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1 .はじめに

2008年日本政府は2020年までに海外からの留学生を 30万人以上受入れる こと を目

標とした 「留学生 30万人計画」を発表し，それ以降日本における外国人留学生数の増

加及び出身国の多様化が急速に進んだ（文部科学省， 2008.）. こうした状況の中で，

それまで日本ではあま り受入れて来なかった，イスラーム教を主要な宗教とする国出

身の留学生数が増加しており，イスラーム教を信仰するムスリム留学生の数も増加し

ているものと推測される1. 図 lに日本の教育機関における，過去 5年間のイスラーム

教を主要な宗教とする国出身の留学生数の推移を示す．
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図 1過去 5年間のイスラーム教を主要な宗教とする国出身の留学生数の推移

こうして増加しつつあると思われるムスリム留学生だが，彼らの信仰に由来する行

動規範には受入れる側の 日本人の一般的なそれと異なる点もあるため， 日本での生活
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に困難を抱えているムスリム留学生がし1ることが報告されている．また近年はメディ

アの報道によりイスラーム教を取り巻く環境が厳しくなり，生きにくさや学びにくさ

を抱えながら暮らしているムスリム留学生がし、ることも報告されている（中野・奥西・

田中， 2015:pp. 137 151.). 

信州大学においてもムスリム留学生が勉学や研究に励んでおり，全国的な傾向に従

い，その数を増加させているのではなし1かと推測される．そして生活 ・学習上の困難

を抱えながら生活しているムスリム留学生数が増加 している可能性が推測されるが，

信州大学にムスリム留学生がどのくらい在籍しているのか，その数はどのように推移

してきたのかはこれまでまとめられてこなかった． また彼らがどのよう な困難を抱え

ているのかということ も明らかにされてこなかった．そこで本調査では，信州大学に

おけるムスリム留学生数の推移を明らかにし，各部局の採っているムスリム留学生対

応策をまとめるとともに，ムスリム留学生を対象に実施したアンケート及びインタビ

ューをもとに，彼らの生活・学習上の困難を把握する．そしてこれらを参考に，本学

がムスリム留学生のために取るべき方策について提言を行う．

2. 信州大学におけるムスリム留学生数の推移及び各部局の対応策

本章では信州大学におけるムスリ ム留学生数の推移L 各部局におけるムス リム留

学生対応の取り組みの現状を述べる．

2. 1. 信州大学におけるムスリム留学生数の推移

信州大学におけるムスリ ム留学生数の推移を調べるため，信州大学学務部国際交流

課が保有する，外国人留学生の出身国及び所属部局別人数の資料の分析を行った．デ

ータは平成21年から平成 30年までの 10年間分を扱うこととし，イスラーム教を主要

な宗教とする国出身の留学生数を，所属部局ごとに集計した2. 学士課程は学部ごとに

集計を行った．大学院はこの 10年間で研究科の統合が行われたため，研究科ごとでは

なく，修士課程（博士前期課程）と博士（後期）課程に分け，さ らに理系の大学院と

文系の大学院に分類した．数値は各年の 5月 1日時点におけるものである．過去 10

年間のムスリム留学生数と， 全留学生数に占める割合は，図2の通りである．

ムスリム留学生数（棒グラフ）は， 2015年から増加を始め，ここ 3年間は 50人前

後で推移している．全留学生数に対するムスリム留学生数の割合（折れ線グラフ）は，

2015年以降 10%を越え， 2016年には最大の 14.5%にまで達した．これは留学生の 7

人に 1人がムスリム留学生ということである．図 1が示す全国的なムスリム留学生の

増加傾向からすると，信州大学においても今後ムスリム留学生の増加傾向が続く 可能

d性がある．

また出身国に注目すると， 2016年以降は出身国の多様化が進んでいる．表 lに過去

10年間の信州大学におけるムス リム留学生の出身国の推移を示す.2015年まではムス

リム留学生の出身国は 4か国から7か国程度だ、ったが，2016年に 9か国，2017年に
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11か国，そして 2018年には 12か国に増加した．出身国別に見ると，こ こ7年はマレ

ーシアが最も多くの留学生を信州大学に送り込んでいる．上位 3位以内はマレーシ

ア・インドネシア・パングラデ、シュが独占をしてお り，イスラーム教発祥の地である

中東よ りも， 東南アジア ・南アジアから多くのムスリム留学生を受入れていることが

分かつた．
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図2信州大学におけるムスリム留学生数と全留学生数に占める割合

