティティを見つけにいくというよりも、クルアーンを学びながら、language 

schoolにも通っていたので、宗教を捨てずに言葉を覚えたりとかっていうふうに私の親が

考えてくれて、そういう教育を受けてきたんですけれども、日本のモスクとどう違うかと

いうと、まず日本のマスジド、あちこち足を運んでいくと、いろんなコミュニティがあり

ます。 

 先ほど話を聞いて、大塚に行きますと、基本的にパキスタンのコミュニティが強くて、

目黒の小学校で集まりがあるじゃないですか。そこでもモスクができた 1年前にできて、

そこにも足を運んだりとか、あちこちのマスジド、行っていたのは、いろんなコミュニテ

ィを見に、自分にとってすごい気分転換になってる。 

 あと、日本の中で、やっぱり自分はムスリマだなっていうアイデンティティを忘れずに

強めるために行って、楽しみながら行っていて、全くそういう気持ちになったことがない

ので、女性ムスリマが 1人で行くのは、拒まれたり、いろいろ聞かれたりする気持ちは全

くなかったので、今、話を聞いて、やっぱり違うなと思って、多分、外国人が来ると、日

本生まれ育ち、片方の親が日本人、半分日本人、半分外国のアイデンティティを持つのと、

全然違うところというふうに聞いて驚きました。 

 話を戻しますと、エジプトのマスジドは、基本的に何か、色がそんなに、色が豊かって

言えないんですね。そんなに(聞き取り不可)が多くなくて、基本的にエジプト人がエジプ

トのマスジド行くっていうのはあって、エジプトの場合は、そんなに女性は必ずしもマス

ジド行って、集団礼拝しようっていう考えは、イスラム的にも、そんなに別に女性は行か

なくちゃいけないっていうことはないから、そこまでは行ってなくて、でも、クルアーン

の覚えには行っていました。礼拝所としてじゃなくて、クルアーン覚えに行っていたのは
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長かったんですね。日本のマスジドに行ってるのは、違う目的で日本におけるイスラム世

界を見つけ出しに行っていたのと、あと自分のアイデンティティを忘れずにいっても、イ

スラムのアイデンティティを強めるために行って、非常にあちこち行って楽しんでいます。

そういう裏話、コミュニティ同士のけんかとか、そういう世界はあんまり私には見えてい

なくて、楽しんでいます。 

 

アミン 例えば、パキスタン系とかインドネシア系とかっていうのをむしろ楽しむってい

う。 

 

リーム そうですよ。私、外国人同士の話聞き合うとか、ラマダーンのときは温かい気持

ちを感じるだけなんですね。多分、いろんなコミュニティに話し合っているから、最初か

らそういうあまりけんかの話は、多分、出ない。普通の流れだと出ないですね。修士課程

のときは、日本におけるイスラム教徒が直面する問題について、研究ちょっとしていたん

ですけれども、そのときはアンケートとか聞き取り調査のときに、日本で直面する諸問題

について聞いて、そのときは本音出してくれたんですけど、でも、マスジドにおけるいろ

んなコミュニティ同士の、その押しつけなどの話はあのときは出なくて、どちらかという

と、日本におけるハラールフードはなかなか見つからないとか、礼拝所は非常に欠如して

いるとか、そういった大きな問題。あと、結婚相手が見つからないとか、そのような問題

は、調べたときはそのような問題が出てきていたんですけれども、自分自身は、こうやっ

て押しつけられたり、逆にどちらかというと、ボーンムスリムとして見られているから、

そんなに教えられるほうじゃなくて、逆に教えてみたいな立場にはなっているというのも

あったと思います。 

 

アミン 日本で生まれ育った方とそうでない方で、もしかしたら違いがあるのかもしれな

いですし、そうですね。何かちょっと女性の話が結構上がってきていますが、例えば、ア

メリカなんかとかでは、かなり大きな運動になっていて、女性、なんていうんでしょう日

本語で、要するに何が起きているかというと、女性がモスクに行ってもウエルカムされて

いるというふうに感じないというのが、かなりかなりものすごい問題視されていて、北米

における大きなイスラム団体とかが、確か 2015 年だか何だかに、もう全国というか、北米

全土のモスクに一つの共同声明文みたいなものを、ISNAと ICNAと MSA Nationalと Muslim 

Student Association、要するに北米の巨大な団体大体全部が、一緒になって、共同声明文

みたいな形で、女性をもっとウエルカムしてください。簡単に言うと、女性をもっとモス

クでウエルカムしてください。今の状態はおかしいですっていうような共同声明文を出し

て、かなり大きな運動になっていたり、ドキュメンタリーが作られていたりっていうのが

何年かずっと起きていて。 

 その中で幾つか、その女性がなぜウエルカムされていると感じないかっていうのがある
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んですが、例えば、ある女性の活動家で、サイドエントランスっていうウェブサイト作っ

たのご存じの方いらっしゃいますか。サイドエントランスっていうウェブサイトを作って、

彼女が何をしたかっていうと、女性の部屋と男性の部屋の違いが気になると。かなりオブ

ラートに包んで言いますけれども、女性のサイドエントランスっていうのは、女性の要す

るに、大体モスクにおいて女性の入り口っていうのは、もう横にちょっと非常口だったり

とか、何かちょっと怪しい階段を登らされたりとか、部屋もものすごく汚かったりとか掃

除がされていなかったりとか、向こうで話題になるのが、隔たりがすごく気になるってい

うのがよくありますね。ある時期を境に隔たりが、男女の隔たりが、壁とかっていう形で

徐々に増えてきて、それを問題視し、そこでの法学としては、それはイスラム的に必要な

いんだっていうような見解を出す人たちがいて、もちろんそうじゃない見解の人も相当数

いるんですけど、日本におけるモスクにおいて、男女の扱われ方の違いってあると思われ

ますか。どなたか、もし。 

 

グフロン 関係ないかもしれないんですけど、モスクツアーとかやっていると、まず絶対

にある質問が、なんで男女分かれているのって聞かれるんですよね。男性が下で女性が上

ってなんでっていうふうに聞かれるんですけど、僕、そういうふうに聞かれたときに、答

える方法が、神様の前で礼拝をするときにやっぱり集中しなければいけないし、男女一緒

の所で礼拝すると、異性がいるというので、気持ちが集中できなかったりするし、女性も

男性がいたら気にしてしまうとか、やっぱりスジュードするときとかに、気にしてしまっ

たりもしてしまうので、それでお互いに気にせずに神様に対して集中して神様に礼拝する

ために分かれていて、女性は男性も気にせずに 2階という特等席で、きれいな景色を見れ

る席でお祈りできるんですよっていうふうに言うんですよ。 

 大体、日本人は最初、男女差別みたいな感じで男女別にしているのかなっていうことで

質問してくるんですけど、それでそういうことを言うと、結構、ああ、そっかそっかとい

う感じで。ジャーミイの場合は、男女の入り口、女性は右からも入れますけど、真ん中か

らも入れて、特に壁もなくて、その理由としては、ちゃんと集中できるようにっていうこ

とで、上下分かれているんですけど、モスクによっては、やっぱり女性が完全に見えない

ように壁でボンっていうふうにしている所もあったりして、それはちょっとこう思ったん

ですけど。 

 

アミン 分かりました。あとはその女性の礼拝室が、さっきシャヘレヤールさんが通って

いるモスク二つともないっていうことだったんですが、例えば、またアメリカの話にはな

ってしまいますけれども、それもまた問題視されていることの一つとしてされていて、そ

の女性はモスクに行かないでもいいんだというような見解ももちろんありますが、コミュ

ニティの中心としてモスクに通いたいだったりだとか、他のムスリムと出会いたいだった

りとか、そこで子どもに勉強させたいだったりとか、いろんな思いがあり、それこそ礼拝
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以外の社会的な機能も期待してモスクに行くけれども、あっ、ちなみにさっきのサイドエ

ントランスっていうあれを始めた、ヒンド・マッキさんっていう女性の活動家は、ずっと

モスクを居場所として感じていたけれども、ある日行ったモスクで、お祈りしに行ったら、

女性は入れませんというふうに言われて、それにかなり怒りを感じて、このあれを立ち上

げてものすごく大きなことになったのですが。シャヘレヤールさんの通っているモスクに

は女性の礼拝室がないっていうことですが、さっき、アリアン君、そしてマリクさんに今

後の日本のモスクのあり方がこうあってほしい、こう変えていきたい、ここは変えたくな

いっていうようなところも、もちろんあると思いますが、シャヘレヤールさんとして、今

後のモスクはどうあるべきかっていうのを、女性のこともちょっと含めてですね、ご意見

伺えれば。 

 

シャヘレヤール 僕が行っている、一応、法学の問題がどうしても出てくるので、それは

もうみんなに話をしたら長くなっちゃうので、あとで個人的に聞いてもらっても、大丈夫

ですので、法学もちょっと絡んでくるんですよね、それが。学者の意見もやっぱり分かれ

ているので、モスクのやっぱりちょっとそういう思考というか、そういう考え方も変わっ

てくるので。でもパキスタンとか、そういうムスリムの国では、男性はモスクに行って、

そういう交流する場があって、女性はそれ以外にもたくさんのコミュニティっていうか、

そういう集まる場所みたいなのがあるんですよ、何か、他にも。だけど、日本っていう場

所はもう例えば、そういうモスクは男性だけ来るってなったら、女性は本当に居場所って

いうのが、日本人ムスリムの中でも、男性よりも女性のほうが多い。その人たちのために、

モスクは駄目ですよって言ったら、本当に彼女らの居場所がなくなってしまう。 

 だから、そういうちょっと工夫するっていう意味で、今、一応、一ノ割とかそういう群

馬のほうでは、誰かの家とかで、毎週そういうプログラムとか、そういう女性向けのね、

モスク以外の場所でそういう集まりみたいなものやってるんですね。 

 もうちょっと僕が思うには、分かりやすく、そういうちょっと家だったら、行きづらい

とか、誰かの家、アットホームですごい結構いいって意見もあるんですけど、逆によかっ

たっていう。でも、いきなりそういう所に行きたくないっていう人たち向けには、僕的に

は、スタイルとしては、御徒町か、トルコジャーミイが、ちょっとこれからいいかなって。

そういうモスク以外の場所でちょっとそういう交流じゃないけど、何かそういうスペース

みたいなのがあって。御徒町だったら、1 階のそういう何か、モスクとは別にあるんです

ね。モスクは例えば、本当にお祈りの場として、それ以外は、他の場所でするっていうか、

そういう場所ができれば問題ないかな。 

 そういう場所で女性の方もこれから、僕は男性がメインで今そういう活動をしているん

ですけど、女性の 2世の子のほうが圧倒的に多くて、どうすればそういう人たちがもうち

ょっと交流して、イスラムの知識とか、信仰深めるようになるかっていうのを、やっぱり

すごい考えていて、そういう意味で、今、思っているところでは、そういう御徒町とか、
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何かそういう場所を用意してあげる。家とかよりも、イスラミックセンターみたいな感じ

でやってあげると、そういう 2世とかの人たちもそうだし、日本人向けにもなる、入って

いきやすいとか、いろいろ常に。他のモスクだったら、イマームも大体、日本語分からな

い、基本的に。誰か日本人がいきなり行っても、イスラムのこと教えてくださいって言っ

ても、誰も対応できないっていうのが、現状で。そういう常に誰かがいて、対応できる人

っていうのがあると、そういう意味で、御徒町とか、トルコジャーミイとか、神戸とかも

強いんですよね、やっぱり行きやすい。パキスタン人とかそういう親世代の人たちはあん

まり活動分かっていないけど、でも、逆にそういうモスクはあんまり日本人の人たちは来

ない。そういうのがあるので、僕の今、そう思うスタイルとしては、やり方としては、何

か、そういうスペースを用意してあげる。 

 例えば、そういう工夫、法学のほうでもちょっと問題とかいろいろあるから、それで 

争う必要はないし、それで。それよりも何か工夫して、そういう同じような場所をつくっ

てあげれば、それで解決するんじゃないかなって。それが、御徒町とかトルコジャーミイ

とか、うん、思います。そういうスペースがあると。 

 

アミン モスクのスペース以外でのスペースというのは、男女共通して若者だったりとか

にっていうこと、女性をモスク以外の所でっていう。 

 

シャヘレヤール いや、モスクの隣にでも、中でもいいけど、建物の中にそういう部屋と

か。 

 

アミン 女性のために。 

 

