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1 は じ め に

本稿は1965年度の現地調査研究のひとつで,本文中 ( )内のローマ字綴の語は原則 として

マレー語を示 し,そのマレ-語に対応するアラビア語には Ar.の記号 をつけることにした.

なお単独にアラビア語を用いる場合にも,念のためこの記号をつけた｡

さて,現在マ レーシア連邦政府の重要な国内行政のひとつとして,教育の普及 ･振興を大いに

とりあげているのほ,新興国家として 当然のことである｡ とくに 連邦政府直轄の 国民小学校

NationalPrimarySchool(SekolahRendahKebangsaan)と国民中学校 NationalSecondary

School(SekolahMenengahKebangsaan)の増設 ･整備,また国民型小学校 NationalType

PrimarySchool(SekolahRendahJenisKebangsaan)と国民型中学校 NationalTypeSec-

ondarySchool(SekolahMenengahJenisKebangsaan)に対する政府援助の強化など,一般

国民の初等 ･中等教育に力を入れ,国民小学校における教育費の無償,義務教育の完全実施が

目標 とされている｡従来,マラヤにおいて経済力をもつ中国系住民は,各地に私立の中国人学

校を経営し,みずか ら子弟に教育を施 してかなりの成果をあげていたが,一方マレー系住民は

教育を受ける機会にめ ぐまれず,中国系住民 とマレー系住民との問には,教育程度に相当の差

ができていた｡もちろん,現在マレーシア連邦政府の教育行政方針は,マレー人,中国人,イ

ン ド人 といった種族の別な く,ともにマレーシア国民 として平等に教育を受ける権利を認め,

国民全体の教育水準をひき上げようとするものであるが,とりわけ,マレー系住民の教育程度

を向上させることがまず第一義 と考えられている｡ そこで,マレ-系住民の一般教育 と関連し

て,彼 らの宗教であると同時に,マレーシア連邦の国教でもあるイスラム教の宗教教育につい

て,若干の問題をとりあげて考察 してみたいと思 う｡
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マレーシア憲法の FederalListの12(1,2)項には,

EducationistileresponsibilityoftheFederalGovernmentandParliamentisthe

legislativeauthority. Apartfrom thelevyingoflocaleducationrates(inwhichthe

stategovernmentsactasagents)thecostofeducationismetfrom federalfunds.

Therighttoeducationisoneofthefundamentalliberties,asistherightofreligious

groupstomaintaintIleirsectarianschools. Allpupilsreceiveequaltreatment,and

nodiscriminationmaybemadeasbetweenthevariousschoolsin theaid tlleyre-

ceivefrom theGovernment.ItishoweverpermissibletoglVeextrahelptoMuslim

institutions;likewise,theYangdi-PertuanAgong (after consulting the Conference

ofRulers)mayestablishaquotaofscholarshipstobefilledbyMalays.

とあり,人種や宗教の別な く,教育を平等に国民に施 し,各種学校に援助を与えることが連邦

政府の責任であると規定 しなが ら,ムス リム (イスラム教徒)に対 しては,彼 らの教育やその

他の教育施設に特別な援助を与えてもよいことが認め られている｡ 現荏, 同民学校 (Sekolah

Kebangsaan)のなかでマレー人の子弟の就学 している学校ではすべて, イスラム教育が正規

の授業に取 り入れ られ,また各州にある多 くの私立のアラビア語･イスラム宗教学校 (Sekolall

Arab,SekolahUgamaIslam)にも, 各州政府は もとより, 連邦政府か らもかな りの採助が

与え られている〔

本稿では, まずマラヤにおけるイスラム教育の 歴史的背景について 述べ, 次に 主 として

Kedah州のイスラム教育制度を検討 して,その問題点を明 らかにしようと思 う｡

2 マラヤのイスラム教育の歴史

マラヤにおけるイスラム教育を歴史(7加こ調べようとして,まず最初にわれわれが困惑するの

ほ,なんといっても文献史料のないことである｡ もとSelangor州 Klangの MuslimCollege
1)

の校長であった Dr.M.A.Raufの ｢イスラム教育｣が唯一の総折的な論文であるが, これ

とても,歴史的な史料を明示 したものではな く,アラビア,エジプ トなど西アジアの歴史的イ

スラム学校の制度か ら類推するにとどまる記述が多い, しか しなが ら,一応 この論文を手掛 り

にして,マラヤのイスラム教育の歴史をたどるのが最 も便利 と思 う〔

A マスジ ドとスラウ

マレー半島にイスラムが伝来 した年代については, 西暦15世紀初葉における Malacca国王

のイスラム-の改宗以後,急速に半島内がイスラム化 されたと一般にいわれているが,半島東

岸部の Trengganuか ら発見 されたマレー語 のアラビア 文字 (jawi) 碑文が Hejira 702年

1) M･A･Rauf,"IslamicEducation," INTISAIU,Vol.II,No.1(Singapore:MalElySian
SociologicalResearchInstitute),pp.14-31.
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Rajabの月 (西暦1303年)の日付をもっているところか ら,す くな くとも西暦14世紀初案のマ
2)

レー半島東岸にイスラムの強い影響があった ことは事実のようである0

イスラムのマラヤ伝来の年代を決定する問題は しば らくお くとして,マレー人の問にイスラ

ムを布教 した最初の人びとは,おそ らくイソ ドやアラビアか ら来住 したイスラム商人であった
3)

にちがいない｡ とりわけ,イソ ド南東部 Bengalのムス l)ムの影響が大 きく,彼 らのス-フィ

- (sufi: Ar･申fi) の熱狂的信仰 と礼拝 とがマレ-人の改宗を急速に促進 したといわれてい
4)

る｡彼 らのあるものはマレー系貴族の王宮に,またあるものは奥地の農村 (kampong)にまで

入 りこみ,やがて各地に建立 されたイスラム寺院マスジ ド (masjld: Ar.masjid) 紘,西ア

ジア ･ムス リム諸国においてもそうであったように, イスラム教育 の 中心 となったはずであ

るO また,農村においてほ,スーフィ-が建てた庵 (Ar.ribat,zawiya)がスラウ (Surau)

と呼ばれ,農民の 日常の小礼拝所 となり, これがまたイスラム教育の場を提供 した｡スラウと

いう名称は,農村各地に散在 していた一種の ヒンズー寺院を指すサンスクリッ ト語か ら派生 し
5)

たものであるらしい｡マラヤのムス リム社会では,後世マスジ ドは金曜 日の大集会礼拝や祭 日

の会合の場所にのみ使用され, 現在マスジ ド単位に構成 された宗教行政区 (kariah masjid:

Ar.qaryamasjid)の中心になってきているので, 一般マレー人 ムス リム, とくに農村の住

民の日常宗教生活に とってほ, このスラウが重要な役割を果すことになるわけであるっ

スラウの近 くに宗教教師 (guru,shaikh:Ar.shaykh)が住んでいて, 常に スラウを管理

し,農村の住民に日々の礼拝を指導 し,宗教教育を施 し,また説教 もする｡宗教教師のいない

農村では,毎週 きまった時間に近 くの農村か ら宗教教師を招いて指導を受ける｡ また農村の子

供たちほ,宗教教師の家に通って個人指導を受け,あるいは彼 らの両親が宗教教師を自宅に招

いて子供に教育 してもらう｡ もしも有名な宗教教師であれば,彼がいかに遠 く離れた場所にい

ても,農村の人び とは彼のもとに教えを乞いに出むき,また彼を招いたであろうO

このような宗教教師は,初期においてはマラヤに釆住 したアラブか,あるいはイン ドのムス

リムであったはずである｡ しか し,イスラムがマレー人の問に惨透するにつれ,マ レー人のな

かでメッカに巡礼 し, 長 らくその地に滞在 して 帰国する者があらわれて くると, 彼 らは-ジ

(haji･.Ar.桓jj) として農村では とくに尊敬され,イマム (imam : Ar°im豆m)とか宗教教

師 となってマ レー人 ムス リムの教育にたず さわるようになった｡ しか し,彼 らの行なったイス

ラム教育は,伝統的な高度のイスラムの学問を教育するのではな く,主 としてアラビア文字の

読み書 きを教え,コーラソの一部分を暗語 させるだけである｡彼 ら宗教教師は,たんに-ジで

2) S.Q.Fatimi,Islam ComesioMalaysia(Singapore:1963),pp.60-64.
3) Ibid.,pp.8-36.
4) Zbid.,pp.71-100.

5) M.A.Rauf,A BriefHistoryoJIslam u)ilhSpecialReferencetoMalaya (KualaLumpur:
0ⅩfordUniversityPress,1964),p.83.
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あるとい うことだけで農村の人びとの盲 目的な尊信をあつめていたにすぎないか ら,それ も当

然のことであるO このような教育は,なん ら体系的な学問を教えるのでほな く, まさにコ-ラ

ン学級 QuranicClassesと呼ばれ るにふ さわ しい,いわば寺小屋式の読み書き教室 ともいうべ

きものであった｡アラビア文字の読み吾 きのほかに教 えられ るものがあるとしても,マラヤで

はいわゆる ｢イスラムの住 ｣(arkan:Ar.arkllnal-IsIEim)と呼ばれ る礼拝 (sembahayang:

Ar.!alえー),救貧税 (zakat: Ar.zakt-lt),断食 (puasa:Ar･甲um),巡礼 (haj:Ar･hajj)

の形式 ･方法などの勤行而だけであって,イスラムの学問 とい うにはおよそほ ど遠いものであ

った､

このような型 のイスラム教育は,文献的証拠がないのでたんなる推量にしかすぎないけれ ど

も, おそ らくイスラムのマラヤ伝来当初か ら続いて 行なわれていたはずで, マ ラヤの農村で

は,今だに この種のイス ラム教育が続け られているのも事実である｡現在ではかな り少な くな

っているが,それで も子供が12才位になると,コ-ラン読み教育の終了儀式 (khatamkurnn :