2. 2. 各部局におけるムスリム留学生対応の取り組みの現状

各部局におけるムスリム留学生対応の取り組みの現状を述べる．調査に当たっては，

各学部の国際交流担当教員または各キャンパスに置かれたグローパルデスクの職員を

通じて’情報収集を行った．

松本キャンパスの理学部においては，学部が用意した，ムスリムがお祈りで使用す

る部屋 （以下，お祈り部屋） というものはないが，研究室ごとの対応で，使用頻度の

低い部屋をお祈り部屋として使用しているとのことで、あった．医学部にはお祈り部屋

はあるものの，学部で用意したものであるかどうかの確認は取れなかった．また経法

学部においては，やはりムスリム留学生が使用頻度の低い部屋をお祈りのために使用

することが認め られているとのことであった．

長野（工学）キャンパスにおいては，工学部が管理をしている，短期間滞在する研

究者及び留学生のための宿泊施設では，ムスリムの研究者及び留学生のために調理器

具及び食器が分けて使われているとのことであった．これはムスリムがハラル（教義

上摂取するこ とが許されている，としづ意味）でない食材の触れた調理器具や食器を

使用するこ とを嫌うためである．この他には学部と してムスリムのために対応をして

いることはなく，研究室単位でお祈り のための場所や時間，食事を配慮しているとの

ことであった．

長野 （教育）キャンパスにおいては，教育学部には現在はムスリ ム留学生が在籍し
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表 l信州大学におけるムスリム留学生の出身国の推移

2009年 バングラデシュ（12），マ レーシア（9），イン ドネシア（7），イラク ・エジ

プト・サウジアラビア（I)

2010年 バングラデ、シュ（10），マレーシア（9），インドネシア （8），イラク（1)

201 1年 パングラデ、シュ （12），イ ンドネシア・マレーシア（8），イラク・イラン・

チュニジア・パキスタン（1)

2012年 マレーシア（11），パングラデ、シュ（6），インドネシア・チュニジア（5)' 

イラク・ノミキスタン（2)

2013年 マレーシア （14），パングラデ、シュ（IO）ライ ンドネシア （7），イラン・チュ

ニジア（2），パキスタン （I)

2014年 マレーシア（19）ラインドネシア（7）ラバングラデシュ （6）ライラン（2）ラ

チュニジア（I)

2015年 マレーシア（17），インドネシア（11）ラバングラデ＼ンュ（8），エジプト （2）ラ

チュニジア・ モロッコ（1)

2016年 マレーシア（25），インドネシア（13），バングラデ、シュ （8），エジプ ト・ サ

ウジアラビア ・パキスタン（2）ラチュニジア ・モロッコ・ヨルダン（1)

2017年 マレーシア（22），インドネシア（7）ラバングラデ＼ンュ （6），エジプ ト・パ

キスタン（3）ラサウジアラビア・モロッコ （2）ライラン・チュニジア・パ

レスチナ・ヨルダン（I)

2018年 マレーシア（21）ラバングラデシュ （7），インドネシア（5）ラエジプ ト・ パ

キスタン（4），ウズベキスタン（3），モロ ッコ（2），イラン・サウジアラピ

ア・トノレコ・パレスチナ・ヨルダン（1)

（カッコ内は留学生数で実数）

ていないため， 特段の対応は行っていないと のことであった．また過去にムスりム留

学生が在籍していたことがあったが，どのような対応を行っていたかは不明とのこと

であった．

上田キャンパスにおいては，繊維学部が小さな教室をお祈り部屋として指定し，時

間を決めて使用させているとのことであった．

そして伊那キャンパスにおいては，従来生協食堂2階の和室をお祈り部屋と して使

用してきたが， 2018年夏より建物の耐震改修が始まったため，お祈り部屋の使用がで

きなくなっているとのことで、あった． 伊那キャンパスは研究分野の都合上アジア ・ア

フリカ地域からの研究者・ 留学生が多いため，お祈り部屋の確保及び生協食堂でのハ

ラルフー ドの提供といったムス リム対応を求める声があるとのことであった．

以上をまとめると，大学全体としてのムスリム留学生対応の統一的な取り組みはな

されておらず，部局ごとに対応が行われているとい うことで、あった．その部局ごとの

対応も，部局として公式に対応するものと，研究室ごとに即応的に対応しているもの

とがあった．対応策の内容としては，お祈り部屋を確保するというものが主で，食事
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に関する対応は， 工学部がムスリムの短期滞在者のために調理器具及び食器を用意し

