
0 

 

  

 

ロヒンギャ難民  

集住地・館林市訪問

報告書 
東京学芸大学 2018 年多文化共修科目 A「異文化理解とコミュニケーショ

ン」フィールドトリップ 2018 年 6 月 24 日（日） 

概要 

2018 年多文化共修

科目フィールドト

リップとして、ロヒ

ンギャ難民集住地

の群馬県館林市を

訪問し、ロヒンギャ

の皆さんのお話を

聞き、モスクを訪問

して、交流を行いま

した。その報告と参

加者の感想文をま

とめました。 

作成者：岡 智

之（留学生セン

ター） 
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フィールドトリップ概要 

2018 年 6 月 24 日（日） 

10 時 15 分 東京学芸大学ウッドデッキ前集合 

10 時 30 分 バスで出発 

12 時半  群馬県館林市赤羽公民館（赤生田町 1950-2）到着 

13時   会場準備・昼食弁当（ロヒンギャ民族伝統のチキンカレー） 

13 時半 ロヒンギャ難民現状報告（在日ビルマロヒンギャ協会会長・長谷健一会長と通訳

の長谷川留理華） 
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 赤羽公民館前で記念撮影 

 

 

 15 時半  モスク「マスジド・サラマート」（北成島町 1811-2）訪問 
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お祈りの様子 

 

モスク前で記念撮影 

 

17 時半  館林市出発 

19 時半  学芸大学正門到着 
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ロヒンギャ難民現状報告 

報告者：在日ビルマロヒンギャ協会会長・長谷川健一、通訳・長谷川留理華 

 赤羽公民館でのロヒンギャ難民現状報告では、在日ビルマロヒンギャ協会会長の長谷川

健一氏が英語で行い、通訳を娘さんの長谷川留理華さんがおこなった。また、NPO 法人千

葉イスラーム文化センターや JAPAN PEACE CHARITY の方も在籍し、メディアの上毛新

聞社と NHKWORLD JAPAN の方も取材に来ていた。 

 

ミャンマーにロヒンギャ民族が存在するという証拠 

・ ミャンマーは、以前はビルマ連邦として知られている。日本の人には「ビルマの竪琴」

で知られているが、1989 年に軍事政権に代わり、国名がビルマからミャンマーに変わ

った。ミャンマーは、タイ、ラオス、インド、中国、バングラデッシュと 5 つの国と国

境を接しており、人口は 5142 万人である。＜ミャンマーの地図と民族分布＞ 

・ ビルマは、1948 年にイギリス連邦から独立し、1950-51 年に、ビルマ初めての国民カー

ドが発行された。ロヒンギャ民族にも他の民族同様、国民カード（＜三つ折りの旧国民

カード＞）が発行されていた。ビルマ連邦最初の大統領は、ロヒンギャ民族を国民とし

て認め、「ロヒンギャが国民でなければ、私は国民ではない」という有名な言葉を述べ

たという。このとき、ロヒンギャ民族は他の民族と何も変わらなかった。 

・ ロヒンギャ民族がミャンマーに居住していた数々の証拠がある。 

・ 1950 年代に大臣政務官、厚生労働大臣を務めていた人物はロヒンギャ民族である。＜

大臣政務官 2 人、厚生労働大臣の写真＞  

・ 1991 年～95 年すべての民族語で放送されるラジオ放送があり、ロヒンギャ語でも放送

されていた。＜民族ごとに放送するラジオ番組表の写真＞ロヒンギャ語と記載されてい

る＞ 

・ ＜ヤンゴン大学で実行されたロヒンギャ同窓会の写真＞ 卒業生として報告者の会長

が写っている。 

・ ＜大学地理教科書（現役）の写真＞ 現在の大学 1 年生が使う地理の教科書にミャンマ

ーに住むイスラム教徒はロヒンギャ民族であると記載されている。 

・ ＜ミャンマー百科事典の写真＞ 民族種類に「ロヒンギャ民族」と書かれてある。 

 

ロヒンギャ民族迫害の歴史 

・ 1962 年、軍事政権に代わって、ロヒンギャの迫害が始まった。 

・ 1978 年、迫害が激しくなり、迫害にたえられない人々30 万人がバングラデッシュに逃

亡。当時のバングラデッシュ大統領との話し合いで、ロヒンギャをミャンマーに帰還さ

せた。 

・ 1992-1993 年 ピンクの住民カード＜写真＞に変わるが、ロヒンギャだけホワイトカー



5 

 