シャヘレヤール 女性のためにとか、男女もこれは個人の本当はあれなんですけど、気を

付けなくちゃいけないっていうのは、普段でも、例えば、そういう男女と一緒になる場っ

ていうのは、日本では普通にあるんです。そういうときに、じゃあ、その女性が出ている

から駄目とか、そういうことを言っていたら、日本で生活していけない。 

 だから、大事なのは、自分がまずそれを気を付けること、目を伏せたりとかそういうこ

とを男性も女性ももちろんやっていくことが、それがもちろん重要、大事なんですよ、そ

ういう場所で。ちょっとデリケートなんですよ、そういうのは。だから、そういう、柔軟

に対応するためにちょっとそういう工夫っていうか、学校の問題もまさに、それもすごい

大きい問題だと思うし、かといって、それがそのデリケートっていうのも現実なんで、そ

れもだから、みんなには分かってもらいたいっていうのはあるんですよね、そのデリケー

トな部分。 

 だから、アリアンが言った、春日井のモスクも少しそういうイスラム過ぎるっていう傾

向、それもまさに分かるけど、そう言いたいこと。かといってそれが要らないって言った
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ら、そういうわけでもないし、それもそれであっていいし。トルコジャーミイはトルコジ

ャーミイであって僕はいいと思うし、御徒町、そういう感じで、何か、何だろうね。自分、

そういう総合的な、何かそういう場があればいいんじゃないかなって、そう思いますね。 

 

アミン 分かりました。先ほど、モスクに若者があまり来ないっていうのと、あとは、中

学生以上になったら、もうこの人たち来ないだろうなっていうふうに思うとかっておっし

ゃっていましたし、そうなったらモスクは建物だけになってしまうというようなこともお

っしゃっていましたが、若者たちがモスクに礼拝の場としてだけではなく、モスクに社会

的な機能も期待するべきだと考えますか。それとももう礼拝の場として使ってもらって、

あとはモスク以外のスペースで、モスク以外の場で、何かちょっと充実させればいいと思

いますか。 

 

シャヘレヤール モスクはもう預言者さま、サッラッラーアライヒワサッラムの時代から、

礼拝の場だけじゃなくて、他にもたくさんの活動があったんですね、モスクの中で。だか

らそれは、全然あっていいと思いますね。モスクの中でも社会的援助とか、そういうもの

があったりとか、あと結婚とかもまさにモスクの中でやってきていたものだし。そういう

意味では、2 世とかも、彼らのためにも例えば、そういう 2 世、大体会っていると、あん

まり社会的なことで悩んでいる人は少ないんですよね 2世で。むしろ第 1世代の中で困っ

ている人、ビザの関係とか、仕事の関係とかで、むしろそっちのほうが困っているってい

うのが現状。若い人たちは、逆に、モスクの必要性というか、あんまり人混みは嫌だとか、

そういう感じの話とか聞いたことがあるし。あと、やっぱり言葉が分からないとか、通訳

する日本語のあれがないとか、そっちのほうが問題になっているので。そういう社会的な

問題、もちろんそれは必要だと思います。いろんな意味で援助っていうか。大塚みたいに、

マーシャーアッラー、ああやってサポートするのもすごい大事だし、いろんな活動ってい

うか、モスクのそういう礼拝の場、もちろん礼拝の場なんですけど、それ以外にもたくさ

んのことが可能なので、そういうのはもちろんやっていったほうがいいと思います。 

 

アミン ありがとうございます。ちょっとこの後、休憩になりますので、一つだけ最後に

グフロンさんにも今後のモスクのあり方だったりとか、モスクはこういう場であるべきだ、

だったりっていうのを、ご意見お願いします。 

 

グフロン お話を聞いていて、思ったのは、モスク 2種類あって、第 1世代的なモスクと

第 2世代的なモスク、2 種類あるのかなって思ったんですけど、第 1世代的なモスクって、

いかに日本の社会の中で、染まらずにムスリムとして生きていくか、みたいな、どちらか

というと排除っていう考え方が強いと思うんですよね。 

 それってモスクだけじゃなくて、実は友愛に通っていたときも、その第 1世代の教師が
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ほとんどだったんですけど、第 2世代は僕しかいなくて。第 1世代の教師は、いかに子ど

もたちが悪い影響を受けずに日本でムスリムとして成長するかっていうことに専念してい

て、なので、自然とやり方が、あれは駄目で、これは駄目で、これは良くないから、駄目

駄目駄目っていう感じなんですよ。 

 やっぱり日本生まれの子どもたちにとっては、友達はみんないい人だし、楽しい仲間だ

し、だからそういうことを言われることの意味が分からない。日本人もヒジャーブ着けて

なくって、お祈りしないだけで、ムスリムのような人たちばっかりだから、それのどこが

悪いんだっていうふうに思ってしまうわけで、きっとその 1世代的なモスクって、排除の

精神がちょっとあるから、だから第２世代の自分たちとしても、第２世代の自分たちは、

日本に生まれているわけですから、どちらかというと日本人なわけですよね。だから、そ

の日本人を排除しようとしている団体の中に、首を突っ込むとやっぱり居心地が悪くなる

のは当たり前で、それが居心地の悪さに出るのかなっていうふうに思いました。 

 で、２世代的なモスクっていうのは、東京ジャーミイってどっちかというと２世代的な

モスクで。彼らがやろうとしているのは、ノンムスリムをいかにしてモスクに連れて来る

かっていうことをやっているんですよね。 

 それで、モスクは大きいし、有名だし、だから礼拝をするムスリムは、1世代、2世代関

係なく、きっと来るんですよ、東京ジャーミイには。活動とかがなくても、礼拝したかっ

たら来るし、金曜礼拝来るし、だからもう既にイスラムのことを分かっていてある程度理

解してるムスリムには、特に何もしなくても来るだろうと思っていて、だから彼らがやら

なければならないことは、その日本一大きくて、きれいなモスクにして、そこを入り口と

して、ノンムスリムの日本人とか、あとはちょっとムスリムから離れそうな若い人たちが、

来れるようなきっかけづくりをいかにしてやろうかっていうのを考えているわけですね。

なので、どっちかというとダーワ、ダーワのためのモスクというか。もちろん礼拝のため

にも来れるし、だけどやっぱり役割としては、イスラームの入り口として、日本で輝くモ

スクっていう感じのイメージがあって、僕もそこでいろいろ質問を受けたり、説明をした

りとかするんですけど、別に僕も普通の格好をしているし、普通の日本語で流ちょうに話

すし、全然普通なんだよっていうのを、そこで入り口として人と話したりもしますし、お

花の仕事もおかしな話になるんですけど、お花も結構、モスクの中ってお花の装飾あるん

ですよ。偶像崇拝禁止だから、イスラム的にお花の装飾とか、カリグラフィーが発展した

ので。お花とか植物自体も天国の、楽園の象徴だったり、神様の創造物っていうのもあっ

て、僕はお花を通して、ダーワをしたいと思っているんですね。 

 だからモスクでワークショップとかっていうのもやるんですけど、何かそういう間接的

なやり方で、東京ジャーミイは人を呼んでいて、それがこうノンムスリムとか、ノンムス

リムに対して居心地がいいっていう感じのモスクは、絶対に第２世代に対しても同じよう

に働くはずなんですよ。もしその全然イスラム知らない人が、居心地いいって感じるんだ

ったら、イスラム知ってる人はもっと居心地いいって感じるだろうし、なので、居心地が
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いいモスクっていうのは、きっとムスリムだけではなくって、知識のある人だけでなくっ

て、本当にいろんな人が入れるような場所なのかなって思いました。 

 今の時代、インターネットとか書籍たくさんあるので、勉強したいと思えば YouTube見

たりとか、取りあえず検索したりとかできるので、別にモスクに行かなくても、本当は知

識って集められて、何のためにモスクに行くかって、やっぱりそのきっかけのためなのか

なって思ったんですけど。やっぱりインターネットとかで調べて、YouTube とかで見て、

イスラム気になった人が、じゃあ、実際にムスリムの人に会ってみたいとかって思ったと

きに、きっとモスクにやって来て、イスラムの人を知って、クルアーンを実際に手に取っ

て、感動したり、影響を受けたりっていうことがあると思うので、僕はこれからの日本の

モスクは、もうちょっと、もう出来上がったムスリムが自分たちを守るために活動する場

所ではなくって、出来上がったムスリムを中心に、まだ迷っているムスリムとか、これか

らムスリムになりたいと思っている人たちがきっかけになるような場所になってほしいな

っていうふうに思います。 

 

アミン 非常に将来性を感じるかっこいいお話を、東京ジャーミイがさらにおしゃれにな

ってくる感じ、グフロンさんの手によって、分かりました、ありがとうございます。ここ

から 3時半頃までですね。3時半からまた第 2部を開始しますが、礼拝の時間であったり、

後ろに飲み物だったり、お菓子もありますので、ご自由にお飲みください。会議自体は 5

時頃に終わる予定ですので、そのときに礼拝されたい方はそれでももちろん構いませんが、

一応、休憩と礼拝の時間とさせていただきます。また、3時半にお戻りください。 

 

店田 ハラールのお菓子が置いてありますから、ハラールのお菓子しかないですから。 

 

アミン あと、簡単なアンケート今、ここに置きますので、休憩の間にですね、オブザー

バーのかたがたは、ご記入いただければと思います。お願いします。 

           （第 1部 終了） 
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第２部 モスクの外の居場所について考える 

 

アミン はい、皆さんお戻りいただけたと思いますので、第 2部を始めさせていただきま

す。その前に、最初に皆さん自己紹介をオブザーバーの方にもしていただいたんですけれ

ども、その後にいらっしゃった方にも。 

 

カリール 3人。 

 

アミン はい、3 名いらっしゃるということなので。中村優平君から自己紹介と、今、モ

スクの現状と課題だったりとかっていう、次世代の視点から語っていたので、もしそれに

ついて何かあればお願いします。 

 

中村 中村優平です。本日はというか、福岡出身で 3日前に上京しました。よろしくお願

いします。モスクの課題としては、私が住んでいる地域では、パキスタン、バングラ系、

南アジア系の方のグループと、アラブ系のグループと、マレー系のグループの、三つのグ

ループが多分、言語の壁とかがあって、うまくコミュニケーションが取れない、かつ、や

っぱり自分たちのイスラムの実践の仕方が、やっぱりみんなにとって一番いいものだって

いう思いやりから、その三つのグループがお互いのこれが一番いいんじゃないかなみたい

な感じの思いやりが逆に、何ていうんですか、お互いを否定してしまう部分とか、何かち

ょっと決裂している部分がちょっとマイナスに出る部分があるのが、私の地域で感じるこ

とです。でも、はい、楽しいです。はい。よろしくお願いします。 

 

アミン よろしくお願いします。梅田ユミコ様で大丈夫ですね。 

 

梅田 はい。アッサラーム・アライクム・ワラフマトゥッラーヒワバラカートゥフ。皆さ

んこんにちは。梅田ユミコと申します。私は、今年の 3月に大学を卒業しまして現在、社

会人 1年目の IT業界で働いております。アウファちゃんをご存じの方いるか分からないん

ですけれども、友達でして。 

 

グフロン あっ、アウファの兄です。 

 

梅田 きょうは、初めてお会いするかなって思っていて。 

 

グフロン 今、ジャカルタに。9月末に帰ってきます。 

 

梅田 はい。本日のヤングムスリムの課題について感じていることは、私は千葉の船橋市
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に住んでいるんですけれども、自分の住んでいる所から近いモスクですと、西千葉にある

モスクなんですけれども、そこにときどき行っていまして、お母さんがそこのムスリムの

女性のリーダーというか、まとめる役をしておりまして、私もお手伝いで参加させていた

だいているんです。 

 そこでは、インドネシア人が日本人の男性と結婚して、その旦那さんのイスラム教に改

宗するっていうことが結構、いらっしゃいまして。最初はあまり慣れていないんですけれ

ども、そういう方たちと接するのが。でも自分が、心を開いて、私も同じムスリムだって

いうことをアピールして、お互い思いやりの心を持って接すると、何か、さらにいいこと

があるのかなというふうに思っております。ちょっときょうは遅れてきてしまったんです

けれども、最後まで参加させていただきたいと思っています。では、皆さんよろしくお願

いいたします。 

 