ているのみであった．

3. 信州大学におけるムスリム留学生の声

信州大学に在籍するムスリム留学生がどのような困難を抱えて生活しているのかを

確かめるため， アンケート調査を行った．またアンケート調査に協力してくれた人の

中で，アンケート内容についてより詳しい内容のイ ンタビューに協力してく れる3名

をインフォーマント として選び，イ ンタ ビューを行った．

アンケートは， Google社が提供するサービスである Googleフォームを使用してウ

ェブ上にアンケートサイトを構築し，回答者にアクセスして回答してもらった．回答

者は，筆者ら と交流のあるムスリム留学生に依頼し，ムス リム留学生のネ ットワーク

を利用 してアンケートへの協力を呼び掛けても らった．アンケー トの実施期間は2018

年 11月 12日から同 12月 12日までである．アンケー トの質問内容については， 中野

らの研究を参考に， 信州大学で学ぶムスリム留学生が直面する可能性のある質問を作

成した （中野 ・奥西 ・田中，2015:pp. 137 -151.）.また異文化 トレーニング教材であ

る「アシミレーター」を作成した仙石らの研究よ り，中野らの研究を参考に作成した

質問内容でカバーしきれなかったものを追加した （SENGOKUet al.ラ 2018:pp. 79 

89.）.質問は日本語と英語で表記し，回答もまた日本語または英語での回答を可とし，

日本語能力が十分でない学生からもアンケートに協力しても らえるよう配慮、した．質

問は匿名で行い，性別・ 出身固といった属性を尋ねる質問と，5段階評価（1：強くそ

う思う，2：そう思う， 3：どちらでもない，4：そう思わない， 5：全くそう 思わない）

で回答する質問が20問である． アンケートの質問内容を表2に示す．アンケートには

20名 （男性 10名，女性 10名）が回答し，出身国の内訳はマレーシアが 18名，エジ

プ トが2名であった3＿アンケー トの質問内容について，イ ンタビュー対象者のイ ンフ

ォーマン トに詳細に意見を述べてもらった．インフォーマン トは3人ともマレーシア

人で，男性が 1人，女性が2人であった． インタビ、ューは対面方式で、行った．

以下にQlから Q20の各質問に対するアンケート及びインタビ、ューの回答内容を記

す．

Ql：日本で食べられるハラルメニューは少ないですかとい う質問に対し，「少なし1」

「とても少なしりを含める と， 日本で食べられるハラルメ ニューが少ないと感じてい

る学生が 75%に達した．東京や大阪などの大都市や，地方都市でも岡山や熊本などに

はハラル対応のレス トランがあるが，長野県にはハラル対応のレストランがなく，生

協食堂やファミ リーレス トランで食べられるものを探すか， 自分で作るかする しかな

いとのことであった．

Q2：ハラル食材を手に入れるのは難しいですかとい う質問に対し，ハラル食材の入

手に困難を感じている「とても難ししリ「難ししリ と，困難を感じていない「どちらで

もなしリ 「簡単」とに回答が分かれた．業務スーパ一社で、はハラル食材を手に入れるこ

とができるが，品数が少ない，またタイの食材を扱 う店があるが全てがハラル食材で、
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表 2アンケートの質問内容

