カンポン・アイールとモスク

「平和の郷」

ブルネイ での教育旅行

ブルネイという国について、日本の高校生

マレーシア領

が知っていることといえば「石油の国」
「イ

バンダル・スリ・ブガワン

テンブロン
地区

リ・サイフディン・モスク（通

成したスルタン・オマール・ア

前王の時代（１９５８年）に完

る。街の中心部に聳えるのは、

徴する二つの壮大なモスクがあ

ブガワン。そこにブルネイを象

分ほどの首都バンダル・スリ・

ブルネイ国際空港から車で

二つのモスクとムスリムの生活文化

ブルネイで異文化に触れる

イでの「学び」の素材を紹介したい。

情報をもとに、海外教育旅行にふさわしいブルネ

ブライト地区

スラム教の国」というくらいではないだろう
か。正直、私のブルネイに関する知識も、今
回、訪問・取材させていただくことになるま

テンブロン・ブリッジ

ブルネイ
ムアラ地区

バンガール ウル
テンブロン
国立公園

●

トゥトン地区

では、彼らと大きく変わるところはなかった。
ブルネイの正式な国名は「ブルネイ・ダル
サラーム」
、
「平和の郷」という意味だ。成田
から直行便でおよそ６時間半。インドシナ半
島の南東、ボルネオ島の北部にあるマレーシ
ア領に囲まれた小さな国で、面積は三重県と
ほぼ同じ約５７００㎢、そこに春日部市（埼
玉県）とほぼ同じ 万人が住んでいる。イス
ラム教を国教としていて、宗教上最も権威の
あるスルタンの称号をもつ国王が存在する。
現在のハサナル・ボルキア国王は第 代スル
タンで、首相・外相・国防相・財務経済相を
兼任し、国政の全般を掌握しているという。
ブルネイにとって日本は、石油や天然ガスを
多く輸出する最大の貿易相手国で、政治・経
済・文化など多方面にわたり両国の良好な関
係が続いている。
グローバル化が進んでいるとは
いえ、ムスリムの生活文化に日本
人が直接触れることはあまりな
い。また、都市を少し離れると熱
帯雨林が広がるブルネイのような
自然環境を経験することもまずな
いだろう。それだけでもブルネイ
を訪れて学ぶ価値は十分にある。
多くの日本人にとって「知られ
ざる国」といってよいブルネイ。
ここでは、この３月の取材で得た