アミン ありがとうございます。拍手してくれた。はい、じゃあ、今までオブザーバーの

かたがたを含めモスクの現状だったり、課題だったりとかを次世代の視点から語りました。

第 1世代がモスクに求めているものと第 2世代、あるいは次世代がモスクに求めているも

のが違うのではないかというようなことも話に上がっていましたし、これからモスクに限

らずですね、モスク以外の居場所っていうのが、モスク以外の居場所っていうのが必要な

のかっていうような話に徐々に移っていきたいなというふうに考えています。 

 先ほどの話に何度も上がっていましたように、モスクごとによって違いはかなりあり、

例えば、一つくだらない話なんですけど、最近ある調査の関係で行ったモスクで、全然関

東圏ではないんですけど、モスクを建てるときに、パキスタン人が建てるってなったとき

に、女性の礼拝室は要らないだろうっていうような考えのもと建てると。ただ、そこは 6

割ぐらいがインドネシア、マレー系の人たちなので、インドネシア系の人たちがいやいや

それはおかしいだろう、女性の礼拝室もつくろうっていうような話になりまして。最近そ

こにずっと通っているムスリムの方にいろいろ聞かせていただいたんですけど、インドネ

シア人の男性が、泣きながら訴えかけるような、それはおかしいだろうっていうようなシ

ーンもあったり。結果としてそのモスクには女性の礼拝室が、一応、できたには、できた

んですけど、先ほどの中村さんのお話にもあったように、それぞれの方がそれぞれのやり

方を正しいと思っていたり、それぞれのやり方が良いやり方、一番最適なやり方、一番最

も理想的なやり方なんだっていうようなことを思っていたりとか。 

 それに影響されて、モスクごとの特徴とかもいろいろ出てきたりとか。ただ、やっぱり

現状として、モスクの数はかなり多いとは決して言えない状態で、絶対量として少ないの

で、じゃあ、私はあのモスクに行こう、僕はあのモスクに行こうっていうようなチョイス

がそもそもそこまでないのではないかなと。たまたま自分が生まれた所の近くにあるモス

クがどういうモスクだったかによって、かなり影響されるっていうようなことですね。 

 それを受けてモスクをじゃあ変えていこうっていうような動き、きょうもかなり楽しみ
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なご意見がいろいろと伺えましたが、モスクを変えていこうっていうような動きもあれば、

モスクにはもう求めない、もしくはモスク以外の場所も必要なんだ。モスクも必要だけど、

モスク以外の場所も必要なんだっていうような動きで、モスク以外の所で、例えば次世代

が集える場所だったり、例えば、改宗者の方が集える場所、例えば女性の方、何でもいい

んですけど、集える場所みたいな形でモスクを変えていくパターン、そしてモスク以外の

所で新たな場所をつくっていくパターンですね。 

 サードスペースっていう言葉が今、後ろにあるんですが、そういった場所のことをサー

ドスペースっていうふうに呼んでおります。モスクでは決してないんですね。モスクに、

たまに親世代の話している中で聞くのが、モスクに来ない人たちもうイスラムから離れて

いるよねとかっていうような言い方をたまに耳にすることがあるのですが、必ずしもそう

ではなくて、きょうもお話にありましたように、モスクには行かないけれども、立派なム

スリムで、ムスリムとしての確固たるアイデンティティを持っていてというような方もい

らっしゃると思います。そういったかたがたは、モスク以外の所で例えば、ムスリムとつ

ながっていたり、宗教実践をしていたり、違う所で礼拝をしていたりっていうようなこと

が行われているというふうに思うんですが、そういったことを含めて、皆さんにご意見、

もしくは皆さんが居場所をどこと感じているのかというようなのをいろいろとお伺いした

いなというふうに思います。 

 いろいろと今アンケートのほうをお答えいただきまして、ありがとうございます。居場

所と感じている場所と、ムスリムと日常生活の中で出会う場所っていうのが、全く一緒な

のかそうでないのかっていうのを少しきょうはお話しできればなとこれから思うのですが。

人によっては本当に全く一緒で、ムスリムと日常的に出会う場っていうのと居場所と感じ

る場っていうのが全く一緒だと。ただ人によっては、全く違っていて、例えば、居場所と

感じる場所にモスクは入っていないけれども、日常的にムスリムと出会う場はモスクであ

るとかっていう方も今、何名かいらっしゃったので、ちょっと当てちゃって申し訳ないの

ですが、何人かこちらでちょっとぜひご意見を伺いたいなっていうような方をピックアッ

プしますので、まず、先ほども中村さんに話していただいたので、またちょっとご意見を

伺えればと思うのですけど。モスクを必ずしも居場所とは感じてはいないけれども、日常

生活の中で、ムスリムと接することのある場所の中にモスクっていうのがあるんですけれ

ども、モスクを必ずしも居場所と感じないっていうのには、何か理由だったりとか、ちょ

っとその辺をお聞かせ願えますか。 

 

中村 私は、モスクから 2時間ぐらい離れている家に住んでいまして、もともとあまりそ

のモスクの地域の 2世たちとも、最近仲良くはなったんですけれども、もともとはあまり

仲良くなかったんですね。 

 そして、私の世代の人たちがあまり多くなくて、みんな中高生で、やっぱりガキんちょ

って感じなんですね。で、大学生は、もう 4人かな。モスクに来る人たちがいなくて、そ
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れも今年初めて仲良くなったんですよね。それまでは、何ていうんだろう、友達がいなか

ったので、モスクに行って、礼拝をする。で、大人たちは、何ていうんですかね。大人た

ちの話にも入っていけないし、ガキんちょたちと話してても、俺はもうその時代を通り抜

けたぜみたいな感じなんですよね。 

 だから、何だろう、孤独ではない、孤独だったのかな。孤独だったので、あまりモスク

に居場所は感じなかったです。あと、えっちょっとしゃべり過ぎですかね。 

 

アミン いや、どうぞ。 

 

中村 何か、マスジド学校に 6年間通っていたんです、中高生の時代のときに。そのとき

に、今は、もう改善されつつあるんですけど、そのときにアラビア語とクルアーンの先生

が、アラブ人だったんですね。しかも、そういってモスクで無償で、無償っていうかちょ

っとお金が出るらしいんですけど、それを教える人たちって、イスラム！みたいな、みん

なに、ダーワするぞ！みたいな人たちが当時は多くて、日本語ができないんですね、まだ、

日本のことはよく分かっていないから。だから、どぎついアラブなまりで、it is very 

important みたいな感じで、ずっとマスジド学校で、何ていうんですかね、アラビア語と

かクルアーンとか教えられて、日本の英語教育だったら、私、公立学校に行っていたんで、

日本の英語教育ってそこまでないじゃないですか。分からないんですよね、宿題も分から

ないし、何を言っているかも分からないのに、永遠に怒鳴られて怒られて、それでちょっ

と私、本当に PTSD的なものが発生してしまって、モスクの教えてくるおじさんたちを見る

と体が震えてしまっていたんです、その、冷や汗が出て。 

アッサラーム・アライクムって話し掛けられるのも怖いから、モスクで取りあえず、永

遠にお祈りをしているふりか、それかもし入り損ねたら、入り口の所で先生たちがお話を

していたら、そのモスクの入り口でちょっと歩いている歩行者のふりをして、いなくなる

まで待って、いなくなったら、ダッシュで礼拝室に入ってみたいな感じで、モスクが怖か

ったんです。で、友達もいなかったんです。 

 だから、居場所ではなかった。今、少しずつ変わりつつあるんですけど、という意味で、

モスクのやつを書いてなかったです。すいません、しゃべり過ぎました。 

 

アミン いえいえ、貴重なご意見ありがとうございます。モスクは怖かったしモスクにい

る人たちも怖かったけれども、イスラムから必ずしも離れていた生活だったというわけで

はないんですよね。 

 

中村 お祈りは、はい。逆に、誰もいないから、しかも日本人の友達に話しても分かって

くれないから、そこでアッラー！みたいな感じで、逃げていました、私はその逆に。お願

いします！みたいな感じで、です、はい。でもあの本当に、何ていうんですかね。態度は
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悪くて、例えば、親が 2時間モスクに運転してくれるんですけど、その間にずっと、お母

さんの運転する座席の後ろを蹴りながら、なんでマスジドに連れていくんだよ！みたいな、

で、マスジドに着いたら、アッラー私を許して！とか、何かもう矛盾した生活をして、そ

のときは。はい、そういう経験があります。 

 

アミン ありがとうございます。そうですね、なので、いろいろな貴重なご意見をありが

とうございます。モスクが嫌でも、イスラームは嫌じゃないっていうようなことも非常に

興味深いなっていうふうに思いました。 

 それ以外にも、今友達がいたかいないかっていうような話になりましたアリアン君が、

友達がいて、そこが居心地の場で第 2の家でっていうような理由の一つに友達がいること

っていうのを挙げていました。すいません、富岡さんに当ててしまうんですが、モスク以

外でのムスリムの集まりとかっていうところで、そこでは例えばどういう方と出会うんで

すか。日常的にムスリムに接することのある場所として、モスク以外でのムスリムの集ま

りっていうようなところをご回答いただいたんですけれども、そこは必ずしも居場所では

ないっていうようなことだったのですか。 

 

富岡 まず居場所について言いますと、ただモスクとかにはチェックしていなくて、とい

うのは、多分、先ほどの第 1部でコメントしたように、近くにあるモスクが行きづらいモ

スクだったので、別に居場所じゃないなって思ったのと、そういうモスクがある中でも、

東京ジャーミイは落ち着く場というふうには言ったんですけれども、居場所っていう居場

所じゃないなって、フラッと行って落ち着く場。たまに行きたいなって思うようなそうい

う場ではあるんですけれども、居場所って呼べるような場では、近くにあるわけでもない

ので、そういう理由でチェックしていなくて。ムスリムと接することのある場所って、多

分、学校とモスク以外のムスリムの集まりにチェックしたと思うんですけれども、今の大

学がかなりムスリムの方が多くて、割と小さいキャンパスで二つの学部しかない所なので、

そのキャンパス内でムスリムコミュニティみたいなのができていて、その中には、留学生

がほとんどなんですけれども、私がよくしてもらっているのが、日本人の改宗したムスリ

ムの方だったり、私と同じように、ムスリム 2世で、ハーフの方とかが、結構いるので、

学校のそういうコミュニティが今、一番私にとって、落ち着いて居場所があるなと思う場

所になっています。 

 で、モスク以外でのムスリムの集まりでムスリムと接することがあるのは、多分、アミ

ンさんが立ち上げた SYMはこれに当たるのかなって思って、それにチェックしました。第

2 世代が集まるようなスペースだったり、友達を通して紹介して会うことが多いので、そ

ういう意味で、モスク以外でよく会ったよなって思いました。もちろんモスクでも会って

友達になるっていう人もいるんですけれども、そういう例です。 
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アミン 分かりました。ありがとうございます。モスク以外でのムスリムの集まりってい

うところなんですけど、亀山カリールさんは、日常生活において居場所と思う場所で、モ

スク以外でのムスリムの集まり、を居場所と感じていると。そこがかつムスリムと日常的

に接する場所でもあるっていうことなんで、それについて少しお願いします。 

 

亀山 多分、私モスクと、両方。 

 

アミン 日常的に接することのある場所はモスクとモスク以外でのムスリムの集まりの両

方で、居場所と感じているのはモスク以外のムスリムの集まりのみってなっています。 

 

亀山 そうですね。モスク以外での集まり、もちろんモスクでも、そういう集まりってい

うのがあると思うので。もともと私、ここ生まれて 5歳ぐらいまでいて、その後、大学ま

ではずっとパキスタンで育てられたので、戻ってきたときに私がいつも通っている、浅草

のほうのモスクなんですけれども、そこは割とパキスタン人だけの集まりで、しかも 50

代ぐらいとかの集まりで、なかなかそこで最初はその第 2世代とか、日本に住んでいるハ

ーフの人たちとか、ムスリムのかたがたとか、会う機会が全くなかったんですね。 

 それで、だから私は、何か、本当に第 2世代っているの、いないのっていう感じだった

んです、ずっと。ここ最近、やはり仕事の関係で、もうモスクとか行くのが週 1回とかし

かなく、ちょっとそれで東京ジャーミィとかも、ちょっとときどき行ったことあるんです

けれども。そこで例えば、アミンさんとかと会ったりも、そのジャーミィのモスクで声掛

けて初めて会ったというのもあって、そこからだんだんこういう何か、そういう第 2世代

のために、何かその先ほどお話が出て SYMとかやってて、こういう集まりとか、この機会

とかそういう場があって、そこで何回か通った、参加させていただいたときにも、ああ、

こんなに第 2世代がいるのとか、こういう問題とか今あるのとか。で、こういうちょっと

集まりとかもあるのかっていうのを感じたので、こういう回答をさせていただいたという

ことになります。 

 

アミン モスク以外での集まり。例えば、今、同じ共通の例で上がっていたのが、SYM と

いう 2年ほど前から若者たちで何かやろうっていうような団体がありますけれども、そこ

を居場所と必ずしも感じない方もいれば、居場所と感じている方もいて、そこでもやっぱ

り違いが、個人差が出てくるっていうようなことですね。 

 登壇者の 4名のかたがたにもモスク以外での集まりについてお伺いしたいんですが、例

えば、アリアンさんは、モスクにかなりの居場所を感じているわけですよね。モスク以外

でのサードスペース、モスク以外での居場所だったりとかの重要性ってあると思いますか、

それとも、もうモスクで大丈夫だっていう感じですかね。 
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アリアン そのモスクの、先ほどもありましたけど、法学的なこともあって、これは結論