6)
Ar.khatma)があたか も成人式のように盛大に行 なわれ るのである｡

B マ ド ラ サ

マラヤのイスラム王国 Malaccaは1511年にポル トガルによって占領され, 続いて1641年に

オランダがポル トガルに代 って Malaccaを支配下におき, それ以後マラヤの大部分はオラン

ダの統治を受けることになる｡その間,マラヤ ･ムス リムの教育制度が どのように変化 してゆ

くかは不明であるけれ ども,おそ らくキ 1)ス ト教徒の支配Tに,前記のコーラン学級式の無秩

序な教育が続け られていたにちがいない〔

1786年にイギ リスが Kedahのスル タソか らPenangを譲渡 されてか ら,次第にイギ リスの

マラヤ進出が活発 とな り,1819年の SirStamfordRamesによる Singaporeの 発見に 続い

て,1824年の Singaporeに対する完全主権 と永久所有権 との獲得, 1825年には Malaccaを

オラソダか ら最終的に譲渡 され,ついに1826年に Penang,Malacca,Singapore はイギ リス

の ColonyoftheStraitSettlementsとなったO そ こでイギ リスは, これ ら植民地における

教育のため,東 イン ド会社か ら資金の援助を得て,1816年には Penangに, また 1826年には

Malaccaに,1837年には Singaporeに,それぞれ FreeSchoolと呼ばれ る学校を 設けた,

またキ リス ト教会の教育活動 も活発 とな り,1850年には Penangに St.Xavier'Sや Convent

School,Singaporeに St.Joseph'Sなどの MissionSchoolが設立 された｡ その按, 19世紀

の後半か ら20世紀にかけて,Penangをは じめ KualaLumpurにも多 くの 同系の学校が建 て
7)

られ るようになった｡ しか し,これ らの学校はあ くまで もヨ-ロッパ式の学校であって,一般

のマ レー人子弟が ここで教育を受けることは 困難であ り, イスラム教育 という観点か らすれ

6) M.A.Rauf,opcit.p.17,21.
7) J.Kennedy,A HistoryofMalaya,(KualaLumpur:1965),pp.230-235
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ば,この種の教育は完全に無視 されていたはずである｡

19世紀後半におけるマ レー人の教育状態については,1871年に提出されている A.M.Skin-

nerの教育意見書によってその 概要を 知 ることができる｡ 彼は 当時の ProvinceWellesley
8)

の ActingMagistrateで,のちに最初の祝学官になった人である｡

‥‥‥Noristhereanyteachingamongthenativesthatdeservesthenameof

Education-‥ TheMalayboyslearnwhatiscalledMangajelQuran!Mostofthe

boysfollowtheArabicbymemoryratherthanbythelettersbeforethem‥‥

Iwouldaim atopeningvillageschoolsofan entirelyvernacularcharacterinas

manyplacesaspossible.Fortunatelythefoundationsofsuchschoolsarealready

prepared,fortheboyswhoarenowassembledinmostofthevillagestoreadthe

Quranwillbethepupils,theHajiorKhatibwhoteachesthemwillbethemasterand

tllemosqueOrOtherreadingplaceoutsidewillservefortheschoolroom.

この意見書によってもわかるように,A.M.Skinnerの意図は, ただ コーランをアラビア

語で読 まされ,暗諦 させ られる教育 しか受けることのできない一般のマ レー人子弟に対 して,

マ レー人のためのマレー語学校を設け,同時に近代教育を授けようとするところにある｡そ こ

でマ レ-学校設立の具体的方策 として,さしあたって従来のコ-ラン学級 として使われている

マスジ ドやスラウなどを校舎に活用 し,コーラン読みの先生である-ジなどを再教育 してその

学校の先生に任用 し,そのあとで校舎や教師の不足を徐 々に補なってゆけば,マ レー人の教育

を改善する可能性が大いにあるわけである｡

このような マレ-人に 対する教育の 普及 ･改善 のために 設立 されたのが 公立マ レー学校

(SekolahUmum)で,これは政府の援助のもとにマ レー人に 近代的教育を施す 目的のもので

ある｡ しかし,この学校はあくまでもマ レー語によって一般教育を行ない,従来のコ-ラン教

育か ら完全に分離 したものであって,この学校の施設を利用 してコーラソを教えることは許 さ

れてほいるが,それ もただ午後のみに限 られていて,午前中のマ レー語や一般教育担当の先生

に対する給料は政府か ら支給 されるけれ ども,午後のコーラン教師に対 してほ,コーラン教育

を受ける子弟の両親が授業料を支払わねばならなかった｡ これが AfternoonClasses(Kelas
9)

Petang)と呼ばれるものである｡ ようするに,19世紀の後半には,これまで等閑視されていた

マ レー人に対する一般教育の制度が飛躍的に改善 されたとはいえ,イギ リスの支配下にある政

府の教育方針 として,イスラム宗教教育は完全に無視されていたといえる｡

以上のような19世紀後半におけるイスラム教育軽視の風潮に対抗 して,アラビア語 ･イスラ

ム教育を強力に推進 しようとする学校があらわれてきた｡いわゆるマ ドラサ (madrasah:Ar･

8) M.A.Rauf,opcit･,p･20･
9) Ibid.,p.20･
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madrasa)と呼ばれる型の宗教学校である｡ まず Penangや Singaporeに在住す るアラブ系

の豪商か ら資金を得て建て られ,教師 もすべてアラブによる学校で,その最初のものが1915年

に Penangに設立 された Madrasahal-Mashhdrである｡ この学校は現在で も存続 し, サ ウ

ディ ･アラビアか らの資金で経営 され, 多 くの 留学生をメッカに 送 り出 しているO その後,

JohoreBahruの a1-At一as,Singaporeの al-Saqq云fや a1-Junied など 同系のアラビア語 ･

イスラム学校が建て られ,RotaBahruの Madrasahal-Naim や Klang の Madrasaha1-

Arabiaのように,男子 も女子 も入学を認める学校 もあ らわれてきた｡ また,アラブの資金 と

教師のみに よって運営 され る学校のほかに,マ レ-人のなかでメッカやカイロで勉学 して帰国

した教師によって,州の宗教局 (JabatanUgamaislam)の援助の もとに 運営 され る学校 も
10)

各地に設立 されてきたO

このマ ドラサ型のアラビア語 ･イスラム宗教学校がす くな くとも学校 という体裁を備えてい

る点では,前記のスラウや宗教教師の自宅で行なわれ る寺小屋式教育に比較 して一段 と進歩 し

た ものといわねばな らない.つて ドラサの起源はかな り古 く, 西暦11世紀に Seljuk串)jスルタン

MalikSllえh(在位1072-92)の宰相 Ni写えm a1-Mulkが バグダー ドに建てた学校に発してい

て,多 くの教室や学生の宿舎,食堂を備え,学生の病院 まで附属 した もので, この点,て ドラ

サは現在の近代的学校の原型 と考えてもよい｡ この新 らしい型の学校は,セルジュ ク朝治下の

西 アジア ･ムス リム世界において急速に広が り,イスラム文化の教育に貢献するところ甚大で
ll)

あった｡ もちろん,マラヤのマ ドラサが11世紀のセルジュク時代のマ ドラサ と同一の規模のも

のであるとはいえないけれ ど,マ ドラサ という呼び名だけにせ よ,イスラム教育の伝統をマラ

ヤに再現 しようとした努力は認めねばな らないo Lか し,マラヤにおけるて ドラサは,最初は

主 としてアラブか らの資金で経営 され,アラビア語のみによる教育に徹底 していた点に若干の

問題を残 しているのである｡

C ポ ン ド

ポン ド (pondok)と呼ばれ る型の アラビア語 ･イスラム宗教学校は, 主 として 北部マラヤ

に多 く見 られ る特殊 なもので,JollOre州 とか,かつて イギ リスの StraitSettlenlentSであっ

た Penang,Malacca,Singaporeの諸州には 見 られない といわれている〔 ポン ドはアラビア

語の ftlnduq｢宿屋 ･隊商宿｣が転訳 したマ レー語で,普通 ｢小屋｣の意味に使われている｡

この型の学校は,マ ドラサのようにアラブか らの資金によって建て られた,いわゆ る校合を

備 えるといった ものではな く,宗教教師の家の周囲に,生徒一人が寝起 きできるだけの小 さな

マ レ一式家屋 と同型の小屋を もち,なかには数百 もの小屋に とりか こまれたものもあるo 自分

の家か ら学校な り先生の家に通 うのでほな く,生徒はいわば学校の寄宿舎に住み, しか も自分

10) Zbid.,p.23.
ll) 黒柳恒男｢中世イスラームにおける教育 ･学術機関｣『東京外国語大学論集』(10)1963,pp.125-150.