称オールドモスク）
。真っ白な

大理石の外観と黄金色に輝く

ドーム、その姿を映すモスク前
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●

オールドモスク
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カンポン・アイール

だ。

のラグーンが印象的
中断し、近くのモスクに入って礼拝して

の方々も、決まった時刻になると行程を

材に同行してくださったブルネイ観光庁

などの主要なイ

れる。電気・水道

イメージが覆さ

が、ここではその

リ・ハサナル・ボルキ

ネイで「トゥドゥン」と呼ばれるスカー

街で見かける女性は、ほとんどがブル

病院・消防署など

れ、学校や警察・

ンフラは整備さ

らともなく聞こえてきた。どちらも礼拝の時間と

には、礼拝を呼びかけるアザーンの調べがどこか

トアップされたニューモスクを見学しに訪れた時

岸にある桟橋からボートに乗って数分で到着。川

ポンとはマレー語で集落のこと）
。ブルネイ川の

しいのが水上集落、カンポン・アイールだ（カン

ブルネイでの異文化体験として、ぜひ訪れてほ

てほしい。１０００年以上の歴史があるとさ

を見学できる民家もあるので、ぜひ立ち寄ってみ

ルについて詳しく学ぶことができる。また、内部

統工芸などが紹介されていて、カンポン・アイー

ギャラリーでは、水上集落の歴史や生活文化、伝

どの人々がここに

在、９０００人ほ

巨大な集落だ。現

の村で構成された

区のリツクン・インターナショナル・ホテル

その中間に位置する新興商業地区、ガドン地

心地は８㎞という近さだが、
今回の取材では、

空港と首都バンダル・スリ・ブガワンの中

地元の味が楽しめるナイトマーケット

大級のショッピングモールに隣接していて、

非常に便利だ。また、有名なナイトマーケッ

ト「タム・ガドン（ガドン市場）
」も歩いて

すぐの距離にある。そのマーケットを、午後

16
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一方、ニューモスク
いた。

ア・モスクは、現国王

フで頭髪を隠し、暑くても肌は露出して

と呼ばれるジャミアス

の即位 周年に合わせ

く変わらない。マ

もあって、普通の

至る所でイスラム教に基づく独特の生活

イカーならぬマ

水上タクシーが使われている。

があちこちに架けられていて、遠くへの移動には

文化に触れることができる。イスラムの
「学び」の効果は大きい。

イボートを所有している家もある。住居を結ぶ橋

近代的な街と全

て建てられたブルネイ
最大のモスクで、市街
地から少し離れたとこ
ろにある。床や柱など
に使用されている大理
石をはじめ、建材はす
べて世界最高級のものというだけあって美しく絢