からいうと、結構、モスク以外での居場所っていうのを、自分大事にして、それはもちろ

ん二つほどあるんですけど。その一つ目が居場所、そうですね。居場所っていうよりかは、

先ほどから SYMってあるんですけれども、これをちょっと言うと、交流できる場所みたい

なことで、それの自分の中でイメージしている一つの例っていうのは、東京ジャーミイの

1 階にある本とかが置いてあるような場所、そういうのがモスクではないんですけど、ム

スリムが来て、何かいろいろな本とかあったり、あとは何かそこに若者のセンターみたい

なそういった場所が必要だなと思って、それも幾つかの理由があって、例えば自分が何か

抱えている問題とかがあったら、それをシェアとかできたりとか、あとは、同じような仲

間がいて、そこで自分たちの悩みを共有し合う。 

 それ以外に、なぜこういうのが必要なのかなっていう、それは、法学的なことで、ちょ

っといろいろ議論もあると思うんですけど、一つ大事だと思うのは、これ自分の意見なん

ですけど、これから先、社会的な活動として、結婚とか、第 2世代とか、第 3世代これか

ら増えてきて、結婚相手を探すっていうことになったときに、一番多分、親世代も、そう

いう意識を持っている第 2世代もそうだと思うんですけど、一番安心できるのは、やはり

同じムスリム同士での結婚だと思うんですね。そういったところでも、日本の中で、これ

から日本の中で生きていく人として、出会いの場所っていうわけではないんですけど、そ

ういったところを仲介できるようなそういう存在、モスクではない他のところの存在って

いうのは、大事なのかなというふうに思います。そういうところがだんだんと心の距離と

かも近づいて居場所になっていくのではないかなと思います。 

 

アミン いろんな理由がありますけれども、例えば、男女の出会いの場所にこういった場

所、そういう機能になっていくのではないかっていう。 

 

アリアン 出会いって言っちゃうと、なんか言葉的にあれですけど、基本的には、そうい

った相談とか、そういう仲介役になってくれるようなそういう場所が必要だと思います。

それはモスクじゃなくて、もうちょっと気軽に行ける、モスクだとやっぱり神聖な場所っ

ていうことで、あまり大声でしゃべっちゃ駄目みたいなそういったいろいろな方がいます

けど、そこだと普通にいろんな本とかが置いてあったりして、適当にだべりながら、おし

ゃべりしながら、そういった悩みとか共感できて、それと仲介できるような場所が必要だ

なというふうに思います。 

 

アミン はい、分かりました。ありがとうございます。少し関連するのか、関連しないの

か、事前に登壇者のかたがたにお答えいただいたアンケートに 100年後までも持続する自

らの活動でしたっけ、はい、自らの活動の影響を持続させるために、100 年後までも持続

させるためにというようなことを書いていただいたんですが、それについて少しお願いし
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ます。 

 

アリアン それについても書いていて、今、ちょっと交流できるようなそういったちょっ

と気軽な場所というふうにも言ったんですけど、それ以外に必要だと思うのは、これは歴

史的に見てっていう、今、もうちょっと複雑になっていると思うので、このルールが今の

日本でも適用されるかどうか、そんな簡単に適用されるかどうか分からないんですけど。

ズバリ言うと、その知識的機関っていうのは、ズバリ言うと学校なんですけど、そういう

学校が必要だなと思って。それはなぜかというと、例えば、例を挙げますと、イスラムが

入ってきたパキスタンとかイラクとか、スペインとかもそうですけど、コルトバっていう

すごいスペインの町なんですけど、イスラムの中心となった場所なんですけど、そこでな

んでじゃあ 1000年弱、イスラムがその根付いていたかというと、やっぱりイラクとかパキ

スタンとか、マレーシアとかもそうなんですけど、多分、あっち行ってから、イスラムが

届いてから、そこをイスラムっていうその文化っていうか、守るための、何かどっか間違

えちゃったら、そのまた中心に戻って、そこからまた広がっていくような、中心的な存在

としてモスクじゃなくて、その知識を補完できるような、そういう場所が必要だなと思っ

て。それが、もうそれ学校っていうと、もう何十年も何百年も続くものなので、そういっ

た意味で、100 年後っていう意味をそういった言葉を使ったんですけど。今それを、早稲

田とかすごいイスラムとかの研究はしているんですけど、ムスリムによるムスリムのため

の、学校が必要で、そこで、ムスリムの立場からっていうのかな。日本の中で一つだけっ

ていうか、中心となるような、そういう機関があって、そこで常に、新しいそのときの日

本に合った指導者っていうのかな。みんなの先頭に立てて、みんなを引っ張っていけるよ

うな存在を常につくっていくっていう、そういう機関が大事なのかなっていうふうに思い

ます。 

 

アミン ありがとうございます。ザイラさんが最初の自己紹介のところで、ムスリム以外

の集まりのところ、ムスリム以外の集まりで、ムスリムの友達と出会っていたり、遊んで

いたりっていうようなことをおっしゃっていたと思うんですけど、それについて少しだけ

ご説明いただけますか。どういった集まりなのかとかっていう感じですかね。 

 

マリク ムスリム以外の。 

 

アミン ムスリム以外での、モスク以外で、あっすいません、間違えました。ムスリム以

外じゃない、モスク以外でムスリムと会っているっていうようなことを自己紹介のときに

おっしゃっていたので、それが何か具体的な集まりがあるのか、どういったものなのかっ

ていうのを。 
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マリク そうですね。モスク以外で、自分がムスリムの人とよく会うときは、二つあるん

ですけれども、一つ目は大学院とか大学で、留学生が来ていて彼らと一緒に授業を受けた

りとかした後に、日本にいるムスリムで集まろうっていうことを計画して、みんなでどっ

かご飯を食べにいったりだとか、大学の中で、週 1でどっかで会おうとか、そういう感じ

で会うことはよくあって、そういったときには、エジプトとかトルコであったりとか、い

ろんな国の留学生が来ているので、その人たちと会話していろいろ何かお互いの意見を交

換したりとかしているっていうことが一つと、あともう一つとしては、自分が両親がパキ

スタン人なので、何か両親同士の友達同士の集まりであったり、イードであったり、そう

いったことがあると、どっかのレストランを貸し切りにしてパキスタン人だけで集まろう

ということが結構あったりするので、そういったときには、同じムスリムの人たちと集ま

ることがあります。 

 

アミン なるほど、ムスリム以外の友達の集まりとかもあるんですか。今、パキスタン人

たちの集まりだったりとか、ムスリムっていう一つの共通点を下に集まっている留学生の

かたがただったりという話でしたけれども、ムスリムではないお友達も、何人かいらっし

ゃるのでしょうか。また、そこの違いとかってあったりしますか。居心地の良さだったり

とかっていうような面で。 

 

マリク そうですね。自分は大学院で、パキスタンの民主化だったり、その中でイスラム

っていうものが、どういうふうに取り入れられたのかっていう研究をしているので、もち

ろんそこで日本人の方とかも結構イスラムに興味があって、同じ内容のことを違う国でど

ういう取り組みがあるのかとか、そういうことを研究している友達も結構いるので、そう

いう人たちと会ったりとかするときは、日本人の人とか、そういう人が多くて、自分たち

はムスリムではないっていう人も結構多いので、そういった人たちと話をして、彼らもす

ごいイスラムっていうものに興味を持っているので、一緒に話し合いをしたり、もうちょ

っと、イスラムではないんですけど、パキスタンっていう国の文化について知ってもらお

うというイベントを企画したりだとか、そういう集まりを定期的に行ってます。 

 

アミン ムスリムでない方とでも、もちろん、その居心地の良さだったりとかは普通に感

じるっていうことですかね。ムスリムでないお友達と一緒にいらしゃる時でも、居心地の

良さは感じる。 

 

マリク そうですね。やっぱりムスリムではない友達のほうが、イスラムについて知りた

いっていう気持ちが多くて、何か、誰かを批判するとかではなくて、何かいろんな人の考

え方を尊重したりだとか、そういうスタンスで会っている気がするので、逆にムスリムで

はない人たちとイスラムについて話をするときのほうが、何かちょっと落ち着いてしゃべ
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れるかなという気はします。 

 

アミン ムスリムたちとイスラムの話をするときは、あまり、ちょっと思うところがある

というようなことですかね？分かりました。ありがとうございます。 

 

マリク 第 2世代の人たちとしゃべるときはそうでもないんですけど、やっぱり、第 1世

代の人たちとイスラムについてしゃべるときには、やっぱりちょっと緊張しちゃうってい

うところがありますね。 

 

アミン それは、何度もすいません。例えば、さっき言っていたような、サーベイランス

というか、あなたは十分に良いムスリムではないんだとか、そういった判断をされている

なというふうに考えるのか、それとも別のところに理由があるんですかね。その緊張とか

っていうのを感じてしまうのは。 

 

マリク やっぱりそうですね。やはり、両親がパキスタン人なので、自分が話をしている

ときに、やっぱり日本で育ったので、こういうことは知らないんじゃないかとか、全然分

かってないねっていうことを言われることが結構多かったので、何か、そういう人たちと

話をするときには、やっぱりちょっと緊張しちゃうっていうのがありますね。 

 

アミン 何かしらのプレッシャーはどうしても感じてしまうっていうことですね。分かり

ました。シャヘレヤールさんにもお伺いしたいんですが、居場所となる場所っていうのは、

なぜそこが居場所なのか、なぜ居心地がいいのかっていうようなところで、ムスリムの友

達、ムスリムでない友達もいらっしゃるのかどうか。そして、いらっしゃるのであれば、

そこの何か違いだったりとか、居心地の良さだったりとかっていうのに違いはあるのでし

ょうか。 

 

シャヘレヤール 今は、積極的に今、第 2世代のムスリムたちとつながりをつくっていて、

やっぱ、一番の居心地の良さっていうのが価値観かなって、お互いの。お互い同じ、過去

にそういう経験とかイスラムに対しての理解とか、あとそういう関係、いろいろ問題あっ

て、そういう価値観が同じだからこそ、居心地がいい話をしていて、というのがあるのか

なってここ最近。 

 また、ちょっとラッバイクっていう名前でやっているんですけど、今、それはもうモス

ク以外の所で今、やっていて、それが本当にいきなりモスクとかやっぱり来ると、中には

友達とかでもやっぱり言われちゃう人いるんですね。ピアスとか開けたりしていたりする

と、あと、髪の毛の色が違うと、絶対モスクに来ると絶対言われちゃう。そういう言われ

るとやっぱり傷ついちゃう。 
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 だから、あんまり逆に僕はそういういきなり、モスク行くときは、一緒に行くようにと

か、そういうことがあっても気にしないでとか、声は掛けたりするんですよ。そういうの

は、やっぱり見ていて、一緒にあっちも何か、俺は、言わないといけない責任があるんだ、

みたいな、まず日本語勉強しろよと思って。俺に直接いわないで、何か、俺に直接も何か

言う人もいるけど、日本語分からないからあなたが言ってみたいなことを言われて、あな

たは日本住んでたんなら、日本語まず勉強して、あなたがまず、それはあなたの責任でし

ょという話を、その人にも話をして。それがそうですね。だから、ムスリム以外の友達と

も、中学校の同級生とも会ったりしていて、向こうだと結構、変わったという印象がある

んですよね。そういうときも、やっぱり話をすると、向こうは、あっ、すごい、何だろう、

思っていたのと違う。実際にそういうメディアで取り上げられているのと、あと、実際、

その本質的なこと、やっぱりムスリムと接することで知ることがあるんですよ、イスラム

というのは。いくらメディアとか、インターネットで調べても分からない部分っていうの

は、そこはやっぱり接することで分かるところがあって。そういう意味で、最近一ノ割モ

スクにも何人か日本人の方も来て、話をして、やっぱり 23歳、若い人たちだったんですけ

ど、それでやっぱりすごいいい宗教だなっていうのを言っていて。だから、どっちも大事

っていうか。僕たちそのラッバイクの活動っていう意味では、何かやっぱり日本人の人た

ちにも、メディアだけでなくて、直接伝えることも必要っていうことで、ストリートダア

ワって言って、この前も長野行ったりとか、九州のちょっとキャンプも、福岡からマスジ

ドのキャンプも参加したりとか、いろんな近くも遠くもそういうふうに活動していて、そ

ういうときに話す日本人の方とお話しすると、やっぱり理解してくれる部分がある、そう

いう言葉の面で、やっぱり。今までなかった部分だと思うんですよね、それが。どうして

も親世代の人たちとの言葉のあれ、どうしても弱いから、今、自分たちがイスラム学んで、

それを教えることで、向こうもすごい理解してくれるというのがあって。すごい、ここ最

近は長野行ったりとか、上野公園とかでもそういうの、ちょっとホームレスの人たちにそ

ういう話とかしたりとか、そういうのもやっていて。だから、価値観が一番の原因かなっ

て、親世代と子ども世代の、言葉の問題もあるんですけど、どうしても環境が親世代の人

たちは、やっぱり生まれて育った環境がムスリムの環境だったから、今、日本にいる若い

ムスリムの人たちって、そういうムスリムの環境じゃない所で育っているわけだから、ど

うしてもそういう違いっていうのが出てくる。 

 そこでやっぱりお互いが共鳴っていうか、そういうところがあると思うんです、2 世の

人たちで。だから国とかも、特に僕が見た印象では、そういうハーフの人で、あんまり国

を気にしない。ハーフじゃなくても、本当に日本ずっと住んでいる人とかも、国はあまり

関係ないみたいな。取りあえず俺なんだみたいな、国はあと。僕も別にパキスタンでも日

本でもどっちでもいいみたいな感じ、そういうスタンス。そういうのが、みんなもハーフ

の人たちと会うと、やっぱりそういうところがあって、過去に外国人とか色々、そういう

意味で、心のケアじゃないけど、いろんな面で、楽しみながら学ぶっていう感じですね。 
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 だから、そういうどうしてもイスラムの疑問とかも、分からないこととかやっぱりある