- 7- 197



東 南 ア ジ ア 研 究 第 4巻 第 2号

写真 1 ポ ン ド

の部屋ではな くて, 1軒の小屋に

住んでいるといった形になる｡そ

こで, 外見上は 小さな 小屋の 集

団をなして い る か ら, ｢小屋｣

(pondok)の名を取って, その学

校 もポン ドと呼ばれるのである｡

このようなポン ドは,北部マラヤ

でも町の中心 というよりも,町か

らほずれた農村に発達 している｡

普通マラヤの米作地帯では,農村

は川 とか濯概用水路の両側に沿っ

て, 1軒ずつおおむね 1列に細長

く広がっているが,そのなかに小屋がぎっしりかたまったポソ ドをしば しば見かけ,一見 して

す ぐにポソ ドとわかるほど特異な形をしている｡大 きなポン ドになれば,整然 と並んだ小屋の

群が る様子はまさに壮観である｡

ポソ ドの起源については確かな年代を知 ることはできないが, Kelantan州の KotaBahru

にある PondokTokKenaliが現存する ポン ドのなかで最 も古いもの といわれ, その創設者
12)

は現在の南部 タイ領にある Pataniで教育を受けた とされている｡ そ して,かな り古 くか ら北

部マラヤ一帯に この型の学校が広がっていた らしい｡ポン ドの分布範囲か ら想像 して,それが

現在のタイの僧院に見 られるように,修行僧が一人ずつ小 さな小屋に入って生活 し,修行 して

いるような形のものにその原形があるのか どうかは,軽 々しく結論することはできないが,す

くな くとも,す ぐれた宗教教師の高名を伝 え聞いて,その師の教えを受けるために各地か ら生

徒が集まり,彼 らが逐次自分の小屋を建てて住みついた ことには間違いない｡そのような高名

の宗教教師は,巡礼の義務を果 して長年の間メッカで勉学 してきた-ジであるが,農村の人び

とか ら狂信的に尊敬 され,農村のあいだで絶大な勢力をもち,寄進 された広大な 土地 (tanall

wakaf)を所有 している｡生徒は講義のない時期を利用 して 故郷に帰 り,食料を運んで来て自

活する｡またポソ ドの稲田を耕やし,あるいは農村の人びとの手伝いをしてなにがしかの奉酬

を受ける｡筆者が訪れた Kedah州の 1ポン ドでは,生徒がゴム園に働 きに行 っているとい う

ことを聞いた｡つまり,各地か ら集った生徒は,尊信する師 と寝食を共にし,共に働 き,講義

には師を中心に床の上に坐 し,コ-ランのほかに礼拝やス-フィーの儀式を習 うのであるO生

徒のなかには10年以上 もポン ドに留まる者 もあり,筆者はあるポソ ドですでに15年 も留まって

いる人 と話 したことがある｡その人は Selangor州か ら Kedah州のポソ ドに来ていて,ポソ

12) M.A.Rauf,opcii･,p.22･
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ドで知 り合った女性 と結婚 し,子供 までもうけ,家族 ともども小さな小屋に住んでいたO しか

し,ポン ドの宗教教育では,その教師の知識や人格が生徒 との教育的結び付 きの重要な要素に

なっているので,その教師が死んで,その子供なり弟子のなかにす ぐれた教師がいなければ,

たちまち生徒は離散 し,一挙にそのポン ドが消滅 してしまう場合 もある.京大のマラヤ農村研

究班が調査 していた Kedah州 AlorJanggus村の近 くに古いポン ドの跡があり,朽ちかけた

小尾に 4, 5人の老人が住み,彼 らは村で葬式などがあればコーラン読みに雇われ,なにがし

かの報酬をもらって生活 しているという話を聞いた｡

マ ラ円こおけるポン ドの調査は非常に興味ある問題で,今後なにかの機会があれば,いろん
13)

な角度か らも深 く掘 り下げて研究 してみたい と考えている｡

D 民間宗教学校の実態

19世紀初葉におけるイギ リスの植民地教育政策に刺激されて,20世紀に入 ると,マラヤ ･ム

ス リムのイスラム教育 も前記のような違った形ではあるが,漸次普及 してきた｡ しかし,これ

らの学校の特色は,ただアラビア語によってイスラムを教えることが主要な教育 目標になって

いることで,統一的なカ リキュラムが設け られているわけでもな く,なかにはコ-ランの暗諦

のみに終 lLする学校 もあり,生徒はいたず らに長年の時を浪費するに とどまっていた〔教師に

ついていっても, とくに農村では,その先生がたんにメッカの巡礼か ら帰国した-ジであると

い うだけで人びとに尊信 され,兵の教育者 としての資格がある人はかな らずLも多い とはいえ

なかった｡

第二次世界大戦の終結 とともに,マラヤでは イギ リスか らの 独立の 気運が とみに 活発とな

り,着々とその準備が行なわれていた〔 イスラム教育についていっても,イスラムを国教 とす

る立場か ら,その重要性が再認識され,高度のイスラム教育を 施す 目的か ら, Selangor州の

Klangに1955年 Muslim Collegeの設立をみている｡ 続いて1956年に, 従来の民間のアラビ

ア語 ･イスラム宗教学校を整備するために調査委員会が設け られ,その報告書が提出された〔

それが ｢民間イスラム宗教学校に対する政府補助金評価委員会 ･報告書,1956年｣(Penyata

Jawatan-kuasamenimbangbantuankerajaankapadaSekolahSekolallUgamaIslamyang

bukanKerajaanTahun1956)で,1956年の 8月か ら10月にかけて 各州の民間イスラム宗教

学校の実態を調査 したものである｡ この報告書には,24項 目の委員会による調査所見 と,19項

目か らなる調査結果にもとづ く政府への提案 とが含まれているが, この髄質書は,当時の民間

イスラム宗教学校の実態を知 る上にも,また現在のマラヤにおけるイスラム教育に対する政府

の方針を検討するのにも,貴重な多 くの資料を提供 して くれるので, とくに童要な箇所を訳出

してお く｡

13) ShirleCordon,HPondok& OurPeasantry,"INTISART.VoIII,No.1,pp.32-33.
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14)
まず この報告書には次のような調査所見が述べ られている｡(訳文の 冒頭にある番号は, そ

れぞれ この報告書の項 目番号を示 している｡)

(14) われわれが調査 した結果は非常にかなしむべ きものである｡一般に官立学校 (Seko-

1ahKerajaan)でないイスラム宗教学校 (SekolahUgamaislam)紘, 実にかなしむべ き
15)

状態のまま放置 されているのが実状であるoザカー ト (zakat)や フィ トラ (ntrah)か らの

基金を設けている州においては, その基金か ら若干の補助金 (bantuan)を受けている学校

もあるが,その補助金 も州のザカー トやフィ トラの収入額によって各州まちまちであるO

(15) 大部分の学校の建物 (bangonan)の状態は不完全であるO 良い 校舎をもつ学校は

ごく少ない｡ またわれわれが視察 した学校の大半は, 学年 (darjah: Ar.daraja) の区別

も設けず,それが教育を秩序づけるのに妨げ となっている｡学校の多 くが地面に床を置いて

いるだけの粗末 さである｡

(16) 大部分の学校は完全な運営組織をもっていないoわれわれが視察 した学校の半分は

個人の財産の形になっていて, 学校を運営する委員会 (badan)す ら設け られていない｡た

またま委員会があっても,その学校を所有する校長 (tuan)白身によって任命 されたメンバ

ーで構成 され,学校運営委員 (Jawatan-kuasaPengelolaSekolah)も単なる 名前だけのも

14) Penyata,pp.3-5.
15) Zakatは宗教的義務の一つとしてムス1)ムに課せられる税で, イスラム法では農作物をはじめ家畜

や金銀までもこまかい税率が決められている｡マラヤでは一般に収穫した籾米 (padi)の1/10が徴収
されることになっている｡マラヤのザカ-ト制については別稿で報告する予定o
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ので,その運営は全 く学校の所有者たる校長 と若干の先生 (guru)とにゆだね られているに

すぎない状態である｡

(17) 財政的 (kewangan)運営組織をもち,財政組織が整備 されている学校はごくまれ

である｡ われわれは民間宗教学校の財政状態が非常に悪いことに気付いた(〕
16)

(18) われわれが視察 した学校のなかには, ワカフ (wakaf: Ar.waqf)の財産, た と

えばゴム固 (kebungetall),稲田 (sawahpadi),貸 家 (rumahsewa)などか ら収入を得

ている学校 もあるが,その収入 といっても少緬で十分 とはいえない｡ しか し,大部分の学校

は寄附 (derma)に頗る以外に収入はな く,その緬 もはっきりした数はわか らない｡半分ほ

どの学校は,宗教局 (Pejabat)や宗教議会 (MajlisUgama)か ら現金の補助を受けた り,

宗教教師を派遣 してもらった りしていたが,その補助 も学校の財政状態を良 くするには不十

分である｡

学校の碓かな財源 といえば,生徒 (murid: Ar.murid)か らの 授業料 (bayaran) だ
17)

けで,その授業料 も1カ月に lMS か ら 3MS という違いがある｡ 授業料を同紙に決め ら

れないのは,生徒の多 くが貧困であるためか,または生徒がその学校に対 してそれだけの評

価 しか していないためである｡

(19) どこか らも補助金を受けていない学校では,教育 している先生の給料 (gaji) や手

当 (pemberian)はきわめて不十分である｡高給の先生で 1カ月に 100MS にすぎない｡そ

れ もこれだけの給料を取っている先生はごくわずかで, 給料の 低い 先生になると1カ月に

5MS Lかもらえず,ほ とんどの先生の給料は 1カ月 20MS か ら 50MS の間である｡

(20) これ らの学校は,イスラムとアラビア語 との知識を教えることのみを教育の目的 と

している｡進歩的で資力のある生徒なら国外で教育を受ける機会 もあるが,そんな恵まれた

生徒は少ない｡そ うでない生徒は学業を続けることを断念す るか,または民間の宗教学校で

勉強 し,宗教局の試験 (pepereksaan)に合格すれば, 宗教学校の先生の職につき,あるい

は宗教局の役人 (pegawai)になることができるけれ ども, それ も幸運に恵 まれた地方での

ことである｡

(21) 一般にいって,矧 吊の宗教学校を卒業 した生徒は,自分が習得 した 〔能力〕に適合

した 〔働 き〕場所をもっていない｡彼 らは手仕事をしたり,田畑を耕す といった農村の生活

に適 していない｡それは彼 らの頭や考え方がアカデ ミック風に訓練 されすぎているので,そ

れぞれの場所での生活様式に 適合できる状態になっていないか らである｡ このような 状態

は,わが国の社会に とって有益ではない｡

16) Wakafとはイスラム寺院や学校などにムスリムから寄進された財産のこと｡ マラヤのワカフ制につ

いては今後研究したいと考えている｡
17) 現在 lMS は邦貨で約120円に相当する｡
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(22) これ らの学校には午前の授業を行なっているもの と,午後の授業だけの学校 とがあ

り,午前 も午後 も授業 している学枚は驚 くほど少ない｡

(23) 午前の学校 (SekolahPagi)に入学 している生徒は, a)官立学校で教育を受ける

ことのできない生徒で,彼 らはマレ-学校 (SekolahMelayu)が存在 しない 地区に 住む生

徒か,またはマ レー学校か ら遠 く離れた場所,そこに通学するのに交通の不便な場所に住ん

でいる生徒, b)官立学校においてある課程を修了 した生徒, C)官立学校か ら転校 してき

た生徒で,彼 らのなかにはなにか良 くない原困で官立学校における教育を続けることができ

なかった者 もふ くまれているが, これ らのいずれかである｡

(24) 午後の学校 (SekolahPetang)に入学 している生徒は, a)マ レー学校や 英語学

校のような宗教教育のない学校,あるいは宗教教育の不十分な官立学校で勉強中の者,b)