Ql：日本で食べられるハラルメニューは少ないですか

Q2：ハラノレ食材を手に入れるのは難しいですか

Q3：食材の成分の読み取りは難しいですか

Q4：礼拝場所は確保できますか

Q5：礼拝時間は守れますか

Q6：トイレの使い方で困ることはありますか

Q7：断食の実行で困難はありますか

QS：断食後のお祝いはできますか

Q9：マスメディアが原因の悪いイメージによる過ごしにくさはありますか

質問内容
QlO：男女の区別のない施設を利用するこ とに抵抗はありますか

Qll：日本人と食事を共有できないことは辛いですか

Ql2：飲み会に参加することに抵抗はありますか

Q13：異性に関する話題への抵抗はありますか

Ql4：スカーブ姿に対する評価に心配はありますか（女性のみ）

Ql5：信仰の度合いの違いによって誤解されることはありますか

Ql6：イスラーム教について日本人に説明することは大変ですか

Ql7：日本人の 「本音と建前」を理解することは大変ですか

Ql8：日本人の控えめな感情を理解することは大変ですか

Ql9：日本人の消極的な態度を理解することは大変ですか

Q20：日本人の上下関係を理解することは大変ですか

はないなどの意見が聞かれ，ハラル食材を手に入れる選択肢はあるが，それに十分満

足していないという状況が見られた．

Q3：食材の成分の読み取り は難しいですかという質問に関して，ムスリムは，調理

法が不明で、あったり食材の成分に動物（特に豚）由来の物が含まれている場合には，

教義上食べてよい物かどう か確認をしている．回答は「難ししリ 「どちらでもなし1」「簡

単」に分かれた．摂取できない成分を覚えておいて，それらを含まない食材を買 うか，

判断が難しい場合には販売会社に直接連絡を取って確認するとし、 う対応を行っている

学生もいた．

Q4：礼拝場所は確保できますかとい う質問に対し，礼拝場所の確保に困難を感 じて

いる 「全 く確保できなしリ 「あま り確保できなしリ が合わせて 75%に達 した．以前は

国際交流会館に戻ってお祈り をしなければならないこと もあったが，現在は大学事務

の許可をも らって， あるいは許可をも らわなくても， 空き教室を利用しているとのこ

とで、あった．また自分がお祈りをすることで，その部屋を利用する他の人に迷惑をか

けたくないとい う声が共通で聞かれた．

Q5：礼拝時間は守れますかとい う質問に対し，「守れなしリ が 40%とl番多く， 「ど
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ちらでもなし1」が 30%で2番目に続いた.1日5回ある礼拝の時間を全て守れなくて