ド（仮住民カード）＜写真＞が配られる。ロヒンギャは、住居、就職、結婚、教育など

すべての国民の権利が制限された。  

・ 2012 年、仏教徒のテログループ（マバータ？）がロヒンギャ民族へ襲撃。＜村ごと燃や

されている写真＞ 14 万人が住居をなくし、国内避難民として海外の支援で暮らして

いる。 

・ ミャンマー政府は、「バンガリ」（ロヒンギャ民族をベンガル人と呼んでいる）は自分の

家を燃やして国際社会にありもしない迫害があると同情を得ようとしていると言って

いる。しかし、軍人が家に火をつけている証拠の写真がある。＜村に残るのは灰だけ＞ 

・ 国連の発表によると、ロヒンギャの村 350?が燃やされ、8000 人以上のロヒンギャが殺

され、600 人の女性が軍によってレイプされた。実際はもっと多いと思われる。 

・ 1978 年から現在までバングラデッシュに避難したのは 100 万人。自分たちの家が燃や

されて、暮らせる状況ではないので、村を後にして自力で避難。＜手作りの竹の船で渡

っている写真＞ ＜船で渡れない人は、自力で歩いている写真＞ 

 

ロヒンギャ民族迫害の現状（2017 年 8 月～） 

・ 国連では、ロヒンギャは世界一迫害されている人種と発表されている。＜もともと家が

あったところが燃やされて今なにもない写真＞。＜燃やされたところをさら地にしてい

る写真＞ ＜2017 年 12 月の村と燃やされた後の 2018 年 2 月の航空写真＞ ＜政府関

係の建物が建つ予定のさら地の写真＞ ＜ロヒンギャの畑に軍が入って、奪っている写

真＞ 

・ ＜ミャンマー政府が捉えた ARSA の武器の写真＞ 

ミャンマー政府はロヒンギャの武装勢力に襲撃された証拠として出しているが、木で作

られた銃である。私たちは ARSA という武装勢力を実物で見たこともないし、誰が運営

しているか、何の目的で作っているかわからない。実は、ミャンマー政府がロヒンギャ

を消していくための理由として作っているのではないかと疑われる。 

・ BRAJ（在日ビルマロヒンギャ協会）が運営する学校。2017 年 8 月から既に数回現地訪

問を行い、7 人の先生が 400 人の学生を指導。去年の年末から、トイレ 20 個、井戸 20

個、食料をトラックで 2 台運んで配ってきた。＜教室の様子の写真＞ 彼らがミャンマ

ーに戻った時、ミャンマーで生活していくための、ミャンマー国民としての教育を行っ

ている。ミャンマー政府に復讐するために教えているのではない。 

・ ＜バングラデッシュのキャンプの写真＞ここで住めるのというくらいの所に住んでい

る。 

・ ミャンマー政府は、ロヒンギャに、NVC（外国人カード）を渡しているが、私たちは外

国人ではないのでこれを受け取るわけにはいかないと拒否している。 

・ ＜学校の様子のビデオ＞ 教えている様子 

・ ＜軍人がロヒンギャを殴るけるしているビデオ＞ ミャンマーで何が起こっているか
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わかるビデオ。彼らは何もしていないのに引っ張り出されて、殴るけるされているのが

日常だ。 

・ ＜ロヒンギャの村を上空から撮影したビデオ＞ 

・ ＜バングラデッシュ難民キャンプのビデオ＞ 彼はこの状況が続くのであれば、絶対戻

りたくないと言っている。 

・ 今日、最後になるが、学生さんの力、先生の力を合わせて、ミャンマー政府に圧力をか

けるように皆さんの力を借りたいというのが私たちの願いだ。 

 