一部の曜日、さらに宗教上の儀式のある日以外は

の上に夥しい数の

れる水上集落の生活文化は、日本では決して

集落の一角にあるカンポン・アイール文化観光

内部を見学できるが、イスラム教に基づく様々な

高床住居が建てら

巨大な水上集落～カンポン・アイール～

ルールがあるので注意が必要。

触れることのできないものだ。

住み、かつては王

カンポン・アイール・文化観光ギャラリー

に宿泊した。このホテルは、ブルネイでも最
という。水上集落
というと貧しい
人々が暮らしてい
ると思いがちだ

カンポン・アイール

宮も築かれていた

ン・アイールは

れている。カンポ

爛豪華。ブルネイの人々にも人気だという。ライ

文化は、日本人にはなじみが薄いだけに

いない。アルコール飲料はなく、食事に
ムスリムの女性たち

は豚肉が使用されない…。ブルネイでは、

ニューモスク

小さなモスクは、街のあちらこちらに見られる。
ムスリムは、一日に５回礼拝をするというが、取

42
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25

ガドン市場

訪問した。

６時半ぐらいに

極端に辛いということもなく、おいしかった。弁

で、いくつか買って通路を歩きながら食べたが、

わえないものであることは確かだ。

好き嫌いは人により分かれるようだが、他では味

で覆われた開放

なく、大きな屋根

く見られる壁は

東南アジアでよ

でおなかを壊したという話は聞いたことがない」

タッフのお話では「このマーケットで買ったもの

していただいた駐日ブルネイ大使館の日本人ス

＄（８０～２４０円）くらいとかなり安い。同行

な も の も 含 め て、 そ れ ぞ れ が １ ～ ３ ブ ル ネ イ

当のようにいくつかの食べ物をまとめてあるよう

覚えるかもしれない。ブルネイには、中国系の住

ツミルクも多く使う。何食か続くと味に単調感を

目の味付けで調理し、
米や麺も多用する。ココナッ

似ている。ハラール料理で、魚、鶏肉などを濃い

イスラム教国であるマレーシアやインドネシアと

ブルネイの全般的な食の印象としては、近隣の

マ ー ケ ッ ト は、

的 な 広 い 空 間 で、

民が人口比で約 ％、その他近隣アジア諸国から

数少ないブルネイ独自の料理「アンブヤット」

ブルネイの食の特徴

味を楽しむのに衛生的な問題はないと思われる。

とのことで、生徒が小グループで訪問し、地元の
南国の果物が並ぶ店

その中にローカ
ルフードを売る
店 が 並 ん で い る。
例えばシンガ
ポールの屋台街

の移住者も多く共住し、中華や東南アジア系料理

のレストランも多い。教育旅行で訪問する際は、

中華をはじめそうしたレストランや、あるいは

フードコートなどと組み合わせられるとよいかと

特に米作が普及する以前は主食とされていたとい

学ぶこともあり、マレー語を公用語としつつも英

また、ブルネイの学校では多くの教科を英語で

思う。
われる。ちなみに、ブルネイでは現在、年間に米

語が広く使われている。そのため、多くのレスト

を食べてみた。ブルネイでは古くから食べられ、

が約３万トン消

イバン族の生
活文化とロン
グハウス

めしたい。

おくことをお勧

として勉強して

理か見当がつくことが多いので、事前学習の一環

（麺）
、 AYAM
（鶏）
、 IKAN
（魚）
、 UDANG
（えび）
などを覚えておけば、その組み合わせでどんな料

（ごはん）
、 MEE
するマレー語の基本用語 NASI

ランのメニューには英語の表記がある。食事に関
％がタイか

年ほど前はそ

費 さ れ て い る が、
の

らの輸入だった
ため、国を挙げて
その自給率の向
上に努力してい
る。
「アンブヤット」
は、サゴヤシとい
うヤシ科の木の幹から採れるでんぷんにお湯を加
えかき混ぜてつくる、見た目では水飴状になった

ブルネイの人

口約

塊でそれ自体に味はない。冷えて硬くならないう
ちに、割り箸によく似た竹製の二股のフォークで

ち、 ％はムスリ

万人のう
巻き取り、酸味のある果物ソースにつけて食べる。

中央の白いものが「アンブヤット」

であるホーカー
と比べると、それぞれの店構えは素朴で、店番の
人も売り物を並べたテーブルの後ろで家族と食事
をしていたりと、マーケット全体から、穏やかで
優しいブルネイの人々の人柄に通じるものを感じ
た。通路は広く、掃除も行き届いており、外国か
らの観光客も地元の人も多く見られたが、全般に
いい意味でのんびりとした雰囲気が漂っている。
きもの・揚げもの
系が多い。ブルネ
イの人々の大好
物ドリアンをは
じめ南国の果物
もたくさん並ん
でいる。魚や鶏肉
などを揚げたり