じゃないですか、まだ、クルアーンのことだったり、シャリーアのことだったり、そうい

うのも、学者に直接つながっていないから、学者に聞きたくても言葉の問題もあるし、聞

けないし。そういうときに僕が間に入って、イスラームでどういうことが言われているの

か聞いて、教えてあげたりとかそういうのもやったりしています。 

 

アミン じゃあ、第 2 世代と、親世代との緩和剤だったりとか、橋になって、例えば、緩

和剤で言うと、さっきの怒られたりとか、ピアスだったりとか、髪の色とかを注意されて

しまうのを、後からフォローしたりと。 

 

シャヘレヤール そう、そう。 

 

アミン というので、緩和剤になっていたり、あるいはイスラム的な知識が欲しいとか聞

きたいとかっていう人たちと学者をつなげるブリッジになっているという面で、ご活躍さ

れているということですね。日本のそのムスリムでないかたがたとの関わりの中で、イス

ラムを伝えるだったりとか、メディアでの偏見を解くためにというのがあったんですけれ

ども、友人としてムスリムの友人、ムスリムでないかたがたの友人っていうのは、両立し

ているんでしょうか。それともやっぱり、さっき価値観という言葉が何度か出ましたけれ

ども、やっぱりムスリムの友人たちと一緒にいたいという思いからラッバイク、あっちな

みに、ラッバイクの意味もできれば、皆さんに共有させていただければ。 

 

シャヘレヤール ラッバイクは、ここにいます。アッラーに対して、私たちはここにいま

すよっていう感じで。 

 

アミン 分かりました。 

 

シャヘレヤール ハッジのときによく使う言葉なんです。 

 

アミン では、そのムスリムたちの集まりっていうのも、なぜそういうのをやろうと思っ

たのかっていうのに、そこの先ほどの友人、やっぱりムスリムたちとつながっていたほう

がいいとかっていうのが、裏にあったりするんでしょうか。 

 

シャヘレヤール どうしても、イスラムの偏見がすごいので。1 人でも足りない部分があ

る、伝え切れないとか。力も例えば、その努力のやり方も限られている。自分にできない

ことを他の人もできる。そういう意味で、人が増えることで、もっとイスラムの偏見がな

くなる、伝える人が増えることによって。そういう意味で、周りにキリスト教会行ってち
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ょっと話をする人とかもいるし、もともとその人はキリスト教の人だったんですけど、そ

れで改宗してイスラムに入って、キリスト教だったからこそ、今度キリスト教会とかに行

って、いろいろ話をしたりだとか、そういう意味で、人が増えていくことで、そういう偏

見とか、あと、実際に周りにそういう人たちがいることで、そういう恐れ、ムスリムに対

して、偏見だとか恐れだとか、地域との関係とかも良くなっていくんじゃないかなって、

そういう常識とかもみんな分かっているから、親の世代だったら、そういうのもあまり分

からない、気にしない、そういう周りのルールとか基本的な。でも子世代は、それは当た

り前だと思っているから、そういうのが出てくる。そういう意味でも、両立っていうか、

日本人の友達より、日本人の友達、やっぱりみんな忙しいっていうのもあるし、みんなバ

ラバラになっちゃったというのもあって、あんまりあれなんですけど。そうですね、どち

らかというと、今、2世のムスリムというのが価値観的に早く解けるっていう感じですね。 

 

アミン ありがとうございます。後ろに鈴木さんにちょっとお声掛けできればと思うんで

すけれども、自己紹介の際に、日本人ムスリムですというようなことをおっしゃっていま

した、と思うんですが、改宗、入信されたムスリムであるっていうことですかね。 

 

鈴木 あっそうです。はい。 

 

アミン 分かりました。ご友人の関係とか、お伺いしてよければ。ムスリムでないかたが

たのご友人もいたり、ムスリムのご友人もいたりというような感じ。それともやっぱり今、

シャヘレヤールさんのお話にもあったように、ムスリムとやっぱり価値観が合うからそっ

ちに自然に寄っていくというような形なんですかね。 

 

鈴木 単純に数だけで言えば、ムスリムじゃない友達のほうが多いと思います。ムスリム

の友人は、数としては一握りですね。別に仲はいいですけど。 

 

アミン 居心地の良さだったりとかっていうのは、特に変わらないというところですかね。 

 

鈴木 そうですね。特に変わらないかと思います。はい。 

 

アミン 特にじゃあムスリムだけで集まろうとかっていうのは、積極的にする必要性に刈

られているわけではないと言いますか。そういう。 

 

鈴木 私個人は、特にそういう必要性は強く感じているわけではないんですが、ただ、京

都市の全体としては、多分、もうちょっとそういう機会をつくったほうがいいんじゃない

かなという話は、今、しています。 
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 もちろん市内にも恐らく 2世の人がいるはずなんですけど、ただあまり接点自体がない

です。実際、京都ムスリム協会のほうにも来られる人が少ないですし。それから、どちら

かというと、多分、必要なのは、何ていうんですかね。京都ムスリム協会とやらなければ

いけないのは、日本人新規改宗者のケアというかフォローは、ちょっとやったほうがいい

んじゃないかというのが課題として出ていて、何でかっていうと、ちょっとこれはもう、

ぶっちゃけ居場所がない人が来ることが多いわけです。 

 こういうある意味公的な所で会わなければ、ちょっと避けたいなという人もやっぱりい

るわけです。そういうときに、何ていうんでしょうね。やっぱりちょっと極端に走りがち

な人もいたりして、そうすると当然浮くわけですけど、その浮けば浮くほど、つまり自分

が正しいことをしているから浮くんだというふうになってしまったりとか、あとは、もっ

とその何ていうんでしょうね。あまり、私の観点からすると、ちょっとたちの良くない所

に出入りしちゃったりとか、いろいろありまして。その何ていうんでしょうね、実践を続

ける、続けないは各人次第ではあるとは思うんですけど、結果として、2、3年っていうか、

2 年ってことは、1年ぐらいか。1年ぐらいするとちょっと消えちゃったりとかそういうこ

とがありまして。ですので、信仰と社会生活との両立とか、中庸とかをモットーに、もう

ちょっとなんかできひんかなということは、しゃべっています。 

 ただちょっと人手が足りなくて、っていうのも京都って基本的に留学生しかいないんで

すね。95パーセントぐらいは留学生で、この間日本語でしゃべる会っていうのをやったん

ですけど、喜んでくれたのは、既に定住してるうちの事務員さんとか、あと、インド料理

屋のラジャっていうのがあるんですけど、ラジャの大将とか、何かもうすごく限られてい

て、少なくともモスクに来ているマレー系の、マレーシア、インドネシア人は大抵学部か

ら来ているので、日本語分かるはずなんですけど、最初に日本語でしゃべったら、みんな

ポカーンとして。そんなこともありまして。ただ、間違いなく将来的に 2世も増えてくる

ので、それも見据えてやりたいけど人手がない。そんな感じです。 

 

アミン ありがとうございます。いろいろとお伺いしたいことがあるんですけれども、言

語の面で少しお話がありましたので、言語の面で少しお伺いしたいんですが、例えば、シ

ャヘレヤールさんも先ほどおっしゃっていました。モスクで言語が分からないっていうこ

とでした。子どもがつまんなくなっているというようなことがあったんですけれども、そ

れは言語が伝わっていないっていうことですかね。 

 

シャヘレヤール そういうのもあって、宗教のことだったら、ちょっと言語、高いレベル

になっちゃうんですね、ウルドゥーの中でも。そういうのも関係して、厳しいと思っちゃ

うんです、子どもたちは。 

 

アミン 言語の面で、例えばウルドゥー語だとか日本語の中で難しいとかっていうのもあ
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るんですが、これはちょっと完全に分からなくて女性陣のかたがたにちょっとお伺いして

みたいんですけど、よく、これもまた海外の事例にはなってしまうんですけど、例えば金

曜礼拝にモスクに行く方の中で、金曜礼拝の中のスピーチですね。フトバが、私たちに向

けられていないんじゃないかっていうようなことをよく感じるっていうようなことが、言

われている国々が欧米でありまして。女性、金曜礼拝に行くけど、私たちに向かって話を

してるみたいな、男性にしか話していないんじゃないのというようなことを感じているっ

ていうようなことが、欧米では少なくともあるみたいなんですけど、日本で、今、いらっ

しゃる方で、たまに金曜礼拝とか、金曜礼拝だけじゃなくても、何かスピーチだったりと

か講演だったりとかに参加されたことのある方で、そういったところを特に気になったり

はしないでしょうか。どなたかあれば、特にないですかね。はい、お願いします。 

 

リーム 当てはまる意見かどうか分からないんですが、私、日本に来て、いろんなマスジ

ド点々としたんですよ。コミュニティの話に戻りますと、私としては、アラブイスラム学

院は一番アラビア語、フトバー、金曜礼拝のスピーチが長いから、アラビア語を通じる者

としてそれは一番落ち着くっていうか、アラブ人がたくさん集まる所のほうが話しやすい、

言語の関係でも落ち着くっていうところがありますけれども、正直なところ、どこも感動

したことがないんですよ。どこの演説聞いても、一度も感動したことがない。金曜礼拝で

あろうが、ラマダーンの、基本的に教科書的なことを読んでるだけ、読み上げているって

いう気持ちしか伝わっていなくて。もし提案というか、期待するところがあれば、もっと

日本における現状況を把握したシェイクとかスカラーが来て、言葉を分かって、伝えると、

また全然未来が明るくなりますけれども、これまで聞いている限り、非常に教科書的な話

ばっかり。もちろん精神的には、精神力アップというか、自分で読んでない人にとっては、

もしかして役に立つかもしれないけど、自分自身は、既にそういう知識は子どものときか

ら知っている上で日本に来たわけですから、もうちょっとレベル高いシェイクの話を聞き

たいなと思って。例えば、あるとき、ラマダーンのシェイクって分かりますね、学者。私、

一つ、何か女性のところからも質問聞いていいですよ。で、一つ質問投げたんですけれど

も、ここではあえて、何の質問だったか言わないんですが、日本と関わりある質問だった

んですね。でも、シェイクはすごい知識は豊富ではあったんですが、やっぱり、状況を分

かっていないっていうのは非常に伝わっていて。それは、また日本で期待します。今度な

んか、日本の価値観、宗教観、あと言語分かっているような、スカラーがあるといいなと、

期待的なところだけ伝えてみます。 

 

アミン 分かりました。ありがとうございます。居場所と思えなくなる要因として、これ

らを挙げていただいたっていうところですかね。分かりました。ああ、なるほど、人材が

足りていないと。 
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リーム そうですね。 

 

アミン 次世代、あっ、どうぞ。 

 

リーム 知識広めるっていうことですね。イスラムもイスラムだけじゃなくて、イスラム

も普遍性を持っている宗教なので、せっかくのグローバル化しつつあるこの世の中ですか

ら、もうちょっとマイノリティーの状況も分かった上で、結構、今、いろんな質問が出て

くる、日本、本当にイスラム世界にないような質問が日本に出てくるわけですから、もう

ちょっと人材、カリスマ性とかの話じゃなくて、現場の状況を分かった人が増えるといい

なというふうに思っています。 

 

アミン ありがとうございます。モスクの中での改革とかっていうところに少しつながっ

てくる話だとは思うんですけれども、モスク内にいるその先導者たちが、こういうクオリ

ティーがもう少し足してあればいいなというようなところですかね。 

 最初のところの話に戻りますと、モスクの中でのこういったような改革、モスクの中で

の変化を求めるこういうのがあれば、モスクの外でいろんなご活動をされているかたがた

もいらっしゃって。また、すいません、当ててしまうのですが、シェイマさん、よろしい

ですか。 

 

シェイマ はい。【シェイマさん 自分の発言の非公表を希望 以下 52頁まで】 

 

アミン 自己紹介のときに、何か中高生向けのご活動をされているっていうようなことを

おっしゃっていたので、YouTube とかっていうことがあったと思うんですけど、それを具

体的にどういうものなのか、そして、その目的、なぜそれを始めたのかっていうのをお聞

かせ願えますか。 

 