も，研究で手が離せないときや，授業時間とお祈りの時聞が重なるときには，昼間の

お祈りをまとめて済ますことができるとのことで、あった．また授業時間中にどうして

もお祈りが必要で，そのために教室外に出ることを教員にかけあって許可してもらっ

た学生や，先にウドゥー（お祈りのための身体の清め） を済ませて教室の出口付近に

座り，授業終了と同時にお祈りに急ぐ学生もいた．

Q6：トイレの使い方で困ることはあ りますか問う質問に対し，アンケートでは トイ

レの使い方で困っている学生はいなかった．ウドゥーのためにトイレで体の一部を洗

う必要があるが，その点で日本のウォシュレットトイ レは理想的とのことで、あった．

またウドゥーで足を洗うためにシンクに足を突っ込まねばならず， 人がいない時を選

んで行うのが大変だ、ったという学生もいたが，水で、手を濡らして足に触る程度の対応

で構わないという学生もいた．

Q7：断食の実行で困難はありますかという質問に関して，ムス リムは毎年約 1か月

間昼間の食事を摂らない断食を行う が， アンケートではその実行に困難を感じる学生

はいなかった．夏に断食を行う年は，昼の時聞が長いため肉体的に大変だが，年を経

る中で慣れたという ．また日本人の友人から断食を行っていることを 「大変だ、ね」と

同情されることがあるが，自分は喜んで率先して行っているので，そのよ うに思われ

るのは当惑するとの意見があった．

Q8：断食後のお祝いはできますかという質問に対し，アンケー トの回答結果はでき

る， できないに分散した．国際交流会館で断食明けの週末にお祝いのパーティーを行

ったという学生がいる一方で，国際交流会館に寄宿していない学生はパーティーに参

加できず，民族衣装の晴れ着を着て授業に出ることで祝意を表したとし、う学生もいた．

また東京にある母国の大使館で、行われるパーティーに参加したという学生もいた．

Q9：マスメディアが原因の悪いイ メージによる過ごしにくさはありますかという質

問に対しては，「どちらでもなしリが 45%で最も多く， 「過ごしにくさがあるJが35%

でそれに続いた．お祈りをするときに周囲からの視線を感じたり，公共の場で何もし

ていないのに嫌な顔をされたりしたことはあるが，差別とまでは感じていないとのこ

とで、あった．またそもそもそ ういったことを全く気にしていないという学生もいた．

QIO：男女の区別のない施設を利用することに抵抗はありますかという質問に関し

て，イスラーム教圏では宗教上の理由から，教室や公共交通の座席など，男女の区別

をして施設を利用することがある．アンケートの回答結果は分散した．気にならない

人は，寮でも公共交通でも全く気にならないとのことであったが，気にしている人は，

それは日本では仕方のないことで，使用する時間帯を分けて利用すればよいと考えて

いるようであった．

Qll：日本人と食事を共有できないことは辛いですかという質問に関して，教義上の

理由（ハラルフードではないという理由）から， 日本人と同じ食卓を囲んでも同じも

のを食べられないことがあるということを，約 53%の人がとても辛い，あるいは辛い

と感じていることが分かつた．しかし日本人と食事に行ったとき， 日本人は自分の食

べられるものを注文してくれるので，有難く思っているとの意見があった．
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Q12：飲み会に参加することに抵抗はありますかという質問に関して，イスラーム

教ではアルコールの摂取が禁じられているため， 日本人と一緒に 「飲み会」に参加す

ることにはムスリム留学生が抵抗を感じている可能性がある．インタピ、ューによれば，

彼らはお酒が近くにあるのも嫌で，できるだけ飲み会に出ないとい う人がいる一方で，

日本人は無理にアルコールを勧めないので，隣の人が飲んでいても気にならないとい

う人もいた．

Q13：異性に関する話題への抵抗はありますかという質問に対し，そう思わないとい

う回答者の率が全般的に高かった．イ ンタ ピ、ューをした 3人も特段気にならないそう

で，それは人間として避けられないものであって，抵抗があるとすればそれは文化で

あろうという回答で、あった．

Q14：スカーフ姿に対する評価に心配はありますか（女性のみ） という質問に対し，

アンケー トではスカーブ姿を気にしている人はいなかった．インタピ、ューでも，女性

のムスリム留学生はスカーブ姿を人に見つめられることがあった り，子どもにスカー

ブ姿のことを面と向かつて質問される経験をしたことがあるそ うだが，いずれもスカ

ーブ姿に対する評価は心配していないとのことである．

Q15：信仰の度合いの違いによって誤解されることはあ りますかとう質問に関して，

イスラーム教は宗派や地域，個人によって少しずつ教義や信仰の形式が異なっている

が，この点は日本人にあま り理解されていない点である．アンケー トの回答は分散し

た．自分の守っている教義を他のムス リム留学生が破っているのを 日本人学生が不思

議に思い，質問されることがあるが，それが嫌だという回答があった．

Q16：イスラーム教について日本人に説明することは大変ですかという質問に対し，

「とても大変」「大変」を合わせると 65%に達した．イスラーム教のことを知 りたい

と言う日本人には喜んで説明をするが， 日本語能力が十分でないと きには苦労をした

とのことである．またイスラーム教のことを説明すると，よく理解してくれる人がい

る一方，いく ら説明しても理解してくれない人もいて，その場合は困ったという意見

があった．

Q17：日本人の「本音と建前」を理解することは大変ですかという質問に対して， 「と

ても大変」「大変」を合わせると約 53%が， 日本人の 「本音と建前」を理解すること

に困難があると回答した．最初は 「本音と建前」を理解するのに時聞がかかったが，

研究室に入り，個人生活まで立ち入るような親密な付き合いになって，ようやく日本

人の「本音と建前」を理解できるよ うになったという．また付き合いが深くなると，

ボディーランゲージから分かるとい う意見もあった．

Q18：日本人の控えめな感情を理解することは大変ですかという質問に対し，アンケ

ートの回答は分散した．イ ンブオーマン トの母国では感情をス トレートに表すので，

来日 してすぐは日本人の控えめな感情を理解するのが難しい，何を考えているのか分

からないと感じたとい う． ただし人を叱るときひどい言葉を使わないので，その点は

ありがたいと感じているとのことであった．

Q19：日本人の消極的な態度を理解することは大変ですかという質問に対し， 「大変

だ」の 40%が第 1位となった．インタビューでは，近づこうとしてもなかなか仲良く
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なれないので，積極的にアプローチをしなければならないとい う意見があった．