10

ムであるマレー

ロングハウスの開放的なテラス

10

95

かつての主食とはいえ、現在では当地でも、その
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17

焼いたりしたも
のは、１個単位か
ら購入できるの

65 42

売っているものは、汁麺系のものが少なく、焼

おかずを１個単位で選べる

メンダラム・ロングハウス

だ。現在では市街地にも多く住んでいるが、女性

を行い、アニミズムの信仰を持つ部族がイバン族

の中で、元々ボルネオ島西部に居住して焼畑農業

ム・ロングハウス」には 家族、通常 人が暮ら

繰り返すことで長大な家屋になった。
「メンダラ

ん中の家の左右に新しい部屋を継ぎ足し、それを

が増えると増改築によって、最初につくられた真

族は今も昔ながらの大所帯で暮らしている。家族

ンブー・チキン」は、素朴な味付けと竹のエキス

ることが多い。今回は体験できなかったが、
「バ

炊き上げる「バンブー・ライス」と合わせて食べ

て食べる。同じように、もち米をココナッツ味に

るもので、最後はコンコンと皿の上にたたき出し

ドゥン」
）を被っていない。そのイバン族の伝統

う。広間の奥には、家族毎の居住スペースの入口

る若者が戻ってくると１００人以上になるとい

していて、学校や会社が休みになり街に住んでい

ナッツ味がとてもおいしいそうだ。

が相まって、また「バンブー・ライス」は、ココ

異文化を理解するうえで重要なのは、その国の

人々と直接交流することだ。多くの学校が実施し

エコツーリズムの拠点としての役割を担ってい

ついては問題がないという。

まった公立学校はともかく、私立学校への訪問に

時代が進むに

れ て い た が、

のプログラムが

つかの体験活動

ここではいく

ドして街中を散策するＢ＆Ｓ（ブラザー＆シス

ター）プログラムは、まだブルネイでは実施され

ていないが、テンブロン地区に同行したブルネイ

大学の学生たちは皆快活でフレンドリー、しかも

きれいな英語を話すので、彼らがガイド役になれ

ば生徒たちはきっと楽しい体験ができるだろう。

これからのプログラムの整備を期待したい。

ブルネイで熱帯の自然を体験する

名ほどが体験できるとのこと。そのほか、広間で

でここが熱帯であることを体感する。都市部を少

よう。空港を出るとまず最初に、その気温の高さ

18

2020年７月号

人だが、先住民も ％を占めている。この先住民

の場合マレー人と異なり、頭にスカーフ（
「トゥ
的な住居であるロングハウスの一つ「メンダラム・

である のドアがある。そこには入れなかったが、
それぞれのスペースはかなり広く、キッチンや
ベッドなどが備わっていた。

下で靴を脱ぎ、階上に上がると横幅いっぱいの長

る。自分たちのセレモニーにも使うという広間で

ている学校間交流については、カリキュラムの詰

さのテラス。そこに何か所かあるドアを開けて屋

は、地域の住民が作った竹製の大小のかごなどが

つれて、板材

用 意 さ れ て い る。

また、大学生が修学旅行生の小グループをガイ

内に入ると、これまた横幅いっぱいの長さで、仕

販売されていた

演をすることも

て民族舞踊の実

切りがなく自家製の籐の敷物を敷いた細長い広間

先祖は丘のもっと上のほうに住んでいたそう

やトタンの屋

そのうちの一つが、パンダンリーフ（タコノキ）

あるという。

根材などが使

の葉を織り込んでうちわを作るハンドクラフト。

民族舞踊を体験したり、ロングハウス前の庭では、

ブルネイの気候は、いつ訪れても日本の真夏の
う。現在の場

名に一人の先生役がついて、一度に 名から
所にロングハ

イバン族の代表的な料理である「バンブー・チキ

なったとい

ウスが建てら

ＳＤＧｓを踏まえた「学び」の旅に最もふさわし

う自然がある。そうした自然の中での体験活動は、

日本では見たこともないような鳥が鳴き、蝶が舞

し離れただけで、熱帯雨林のジャングルが広がり、
れ た の は

）作りの体験もできる。
「バ
ン」
（ Ayam Pansuh
ンブー・チキン」は、カットして味付けをした鶏

70
１９７０年代

60

肉を竹筒に詰め、竹筒ごと 分ほど火にかけて作
40

を聞いた。

が、訪問客を迎え

ロングハウス自体は、地域振興の意味もあり、

ブルネイでの学生・生徒との交流

「メンダラム・ロングハウス」は、バンダル・
分、山間地であるラビ郡の道路沿いにある。木造

スリ・ブガワンの中心部から南西方向に車で約

ロングハウス」を訪問した。

52

がある。そこで、住民のリーダー格の女性から話

の高床構造で横幅は数十メートルもある。階段の

12

初めだが、一

20

われるように

パンダンリーフで作ったうちわ

90

で、住居は、昔はヤシの葉を主材料として建てら

細長い広間が共有空間
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11

24

トロピカル・バイオダイバーシティ・センターのバンブートレイル

い。このようなブルネイの自然を直に体験できる

森の中の一
角に屋根付き

都バンダル・スリ・ブ

トゥトン地区は、首

トゥトン地区・ブライト地区での自然体験

ナーは、ブルネ

訪問した。オー

ビー養蜂場を

べているタス

をいくつも並

プログラムを次に紹介したい。

ガワンのあるブルネ

の小さな巣箱

イ・ムアラ地区の西隣

した後に養蜂

イの軍を退役

アクティビティを提

熱帯雨林の森での

だ。