〇 在日ビルマロヒンギャ協会難民支援担当 アウンティン氏の訴え 

・ 今から 26 年前、1992 年 11 月 20 日に日本に来た。最初日本に来た時、7 人のロヒンギ

ャだった。今、70 万人がミャンマー国内で、全世界 370 万人のロヒンギャが避難して

いる。 

・ ラカイン州は別の国というのは 1400 年前のこと、600 年前から、仏教徒のラカイン民

族と、イスラム教徒のロヒンギャ民族は仲良く暮らしていた。（根本敬氏による） 

・ 1948 年イギリスから独立以降、いろいろな民族が一緒にやっていた。1962 年軍事政権

になって、ロヒンギャ迫害が始まる。 

・ 現在、5 回目の大量難民流出の時期（1 回目 1978-1980、2 回目 1991-1992、3 回目 1996-

1997、4 回目 2016、5 回目 2017 年）私たちは難民したくない、しかし、自分の生命の

安全のため、難民になっている。タイ、マレーシア、インドネシア、中国、サウジアラ

ビア、日本など全世界に 370 万人。 

・ 私たちは経済難民ではない。最初日本に来た時、法務省で経済難民と言われた。今、法

務省の人は謝っているが。 

・ ロヒンギャ難民問題の始まりは、日本政府（日本軍）にも責任がある。1941-1945 年、

日本軍は（イギリスに対抗するために）、ラカイン州で、仏教徒のラカイン民族に武器

を渡し、ロヒンギャ民族の家を破壊したり、民族殺すことをやらせた。 

・ 私たちは、独立はしたくない。元の国民に戻りたいのだ。私たちはベンガル人ではなく、

ミャンマーのロヒンギャ民族だ。仏教徒も、イスラム教徒もキリスト教徒も一緒に仲良

くやっていきたいのだ。 

・ 57 ヵ国の人がロヒンギャ難民を応援している。今後、中国とアメリカの動向が大きな

問題。 

・ 日本の大学の人は、日本政府に働きかけ、ミャンマー政府に圧力をかけてほしい。日本

で一番力があるのは、大学の人。 

・ 在日ビルマロヒンギャ協会は、1992 年大宮で結成。今 300 人の会員になっている。 

・ 2005，2006 年にマレーシアから違法パスポートで日本に来た男性が 70 人、難民申請

し、難民認定や特別在留許可を得ている。今、140 人に増え、更に、館林で 86 人の子

どもが生まれた。今、年上の子で、中学生 3 人、高校生 2 人がいる。群馬、埼玉、千葉、
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東京、名古屋など全国に 300 人がいる。 

・ 1994‐1996 年に館林に移動。最初、金曜礼拝は市役所で部屋を借りてやっていた。2007

年にモスクを立てた。 

・ 皆さんに助けてほしい。日本政府にお願いして、ミャンマー政府に圧力をかけてほしい。 

 

〇 質疑応答 

・ 今後、難民問題の解決はどうやって行けばいいのか。（ナイジェリアの留学生から） 

・ 問題の解決のためには、アメリカ、日本、中国、ロシアなど有力な国が一致して行動し

ない限り、特に、中国、ロシアが賛成しない限り、他の国が行動とれない。今、ミャン

マー政府は、ヨーロッパなどの有力な国に観光客を出入り禁止にしている。国外に悪い

状況を知られたくないようだ。 

・ 今、虐殺、民族浄化、ジェノサイドが行われている。村に空爆も行われている。レイプ、

殺人が行われている。キャンプの 60%は子どもたちである。 

・ 日本は、ミャンマーに多額の募金をしている。今、募金をしたところで、そのお金はミ

ャンマー政府がロヒンギャを弾圧するための武器を買うのに使われている。（日本政府

の援助金のことか？） 

・ 学生さんは大きな力を持っている。これから、議員や総理大臣になる人も出るかもしれ

ない。そういう意味で、（未来を担う）学生さんの力を借りたい。 

 

 

ロヒンギャ難民集住地・群馬県館林市訪問参加者名簿 

 

名前 所属 国 性別 

岡 智之 留学生センター教員 日本 男 

菊田 美零 B 類英語 1 年 日本 女 

内田 遥香 B 類英語 1 年 日本 女 

齋藤 美羽 A 類国際教育 1 年 日本 女 

川島 はるか E 類カウンセリング 3 年 日本 女 

オーゾー・オビナ 教員研修生 ナイジェリア 男 

吉田  香 大学院総合教育開発 2 年 日本 男 

中山 豊子 一般 日本 女 

新畑 克也 一般（フォトグラファー） 日本 男 
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モスク「マスジド・サラマート」訪問 

  

NPO 法人 千葉イスラーム文化センター理事長の杉本恭一郎氏より、「日本人が世界中の

ムスリムと仲良くなる方法」と題して、イスラム教とムスリムについてお話しを受けた。 

 