Q20：日本人の上下関係を理解することは大変ですかという質問に対し，「とても大

変」「大変」を合わせると，約 45%に達した．最初は上下関係を理解するためには我

慢強さが必要で，慣れてしまえば問題ないが，研究室で上下関係は 「怖しリ「厳ししリ

ということを学んだと いう意見があった．また目上の人から言葉遣いを注意されたこ

とがあったとのことであった．

以上よ り，筆者らの用意した質問が全てムスリム学生の困難として当てはまったわ

けではなかったが，いくつかの質問においては当てはまり，彼らの困難の内容を伺い

知ることができた．

4. 信州大学がムスリム留学生に取るべき方策の提言

現在日本の大学の中には， ムスリ ム留学生が生活しやすく ，勉学に打ち込みゃすい

環境を学内で整備する大学が増加している．これは日本に留学するムス リム留学生が

増加する中で，彼らを積極的に受入れようとする大学が，人道的な見地から彼らの学

びやすい環境を整備するのみならず，ムスリムにとって魅力的な大学であることをア

ヒ。ールすることにより ，更なるムスリ ム留学生の獲得を狙った戦略的方策とも考えら

れる．

しかし積極的にムスリム留学生を受入れる環境を整備する大学がある一方で，その

整備に二の足を踏む大学が多かったのもまた事実である．田中によれば，従来から特

に国立大学（法人）は， 日本国憲法の定める政教分離の原則から特定の宗教に施設を

貸し出すことはせず，ムスリム留学生向けの環境整備に消極的であったという（田中，

2017.). 

国公立大学法人において画期的で、あったのは，岸田によれば，平成28年度第 2回国

立大学法人留学生指導研究協議会において，文部科学省の留学生交流室専門官が 「多

様な文化的・宗教的背景を持つ外国人留学生への配慮」として 「学内食堂等で，ハラ

ルフードやベジタリアンフードを提供」「礼拝のための場所の提供に配慮」「小冊子『ム

スリムの学生生活』を作成 ・活用」に言及し，宗教に配慮した学生サービスの提供を

推奨したことであろう（岸田， 2017:pp. 39 -52.）. この言及以降，国公立大学法人に

おいても，お祈り部屋の確保とハラルフー ドの提供， そしてガイドブックの作成を中

心に，いくつかの大学で、ムス リム留学生対応の環境整備が進められてきた．そこで本

稿においても，この3点を中心に， 2章及び 3章を参考にしつつ，信州大学がムス リ

ム留学生に取るべき方策を提言したい．

まず，信州大学においてもお祈り部屋の整備を進めることを提案する.3章におい

て，礼拝スペースが確保できないことに困難を感じている学生が多数に上っているこ

とが分かつた．イスラーム教の教義で実施すべき五行4の 1つに数えられる礼拝は，ム

スリム留学生の日ごろの宗教実践において最も大事な行為の lつである．彼らは礼拝

を実行したいと考える一方で，自分が一時的にスペースを占有することで，また自分

がお祈りをする姿を見た日本人が当惑するこ とで，日本人に迷惑をかけたくないとの
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思いを抱いている．そこで彼らが他人の目を気にせず安心してお祈りに集中できる環