官立学校を修了 した生徒か,そのある課程を終 えた生徒で,将来宗教教育にたず さあって生

活 しようという希望か ら引き続 き宗教学校で勉強 している者,これ らのいずれかである｡

(25) われわれの 注意をとくに 引いたことは, これ らの 学校に 寄宿舎 (hostel)や小屋

(pondok)の設備が どうしてもいるはど遠 く離れた地方か ら来ている生徒のいることである｡

(26) これ らの学校には,男生徒のみの学校 と,女生徒のみの学校 と,男女 ともに入学 さ

せる学校 とがある｡

(27) これ らの学校における教育は,必然的な法則や方法によって行なわれていない｡そ

れは これ らの学校で教育 している先生が正規の教育訓練を受けたこともない人であ り,教育

するのに十分な知識をもたない人であることによる｡ このことがまた, これ らの学校に在籍

している生徒の能力に大 きな差異ができている原因でもある｡

(28) われわれが非常に困惑 させ られた ことは,これ らの学校に同一の教授要 目 (sukatan

pelajaran)がないことで,ある生徒が他の学校に移っても,今 まで在籍 していた学年 と同 じ

学年に入学できるといった,教育の連続性が存在 しない とい う結果になっている｡

(29) 学校のなかには宗教局や宗教議会で作製 した教授要 目を使用 している所 もあるが,

ある学校では自分勝手に作製 した教授要 目に従い,ある学校では教授要 目す ら作製 していな

い こともある｡

(30) 宗教書 (kitab:Ar.kitab)のはかに, 読本 (buku bachaan) や教科書 (buku

pelajaran)も使われているが, これ らはすべて外国か ら取 り入れたもので,マラヤ国土の形

も魂 も入っていない ものである｡

(31) 授業時間割 (jadualwaktubelajar) も一定の形をなしていない｡ 1日3時間授業

の学校 もあれば, 4時間の学校 もあり,それ以上のものもある｡

(32) これ ら民間宗教学校で教育 している課 目はイスラムの宗教だけで,英語やその他の

知識,た とえば数学 (ilmuhisab:Ar.̀ilm alヰis云b),地理 (ilmu alam:Ar.̀ilm al-
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豆̀1am),歴史 (tawarikh:Ar.tawarikh) といった 課 目を 教 えている学校 はほ とんどな

い｡そして教育課 目 (matapelajaran)にマ レー語がある学校はさらに少ない｡

(33) これ らの学校の大部分はアラブの 書物を マ レー語や アラビア語を 使って教 えてい

る｡ある学校ではアラビア語だけを使い,マ レー語だけを使 う学校 もあるが,アラビア語は

ほ とんどの学校で教育課 日として置かれている｡

(34) 教育の程度 (taraf:Ar.taraf)はたかが初等学校 (SekolahPermulaan)のた ぐ

いで,中等学校 (SekolahMenengall) としての学級を設けている学校 もあるが,教育内容

となるとその程度には及びもつかない｡

(35) とくに注意を引 くことは,これ らの学校のすべてが生徒に対 して就学年令制限基準

(sukatall ùmor)を適用 していないことである｡ そこで, い くら試験を受けても合格しな

い生徒がいた としても,その生徒を退学 させることができない有様であるO

(36) これ らの学校の多 くは,ワカフで もな く,また学校の名義に もなっていないような

私有地に建て られていて,その土地は先生の名義か,校長の名義か,あるいは学校を創設 し

た委員会のなかの個人名義になっている｡

(37) 民間宗教学校の大部分には,学校財産の委託管理委員会 (badanpemegang allla-

nah)が設け られていない｡

以上訳出したような民間イスラム宗教学校調査委員会の調査所見を逐一 あらためて説明する

心安はないと思 う｡ この調査所見によって,す くな くとも委員会の視察当時における民間イス

ラム宗教学校の実態が明 らかになる｡ これ らの学校はすべて教育の場 としてふさわ しい状態で

はな く,先生個人の勝手な教育方針によって運営 され,しか もいたず らに生徒を長期間在学 さ

せるだけで,十分な知識 も与えていないのである｡ とくに注意すべ きことは,アラビア語によ

るイスラム教育,それ もコ-ランの暗語に終始 しているにすぎない教育であって,それ以外の

一般教育課 日を全 く無祝 したような狭い教育を受けた生徒が,はたして独立するマラヤの国民

として有益な役割を果す ことができるのかどうか,民間イスラム宗教学校調査委員会が このこ

とに対 して非常に疑問を もっていることである｡

E イスラム教育の組織化

前述の民間イスラム宗教学校調査委員会の所見によって明 らかなように,1956年の調査当時

において,マラヤのイスラム教育がかなり普及 していたことは,その報告書に表示 されている

民間宗教学校数か ら見ても推測できるが (表 1参照), これ らの学校の教育は 全 く無統制のま

まに放置されていたようであるO ところが,1957年,この国がマラヤ連邦 FederationofMa-

1aya としてイギ リスか ら独立すると,ただちに EducationOrdinanceが 発布 されて, マラ

ヤにおける一般教育の改革 ･振興が促進 されるようになるが,それ と平行 して,国教であるイ
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表 1 民間イスラム宗教学校数 (1956年)

州 名

ヌダリ･スン′ピラン′

ジ ョ ホ ー ル*

ス ラ ン′ ゴ ノレ

ク ラ ン タ ン**
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/ヽ ノヽ ン′

ケ ダ

ヘ ラ***

プ ル リ ス

マ ラ ッ カ

教 敬

資
者

19

T

無
格

資
者

3

9

1

1日
リ

有
格女 計

完

霊

1-7

誓

霊

DR

oN

l

13

104

14

34

66

10

9

24

65

3

56

計 l 398 1 35,093

* 補助金の種類 学校数 生徒数 有資格教員

政府とカソポソ 54 3,938 54

ザ カ - ト 3 68 3

政府とザカート 14 646 14

カ ン′ ボ ン' 33 2,002 48

計 104 6,654 119

** 宗教議会からの補助金を受ける学校

*** 宗教局からの補助金を受ける学校数

3

03

(

08

72

1

日H
=
H

7

5

7

1

3

3

qノ

′b

ス ラムの宗教教育 も新 たに発足 した国民学校 (SekolahKebangsaan)の正課 に取 り入れ られ,

しか も従来 のような単 なるコ- ランの暗諦 とか アラビア語 のみに よる教育 を改め,統一 あるカ

I)キュ ラムに従 って,一般教育課 目の授業 と同様 に,マ レ-語 でイス ラムに関す る総括 的な知

識を教 えることにな り,教育 の国民化政策 のなかにイス ラム宗教教育 もふ くまれ るようになっ

た｡

一方,民間 アラビア語 ･イス ラム宗教学校 に対 してほ,政府か ら補助金を支給 してその財政

的窮状を救い,その教育 の充実を図 る計画がな された｡前記 の ｢民間のイス ラム宗教学校 に対

す る政府補助金評価委員会 ･報告書,1956年｣ には,民間 イス ラム宗教学校への政府補助金 の

支給を提案 す るため,委員会は独立 国 として出発す るマ ラヤ連邦 の国教 としてのイス ラムの蛋
18)

要性 を再確認 して,次 のように述べ てい る｡

(51) われわれは与 え られた義務 を遂行す るための提案 を行 な う前 に,一般論 として,各

州の憲法 (PerlembagaanNegri)と教育基本政策 (DasarPelajaran) か らみて, イス ラ

ムの重要性 について述べ る機会を もちたい｡

18) Penyaia,pp.6-7.
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(52) すでに十分承知 されていることであるが, イギ リス政府 とすべての マラヤ土侠 王

(DuliYangMahaMuliaRajaMelayu)との間で 結ばれた協定 (perjanjian)において,

イスラム教 とマラヤ慣習 ･儀礼 (̀AdatlstìadatMelayu)については, 各州の ラジャ

(Raja)やスルタン (Sultan)の責任に属するとい うイギ リス政府の 承認 と保証 とがけっし

て廃棄 されていないのである｡

(53) 各州の憲法は,イスラム教をその州の公の宗教 (UgalllaResmi) として 認めてい

る｡ また現マラヤ連邦政府 (KerajaanPersakutuanTanallMelayu)の基本政策にも,イ

スラム教は独立 したマラヤ連邦の公の宗教 として認め られている｡

(54) イスラム教はわが国においてマ レー人の遺徳,平和,愛国心を育成 してきた｡だか

らこそ,マ レー人は平和 と安全 との破壊者に対 して祖国防衛の強い碧 となりえたのである｡

(55) イスラム教 こそわが国の繁栄 と平和に益す ること甚大である｡

つまり,マ レー人の公の宗教であるイスラム教は,マラヤがイギ リスの植民地であった時で

さえマL/-人士侯王の責任にまかされ, イギ リス政府か らなん らの 干渉 も受けていなかった

し,マラヤ連邦 として独立 した現在で も,イスラム教は国教 として認め られていることには変

りはない｡ しか も,イスラムこそマ レー人の精神文化を育成 してきた宗教であ り,マレー人の

愛国心のよりどころであ り,マラヤの繁栄 と平和に とって必要欠 くことのできない精神的支柱

なのである｡ したがって, このようなイスラムのマラヤにおける重要な意義を国民に理解 させ

るために,イスラム教育の振興を図るのが政府に とって当然の義務であり,民間イスラム宗教

学校に対 して も政府は積極的に援助すべ きである｡ そして前記の委員会は,次に訳出するよう
19)