・ イスラム教は平和の宗教だ。あいさつのアッサラームは「あなた方の上に平和がありま

すように」という意味。 

・ イスラム教の人口は世界で 18 億。日本では 10 万人。マスジト（礼拝堂）は全国で 100

を超えた。 

・ Q: クルアーンに何が記されているのか。 

A：預言者ムハンマドによるアッラーのことば。1400 年全く変わっていない。 

・ Q: 人間は死後どこへ行くのか？ 

A: アッラーに戻る。 

・ Q: 人間はただ生まれたのか？それとも創られたのか。なぜ創られたのか？ 

A: アッラーに仕えるため。 

・ イスラーム五行： 証言、礼拝、施し、断食、巡礼 

 イスラーム：外面的にアッラーに従う言動。イマーンは内面的にアッラーに従う心 

・ ハラールとハラーム。 ：合法と禁忌。 お酒、豚肉など 

・ アッラーとは誰か？ 唯一で見えない創造主。  

他の宗教にもある（イスラム：アッラー、キリスト教、ユダヤ教：エローヒム、神道：

大元霊神、ヒンドゥー教：偉大な御光） 

・ ムスリムはアッラーにお願いする人。 

 

「ロヒンギャは大変だが、イスラム教を信じているから希望を持って生きていける。」とい

う最後の言葉が印象的だった。困難な立場の人ほど信仰がいるのだろう。またそれ以上にイ

スラムは生活に根づいていることを実感した。 

 お話しの後、5 時のお祈りの時間になり、アザーン（礼拝への呼びかけ）をきき、神聖な

気分になる。2 階の礼拝所に行き、ロヒンギャの方々10 数名がお祈りする姿を見る。 

 皆、モスクの訪問は初めてだったと思うが、イスラム教やロヒンギャへの理解がより深め

られる機会になった。在日ビルマロヒンギャ協会協会の方々に感謝したい。（岡感想） 
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ロヒンギャ難民集住地 感想文 

 

  

今回ロヒンギャ難民集住地を訪問して私が大きく学んだことは二つある。 

 一つは、本当に必要な情報や自分の必要とする情報を取捨選択するメディアリテラシー

の大切さである。近年、日本でも「貧しいミャンマーの子供たちを救うために寄付金をお

願いしています。」などというポスターを度々見かけるし、それによって募金活動にかな

り効果があるように思われる。私も何度かそのような活動団体の志に惹かれて自ら募金を

したことがある。ミャンマー政府等に送られる募金からなる支援金はミャンマー国民が幸

せになるために使われるものだと思っていた。しかし、ロヒンギャの方々の話を聞くと、

「その支援金はロヒンギャ難民を迫害するのに使う武器を買うのにも使われている。」と

のことだった。それを聞き、自分の思っていた使い方とは違うことにも使われていて衝撃

的だった。また、どうして日本に国から難民申請を受諾された難民は少ないのかという問

いに対して私はただ単に難民として認定される基準が高いからという認識をしていたが、

実際は「ロヒンギャは政治難民ではなく、正式には難民として認識されない経済難民であ

る」と国の官僚からみなされることもあって難民申請が通らないということを聞き、「自

分の認識は偏った見方をしていたのだな。」と痛感した。政府等の信頼できる機関から得

た情報はすべて正しい情報なのだろうか。私はそうは思わないと思う。その機関が本当に

すべての情報を公表しているとは限らないし、何が正しい情報なのかは当事者の立場によ

っても捉え方次第では多様化することが大いに想定される。より自分の考える適切な選択

をするためには、できる限り様々な立場の情報を集めることが必須だと思うようになっ

た。 

 もう一つは、多文化理解をする際、書物やインターネットを通じてではなく直接会って

学ぶことの大切さである。IS国はイスラム教の一部の過激派組織という事実を頭では理解

していたつもりだったが、私は今まで何となく、ロヒンギャ難民を始めとするイスラム教

に対してあまり良い印象をもっていなかった。しかしながら、実際に、直接ロヒンギャの

方々と交流していく中でその印象は大きく変わった。彼らは初めて会った私たちに対して

豪華な民族料理をふるまい、彼らにとって神聖なモスクにも連れて行ってくれた。私の強

固な意見はその時初めて変わった。本や書物などの間接的な知識よりも「態度など言葉だ

けでは伝えきれないもの」が私たちに教えてくれる知識や体験のほうが重要だと私は改め

て思った。加えて、私は「ロヒンギャにとっては仏教国であるミャンマーでイスラム教と

価値観の違う人々と暮らすよりも同じイスラム教国のバングラデシュでの生活のほうが結

果として幸せなのではないか」という考えを少し抱いていたが、実際はそうではなく、私

の予想に反して、彼らは自分たちの母国であるミャンマーに戻りたいと強く願っていた。

その経験を通しても、第三者である私たちだけで難民問題に対して考えるだけではなく、

当事者に会って彼らの考えをきちんと聞くことが一番重要なのかと考える。 
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ロヒンギャの方々にお会いして 