帯雨林が広がる地域

に位置する農園と熱

は

し、広く紹介してい

る林野庁直轄の施

設、トロピカル・バ

イオダイバーシ

ティ・センターがあ

る。ここでは、まず

映像と講義で熱帯

雨林とそこに生息

する生物について

の概要を学び、その

後、展示室で植物や

昆虫などの標本を見学。そしていよいよジャング

業を始めたと
いう。彼の話に

ルの中に入っていく。

でのトレッキングやテントを張って行う夜間の星

活動が様々に用意されている。また、ジャングル

芸など、地域の人々が先生役となって教える体験

民の音楽・芸術、森で手に入るものを使った手工

ン。ここでは、地産地消にこだわった調理や先住

コ・ポニーズ・ガーデ

市部から離れた農業地

に位置するラビは、都

ブライト地区の南西

が爽やかな味がした。

いて、少し酸味がある

より黒くサラッとして

チミツは、一般のもの

帰ることもできる。ハ

ハチミツを採って味わったり、ビンに詰めて持ち

の養蜂場では、管のついた注射器でハチの巣から

ツバチの様子を安全に観察することができた。こ

ので、巣箱を開けてせっせと働いている針なしミ

で油断できないとのこと。ハチが刺すことはない

そうだ。森に棲むサルがはちみつを舐めに来るの

１００個以上ある巣からはちみつを採取している

でどのように

生林がこれま

ているか、原

しと結びつい

に人々の暮ら

が、どのよう

いる昆虫たち

植物やそこに

ルを構成する

中、ジャング

帯の樹々の息遣いが実感できる貴重な体験だ。途

る竹の林を抜ける道を歩いた。鬱蒼と生い茂る熱

保している。今回は、バンブートレイルと呼ばれ

についての説明をするとともに見学者の安全を確

イルでもグループの前後にガイドがつき、動植物

て、目的に合わせて選ぶことができる。どのトレ

ジャングルには７つのトレイルが設けられてい

空観察なども体験できる。ただし定型のプログラ

帯で、やはり熱帯雨林

守られてきた

の内容をアレンジするとのことなので、学校
の主体性と施設との緊密な連携が不可欠だ。
トゥトンの森の資源を利用した家内産業に
養蜂業がある。珍しいのは、ボルネオ島に生
息する針なしミツバチを使った養蜂だ。針な
しミツバチは体長３～４㎜の小さなハチ。巣
はサプリメントに利用されるプロポリスでで
きているため、はちみつにもそれが含まれて
いて健康食品としての価値が高い。ただし、
針なしミツバチのつくるハチミツの量はとて

針なしミツバチの巣からハチミツを採取

ムはなく、学校のニーズに応じてプログラム

が広がっている。そこ

か…、といっ

種 類 の 針 な し ミ ツ バ チ を 飼 育 し て い て、

よれば、ここで

トロピカル・バイオダイバーシティ・センター

に、ブルネイの森の生

供している施設がエ

タスビー養蜂場

た丁寧な説明
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18

物多様性を調査・研究

も少なく、たくさんは流通していない。

バンブートレイルを歩く

エコ・ポニーズガーデン

ULU ULU National Park Resorts

前中がお薦めの体験プログラムだ。

がある。トータルで２時間から３時間かかる、午

クを体験した。各拠

キャノピーウォー

上から楽しめる

熱帯雨林の眺望を

つの拠点を視察し、

回は、そのうちの５

れに特徴がある。今

を 見 据 え て、

観光客の増加

イへの日本人

今後のブルネ

数 は 少 な い。

イドもいるが

には日本人ガ

一部の会社

に当たるのがテンブロン地区だ。テンブロン川に

しバンガールの街

いるが、下流に位置

れるところ

ことが期待さ

充実していく

性がある。

ブルネイの国土は、マレーシア領を挟んで、東

点は、いずれもテン

から車で行ける拠

だ。今回、地

ル・テンブロン国立公園」では、５００㎢という
広大な面積の中、熱帯雨林の手つかずの自然や豊

ドは、テンブ

ロン地区に多

キング、伝統舞踊など）と、キャノピーウォーク

ング、ゴムボートライド、魚釣り、伝統料理クッ

キュー、カヤッキング、ジップライン、ボルダリ

種 ア ク テ ィ ビ テ ィ や 体 験 プ ロ グ ラ ム（ バ ー ベ

各旅行会社は、自社の拠点での食事・宿泊・各

曇りだったので、日も遮られ実に爽快なリバーク

石に当たるが危険は感じなかった。訪問当日は薄

たこともあってか、船底がこつんこつんと川底の

が３月で、雨の多い時期（９月～１月）でなかっ

製のロングボートを使う。川幅は広くなく、訪問

り込み、スタッフが最後尾で船外機を操作する木

20
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テンブロン地区での野外アクティビティ
西二つの地域に分かれている。その東側の飛び地

ブロン川に面して

沿った山間部には、数多くのアクティビティが用
意されていて、ブルネイ国内や近隣諸国からの教

点と、途中でボート

区内で同行し

育旅行も含め、国内外から数多くの訪問者を迎え

に乗り換えて行く拠点がある。訪れたのは、下流

ている。また、
川を遡った奥に設けられている「ウ

かな動植物相が残されていて、ボルネオ島本来の
バンダル・スリ・ブガワンの船着場から定員

てくれたガイ

姿を見ることができる。

側 か ら、 ① Sumbling Eco Village, ② Freme
Rainforest Lodge & Adventure Park,③ Trandie