に結論 している｡

(56) イスラム宗教学校を設立す るために,政府がい くら支出して も,それはわが国 と国

民にとって大 きな利益を もた らすであろう｡

(57) 民間イスラム宗教学校 こそ,わが国におけるイスラム教育の基盤 となり,また第一

歩 となるはずのものである｡わが国では,これ らの民間イスラム宗教学校か らのみ,現在の

す ぐれたイスラム学者 (alim ùlama:Ar.̀alim a1-̀ulama')を生 みだす ことができたの

である｡ このような民間イスラム宗教学校の重要性か らしても,現在 これ らの学校の目的 と

発展 とにそうよう政府か ら援助を与えるべ きである｡

(58) 政府が十分な援助を与えれば, これ らの学校は増築することも,改築することもで

きるはずである｡ また, これ らの学校の卒業生 も他の学校の卒業生 と同じように取 り扱って

や らねばな らない｡ もしも, これ らの学校の卒業生が生活の場でお くれをとり,他の学校の

19) Penyaia,p.7.
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卒業生 と競争できないようになれば, いきおい これ らの 学校の 立場を 悪化 させることにな

り,いつかはマレー人社会を,ひいてはわが国を危険な状態に追いこむことになる｡

(59) われわれがマラヤ連邦全土を巡回して一般大衆 と会談 した際に,彼 らムス リムは,

キ リス ト教宣教団体 (BadanSeruanKaristian)によって建て られた 学校が 整備 されてい

るのは政府か ら受ける援助や補助によると考えている, とはっきり訴えていた｡そしてイス

ラム宗教学校が永いあいだ最悪の状態のままであった原因 こそ, これ らの学校が政府か らの

補助を受け られなかった ことにあると,彼 らは考えている｡

われわれが強調 したいのは,このようなムス リムの考えは,わが国にとってなんの利益 も

もた らさないということである｡そこで,このような考えをな くすために,重要にして必要

な問題を選びだ さねばならない｡ したがって,これ らの学校に対 して政府か ら十分な補助を

与えることがいかに大切であるか,はっきりわかるはずである｡

以上のような民間イスラム宗教学校調査委員会の結論にもとづき,それぞれの学校が具備 し

ている条件によって "A'', uB", "C"の 3等級に分け,各等級に該当する学校に与える

政府の補助龍を規定 し,具体的な援助計画案が提出された｡前記の ｢報告書｣に次のような各
20)

等級の条件が定め られている｡

(64) ここに 砧A''級 と規定する学校は,次に示す条件を具備 したもので, これ らの学校

には生徒 1人につき年間 10MS の補助金を与えるよう提案する｡

(i) 1956年11月30日現在においてすでに設立 されている学校｡また,将来設立予定の学

校で,すでに各州の政府当局か ら設立の認可を得ていて,所定の条件を満たすはずのもの｡

(ii) す くな くとも授業時間 (masabelajar)が 1日3時間｡

(iii) 入学規定 (jadualkedatangan),学籍簿 (record murid),授業時間割 (jadual

waktu),教授要 目 (sukatanpelajaran)など学校の教育体制が整備されていること｡

(iv) 生徒数が35人以下でない こと｡

(Ⅴ) 先生の数は 1人の先生が30人の生徒を教育するとい う標準で決 まる｡

(vi) 学校運営委員会 (badanpengelola)があること｡

(vii) 毎年の試験 (pepereksaan)を制度化 していること｡

(65) このような補助金を早急に支給 しうるために,われわれは政府補助金を管理運営す

る1人の係官を文部省 (KementerianPelajaran)に直ちに任命することを提案する｡そし

て各州の宗教局 (JabatanUgama),あるいは各地区の教育局 (JabatanPelajaran)を通 し

20) Penyata,pp.8-9.
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てこの補助金を与えるようにする｡ しか し,われわれは これ ら宗教局には政府補助金を管理

運営 しうる適当な役人がいない ことを知っている｡ また,どの宗教局で もこの種の仕事に責

任が もてそうにないので,宗教局 と協議の上で,教育局を適 して政府補助金を支給 されるべ

きである｡そして,補助金が これ らの 学校に 行 きわたるような 支給体制を 整えるべ きであ

る｡

(66) 民間イスラム宗教学校のなかで, "A"級 としての補助金を受け られる条件を備え

ていない学校はごく少ないと推測 され るO 山A"級に該当する学校は, 山B''とか HC"め

等級に昇格するまで,そのままの状態で補助を受けることができる｡

(67) "B''級 として規定 され る学校は, ''初等UjB" (ibtida-i:Ar.ibtidEi'i) と 山中

等のB"(thanawi;Ar.thanawi)とに分け られるo H初等のB''級の学校には年間生徒 1

人当 り 14MS の補助金を, "中等のB''紋の学校には 年聞生徒 1人当 り 20MS の補助金

をそれぞれ支給する｡

HB"級の学校は次の条件を満たす必要がある｡

(i) 1956年11月30日現在においてすでに設立されている学校｡

(ii) 授業時間は 1日4時間以下ではない｡

(iii) 入学規定,学籍簿,正規の教授要 目などが整備 されていること｡

(iv) 生徒数が100人 より少な くないこと｡

(Ⅴ) 先生の数は 1人の先生が30人の生徒を教えるとい う標準で決 まる｡)

(vi) 学校運営委員会 と学校財産の委託管理委員会 (badanpellleganganlanall) とがあ

る｡

(vi上) 財政 (kewangan)管理が健全に行なわれている｡

(viii) 学校の管理する敷地に建て られた教室があり,教共も完全であること｡｡

(ix) "初等のB"級の学校では,その校長 と先生のうち50%の人が教員検定試験を合格

した有資格者 (kelultISan)でなければならない｡

(Ⅹ) 日中等のB"級の学校では, その校長 も先生 もすべて 有資格者 でなければならな

い｡

(Xi) "B''級の学校においてほ, "初等'' "中等''を問わず,生徒が 1学年に 2カ年以

上 とどまることはできない｡また, 1生徒が 6カ年以上在学することもできない｡

(Ⅹii) 試験の制度をもっ こと｡

(Ⅹiii) 入学を許可 される生徒は,す くな くとも マ レ-学校の第 3学年を修了 した 者か,

またはそれ と同等の者であること｡

(68) 以上のような 2つの等級に査定 された学校は,次に述べる HC"級に進む ことがで

きる｡そのために,政府がい くらで も十分な補助を支給すべ きことをわれわれは提案する｡
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仏C''級の学校 とは,

(i) 公立マレ-学校 (SekolahUmum)や公立型マレー学校 (SekolallJenisUmum),

あるいは民間イスラム宗教学校の ㍑初等のB"級の学校を 修了した 老のみが 入学できる

学校｡

(ii) 先生は 〔エジプ トなどの〕外国で検定試験に合格した人か,あるいはマラヤ国内で

の合格者で,教員としての訓練を受けた人｡

(iii) 学校運営委員会と学校財産の依託管理委員会 とをもつ学校｡

(iv) 財政管理が健全に行なわれている学校｡そして政府補助を受ける学校を管理するた

め,会計監査を受ける必要がある｡

(Ⅴ) あらゆる面で正規の完全な学校運営体制をもっていること｡

(vi) 学校の管理する建物 と敷地があること｡

(vii) 正規の教授要 目と時間割を作製 していること｡

(viii) 正規の試験制度があること｡

(ix) アラビア語のはかにマレー語 も英語 も教えていること｡

(Ⅹ) 政府の定めた公立中学校の就学年令制限基準に準 じて,生徒の就学年令に制限基準

を設けていること｡

(Ⅹi) 生徒が 2カ年以上同一学年にとどまることはできず, 6カ年以上在学することがで

きないこと｡

(Ⅹii) 公立マレー学校や公立型学校から入学 してくる生徒のために, 2年間の Remove

Class(ClassPersedian)を設けている学校｡

(Ⅹiii) 先生の給料 (gaji)紘,先生各人の検定試験の合格 (kelulusan)や資格 (kelaya-

kan)の種類によって,政府の給与体系に準 じていること｡

この政府補助金の支給具体案を検討すると,委員会の調査当時における民間イスラム宗教学

校を3等級に分類 ･査定して,即刻に補助金を支給するということよりもむしろ,まず学校 と

して備えるべき最少限の条件を整えさせ,順次補助金を増額して政府の指導下に各種民間宗教

学校を統制しようとすることを意図したようである｡ "A''級と "B"級 との条件内容を比較

してみると,その授業時間数や生徒数,先生の有資格者の数などの相違はあっても,いわゆる

学校の体制 としてほ本質的に同じものであるが,この両者 と "C''級 とを比較 して最 も違って

いる点は, "C''級の学校では7ラビア語のはかに英語 もマレ-語 もともに正課 として教える

ことである｡つまり,従来の民間イスラム宗教学校で行なっていたようなアラビア語教育,ま

た真のイスラム学でもなく単なるアラビア語の暗記にすぎなかった教育を改新 して,さらに狭

いイスラム教育から広い一般教義をもふ くめた教育-と発展させようとしているのである｡ い
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いかえれば,新たに発足する国民学校 (SekolahKebangsaan)における イスラム教育を 目標