シェイマ どういうものかって言われると、一応、ターゲットとしては、小中学生の女の

子をターゲットとしていて、その設立したっていうか、始めた理由っていうのは、何か吐

き出したいようなときにぶつける場所があまりないっていうのが、親にも言えないし、モ

スクの人も何かちょっと怖いっていうか、そんなに接点がないから、個人的なことをあま

り相談できなかったりだとか、あと、匿名で投稿できるほうがいいかなと思って、そのラ

ジオっていう形で、手紙を頂いて、それについてほとんど 9割おふざけなんですけど、解

決にもなっていないんですけど、ちょっと何かこう楽しくいこうよみたいな感じで、やっ

ているんですけど。それを始めた理由っていうのが、そもそもモスクに行くとやっぱりど

うしてもハラールとか、ハラームとか、これはこうすべきとか、こうしなくちゃいけない

とか、こうあるべきだみたいな、何かそういうのばかりで、結局、居心地があんまり良く
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ないというか、どうしても批判されているっていうか、そういう気持ちになってしまうか

なっていうふうに思ったので、それはハラールとか、ハラームじゃなくって、何ていうん

ですかね。もう少しイスラムに関心を持ってもらえるように、何ていうの、興味を持つっ

ていうか、そういうふうになったらいいなっていうのと、あとは、小中学生の子たちが、

モスクに来る一番の理由っていうのが、多分、親に連れられて来るっていうのがあって、

多分自発的には絶対行かないと思うんですよね。 

 それの理由としては、多分、その勉強会みたいなものがあったとしても、これをやりま

すっていう情報がそもそも伝わっていかないっていうのがあるので、そのツールとしてで

きればいいかなっていうのと、あともう一つとしては、実はちょっと SYMが結構関わって

いて、私、何ていうんですかね。Facebookよくやっているんですけど、それで見たことが

あって、初めて見たときに、何ていうんですかね、みんな自分と同世代の、しかもムスリ

ムの子で日本語しゃべっていてというので、みんなが笑い会って笑顔でみたいな写真がい

っぱい載っけられていて、私が一番最初にその写真を見て感じたのが、ディスっているわ

けではないんですけれども、関わりたくねえっていうのが、一番にあったんですね。 

 それは、何でかっていうと、別にそれが悪いって言っているんじゃなくて、自分が中学

生とか高校生のときに友達がいなかったので、1 人も。なので、自分が結構それをすごい

求めていたけれど、どうしても手に入らないものだったので、何かそれでいまさら、ここ

でポンって出されても、何かそれが素直に受け取れないというか、そういうのがあって、

だからそういう何ていうんですかね、反抗的な気持ちが生まれてきたのかなっていうのは

あったんですけど。ただ、それと同時に、そこの中で何を話されているのかとか、ちょっ

と興味はあったんですね。 

 ただ、自分がそこの中には入りたくないっていうのがあって、意地でも入りたくないっ

ていうのがあって、多分、そのイスラムから離れちゃった子とかも、そういう何か、似た

ような感覚は持っているのかなっていうのがあって、日本人として、自分は生きていく、

もうイスラムなんて知らないっていう感じだけれど、でもやっぱり、実際に日本の社会で

学校の中でっていうふうになると、親の国のことで、イスラム教なんでしょとか、見た目

の問題だったりとかで、ちょっと疎外感みたいな、孤独というか、あって、のぞきたい願

望みたいなのが絶対にそういうのがあると思ったので、ラジオとかだったら、こっそり盗

み聞きみたいな感じで、できるかなと思って、ちょっと友達と一緒に始めたんですけど。

で、何だっけ。 

 

アミン それは、具体的にはどういう質問が寄せられるとかっていうのはお伺いしてもい

いですか。 

 

シェイマ 基本的にその何か、今、宣伝活動とか一切していなくって、ただ始めましたっ

ていうので、載っけているだけなんで、どうでしょうね。 
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 例えば、日本社会でありがちなものだったり、普通に別にきょうこんなことありました

とかでもいいし、何かこう言ったときに否定されないというか、同調してもらえるみたい

な、別に何か問題があって、それを解決したいとかじゃなくて、聞いてもらいたいみたい

な、そういうところになればいいかなっていうので、一応、今、3 回ぐらいやったんです

けど、3 回目がちょっとボツになっちゃって、その理由っていうのが、頂いたお便りに、

アルバイトをしていますと。そのパックにお魚を詰める仕事なんだけれど、その付いてい

るおしょうゆにアルコールが入っているからどうしようみたいな、ちょっと迷っています。

みんなはどういうバイトをしていますか、みたいなので、みんな経験談を語って、やって

いたんですけど、ちょっとチェックを頼んでいる大人のうちの、イスラムをちゃんと勉強

している人たちから、ちょっとご指摘をいただいて。というのが、いわゆるハラールとハ

ラームということにつながる、引っかかるんじゃないかとか、ここで聞いている人たちの

イスラムの知識の量も分からないし、信仰度の度合いっていうものみんなバラバラじゃな

いですか。 

 そこで自分たちはこう、こうっていうふうに言っちゃうと、それとまた違うっていうふ

うになっちゃうと、逆に、そういうのが嫌でモスクから離れちゃった子たちが、またラジ

オを聞いて、同じようなことで、二の舞になってしまうんじゃないかっていうので、ちょ

っとその話題はどうなのかなっていうので、ちょっとボツになったんですけど。あとは何

ですかね。ヒジャーブしていて、暑くないですかって夏に聞かれるから、それにどう返し

たらいいかとか、あとは、何か小学生の子が断食しているときに、熱中症になっちゃうか

らお水飲みなさいって先生に言われるとか。お友達が何か、大丈夫とか言われて、うまい

返し方みたいなのないですかみたいなのとか、そんな感じですね。 

 

アミン 大変興味深いあれですね。番組というか、ラジオですか。 

 

シェイマ ラジオです。 

 

アミン ありがとうございます。少し気になったというか、かなり気になったというか、

親には言えないというようなことをおっしゃっていたかと思うんです。親に言えないよう

なことをここで言ってほしいとかっていう。 

 

シェイマ そうですね。何だろう、やっぱり親の前では、親に求められている自分ってい

うのがあるし、例えば、学校でこういうことがあったって言ったら、親御さんもすごい心

配しちゃって、じゃあ先生に今話しにいくからとか、誰だその子はって、今その子の家に

行って、親御さんと話すからとか、そういうちょっと問題を大きくしちゃったりだとか。 

 

アミン こういうことっていうのは、いじりとかそういうことですかね。 
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シェイマ ちょっとなんかちっちゃいことで悩んでいて、ただ話を聞いてもらいたいだけ

なのに、すごい大ごとにされちゃうっていうのもあると思うし、あと、恋愛系の話とかだ

ったら、親に言えないじゃないですか、そもそも。日本人のお友達もイスラム教徒じゃな

いから分からないし、イスラム教徒の人も、やっぱり第 1世代とかになっちゃうと、日本

で育った若者特有の悩みっていうのが経験されてないので、なんでそんなことで悩んでい

るのみたいな、イスラムではこうなんだから、あんたこうしなさいよみたいな感じで言わ

れちゃって、結局、切り捨てられちゃうみたいなのがあるので、そこで相手が悪いとか、

あなたはこうしなさいとかじゃなくて、もしかしたら相手側はこういう感じだったんじゃ

ないのみたいな、いい意味で、そういうふうにちょっと問題を解決、解決っていうか、そ

の何ていいますか、フスナッザンっていうのあるじゃないですか、イスラムで。 

 

アミン 良く思うとかっていうことですかね。 

 

シェイマ 良く予想するみたいな、もしかしたら、相手はちょっとこういう問題があって、

例えば、遅刻してきちゃったとか何か分からないですけど。 

 

シャヘレヤール いいように捉える。 

 

シェイマ いいように捉える。そう、そう。それをモスクとかに行くと、あなたはムスリ

ムなんだからこれをしなさいっていうふうに言われちゃう。そうじゃなくって、私たちが

それをやって、その子にはそれを強制しないみたいな、そういう感じのラジオになればい

いかなというところですね。【シェイマさん 自分の発言の非公表を希望 52頁まで】 

 

アミン ありがとうございます。今、さまざまなご活動が、ラジオのご活動があったりと

か、ラッバイクっていうご活動があったりとか、グフロンさんに、先ほど、東京ジャーミ

イでお花のワークショップですか、を始めたりとかっていうのもおっしゃっていましたが、

東京ジャーミイとしては、若者とそして、新たなムスリムですか、ノンムスリムの日本人

の方々ですね。の、方々にアピールしたいっていうのがある中で、具体的にどういったご

活動を予定、もしくはこうしたいなっていうふうに思いますか。 

 

グフロン 今でこそ、僕、モスクで働いていて、イスラム教徒に囲まれて、どっぷりイス

ラムの環境で生きているんですけど、つい最近まで、やっぱり、宗教に対して嫌悪感って

いうのがあったんですね。中学生までは、全然、親の信じてるものっていうので、礼拝し

なさいって言われて、礼拝、親の前ではするけれど、別に信じてないっていう感じだった

んですけど、高校 1年生ぐらいのときに、初めて神様の存在っていうのを実感して、それ
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からは、礼拝は自分からするし、神様は信じているし、豚は食べないしってやっているん

ですけど、でもやっぱりその宗教に対する嫌悪感っていうのは、消えなくって。それって

きっと日本人が持っている宗教観とすごく同じだと思っていて、どういうことかっていう

と、例えば、アッサラーム・アライクムっていうあいさつを交わすことに対してちょっと

気持ち悪いとか思ったり、あとはその、神がとか、私たちの人生は天国が、楽園がってい

う言葉を普段聞かないので、日本人として。だからそういう言葉を聞いたり、そういう環

境に身を閉じることに対する嫌悪感っていうのは、大学生ぐらいまでは、ずっと消えなく

って、なので居場所はどこだったかって言われると、やっぱり日本人同士が集まる所のほ

うが素の自分で笑えるし。 

 

アミン 日本人同士っていうのは、ムスリムの・・・。 

 

グフロン ノンムスリムの日本人の友達と一緒にいる方が素で笑えるし、楽しいし、ただ

やっぱり高校生ぐらいまでは、全然それが大丈夫だったんですけど、大学生になると、飲

み会とか男女関係とか性的な話とかっていうのが、関わってくるので、だんだん居心地が

悪くなってきてしまって、留学生の友達とか、ムスリムの友達に出会ったときに、同じ宗

教同士のほうが居心地いいなっていうふうに感じ始めたりしたんですけど、でも、それで

もやっぱり宗教的な集まりとかに対して嫌悪感があって、やっぱりそれってたぶん自分が

日本生まれで、日本で育って、日本語で教育を受けてっていうのがすごく大きく関わって

いると思っていて。 

 なので、今でこそ大丈夫なんですけど、最初そのイスラミックスクールに入ったときに、

例えば、朝礼のときに、クルアーンの言葉で始めるとか、そういうのって最初ちょっと、

えっと思ったりとか、あと、遠足に行くときとかに、代々木上原の駅の改札の前で、じゃ

あちょっとこの遠足がうまくいくように、ドゥアーしましょうとか言って、20人ぐらいが

ドゥアーをし始めたりしたのを見たりすると、えっここでやるのとか、そういう嫌悪感が

全然消えなかったんですよ。人間慣れてくるので、やっぱりずっとその環境にどっぷり漬

かっていると、だんだんその嫌悪感がなくなってきて、それが普通になってきて、遠足行

くときにお祈りするとか、何か試験やるときに、じゃあその前にみんなでお祈りしようと

かっていうのが、全然普通になってきたんですけど、でも、初心を忘れたくなくって、や

っぱり日本人にとって、宗教ってすごくセンシティブなもので、神っていう言葉自体、も

うすごく気持ち悪いって思う人もいるだろうし、自分でも例えば、フトバとか聞いたとき

に、私たちの真の人生のゴールは楽園にある、みたいなことを聞くと、ちょっとやっぱり

まだちょっと、えっていうことがあったりするので。 

 僕としては、モスクでやりたいことは、日本人が抱えている宗教観とか、日本生まれの

ムスリムが抱えている宗教に対する嫌悪感っていうのを理解した第 2世代として、彼らに

アプローチするっていうことができればなって思っているんですけど、だから、モスクの
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ツアーとかやるときも、日本人に対して、例えば、このモスクで礼拝することで、私たち