 

 

 今回は、群馬県館林市でのロヒンギャ訪問フィールドワークに参加させていただき、多く

のことを学ぶことが出来ました。中でも印象に残った部分を、2つ挙げます。 

 まず 1 点目は、ロヒンギャの方々が実際に生活している様子を見せていただいたことで

す。館林では、ロヒンギャの方々と昼食を一緒に食べたり、モスクでの礼拝の様子を見せて

いただいたりしました。ロヒンギャの方々が舘林で生活をしているその日常を垣間見るこ

とが出来たのは、貴重な経験でした。特に、今までモスクの中には入ったことがなかったの

で、とても新鮮でした。モスクの意味やイスラム教の考え方も丁寧に説明していただき、モ

スクはお祈りのためだけの施設ではなく、ロヒンギャの方々はじめムスリムの方々にとっ

て、欠かせない存在だということがよく分かりました。 

 2点目は、ロヒンギャの方の声を直接聞いて、ロヒンギャの方々が直面する現実や、問題

の深刻さを学ぶことが出来たことです。実際にロヒンギャの方とお会いしてみて、アウン・

ティンさんはじめロヒンギャの方々の思いの強さが、印象に残っています。報道や文章では

決して感じることの出来ない意志や感情まで、知ることが出来ました。 

お話の中で、「学生には、一番力がある。学生に、頑張ってほしい。」という言葉がありま

した。この言葉を聞いて、グローバルな視野から、自分を含めて一人ひとりに「学びをする

者」としての責任ある行動が求められているように感じたし、これからもそうした責任感を

意識しながら生きていきたいと考えています。大学や大学院で学んだ知識や技術は立場の

弱い人、困難に直面している人、そして社会のために利用してこそ意味があると改めて感じ

ました。そのためにも、今回学んだことについて考え、伝えることを続けていきたいと考え

ています。 

 私は、「学ぶ」ことの中で、「自分の目で見て、自分で話を聞く」ということを大切にして

います。報道や資料だけでは知り得ないことを知り、当事者の方の「思い」を感じることが

出来るからです。今回のフィールドワークで、改めてその大切さを感じることもでき、非常

に有意義な機会となりました。 

最後になりましたが、お忙しい中有意義な機会を作っていただいた在日ビルマロヒンギ

ャ協会の皆さん、そして今回のプログラムを取りまとめていただいた東京学芸大学の岡智

之先生に、感謝申し上げます。ありがとうございました。 
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ロヒンギャ難民集住地訪問 感想文 

 

 