として,民間イスラム宗教学校に政府か ら援助することによって, じょじょにアラブ方式の教

育か らマラヤ式イスラム教育の実現を企図 したのである｡ このようなマラヤ国民意識の下にイ

スラム教育を組織化 しようとする意図は,現在マレ-シア連邦においてもそのまま継承されて

いると考え られ る0

3 Kedah州のイスラム教育制度

現在のマレーシア連邦におけるイスラム教育制度についての総括的な調査は,いずれ機会が

あれば行なってみたい と思っているが,さしあたって筆者が調査 した Kedah州のイスラム教

育制度について報告 し,その問題点を検討 してみたい｡ この調査にあたって,公務の余暇をさ

いて筆者の質問に答え,貴重な資料を提供 して くれた Kedall州 AlorStarの イスラム宗教

局 (JabatanUgamaislam)やムス リム法廷 (MahkamahSharìat) の人々,また州内の苓

イスラム宗教学校に案内 して くれた StateCotlnCillor の方々に 対 して 深 く感謝の 意を 表す

る〔

Kedah 州 でイスラム教育を行なっている学校は, その教育を 主 としてマレー語で行なう学

校 と,主 としてアラビア語で行なう学校 との 2つに大 きく分けることができる｡マレ-語でイ

スラム教育を行なっている学校 というのはすなわち国民学校 (SekolahKebangsaan)のこと

で,制度上はマL,-シア連邦文部省の管轄下にあって,Kedah州の イスラム宗教局の 管轄下

に直接入っていない〔一方 Kedah州の宗教局の管轄下にあるものは,アラビア語でイスラム

教育を行なっている学校であり,それには,Kedah州立の, いわば Kedah 州 スル タン直属

といえる MahmudCollege と,その他の多 くの民間イスラム宗教学校 とがある〔 これ らの学

校の現状について順を追って説明 しよう〔

A 国民学校におけるイスラム教育

宗教局の資料によれば,1965年 8月現在において,イスラム教育課 日のある Kedall州の国

民学校数は284校 となっている〔 この校数は,KualaLumpur の文部省イスラム教育課の1964

年度統計 (表 3参照)によると小学校 250, 中学校34となっていて,その総計が符令するとこ

ろか ら, この 1カ年に国民学校数の増減はない ことになる｡

国民学校でのイスラム教育に必要な経費はすべてマレ-シア連邦政府か ら支給 され,イスラ

ム教育の教員の給料 も連邦政府か ら給付 され る.ただ し, 国民中学校の宗教教師の給料の 1/2

は州政府予算か ら支出 され るようである｡ 1964年度 の マ レ ー シ ア 連邦 の教育支出全予算

256,524,792MS のうち,国民小 ･中学校における宗教教育への援助下付金 (pemberianllntOk

pengajaran Ugama di-Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah yang di-bantu) は

5,000,000MS になっているので,旧マラヤ諸州の国民学校数が2,481校であるか ら,年間1校
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につき平均約 2,000MS の宗教教育振興下付金になるはずである.

一般に国民小学校では遇5日制を とっていて,イスラム教育については, 1日1時間 (40分

授業)で 1週に 4日の時間害拍ミ組 まれている｡イスラム教育の講義内容は,マレ-シア連邦の

文部省で作製 された教授要 目 (sukatanpelajaranUgamaIslam)によって統一 され,マレー

語によるイスラム教育の教科書 も編纂 されている｡ この教科書には,アラビア文字で書かれた

マレー語 (jawi)のものと, ローマ字で書かれたものの2種類がある｡ しか し,現在の段階で

は生徒全員がかならず Lも教科書を持っているわけではない｡

国民学校でどのような内容のイスラム教育が行なわれているかを知 るために,文部省で作製
21)

されている教師用のイスラム教育教授要 目を訳出してお く｡

((国民小学校用イスラム教育教授要 目))

第 1学年

(1)神の唯一性 (tauhid:Ar.tawbid)

(i) 万物がそれぞれ どのようにして存在するようになったか,つまりどのようにして

造 りだ ざれたかを生徒に理解 させるよう注意する (まず生徒の身近にある物,た とえば椅

子,帆,ペソなどを使って説明 し,月,星,太陽,地球,空 といった自然現象に関するも

のを引用 しない こと)｡(ii)以上のような万物の生成の仕方を説明することによって,秤

(tuhan)の存在を知 らしめ,同時に神は絶対であり,あらゆるものを支配 し給 うことを教

える｡

(2)コ-ラソの章句 (ayatkuran:Ar.云y豆ta1-Qur'an)

生徒にコーラン第 1章 ｢開扉｣を記憶 させる (反復学習)∩

(3)イスラム道徳 (budipekertiIslam)

身の廻 りを清潔にすること,両親や先生に対 して従順であること (簡潔な方法で教え,

理解 しやすいように面白い物語を挿入するO挿話は教師が適宜選択する) O

(4)宗教的義務 (̀ibadat:Ar.̀ibadat)

礼拝前の洗浄 (wudzu:Ar･wu申 ')の方法,礼拝 (Sembahyang)の方法 (この課 目

は実習)O

(5)神の使徒の歴史 (SejarahRasulAllah)

予言者マホメッ トの紹介｡彼の名前,両親の名前,誕生の地,誕生の歴史,家柄 (簡単

に教えること)0

(6)アラビア文字 (jawi)の教育

21) 筆者が KualaLumpurの文部省で入手したイスラム教育教授要目は,アラビア文字でタイプ印刷し
たマレ-語のパソフレットである｡
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alifか ら yaまでのアラビア文字の名前を図表に よって教 え,生徒が正 しくアラビア文

字を識別 し,書 き,発着で きるようにす る〔

第 2学年

(1)神の唯一性

(i) 自然界,た とえば月,星,太陽,地球 などの状態に注意 させ るO(ii) その自然

現象か ら,それをあ らしめる神の存在を,またすべての人間をあ らしめる神の存在を確認

させ るっその神は全知 ･全能の属性を もら,その属性 は完全無 欠であることを知 らせ るO

(2) コーランの章句

(i) 第 1章 ｢開扉｣｡ (ii) 第112章 ｢信仰ただひと筋｣っ この章は生徒に暗記 させ る

とともに,簡 単な意味を教え, この章の意義 ･｢川勺を説明せず,ただ神の存在が他に類の

ない絶対的存在であることに注fLL5'.させ る〔

(3) イス ラム遺徳

冥票,平和,秩序 (短い物語を引用 して,以 上の ような徳性について教える)(

(4)宗教的義務

礼拝前の洗浄の方法,礼拝の方法 (実習).1

(5)神の使徒の歴 史

(i) 第 1学年で教えた ことを鉦 り返す｡(ii) 予言者マホメッ トが神 の使徒であるこ

とを 指 摘 し,彼 に啓示封 1た宗教 と聖典コ-ランとについて説明する〔

(6) アラビア文字の教育

や さしい単語を使って文字の連続のfHJを教 え,読 ませ,書かせ, よく文字を区別する

ことができるようにす る〔 そ して生徒が 連続 した 文字 を 区別 し, また文字を連続 して書

き,単語を読む ことので き,71,まで教 IT:_こむ｢

第 3学年

(1)神の唯一性

去年度の教育を掘 り返す｡そ して生徒に神 の存在を理解 させ るため, もうす こし広 く説

明 し,神 は力があ り,愛C/7創造者であ り,華を与 え,あ らゆるものを理解 し給 うことを知

らせ る〔

(2) コーランの章句

(i) 第107葦 ｢慈善｣(反復学習)∩(ii)第83章 ｢詐欺漢 ｣ の第 1節か ら第 6節 まで〔

簡潔にその意味を教 え,単語ではな く,句の意味を一つずつ教えよo

(3) イス ラム遺徳

助け合 い,忠節,良 き隣人 となる方法な どといった ことに閏 して, とくに印象づけ るよ

うな短い物語を引用する｡

- 21- 211



東 南 ア ク ア 研 究 第 4巻 第 2号

(4)宗教的義務

(i) 礼拝前の洗浄の基礎,その正 しい道,礼拝の基柱,礼拝の時間,洗浄に使える水

の種類 (雪水,汚 り水, よどんだ水を使ってはいけない)0 (ii) 排便のあとの身体清浄

(istinja:Ar.istinja')O (iii) 短い礼拝のお題 目 (tahyat:Ar.tabiyya)の読み方を暗

記させる｡たとえば Allahumma!alla à15Muhammad｢アッラ-の神よ,マホメッ ト

に祝福をたれ給え｣｡第 3学年で教える宗教的義務の課 目は 実際に動作をさせて指導する

こと｡

(5)神の使徒の歴史

(i) 少年時代から,神の啓示を受けて使徒 となるまでのマホメッ トの伝記｡(ii) 予

言者ノアの物語｡

第 4学年

(1)神の唯一性

(i) 神アヅラーの属性｡(ii) 神の使徒の属性(簡単に)｡

(2)コーランの章句

(i) 第 4章 ｢女｣第86節｡(ii) 第 6章 ｢家畜｣第 160節｡(iii) 第16章 ｢蜜蜂｣第

125節｡(iv) 第24章 ｢光 り｣第27節,第28節｡ 生徒に繰 り返し暗謡させ,簡単な意味を

教え,それを理解させるために物語を引用せよ｡

(3)イスラム道徳

次のような特性の蚕要 さを説明する｡団結,統一への行動,軽蔑に対 して自ら保護する

こと,自制心｡

(4)宗教的義務

(i) 前学年度の課 目を繰 り返し教育する｡(ii) 礼拝の正 しい条件,礼拝 しなくても

許 される条件O(iii) 礼拝をしない特別な場合,それを清める方法.

(5)神の使徒の歴史

(i) 予言者マホメッ トへ下された啓示｡啓示の意味,啓示の証拠,予言者マホメッ ト

の最初の布教,その布教に対するメッカの人びとの反対｡(ii) 予言者アブラ-ムの物語｡

第 5学年

(1)神の唯一性

(i) 神アッラ-の属性 とその証拠.(ii) 神の使徒の属性 とその証拠｡

(2) コーラソの章句

(i) 第 4章 ｢女｣第58節｡(ii) 同章第36節｡ (iii) 第 9章 ｢改俊｣第105節｡ (iv)

第22章 ｢巡礼｣第73節｡(Ⅴ) 第49章 ｢私室｣第 6節｡(反復学習)0

(3)神の使徒の歴史と予言者たちの物語
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(i) マホメッ トのメディナにおける生活,ム--ジル-ソとアンサ-ル との友胞関係

の成立,ウフ ドの戦,聖壕の戦,マホメッ トの捕虜に対する取 り扱い｡(ii) 予言者モー

ゼ とイエスの物語｡

(4)宗教的義務

Ar･Salatjamàa)とその必要条件｡(iii) 断食 (puasa) の法 と断食をしな くてもよい

場合の条件｡

(5)イスラム道徳

会話の作法,訪問の作法,勤労,生活の斗い,親孝行｡

第 6学年

(1)神 の唯一性

イスラム,信仰 (imam:Ar.im:lln) とその基柱 (rukun:Ar.rukun)｡

(2) コーランの章句

(i) 第 2章 ｢牝牛｣第262節,第263節｡(ii) 同章の第267節,第268節｡(iii) 第16

章 ｢蜜蜂｣第78節,第79節〔(iv) 第49章 ｢私室｣第13節｡

(3)イスラム遺徳

忍耐,勇敢,強い心など｡

(4)宗教的義務

施 し (Sadakah:Ar.Sadaqa),ザカー ト(zakat:Ar.zakえー),フィ トラ (zakatfitrah:

Ar･zak畠ta1-fitr),巡礼 (haj:Ar.bajj),それぞれの法 と義務.