族の若い女性で、街の学校で学んだ後地元に戻り、

く住むイバン

で、規模や設備は様々
ULU National Park Resorts
だが、それぞれが宿泊施設、テントサイト、バー

今はロングハウスに住んでいるとの話だった。

となるロッジなどの施設は、国の指定を受けた実

やジャングルトレッキングなどを組み合わせる形

ルーズとなったが、屋根はないので、晴れた日は

川を移動する区間では、５～６人が縦一列に乗

質６つの旅行会社ごとに運営されていて、それぞ

で、日帰りや宿泊を伴ったプログラムを提供して
行う代替プログラムも用意されている。かなりワ

最上流に位置する前述⑤の拠点は、 年ほど前

に政府が作り、その後民間に移管されたという川

20

イルドなアクティビティが特徴的なところや、先
住民の村に隣接し、先住民の文化体験を前面に押
し出しているところなど、拠点によってかなり個

国立公園内にあるキャノピーウォーク

帽子と日焼け止めが必須だろう。

集会室や資料室などを備えた拠点もある。

ベキューサイト、食事スペースなどを備えている。

Marina Resorts,④ AZ Back to Nature,⑤ ULU

ロングボート

公園内の足

文中④の屋根付きテントサイト

いる。雨天の場合に備えて、屋根のあるところで

テンブロン地区でアクティビティや宿泊の拠点

分ほどでバンガールの街に到着。

湾を横切った後、さらにテンブロン川を遡る。

でブルネイ川を下り、マレーシア領海のブルネイ

人ほどのボートに乗船する。ものすごいスピード

20
50
文中②のクライミングウォール

キャノピーウォークの上から熱帯雨林を望む

後、再度ボートで少し移動、到着した川岸から

への入場窓口が設置されている。各自が記帳した

に沿った階段状の大きな建物だ。そこに国立公園

後、この地区を教育旅行の訪問先として考える日

きるアクティビティにかなり違いがあるので、今

た。しかし、前述のように、拠点によって実施で

ること 数分。周りは鬱蒼と生い茂るマングロー

ネイ王宮が見えてくる。相当な速さで川を南下す

ぐにカンポン・アイール、その後ろに聳えるブル

７００段ほどのきつい階段を上がると、国立公園

本の学校関係者が視察する際には、今回と同様の

ブの森だけになる。その規模は、沖縄で見られる

残念ながら

いう。

スポットだと

がよく現れる

グザルの群れ

しているテン

島だけに生息

島とスマトラ

が、ボルネオ

あたりの森

なった。その

度が急に遅く

とボートの速

らさらに進む

水鳥を見なが

ものとは比較にならないほど大きい。川辺にいる

日に、バンダル・スリ・ブガワンを

び地とを直接つなぐ長大な海上橋「テンブ

含むブルネイ国西部とテンブロン地区の飛

３月

なお、今回の取材旅行直後の２０２０年

形で行っていただけるとありがたい。

にたどり着く。
キャノピーウォークは、熱帯雨林内の丘の上に、
鉄製パイプ組みで高さ ｍの５つのタワーが建て
られ、それぞれが ｍの長さの橋でつながれたも

㎞と東南アジアで一番の長さの橋と

ロン・ブリッジ」の運用が開始された。全
長が

なる。この開通により、バンダル・スリ・ブ
ガワンからテンブロン地区へは、車で直接
入れるようになり飛躍的に便利になった。現
在、バンダル・スリ・ブガワンを出発点と
して催行されているテンブロン地区へのツ
アープログラムに、今後、かなりの変化と
柔軟性が出てくることと思われる。