は楽園に入ることができるんですよとか、そういうこととか絶対言わないし、何ていうん

ですか、悪魔がとか、呪いがとかそういうこととかは、絶対に口にしたら、もう日本人と

か第 2世代のムスリムのあんまり宗教をまだ受け入れられていない子たちっていうのは、

絶対に気持ち悪いって思ってしまうだろうから、例えばこういう、ムスリム第２世代同士

で仲良くなった者同士だと、アッサラームアライクムって LINEとかで言ったりできるけど、

それを言ってしまうと、気持ち悪いと思ってしまう人もいたりするので、そういう日本人

が持っている宗教観とか、宗教に関する嫌悪感っていうのを理解して、やっていきたいな

と思うんですけど。 

 それで、モスクでお花のワークショップっていうのもきっかけになってもらえればなと

思っていて、モスクとしても、やっぱり何も関係のないものをやるよりも、お花っていう

神様がつくった創造物で、美しいモスクの中で、そのお花を触って、何かに気付いてもら

う。ある種の、1 ミリでもいいから、ある種の悟りがあればいいなっていうので、お花を

触ってもらってというのもやりたいんですけど、お花のワークショップやるとか、陶芸の

ワークショップやるとか、カリグラフィーの教室があるっていうのが、直接的に宗教的に、

宗教、宗教っていうアプローチではなくって、何ていうんだろう、間接的に日本人とか、

第 2世代のムスリムの子たちも、影響を与えられたらなと思っているんですけど、モスク、

質問なんでしたっけ、ごめんなさい。 

 

アミン モスクに行ってもいいですし、モスクに限らずでも、モスク以外で、何か活動だ

ったりとか。 

 

グフロン そうか、そうか。モスク以外の活動、そうですね。居場所ってさっきこう皆さ

んおっしゃっていたんですけれども、モスクが居場所って思ったことなくって、モスクは

もうなんか礼拝をする場所とか、金曜礼拝に行く場所っていうイメージしかもうないんで

すよね。モスクがやっぱり居場所っていう感覚はないんですけど、モスクを居場所ってい

うふうに感じることができれば、すごくそれは素晴らしいことだと思っていて、やっぱり

いろんな場所で、いろんな仕事をして、いろんなことを学んで、いろんな所でもうバラバ

ラにみんな活動しているんだけど、モスクに来て、そこのモスクに行けば、何かつながり

があるとか、このモスクに行けば、何かがあるっていうふうに思える場所があるっていう

のは、すごくいいなと思うので、居場所、居心地がいい場所にできればなって思いますね、

モスクの中の人間としては。全然だから、何だろう。たまにモスクの中で、適当に時間を

過ごしている人とか、いるんですけど、そういう人に対して別に何にも言わないですし、

ただたまにモスクの職員が、寝っ転がっている人とかいると、注意してきてとか言われる

んですけど、それ注意する必要あるのかなとか思ったりするので、もうちょっとこう居心

地のいい場所にできればなと思います。 
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アミン それは、折り紙でも何でも注意しないということ。 

 

グフロン 人に迷惑を掛けていなくて、教えに反していなければ、注意する必要ないかな

って思います。 

 

アミン ありがとうございます。ちょっとすごく大変興味深いなと思ったのが、お話され

るときに、実は第 1部のときもそうだったんですけど、日本人とか、日本人というのは、

ムスリムではない日本人のことを指しているんだと思いますが、日本人とか第 2世代とか

っていうふうにひとくくりされていることがあるなっていうふうに思って、第 2世代って

いうのは、その親世代よりもアプローチの仕方としては、親世代に対するアプローチより

かは、ノンムスリムに対するアプローチと似たようなアプローチを第 2世代にもするべき

なんだっていうふうに考えているのかなって、ちょっと深読みし過ぎたのかもしれません

が。 

 

グフロン もう本当に、そうですね。だから、イスラムの環境で、イスラミックスクール

で働いている自分でも、神様すごい信じて、クルアーンも読むし、そういう自分でさえも

まだやっぱり、集団で駅の所で遠足のドゥアーをしたりとかっていうのを見ると、嫌悪感

を抱きますし、例えば、お花見とかで、集団で 100 人、200 人もの人たちが、集団で礼拝

しているとかっていうのを、これちょっとえっとか思ってしまうこととかもあったりする

ので、でも、今はそれってすごく素晴らしいことだし、イスラムとして誇りを持ってやっ

ていいことなんだっていうのは、今でこそありますけど、それが本当につい最近の自分が

思っていたってということは、日本人はもう絶対にすごく嫌悪感、気持ち悪いって思うだ

ろうし、第 2世代のあんまりイスラムイスラムしない人たちにとっては、やっぱり気持ち

悪いものだろうなって思うだろうし、だから、例えば、SYM に関しても、その第 2 世代の

ムスリムの友達欲しいって思ってるかもしれないけど、でもムスリムっていうイスラーム

っていう名前があることが壁になっている可能性もあるんだろうなとか。イスラム、さっ

きは、のぞきたい欲っていうのが、すごいしっくりきたんですけど、イスラムとしては、

イスラムに対して嫌悪感はあるけれども、でもやっぱり自分のアイデンティティで、信じ

たいものではあるけど、でも、ちょっとこう近寄りがたいものっていう宗教観みたいな。

日本人、日本生まれの人たちが持っている宗教観っていうのを理解する必要が多分、みん

なあるんじゃないかなと思います。 

 だから、そのフトバのシェイク、現場を知らない人材っていうのも、彼らもやっぱり日

本人が持っている宗教観とか、第 2世代が持っている宗教に対する嫌悪感っていうのを、

理解しない限り、彼らの心には届かないし、もう礼拝とかをきちんとしている若者とかは、

自分でどんどんインプルーブできるんですよね。だからそうじゃない子たちが置いていか
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れちゃう感じがするので、初心に返って、自分たちがいかにこう神様を見ていたかとか、

クルアーンの言葉にどう感じていたかとか、アッサラーム・アライクムっていうあいさつ

に対してどういう反応をしていたかっていうのを、ちゃんと忘れないようにするのがいい

のかなと。 

 

アミン ありがとうございます。ノンムスリムのかたがたが持っている宗教に対するイメ

ージだったり、嫌悪感だったり、気持ち悪さだったり。 

 

グフロン ノンムスリムと、あと第 2世代。 

 

アミン 第 2世代も持っているっていうことですね。ちょっとインターネットの話にちょ

っと移りたいんですが、その前に、シャヘレヤールさんに、日本人のノンムスリムのかた

がたが抱いているのかもしれないっていう、あと第 2世代の方が抱いているかもしれない、

宗教に対する嫌悪感だったり、気持ち悪さだったりっていうのは、例えば、ストリートダ

アワっていうのをされているっていうふうに、おっしゃっていましたけれども、ストリー

トダアワっていうのが、日本語でどういうものなのかっていうのがまず一つと、今、グフ

ロンさんがおっしゃったような宗教に対する、ノンムスリムのいわゆる嫌悪感だったりと

かっていうのを、やっぱり感じるものなのか、第 2世代とそれは共通するものなのかって

いうところで、ご意見いただけますか。 

 

シャヘレヤール ストリートダアワは普通にというか、この格好で歩いている時点で、も

うみんなからは気付かれるっていうか、何かいるなっていうような思うんですけど、それ

はもう意思としては、これはイスラムですよっていうのは、もうその時点から始まってい

るんですけど、話をして、普通に普段、さりげなくちょっと話し掛けて、それで、一般の

人々と関わりない人たちに、ちょっとイスラムを説いていくっていう形で、それが、スト

リートダアワ。イベントとかそういう所に行ったりして、自分ももし自分が逆の立場だっ

たら、自分もそう思うっていうのは自覚しているんですよ、何かちょっと変、何この人っ

ていうのは、それは間違いなくあるかもしれない、日本っていう社会で、そういう環境で、

絶対思う。昔の自分だったら、自分でも思っている、この格好で、何か、ウワーみたいな

感じで。でも今は、そういう感じじゃないんですよ。逆にこういう格好をしているからこ

そ、声掛けられたりとかして、話のきっかけになったりして、あと、普段、何だろう、そ

ういう普段の格好をしていたら分からないんですよ、この人何の宗教なのかっていうの、

基本的に、こういう格好をしていなかったら。女性だったら、ヒジャーブしていたら、イ

スラム教の人なんだな、男性だったら、全く分からないですよね。 

 そういうときに、例えば、何かそういいアプローチしても、それが、イスラムとは受け

取られない。ただ、この人いい人なんだな、みたいな。でも、こういう格好して、そうい
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ういいアプローチとかすると、あっ、イスラム教の人は優しいねとか、全然会ってもない、

見ているだけで、そういうふうに捉えられることも本当にあるので。最近だったらさりげ

なく、ちょっと若い人たちにビスケット、ちょっとこうやってあげたりしたら、それで、

何か声掛けられて、この格好は何ですかみたいな。それで、そういうちょっとイスラム教

なんですよみたいな感じで。それだけですよ。それから何も会話、何だろう、何かイスラ

ム教はこうこうです、みたいな感じじゃなくて、ただ自分たちはイスラム教ですみたいな。

行動で示すというやり方ですね。百聞は一見にしかずっていうように、いくら説明しても、

やっぱりイメージっていうのは、残っているので、メディアの。それを取り払うためには、

そういういいイメージを植え付けるしかない。 

 だから、僕はあえてこういう格好で、やっている。だから別にいろんなやり方があるの

で、もちろん変な人と思っている人も間違いなくいるし、こういう格好をしてたら、それ

も間違いない。でも、その中でも頑張っていく必要があるっていうか、この前もイベント

とか実際に行ったときに、長野のほうに行ったんですけど、そのイベントで出演者の人た

ちから声を掛けられたんですよ、逆に。それですごいもう 2時間ぐらいそこで話したって

いうのもあって、そういうきっかけにはなっている、間違いなく、いろんなところで。で

も、それも分かっている、その、変な目で見られているのも分かっている。でも、周りの

目を見るよりも、アッラーの目を見るっていう、僕の中でそれがあるんで、アッラーの目

を見れば、周り、そうじゃないと、それは別にイスラムのあれだけじゃなくて、やっぱり

今の社会問題の中でも、周りの目が気になって、自分を出せないでそのまま何か、すごい

ストレスたまったりとか、そういう起こっているので、どんなことをやっても、やっぱり

周りは言ってくるし、絶対、何だかんだ。100 パーセント傾くことは絶対ないから、そう

いうのは、あんまり気にしていないっていうか、そういうスタンスで。 

 

アミン ありがとうございます。日本で宗教のイメージとかの調査でも、例えば 60パーセ

ント以上が宗教危ないと思っているとかっていうような、統計結果もあって、そういった

イメージを崩していくっていうようなご活動で、ここにいらっしゃる方って本当にいろん

な多様な考え方で、多様な生き方で、多様な、さまざまな本当にご活動に頑張っていらっ

しゃるかたがただと思います。 

 そういったイメージを崩すっていう中の一つのやり方として、今の、そういうストリー

トダアワだったりとかっていうのを行っているということですね。ありがとうございます。 

 最後に、時間も限られておりますので、ひとつ、これを話さないと終われないっていう

っていうのがありまして、皆さん、居場所というところもそうなんですが、日常的にムス

リムと接する場所っていうところにも、インターネット、特に SNSをチェックしている方

が多いんですね。 

 私自身は、そんなに、その Twitter上だったりとかで、あまり Twitterやっていないの

で、どういう状況なのかっていうのが本当に全く想像がつかないんですけど、たまに 1回
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チラッとひょんなことをきっかけに見てみたら、これはすごいことになっているぞと思っ

て、そのときはもう寝る前だったんですけれども、飛び上がって、これは何が起きている

んだと、3 時間ぐらいずっと Twitter を見たことが 1 回ありまして。具体的にはあれです

けど、何かそのムスリムコミュニティもそもそもまず出来上がっているのかな。この中で

Twitterをされている方、Twitterに限らずかもしれませんが、されている方どのくらいい

らっしゃるか分かりませんが、居場所っていう面で、もしくは例えば、偏見を崩すってい

う面で、あるいは第 2 世代に何か声を与えるとか、第 2世代の悩みを聞いてあげるとか、

それは肯定的に聞いてあげるとか、全てそういうのをひっくるめて、今、インターネット

はどういう状態にあるのかなっていうのを、僕の勝手なあれですけど、アリアン君が、そ

の第 1回次世代会議のときにもインターネットについて、何回か触れていて、インターネ

ットを使った活動だったりとか、のことも話されていたので、ちょっとそこをお願いしま

す。 

 

アリアン インターネットに関してなんですけど、自分も Twitterのほうをやっていまし

て、そこでちょくちょく日本人ってイスラム教に対しての、イスラム教っていうか、宗教

に対して何か、親近感がないので、そういったところを、自分もあって、日本語で何か神

とか、天国、先ほどから天国っていう言葉、すごく勇気を出して言ったんですけど、そう

いうところをちょっと考慮しながら言っていて、そういう情報発信したりするんですけど、

結構周りもそれに対する、イスラム教に関してのことだったりとか、あと宗教に関しての

こととかを発言する人は、結構多くなっている状態だと思います。インターネットを通し

ての活動なので、結構すぐ拡散力があるので、そこで結構慎重にやっている状態です。 

 