(5)イスラムの歴史

フダィ ビアの休戦,メッカの征服,ウマル,ウマル ･ビン ･アブ ドゥル ･アズィーズ｡

教師に対する一般的注意事項

(1)教師は生徒に対 してアラビア文字の教育に強い関心をもたす こと｡

(2) コーランの章 句を読話するとき,生徒に正 しく発音するよう注意 し,そのコ-ランの

章句が好 きになるまで読三滴するように励ます｡ この原則は第 1学年か ら第 6学年 まで共通

である,

(3) コーランの章句の説明は,一般にやさしく簡単にし,低学年の生徒にも理解できるよ

う配慮する, そして章句の意味を説明するとき,章句を短か く切って一つ一つの意味を教

える｡

(4)教師は とくに ｢神の唯一性｣,｢イスラム道徳｣,｢コ-ラソの章句｣ といった課 目にふ

くまれているイスラムの美点を強調せよOそ してまたこの点を他の課 目と結びつけて教え

よ｡
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(5)できうるかぎり ｢イスラム道徳｣に関する物語を,マホメッ トその他の予言者,カ リ

フ,イスラムの英雄たちの生活か ら選んで引用せ よ｡

(6)教師は常に ｢宗教的義務｣を生徒に履行するよう助言 し,また彼 らに教えた ｢イスラ

ム遺徳｣を実践するよう勧めること｡

以上のような国民小学校のイスラム教育教授要 目を検討すると,低学年の児童にも理解でき

るように身近の具体的な事例か ら神の唯一絶対性を説 き,神が定め られたムス リムの宗教的義

務,たとえば礼拝,断食,ザカー ト,巡礼の 4勤行を強調 し, とくに礼拝 とそのための洗浄に

ついては反復学習させ,宗教的義務の履行を重点的に教えている｡本稿では繁雑を避けるため

に国民中学校のイスラム教育教授要 目をあえて訳出しなかったが, これによると,国民中学校

では ｢神の唯--性｣,｢イスラムの歴史｣, ｢イスラム法｣(fikh:Ar.fiqh)-- 国民小学校では

｢宗教的義務Jであった- などの課 目をさらに詳 しく教えるようになっているo Lか し, 国

民学校におけるイスラム教育のなかで とくに 注意すべきことは,｢イスラム道徳｣ とい う課 目

が設け られていることである｡ この課 目は,イスラムの教義や予言者マホメッ トおよびイスラ

ム史上有名な人物の行為などを引用 しなが ら,社会道徳を教育するものである｡前述 したよう

に,1957年のマラヤ連邦の独立に際 して反省されたイスラム教育のマ レ-化は,現在マ レーシ

ア連邦政府に継承され,国民学校におけるイスラム教育を遺徳教育にまで拡大 しているところ

に重大な意義があると考え られ る,

写真 2 マフムド･カレッジ

214

B 州立 MahmudCollege

Kedah州の首都 AlorStarにあるこの学校は, もと

もと Kedah州のスルタン直属のアラビア語学校 として

1936年に創設 されたといわれ,現在生徒数は約 600で,

学校の経費はすべて州政府か ら支出され, したがって生

徒の授業料は無償 となっている｡教員数は23名で,アラ

ブ連令のカイロにある Azhar大学に留学 し,アラビア

語学, イスラム法学, 神学, アラビア文学などを習得

し,正規の 教員資格を 取得 している教員が 大部分であ

る｡MahmudCollegeは Kedah 州で 最高の アラビア

語 ･イスラム教育を 施す 学校であって, ムス リム 法廷

(MallkamahSharìat)の裁判官 (kathi,kadzi:Ar･

q珂i)やムフティ (mufti:Ar･mufti),あるいは 宗教

局の高官, イスラム教育の教師 (guruugama)など,

イスラム法やイスラム教育の専門家を養成するのが この
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学校の教育 目的 となっている｡ したがって,あとで説明するような高度のアラビア語 ･イスラ

ム教育内容をもつ教授要 目が作製 されていて,それは他の民間アラビア語 ･イスラム宗教学校

の教授要 目の基準 となるべ きものである｡

MahmudCollege の年限制 と国民学校のそれ とを比較 してみると (図 2参照), この学校は

普通には国民小学校の 課程を 終えたものを 入学 させることになっているが, 高度のアラビア

〔国 民 学 校 ) (マフムド･カレジ)

-- 頭 .門 ~---

-一中等喜平謂 -一一

｢ ~~上値課程~二｢
ムスリム･JjLジ

アズハノl二七学

図 り

語 ･イスラム教育を施す関係か ら, 2年間の ｢移

動学級｣RemoveClassが設け られ,その後 5カ

年の専門課程がある｡ これは国民学校の中等教育

言果程に相当し, この課程を終えた者は,さらに 1

カ年の上級課程に進む ことができるようになって

いる( この上級課程はおそ らく国民学校の ｢第 6

学級｣SixtllForm にあた り∴ここで大学に進学す

る資格が与えられわけである(MahmudCollege

を卒業 した者には,Kedah 州の ムス リム法 裁判

管,宗教局の役人,あるいは国民学校でのイスラ

ム教育 担当の 教員になりうる 資格が 与えられる

が, さらに優秀な生徒は Selangor州Kelangの

Muslim Collegeに進学 し, あるいはアラブ連合

の Azllar大学などに留学することができる｡ こ

のような Azllar大学の卒業生などほ,現在のと

ころ,帰国後は もっぱ ら MahmudCollegeやその他の高等アラビア語 ･イスラム教育にたず

さわっているようであるo
22)

Mnlm1udCollegeの教授要 目をみると (表2参照),｢移動学級_｣では 第 1学年, 第 2学年

ともに, 1週間にイスラム課 目7時間, 7ラビ7語課 目12時間, 一般課 目17時間 となってい

て,イスラム課 トーよりもアラビア語課 口に比較的多 くの時間を配当 しているのは,国民学校か

ら入学する生徒に対 してまずアラビア語を修得 させ,専門課程での学習に支障のないようにす

るためである｡｢専門課程｣ 5カ年の週間授業時間割をみると, イスラム課 目では 7, 8, 8,

10,10の時間数 となっていて,アラビア語課 目では10,9,9,13,13で,一般課 目では19,19,

19,13,13となっている｡つ まり,高学年になるほど一般課 目の時間数が減って専門課 目が多

くなり, 1カ年の 上し級課程｣になると一般課 目が 9時間のみになり,専門課 目も蚕点的に多

くの時間を配当するようになっている｡ しか し,アラビア語 ･イスラム宗教学校において,--I

22) MahmudCollegeの教授要目は,時間割のほかに,苓課目の教育内唇を詳しく説明されているが,
すべてアラビア語で書かれている｡
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表 2 ケダ州マフムド･カレッジ教授要 目

移動学級 専 門 中 等 課 程

課 目

イ

ス

ラ

ム

課

目

イ ス ラ ム 法

イ ス ラ ム 相 続 法

神の唯一性 (神 学)

論 理 学

コ ー ラ ン の 章 句

コ ー ラ ン 注 釈

伝 承

伝 承 学

イスラム法学の基礎

マホメット伝 ･イス
ラム史

イ ス ラ ム 法 制 史

語

Ⅰ Ⅱ

3 3

1 1

1 1

1 1

1 1

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

3 3

1 1

3

1

1

上級課程
Ⅰ

2 2

3

つム

フ
】
2

3

3

つム

つ
山
っム
3

4

2

週間授業時間数 (40分授業)l 36 36 1 36 36 36 36 36 1 36

般教育課 目の時間が相当数配当 されてい る ことは,1957年 のマ ラヤ連邦独立以前 におけ るア ラ

ビア語 ･イス ラム宗教学校 の教育内容が全面的に改正 され た ことを示 してい る｡

次に MahmudCollege の教育課 日の内容 について説 明 しよう｡

｢イス ラム法｣(Ar.fiqh)は移動学級,専 門中等課程,上級課程 を通 じて学 習す る課 目で,

礼拝前 の洗浄 (Ar.tahえra),礼拝,ザ カ- T,断食 (Ar.!iy5m),巡礼 な どの宗教 的規定 の
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はかに,売買,保証,抵当,貸付,､贈与,利子など,契約や取引についての規定 (Ar.buyd̀