境の整備があれば好ましい．すでにいくつかの部局で実施されているように，使用頻

度の低い教室を，時間帯を決めてお祈り部屋として使用させる，または他大学で実現

されているように5，物理的にお祈りのスペースを確保してしまうなどの方策である．

なお大学全体としてト ップダウンでお祈り部屋の設計を行い，各部局にお祈り部屋を

作ってしまう方策もあるが，信州大学においては現在部局によりすでにお祈り部屋を

確保しているところもあり，またムスリム留学生が少なく対応の必要のない部局もあ

ることから，大学はお祈り部屋確保の方針を各部局に示すのみに止め，各部局がその

方針のもとに従来のお祈り部屋の整備方針を引き継ぎ， 実行するのが現実的と思われ

る．またお祈り部屋を設置すればそれで済むという訳ではなく， お祈り部屋の使用時

間・ 方法や男女の区別，礼拝に使用する物品（械訟など）をそのまま置いておいてよ

いのかなど，決めるべきルールが残されており，その策定には各部局 ・グローバル教

育推進センター・そしてムスリム留学生間での合意が必要であろ う．

それから生協食堂で、のハラルメニューの提供を提案したい．長野県にはハラルメ ニ

ューが提供されるレス トランがなく，ムスリム留学生は生協食堂やレストランで食べ

られるものを探して食べるという状況が続いている．生協食堂やレストランを使わず，

ノ＼ラル食品を購入して白分で作るとい う手段もあるが，勉学や研究で忙しいムスリム

留学生に，毎食自分で食事を作ること を強し、るのは無理があり， また販売されている

ノ＼ラル食材の品数が少ないことは，栄養の偏りをもたらすであろ う．当然現状生協食

堂やレストランで彼らが食べられるものは限られている．実は現在いく つかの国立大

学法人の大学生協で、はハラルメニューの提供が行われている．これを可能にしている

理由の 1つは，全国大学生活協同組合連合会が生協食堂でハラルフー ドを提供するこ

とを推奨していること， またいくつかの大学生協が仕入れ先を共有していることから，

lつの大学生協がハラルフードを提供すると， 仕入れ先を同じくする大学生協も同じ

くハラルフードを提供しやすくなるということがある．信州大学生協がこのような条

件を満たしているのかどうかは，これから確認したい．ハラルフードが提供できれば

それでよいが，仮に生協食堂へのハラルフードの導入が難しいとして，ハラルフード

提供のために生協食堂がハラル認証を取得するとい うことは，金銭的にも時間的にも

コス トがかかり過ぎる．そこでハラル認証がなくてもできるだけ多くのムス リム留学

生が納得する形で、食材が選ばれ，調理が行われ，食器や調理器具が処理される 「ムス

リム・フレンドリー」な環境を整備するため，生協食堂の環境整備の試みにムスリ ム

留学生の声が反映されるのが好ましい．グローバル教育推進センターは，信州大学の

生協食堂にハラルフードの導入可能性を打診するとともに，ムスリム留学生の声を生

協食堂側に伝える橋渡し役ができればと考えている．

これらお祈り室の整備とハラルフードの導入は目に見える形で大学が支援できるこ

とだが，断食にまつわる困難や飲み会の問題など， 日本人教職員・ 学生の聞にイスラ

ーム教への理解があれば改善されそう なこともある．そこで日本人教職員 ・学生の理

解の醸成のために，グローバル教育推進センターは小冊子『ムスリムの学生生活』（仮）

を作成し，研究室でのムスリム留学生の受入れのガイドラインを示すなどして協力を
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していきたいと考えている．こうした小冊子の代表例と しては， 名古屋大学国際教育

交流センターと名古屋大学イスラム文化会が作成した 『ムスリムの学生生活 ともに

学ぶ教職員と学生のために』などがあり，これらを参考に信州大学向けのガイドブッ

クを作り たいと考えている （名古屋大学国際教育交流センター・ 名古屋大学イスラム

文化会， 2014.).

最後に，お祈り 部屋の整備やハラルフードの導入にあたっては，筆者が同じ国立大

学法人である金沢大学及び山口大学を視察し，情報を得た．ここで得た知見と本稿を

合わせ， 大学執行部に信州大学としてムス リム留学生のためにできる支援策を提案し，

実行に移したいと考えている．筆者の問題意識は，ムス リム留学生にとって礼拝と食

事は彼らの最も基本的な生活の一部であるため， それらを十分に享受できないのは，

基本的人権が十分に守られていないということなのではないかとい うことである．彼

らの生活と学びを守るという立場からも，また信州大学がムスリム留学生を含むあら

ゆる学生を惹きつける大学でありたいという立場からも， ムスリ ム留学生のための環

境整備 を推進していきたい．
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lイスラーム教を主要な宗教とする国出身の留学生が，全員ムスリム留学生ということではない．

例えば， マレーシアはイスラーム教を国の宗教と しているが，マレ一系の留学生の多くがイスラ

ーム教を信仰している一方，中華系及びインド系の留学生の大多数はそうではない．ムス リム留

学生数が分かる資料が存在すればその増加にはっきり言及できるのだが，留学生個人の信仰を尋
ねて特定することは信教の自由の観点から難しいところがあり， そのよ うな資料は現在までのと
ころ作成されていない．
2 脚注 lの事情から，本調査においても，イスラーム教を主要な宗教とする国出身の留学生に信

仰を尋ね，宗教を特定することはしなかった．以下ではイスラーム教を主要な宗教とする国出身

の留学生は，全員ムスリム留学生とみなして議論を進めている．
3今回の調査ではムス リム留学生の出身国がマレーシアに偏る結果となった． 地域のバランスを

考慮し， 他の国出身のムスリム留学生を対象にインタ ビ、ューを行うことは， 今後の課題としたい．

4信仰告白， 喜捨，断食，メッカ巡礼， そして礼拝の 5つを指す．

5例えば金沢大学では，廊下の端のスペースを壁で取り 囲み，お祈り部屋と して独立した空間を確

保：している．
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