 私は 6 月 24 日に、ロヒンギャ難民集住地である群馬県館林市を訪問し、多くのことに

気が付くことが出来ました。  

 訪問する前、私はロヒンギャ難民について大まかな概要しか知らず、難民は日本人の自

分にとって遠い世界だなと感じていました。ですがロヒンギャ難民がどのように生まれた

のか、ロヒンギャ難民が今どのような状況にあるのかをお聞きして、こんな悲しい現状が

あるのかと衝撃を受けました。宗教の違いという理由で、何も悪いことをしていない民族

を迫害するなんて私の中ではありえないことだったので、驚きでいっぱいになりました。

理由も分からずに家を燃やされ、殴られ蹴られるロヒンギャの方々はどんなに辛い気持ち

でいっぱいなのだろうと悲しくなりました。 

 お話を聞く中で気づいたことの一つ目は宗教の存在の大きさです。ミャンマー政府がロ

ヒンギャ難民を迫害している理由として考えられるものも、宗教の違いでした。私は日本

に暮らしていて、様々な宗教の人に出会ったことがありますが、自分と違う宗教を信じて

いるからといってその人を傷つけたりすることは聞いたことがありません。ミャンマーで

起こっている宗教の違いというのはマジョリティーとマイノリティーの問題も含んでいま

すが、宗教が持つ力の大きさを表しているなと思います。また、在日ビルマロヒンギャ協

会の方々が建てた学校で、復讐をするために勉強するのではないと、何度も子どもたちに

教えていたのも、ロヒンギャの方々が信じるイスラム教の教え、平和を大切にする考えが

よく表れているなと思いました。本来、宗教というのは、苦しい中で人々が生きるための

心も支えとなるものです。その宗教によって対立が起きてしまった過去、そして現在を、

同じ世界に生きる人間としてよく考える必要があるなと感じました。この宗教によって引

き起こされる問題は、多文化になってきた日本の学校でも起こりうることかもしれないの

で、将来教員になろうと考えている自分は宗教について考えを深めておきたいなと思いま

した。 

 次に気が付いたことは、難民は他人事ではないということです。在日ビルマロヒンギャ

協会の方々は、私たち大学生が一番力を持っているとおっしゃっていました。ロヒンギャ

難民について日本では全然知られていませんし、アウンティンさんがおっしゃっていたよ

うに、使い道を理解せずに募金をしている現状があります。ロヒンギャ難民の問題の根底

に、日本が関わっていることも今回初めて知りました。ロヒンギャ難民について多くの

人々に知らせること、ロヒンギャ難民を助けるために何が出来るのか、見極めて人々に提

示することなどが、私たちが出来る、しなければならないことであるなと感じました。 

 訪問前は、難民について知ることが出来れば良いなと考えていましたが、非常に多くの

学びを得ることが出来ました。今回の気づいたことを、これから生かしていきたいです。

なかなか聞けないお話を直接伺う貴重な機会をありがとうございました。 



12 

 

          館林市のロヒンギャ難民集住地を訪問して 

                        

 

 

 

ロヒンギャ難民の方にお会いして、一番の印象はロヒンギャの方々が力強く生きている

こととロヒンギャ問題解決へものすごい情熱があったことだ。私は人生で初めてロヒンギ

ャについてきちんと学び、世界にはいろいろな難民がいるが、初めて難民の方とお会いした。

ロヒンギャは私が思った以上に深刻で悲惨な問題だった。難民キャンプが劣悪な状況であ

ることだけでなく村全体が軍によって燃やされたり、人身売買や軍による暴行が日常的に

起こっていたりすることなどいくら他国だといえ、見過ごせる問題ではないと思った。 

同行していらしたカメラマンさんがロヒンギャ迫害の原因の一つが子供への教育である

ことに私は関心を持った。ミャンマーでは大人がしたこと、大人の考えに子供が正しいもの

として学ぶという教育が行われており、「ロヒンギャは迫害していい民族だ」という間違っ

た考えが世代を超えて浸透していることに、教育を学ぶものとして興味深く、教育の重要性

を再認識することができた。 

日本では、まだ難民に対して身近ではないことが多いので関心を持っている人は少ない

ように思う。私自身も今回の訪問を通して自分の難民に対する考えの甘さを実感した。日本

政府はミャンマー政府に支援しているが、そのお金は政府が武器を買うために使用されて

いる可能性があること、また日本に難民が来ても待遇は人権を尊重したものではなく、難民

を大変苦労させていることなどを当事者から聞いたことから、日本全体として難民に対す

る考えや姿勢の改革の必要性を感じた。難民に対する情報が限られている（非過激的なもの

や政府に当たり障りのないものなど）だけでなく、虚偽の情報が正しい情報として公開され

ている場合があることを知り、目の前にある情報を鵜呑みにせずに、慎重になってみること

も必要だと学んだ。アウンティンさんが「学生の力が一番有力だ」とおっしゃっていたが、

まずは得られる情報の真偽を見極める努力をすること、また私は国際教育選修なので、日本

の国際理解教育の一環に難民教育をより積極的にしていけないかと考えることが今、私に

できることだと考えた。そのためにまずは私が難民問題解決に向けて難民のことを勉強し、

周りの人や次世代に、今回の訪問で学んだロヒンギャのことをはじめとする難民のことを

伝えていきたいと思った。 

 

ロヒンギャに関することが今までと違う視線から学ぶことができ、ロヒンギャの人たちは

いい人ばかりだったので、難民集住地訪問に参加して本当に良かったと思います。ありがと

うございました。 
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授業で行った今回の訪問の報告会への学生の感想 

 