アミン 分かりました。インターネットのご活動というと、例えば、さっきのラジオも

YouTube を通してっていうのがありましたが、この中で何かインターネットを通して、例

えば、グフロンさんのインスタグラムだったりとか、あるいは先ほど、アウファさんのお

名前が挙がりましたが、妹さんのアウファさんがヒジャーブモデルっていっていいんです

かね。としてご活躍されていたりとか、インターネットを通してのご活動をもしこの中で

他にされている方がいれば、ぜひ聞いてみたいんですけど、特にはいらっしゃらないです

かね。あっ、お願いします。 

 

グフロン 僕と妹が、アウファっていうんですけど、アウファがヒジャーブのモデルとし

て、いろいろ活動していて、僕らは、アウファはファッション的な部分で、アーティステ

ィックな写真を自分で撮って、自分でスタイリングして、それを写真に作品としてインス

タグラムに上げていてっていうことをやっていて、僕はお花を主に、お花を通してインス

タグラムに上げているんですけど、僕も目的はあって、直接的ではないけれども、自分た

ちがムスリムとしてこういうことをしていて、いつかどっかで誰かがかっこいいムスリム



65 

がいるなとか、すごいいいことしてる人がいるなとかいうふうに引っかかってくれればな

と思っていて。 

 やっぱり第 1回の会議のときにインスピレーションがあったんですけど、必ずしもクル

アーンの先生がイスラムの代表として光るとか、必ずしもモスクによく来る若者で、こう

いう活動に参加しているムスリムがイスラムの代表でっていう感じで光るのではなくて、

自分たちも、例えば僕はお花をやっていて、アウファはファッションとかアートの写真っ

ていうのをやっていて、それを見た人が、僕らがイスラムでムスリムということを知って、

それをきっかけにイスラムを知ってもらったり、ムスリムに対して興味を持ってもらった

りしてくれればいいなっていうので、ある種のダアワ活動みたいな感じだと思っているん

ですけど、そういうのだから SNSだとノンムスリムの人でも、ムスリムの人でもいろんな

人がアクセスできるし、自分たちの表現っていうのが、簡単にある種のエキシビションっ

ていうか、展示会というか、それがすぐにネット上でできてしまう時代なので、そういう

のを SNSでやっています。 

 

アミン 分かりました。ありがとうございます。そういったインターネットのご活動だっ

たりとか、あるいはラッバイクだったりとか、物理的な、例えば、僕たちの先ほど、SYM、

エス・ワイ・エムとかって言っていましたが、Space for Young Muslims の略で、なので

最後にムスリムが付いているっていう、先ほどのグフロンさんの話だと、はい。そういっ

たいろんなご活動があり、モスクの中でもいろいろな問題があり、そしてその問題を認識

できているかたがたが今ここに集まっていて、それを日本的に日本に適した形でこれから

モスクを変えるなり、モスク以外のスペースを新たにつくっていくなりっていう形で徐々

に日本のムスリムコミュニティが、徐々にというか、かなりの速度で変わっていくのかな

っていうふうに思っております。 

 今、ファッションっていうお話もありましたし、いろんなお話が、いろんな視点から出

ましたが、今、オブザーバーの方とかでまだご発言特にされていない方、これは言ってお

きたいとか、ありましたらぜひお願いしたいなと思うのですが、どうでしょう。あっあり

ますか。 

 

ファティナ ちょっとだけ何か、インターネットの活動から。全部がインターネットの活

動っていうわけではないんですけど、在日インドネシアムスリム協会のほうで、日本人、

または日本語をしゃべる方向けに、イスラムゼミっていう勉強会を月イチでやっていて、

それは、生配信でも配信されたり、YouTube にも動画をアップロードしているので、例え

ば、行きたいけど、知りたいけど、やっぱり行くのは恥ずかしいとか、ちょっと人に会う

のが怖いとか、そういった方向けにまずは動画を見てもらって、この勉強会がどういう場

なのか、どういう人たちが集まって、どういうことを学んでいるのかっていうのをまずは

見てもらって、興味を持ってくれたら、実際に来てもらうっていう場にはしています。な
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ので、両方ありますね。ネットの世界と、実際の世界。で、イスラムゼミの中でも、先生

はいるんですけれども、その後にトークショーとかもやったりして、実際に一般人のムス

リムの方と、お話をする機会っていう話を聞いて、この間、アミンさんにも来ていただい

て、話をしてもらって、ディスカッションをしてもらうっていう機会も設けたりしていて、

やっぱり何ていうんですかね、イスラムの知識がすごくある方と一般の方をつなげる、中

間みたいな場になれればいいなって思って、今、活動していますので、皆さん、興味あり

ましたらぜひ、来てください。それか、動画を見ていただいて、はい。ありがとうござい

ました。 

 

アミン ありがとうございます。他に何かいらっしゃいましたら、何かご活動されている

方で、宣伝しておきたいとかでもいいですし。 

 

一同 ハハハ。 

 

ファティナ 宣伝の場になってしまって、すいません。 

 

アミン いえいえ、もうぜひ。 

 

グフロン 来てください。 

 

アミン あっ東京ジャーミイでお花のワークショップがある。 

 

グフロン 毎月第 1土曜日にやる予定なので、ぜひ来てください。 

 

アミン はい、行きます。他に何かもちろんご発言で、宣伝じゃなくても、何か言ってお

きたいとか、こういう活動をしていますとか、何かあれば、それ以外のことでももちろん

大丈夫ですが。特に、大丈夫ですかね。いいですか、分かりました。そうですね。お時間

にもなりましたので、この後、閉会のごあいさつをさせていただき、懇親会のご案内もさ

せていただくんですが、最後にひと言だけ申し上げますと、本当にここ 2、3年、いろいろ

なところで言っているんですけど、ここ 2、3年で今、見ていても分かりましたように、現

状を認識していて、そして変わろうとしている、変えようとしている人たち、その中でも

本当に積極的にご活動されているかたがたが今、この部屋に何名も集っていただけたって

いうことですが、本当に日本がこれから変わっていくんだなっていうのを、まさに今、目

の当たりにしているっていうふうに、本当に感じていて、特にこの 2、3年ですね。さまざ

まな活動が本当に盛んになってきていて、第 2世代がそれ相応の年齢になってきたという

のももちろんそうなんですが、やる気だったりとか、モチベーションだったりとか、それ
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につながるこれまでの過去の経験だったりとか、悩みだったりとかっていうのが、それを

ファシリテートしているのかなっていうふうにも感じますし。イギリスでジェネレーショ

ン Mなんて言葉がありますけど、ジェネレーション M、ムスリムチェンジングザワールド。

世界を変えるムスリムたちっていうような、要するにイスラーム的であり、要するにイス

ラームに反したことはしていないけれども、モダンだったり、最近のやり方だったり、そ

れこそインターネットを駆使していたり、洗練された見た目のものをやっていたりとかっ

ていうので、モダンでありかつ、イスラム的であるというのを見事に融合させて、それら

が共存しうるものとして、融合させて、さまざまな活動に励んでいる人たちのこと、ジェ

ネレーション Mなんていう言い方もありますが、まさに日本のジェネレーション Mのかた

がたがきょうここに来てくださったのかなというふうに感じております。本日は、お越し

くださり、ありがとうございました。閉会のごあいさつを、桜井先生に何かコメントをい

ただければなと。お願いします。 

 

桜井 前回、第 1回目も拝聴させていただきまして、きょうはさらに何か突っ込んだ、何

でしょう。皆さんの体験に根ざした、一人一人がやっぱり違う状況の中で、アイデンティ

ティと格闘されてきて、今、ここにいらっしゃるというね。その一つ一つの物語が、いか

にプレシャスかということをもう非常に感じました。 

 やっぱりみんなに共通していることもあるけれども、やっぱり、自分だけの体験も皆さ

んたくさんあって、でもそれを、やっぱりそしゃくして乗り越えて、そして新しい形で、

繋ががっていこうとしている、その努力っていうのは、皆さん一人一人の努力もすごくプ

レシャスだけど、その努力がこの日本の場で行われているっていうことは、日本にとって

もすごいプレシャスなことで、っていうのはやはり日本は皆さんご存じのように、いいと

ころもあるけれども、やっぱり非常に同質、同化圧力が強くて、この異質な者を、違うか

ら楽しい、違うから豊かだとなかなか楽しめない、そういう民族性っていうのが残ってい

て、だけど明らかに私も長年教員をやっていて、若い世代は変わってきている。 

 だけど、まだまだ変わらなくちゃいけない。だから、皆さまがいることで、日本人も変

われる。という意味では、日本社会にとって皆さまの存在がすごい希望だというふうに思

いました。もちろん皆さんすごいいろいろなご苦労をされ、あるいは葛藤され、まだまだ

と思っていることがあるかもしれないけれども、非常に逆に言えばありがたいし、皆さん

を見ていて、私は何だか希望を感じましたね。 

 やっぱり、フランスだとかね、ヨーロッパ、今、すごくいろいろな問題がありますよね。

やっぱりもちろんいろんな、似ている部分もあるし、いろいろ条件が違うところもある、

だけど、その失敗例からもやっぱり学ぶことが必要かなというふうに感じます。 

 だから、なんでしょうね、よく思うんだけれども、違う、違いますよね。違うものを、

例えばムスリム同士もそうだと思うんです。私は、イラン研究をしているので、イラン人

ムスリムの人たちは、こういう場には絶対出てこないです。出てこれないと思うんですね。



68 

やっぱりシーア派であり、全然違う環境の中で、ムスリムのアイデンティティを築いてい

る。だから、違うものを認め合うのに、もちろんテクニックがあるんだなと最近思うんで

すね。そのテクニックは何かっていうと、違いを認めつつ違いを突き詰めないこと。あい

まいにすること。何か、あいまいにすることって、すごく逆に言えば気持ち悪いんだけれ

ども、やっぱり何かクッションをつくる、あいまい。だから違うものは永遠に違うんです

よね。 

 例えば、一つの神を信じるという文化で育っていない人が、頭で分かっても、やっぱり

最後は体がついて行かない。やっぱり 1人かなって思っちゃう日本人が多分大勢いるんだ

と思うんですね。 

 でもそれと、やっぱり神は 1人だって思っている人と、あっでも 1人だと思えると、彼

はラッキーだなと、すごくシンプルで、世界観がシンプルでいいなと。だけどじゃあ、ど

っちがいいかとか、どっちが正しいかとかっていうことを突き詰めたらば、絶対に回答が

ないんですよね。だからそこのところは、若干、あいまいにする。何か友達でもそうです

よね。夫婦でもそうですよね。若干、あいまいにすることで、まあ、いいかっていう。何

かその知恵、その知恵がうまく日本で生きれば、何かいい例としてね、失敗例じゃなくて、

いい例として、さまざまな問題があるけれども、まあまあ他よりはいいんじゃないかって

いう例として世界に発信できるんじゃないかという、大きな期待を持っています。すいま

せん。本当にきょうは貴重なお話ありがとうございます。本当に皆さん一人一人のお話が

プレシャスで、私の心の中にすごい響きました。ありがとうございました。 

 

アミン ありがとうございます。 

 

店田 はい、ありがとうございました、桜井先生。私も親世代のモスク会議とは全く違っ

た貴重な話をたくさん聞かせていただいて、今回 2回目ですけれども、いい次世代ムスリ

ム会議が、多分これからも続けていけるんじゃないかという、将来のことも考えながら聞

きました。 

 日本に住んでいるムスリム、17 万人とか 18 万とかいるんですけれども、若い人が今多

分かなり、いわゆる第 2世代の人が増えていて、特にハーフとか、あるいは外国人の国籍

の方も含めて、2万から 3万人ぐらいは若い人がいるんじゃないかと思うんですけれども、

いろんな人がいて、この場に出てくるような方々もいれば、そうじゃない人たちもいる。

いろんな多様な形なんですけれども、その中で若い人がこれからは大きな力を日本のムス

リム社会の中で恐らく持っていくんだろうなというふうに、改めて思いました。 

 先ほど、ジェネレーション Mというのがありましたけれども、ジェネレーション Mだと

同じになっちゃうので、ジェネレーション Jか、MJか、何か新しい言葉を考えてもいいの

かなと思いますけれども、いずれにしても今後の力強い、日本のムスリム社会の胎動みた

いなものを感じるようなところがありましたので、これからにも期待したいと思っていま
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す。本当に、きょうはありがとうございました。この後は、例によって東京ムスリム飯店

という、いつもの所ですけれども、おなかいっぱい食べられますので、ぜひ、そちらのほ

うにも時間があれば、参加してください。無料ですので、お金がかかりませんから、ぜひ、

参加してください。本当にきょうはありがとうございました。じゃあ、これにてお開きに

したいと思います。ありがとうございました。 

 

アミン ありがとうございました。 

 

一同 ありがとうございました。 

 (了) 