リバークルーズで自然体験
ブルネイ川の河畔にある船着場からボー

とができなかったが、テングザルが餌を食べにく

のだ。タワーの周りや橋の手すり部分が金網でお
おわれているので、危険を感じることはない。各

トに乗船。涼しい川の風を感じながら、およそ１

今回は見るこ

タワーを上ったり下りたりするので、かなりの体

る午前８時頃と午後５時頃ならかなりの確率で出

絶対お薦めの体験プ

るリバークルーズは、

の大自然を体感でき

とができた。ブルネイ

ゲなどを目撃するこ

イルやミズオオトカ

棲む野生のクロコダ

ザルの代わりに川に

会えるそうだ。テング

時間のリバークルーズを体験する。出発するとす

上に上がると、視界のある限りに拡がる熱帯雨林
を上から見下ろすことになり、その自然の厚みに
感銘を受ける。公園内には、非常に多くの種類の
植物、鳥、サルなどの動物が生息しているので、
ぜひそれらについて多くの知識を持ったガイドに
同行してもらい、説明してもらうことで、熱帯雨
林の自然や生物多様性を学ぶ機会にできればと感
じた。
今回の訪問では、ブルネイ観光当局の配慮で例

河畔の船着場からボートに乗り込む

力も使うし時間もかかるが、タワー内部の階段で

マングローブの森が見えてくる

のハイライトの一つでもあるキャノピーウォーク

10

ログラムだ。
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21

キャノピーウォーク上部の橋

17
30

42

外的に各会社の拠点を順に視察することができ

ブルネイ川に棲むクロコダイル

10

ロイヤル・レガリア（パレードで使用された乗り物）

ブルネイの歴史を学ぶ

ミュージアム

感 で き る。

興味深い。また、 世紀後半にあったスペインと

る。貿易品の中心となっていた香料の実物展示も

できないメイド

ここでしか購入

リア博物館と併せて見学することで、
「知られざ

もあった。小規模な博物館だが、ロイヤル・レガ

）が、ブルネイにとって重
の戦争（ Castilian War
要な歴史的事件であったことを示す映像展示など

ガリア博物館の

ロイヤル・レ

ブ ル ネ イ・ ヒ
ストリーセン
ター

航に要する時間も他の東南アジア諸国に行くのと

ないが、対日感情も治安も極めて良く、費用や渡

日本からブルネイを訪れる教育旅行はまだ多く

ど王室にまつわる豪華な品々や国王の玉座、各国
から寄贈された金銀製品などが展示されていて、
世界一と称されるブルネイ王室の富の大きさが実

22
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シ ョ ッ プ で は、
バンダル・スリ・ブガワンの中心にある丸いドー

インブルネイの

る国」ブルネイについてしっかりと学ぶことがで

ロイヤル・レガリア博物館
ム屋根の建物が、ブルネイ王室所蔵の宝物を展示

グッズもある。

すぐ近くにブル

大差がない。また、ムスリムや先住民の生活文化

きるだろう。

ネイの歴史を学

といった異文化体験に加え熱帯の自然にも直接触

されている。これは、現国王即位の際のパレード
りの傘などが飾られている。奥の展示室には、世

ぶことができる

れることができるなど、魅力的な「学び」の素材

る。海外教育旅行の訪問国を検討する際には、

修旅行で訪問するには、お薦めの国だと考え

ろと工夫が必要だが、分散型の修学旅行や研

大規模校の修学旅行を実施するにはいろい

人々の人柄の良さだった。

回の取材で感じたのは、何よりもブルネイの

ての条件を十分に満たしている。そして、今

むすび

界有数の歴史を持つ王室や現在の国王の生い立ち

ブルネイ・ヒス

が豊富なブルネイは、海外教育旅行の訪問国とし

で使用された車。その周りにも楯や槍、色とりど

に関わる歴史的資料のほか、国王の王冠、衣装な

トリーセンター

ルいっぱいに金色の装飾が施された乗り物が展示

したロイヤル・レガリア博物館。入館するとホー

るとすぐに、ブ
ルネイと各国と
の交流の歴史を
紹介するパネル
が壁一面に展示
されている。ブ
ルネイは長い

第一
 次資源・観光省 観光開発局

写真提供：ブルネイ・ダルサラーム

文・写真：竹内秀一・吉尾道彦

ていただくことをお願いしたい。

「平和の郷」ブルネイをぜひその俎上に載せ

香料の実物展示

間、南シナ海に
おける貿易の中
継地という役割
を 担 っ て き た。
パネル展示を通
してそのことが
よく理解でき

ロイヤル・レガリアの展示

教育旅行
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がある。入館す

ロイヤル・レガリア博物館