・ ＜映像・写真を見て…＞今まである程度知っているつもりでしたが、その迫害の悲惨さ

がこれほどだとは思わなかった。村を燃やす、うその情報を流す、暴力をふるうという

ことがまかり通っていることに驚いた。現在の時代にもこのようなことがあるというこ

とを認識した。日本にもロヒンギャ迫害の元というか、歴史的に見ると、そのきっかけ

みたいな部分にかかわっているということ、日本は矛盾ともとられかねない支援の仕方

をしていること、他人事ではないということが分かった。ミャンマーの政権がしている

こと、そしてミャンマー政権を支持し、お金を与えていることについて、日本政府はど

のような認識か知りたいと思った。かっては、ロヒンギャも国民として認められていた

という話があったが、でもその頃から、ロヒンギャは異質なものとしての意識があった

ではないかと思う。（「ロヒンギャが国民でなければ私も国民ではない」と言う発言がさ

れたことなどから）＜訪問に参加した学生の感想を聞いて…＞日本でも、ロヒンギャの

報道がされているが、それも日本の政府の管理下にあるということに留意しなくてはな

いけないと思った。 

 

・ 私は今回都合が悪く、訪問には参加できませんでしたが、実際のモスクで、頭にストー

ルをまいてお祈りの儀式を体験している写真や、在地にビルマロヒンギャ協会の人びと

の訴えを動画で見て、とても貴重な体験だったんだなと思いました。実生活でミャンマ

ーについて深く調べたことがなかったし、イスラム教徒の少数民族ロヒンギャについて

も知る機会はありませんでした。日本の群馬県に集住しているということも知らず、も

っとイスラム教の歴史、ロヒンギャの歴史について学ぶなど、日本人として学ばなけれ

ばいけないこともあるなと感じました。宗教の問題はデリケートだと感じているせいか、

自分と切り離して捉えているところがあったんですが、実際に接してみたり、話を聞い

たりして目をそらさずに考えていかなければいけないなと思いました。 

 

・ ロヒンギャ訪問に行けなかったですけど、今日の授業で先生がビデオを見せたり、説明

してくれたりして、気がついたことがありました。それはロヒンギャ問題に対する日本

人の姿勢です。難民たちが日本にいても、生活は楽ではありません。「難民」というアイ

デンティティで扱いされたりする場合が多いでしょう。私自身も難民問題をあまり考え

てこなくて、多くとも「難民」に対する同情心しかないです。最近気がついたことです

けれども、「～人」を言ってしまったこと自身は意識していない差別ではないかと思う

のです。 

 

・ 今までニュースや本の中で見てきたロヒンギャ難民の話を、直接肌で感じることができ

たと思う。またその人たちのたたかいは今でも現在進行形だと痛感した。クラスメート
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の話のように、私たちのような若い世代がこの難民問題に関心を持ってより良い道を模

索するのが大事だと考える。 

 

・ ロヒンギャがいなかったことにしていること、村ごと燃やして自作自演だと嘘の情報を

流していること、ARSA という組織をでっちあげている疑いがあるなど、ミャンマー政

府のひどい仕業に驚いた。情報をねじまげたり、何もしていない人々を殴るなどすると

ころが、少し光州事件の授業の時に見たものと重なった。そして日本政府の責任も大き

いと感じた。宗教対立の利用も重い罪だと思ったし、それなのになぜ難民として受け入

れたり、ロヒンギャへの支援を積極的にしないのかと思う。 

 

・ 竹で作った船や泳ぎで海を渡って、さめなどに食べられてしまうのではないかと思うと

とても怖かったです。人が殴られたりけられたりしている映像を撮影している人がタバ

コのようなものを吸っていたのが印象に残りました。先日観た韓国の民主化の映像でも

若者を傷めつける軍人に酒臭い人がいたという話を思い出しました。日本がミャンマー

にお金を渡しているからロヒンギャの人を傷めつける武器が買われているという話も

衝撃的でした。日本の官僚になるような人に知ってもらって、国を変えていくためには、

学芸大の学生だけではなく、もっと多くの大学の学生に知ってもらうべきだと思いまし

た。官僚？とかなんとか庁の研修とかに取り入れられないのかな…とも思いました。宗

教に興味があるので予定がなかったら行きたかったです…。御飯も食べてみたかったで

す。ミャンマーのことももちろんですが、日本のことでも情報操作ってありますよね。

何のためのマスメディアなのか、マスメディアとは何なのかわからなくなります。 

 

・ 館林を訪問した人の意見を聞いて、1 番感じたことは、難民について正しく知らなけれ

ばならないと感じた。難民問題は、自分には遠すぎる問題と感じていたが、少しでも若

い世代がただいい問題を知っていくことが大事になってきて、そこから知っていかなけ

ればいけないと思った。 

 

・ 最近私の故郷で難民の問題がいろいろうるさいです。イエメンから来た 500 人の難民が

課題になって、今反対示威も起きることもあります。私の姉も私にその示威をしてみろ

と言っています。このことは最近ヨーロッパで起きたことの影響もあります。今はこの

事件がどう流れるか知らないけど、大きな問題なしに良く解決したらいいと思う。 

 

・ 最近チェジュにも難民問題が話題になりました。6 月イエメン難民たちが急に 500 名ぐ

らい入ってきたからです。それでこの 500 名は今難民審査を申し込んでいる状態です。

でも現在難民を受けたヨーロッパ国たちも難民によって発生している問題があるので、

難民を受けることについて注意が必要だという趨勢です。私は今まで難民問題と世界で
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起きる戦争は、縁遠い話だと考えましたが、この事件で全然縁遠い話ではなくて世界の

平和を願うことがすごく重要でこの問題は早く解決しようとしてはいけないと思いま

す。 

 

・ ミャンマーの状況は想像以上に悲惨で軍人が子どもたちをける映像は非常に不愉快で

した。また、この現状に日本政府が関与している点において他人事ではないと思いまし

た。圧倒的に国民を国が支配していると感じましたし、支配の仕方も悲惨であったので

見ている方も苦しくなりました。「難民」という意識の浅さや、固定概念にとらわれる

自分のみじめさに嫌気がさしました。なので、もっと理解を深め、難民に対する意識を

変えなくてはいけないと思いました。 

 

・ 「途上国に支援として寄付したお金とかが難民の迫害に使われていたりすることがあ

る、一面的にしか捉えてなかった」というロヒンギャ訪問した方の感想を聞いて、そう

いう側面があったことを私も今初めて知ったし、私も一面的、偏った情報しか持ってい

なかったことを認知できました。私も行きたかったです。 

 

・ 今回改めて自分たちのロヒンギャ難民集住地訪問の映像を見て、情報の多面性の重大さ

に気がついた。情報の信用性は情報源によるものではないし、だからと言って自分勝手

に情報を取捨選択するのも適切ではない。誇張しすぎかもしれないが、「minority」の話

を聞くことは大衆的な意見の飛び交いやすいインターネット等で情報を探すこと重要

なのかもしれない。また、今日考えたことは、日頃から「〇〇ってこんな感じのことだ

よね」とだけ思うだけでそのままにして生活していく態度を改めたいと思った。 

 

・ ロヒンギャ難民集住地訪問の振り返りでは、改めて自分たちに何ができるのか、世界で

何が起きているのかを考えることができました。 

 

・ ロヒンギャのビデオを見て、実際に話を聞いたが、改めて難民問題の深刻さを実感した。

私は在日ビルマロヒンギャ協会の活動の熱さを知っているからこそ、何人かが興味なさ

そうに見ているのが少し残念に思いました。私は数少ない当事者に会ったものとして、

興味ない人にも難民にもっと関心をもってもらえるように情報を広められる人になり

たいと思いました。 
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上毛新聞ネット版で報道 

館林周辺のロヒンギャと交流 東京学芸大生ら訪問 

[2018/06/25] 

• ハラル料理を味わう学生たち 

 多くの人が難民となり、国際的な問題になっているミ

ャンマーのイスラム教徒少数民族ロヒンギャについて

理解を深めようと、東京学芸大の学生や院生ら８人が

24日、ロヒンギャが集住する群馬県館林市を訪れた。

同市周辺に集住するロヒンギャと交流し、民族の歴史

やイスラム教の文化などを学んだ。 

 

 在日ビルマロヒンギャ協会（同市苗木町）がイスラム

教の戒律に沿った「ハラル」料理で学生たちをもてな

し、市内に集住した理由や難民問題について説明。 

 

 同協会幹部のアウン・ティンさん（50）は難民キャンプの厳しい環境や母国に帰還で

きない現状を訴え、「みんな同じ人間。世界平和のために力を貸して」と呼び掛けた。 
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