wamùamalat),また結婚 (Ar･nik叫 )や離婚 (Ar･talaq),罰則 (Ar･jinayat)などにつ

いて学習する｡

｢イスラム相続法｣(Ar･fara'i¢)は遺産相続に関するイスラム法の規定を学習する課 目で,

法定相続人の相続分を計算するための学問は,イスラムの伝統的な学問分類か らすると,法律

の分野 よりもむ しろ算数の分野に入れ られ,独立 した学問 として取 り扱われている｡ この課目

の内容は複雑であり,特殊な専門的知識を必要 とするところか ら,専門課程第Ⅲ学年にのみ配

当 されている｡

｢神の唯一性｣(Ar.tawbid)紘,天地創造神アッラーの唯一絶対性 とその属性,予言者の属

性 とその無謬性, 天使, 宿命などを取 り扱 ういわば神学的課 目で, イスラム法がムス t)ムの

｢行｣の面をあらわす とすれば, この課 目はムス リムの ｢信｣の面を 対象 とするものである｡

神の唯一性の課 目はイスラムの中心 となるべ きものであるか ら,全課程を通 じて学習するのは

当然である｡

｢論理学｣(Ar.mantiq)は専門課程第Ⅳ, 第Ⅴ学年 と上級課程にのみ 配当されているが,

これはイスラムの理性の学の基礎 となるものであるか ら,重要な課 目の一つになる｡

｢コーラソの章句｣(Ar.ay豆tal-Qur'anal-karim)は, 移動学級において国民学校での学

習を補足するために設け られているが,専門課程になると,コーランを読話するだけでな く,

コーランの章句の意味を解釈する ｢注釈学｣(Ar.tafsir)が配当されるようになる｡

｢伝承｣(Ar･badith) というのは,マホメッ トの言行 (Artsunna)を集録 した もので,マ

ホメッ トの死後,各地の征服によって拡大 したイスラム世界に起 こる複雑な法的問題を裁定す

るのに,その基準 としてコーランだけでは不十分 とな り,そ こでコ-ランの規定を補足する意

味か らもマホメッ トの言行が集録 され るようになった｡ しかし,そのなかには正 しい冨行を伝

えるものばか りではな く,多 くの偽作 もあらわれたので,伝承の真偽を識別するための学問が起

こり,それが ｢伝承学｣(Ar･̀ilm a1-hadith)と呼ばれた｡ 9世紀の 後半には, a1-Bukhari

(811-870)や Muslim b.a1-tlajjaj(～875)などの有名な伝承学者によって選別された正 し

い伝承集 ｢正伝｣(Ar･Sabib)が編纂されたのである｡ MahmudCollegeでは ｢伝承の修正｣

(Ar.1nuStalalJal-badith) という課 目名を使っているが, 本稿では一応 ｢伝承学｣ と訳出し

ておいた｡

｢イスラム法学の基礎｣(Ar.u申lal-flqh)とはイスラム法学が 定め られる法源のことで,

コ-ラン,マホメッ トの言行,合意 (Ar.ijm豆̀),類推 (Ar.qiyas)の 4法源が 一般に認め

られている｡イスラム法がコ-ランに見える規定 とマホメッ トの言行 とにもとづいて制定 され

ていることは周知の事実であるが,法学者の一般的な意見の一致,つまり ｢合意｣によってイ

スラム法が事実上権威づけ られることになる｡ ｢類推｣ というのは,ある事情が生 じた場合,
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コーランなどに規定 されてはいないけれ ども,すでに明確に判定 された先例か ら類推 して決定

する方法である｡ 8世紀か ら9世紀にかけて 4大 イスラム法学派が成立するが,それは以上の

4法源のいずれに重 きをお くか とい うことによって分派 した もので,｢イスラム法制史｣ (Ar.

ta'rikh al-tashrìal-Islami)紘, とりもなおきず 4大法学派の成立過程を取 り扱 う課 目であ

る｡

｢マホメッ ト伝 ･イスラム史｣(Ar.a1-siraal-nabawJlyaWaal-ta'rikhaHslamLl) は予言

者マホメッ トの伝記 とイスラム帝国の発展の歴史 とを取 り扱 う課 目で, とくにイスラムのマラ

ヤ伝来の歴史 も重要視 されている｡

次にアラビア語諌 目について説明すると,移動学級に配当されている ｢文法｣(Ar.qawàid)

紘, もともと ｢規則,型｣を意味するアラビア語であるが,初歩の文法 として名詞や動詞の区

分,それ らの活用型などを教え,専門課程になると,｢統語論 ･活用｣(Ar･nabw wa !arf)

でさらに詳 しい活用型な り,文章論を教える｡

移動学穀の ｢表現｣(Ar.tàbir)とい うのは, 簡単なアラビア語会話や 筆記作文を 練習す

る課 目で,専門課程では ｢作文｣(Ar.insha')の課 目でイスラム法に 関するもの とか, 社会

的な問題などについて, レポ- トをアラビア語で書けるまで指導 され,ある問題を中心にアラ

ビア語で討論できるよう訓練 され る｡

｢暗記｣(Ar.mabfdぞえー)は移動学級で も専門課程で も配当されている課 目である｡最初は

有名な詩文や散文のうち 2, 3行程度の抜粋を暗諦 させ,高学年次になるほ ど長い文章を暗記

させる｡ もちろん,コーランの章句の暗語 も取 り入れ られているが, とくに愛国心をもりあげ

るような主題のものが選ばれるようである｡専門課程第Ⅳ,第Ⅴ学年に配当 させれいる ｢文学

作品｣(al-nu!ti!a1-adabiya)も暗記に関連 した課 目で, 有名なアラビアの詩人や文人の文章

を暗記するようである｡ 近代の文学者のなかでは エジプ トの Tahatlusainなどもあげ られ

ている｡

移動学級にも専門課程にも全学年を通 じて配当させている課 目が ｢読み方｣(Ar.mutalàa)

で,歴史,文化,文学,社会など各分野に関するアラビア語の文章や物語の講読にあたる｡

移動学級のみに配当されている課 目に ｢書 き取 り｣(Ar.amla')と ｢習字｣(Ar.khatt)が

ある｡｢習字｣はもちろんアラビア文字の手習いで,｢書 き取 り｣は専門課程の第 1学年に も1

時間だけ配当されているが, これ らの課 目については別に説明を要 しない｡

｢修辞学｣(Ar.balagha)は専門課程の高学年にのみ配当されている課 目で, 比倫や直陰,

隠橡 といったアラビア語の美辞麗句の表現法を研究する｡ これ もアラビア語に関連する学問の

なかでも伝統的なものの一つである｡｢翻訳｣(Ar.tarjama)は勿論アラビア語か らマ レ-語

に翻訳する技術を訓練する課 目で, とくに専門用語の翻訳が問題 となる｡

上級課程では ｢アラビア文学史｣(Ar.ta'rikhadabal-1ugha), ｢イスラム哲学｣ (Ar.al-
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falsafaa1-lslamiya),｢心理学｣(Ar.̀ilm a1-nafs)の 3課 目が特別に加え られている｡ ｢心

理学｣ と翻訳 したアラビア語は,｢魂 ･個人の学｣ とい う意味であるが, 教授要 目には この課

目の内容が説明されていないので,一応 ｢心理学｣ と訳出してはいるものの,あるいは不適当

な訳語であるかもしれない｡

以上,簡単に MahmudCollegeの教育課 Lfの内容を説明 してきたが, これ らはすへて高等

なアラビア語 とイスラムの伝統的学問であって, もしもこれ らの学問が この学校の生徒によっ

て修得 されているならば,われわれイスラムの学問に関心を もっている者に とっては矧 英すべ

きことである｡筆者が この学校を見学 した とき,生徒諸君の教科書をみたが,そのほ とんどが

カイロで出版 されたもので,なかには程度の高い矧 Hl書もふ くまれていた｡その反面,これだ

けの課 目を学習する生徒の負担は実に重いにちがいない｡

MahmudCollegeのみならず, 他の民間アラビア語 ･イスラム宗教学校の調査で筆者が と

くに関心を もっていたことは, これ らの学校にどのような階層のマ レ-人子弟が入学 している

か とい うことであった｡ しかし,MahmudCollegeの場合でさえ, 学籍簿は 備えられていて

も両親の職業の記載が全然な く, その実態を調査することは不可能であった｡ MallnlLldCol-

1ege の校長の話では, 現在のところ政府の高官や比較的裕福な 家庭の子弟はltJ等英語学杖に

入学するのが一般的で, この学校の生徒はほ とんどが農村出身者であるとい う｡農村での調査

においても,イマームや宗教教師の子弟でさえ,おおかた英語学校に入学 していることがわか

っている｡ この点に闘 しては,残 された問題 として詳細な調査 ･研究を必要 とすると考えてい

る｡

C 民間 イスラム宗教学校

現在の Kedah州において,民間イスラム宗教学校はマ ドラサ ･ニザ ミ (LMad1-asallNiza-

Illi)とマ ドラサ ･ウム ミ(MadrasallUlnullli)の 2つの型に分け られている｡1965年 8月現在

における Kedall州宗教局o)統計によれば,ニザ ミ学校が67校, ウム ミ学校が30校 となってい

る｡ この 2つの型の学校はいずれ も民間の学校であって,前記C引司民学校のようにマ L,-シア

連邦政府の直轄で もなければ,MahmL1dCollegeのように Kedah州立の学校で もな く,いわ

ゆる私立学校であることには変 りはない｡ しか し, ニザ ミ学校は,生徒か らの授業料,連邦政

府か ら支給され る補助金,Kedah 州宗教局のザカ- ト基金か らの補助金などによって 経営 さ

れ,ウム ミ学校は,生徒か らの授業料,Kedall州宗教局のザカ- ト基金 か ら支給 される若干

の補助金などによって経営 され,同じ民間イスラム宗教学枚でニザ ミとウム ミとに分け られ る

最 も大 きな相違は,マ レーシア連邦政府か ら補助金が支給 され るか どうか とい う点にあり, ま

た両校の間には Kedall 州宗教局か らの援助金の節にも差異がある｡つまり,民間学校ではあ

るけれ ども,政府の統制 下に入 り,正規のカ リキュラムに準じて授業 し,学校運 営 委員会によ

って運営 されている学校がニザ ミと呼ばれ,政府の統制を全 く受けず,校長 自身の裁量で もっ
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て教育 し,完全に私有化 された学校がウムミと呼ばれるのである｡ニザ ミというのはアラビア

語の ni写云mi｢制度化された｣か ら借用した言葉で,ウムミはアラビア語の ùmdmi ｢一般の｣

か ら借用 した語である｡ そして,ニザ ミ学校の卒業生には卒業証書 (sijil:Ar.sijill)が与え

られ,有資格教員 となって宗教教育にたずさわ り,また宗教局の役人にも任官することもでき

るが,ウムミ学校の卒業生にはそのような資格は認められない｡

ウム ミ学校は政府の管轄下にないので,その教員数や生徒数の実数を知ることは困難である

が,ニザ ミ学校の教員数や生徒数は,Kedall州宗教局の統計によると,Kedah 州全体の67校

の男子教員数が283名,女子教員数が56名,男子生徒数が4,953名,女子生徒数が 4,019名とな

っている (1965年 8月現在)｡

Kedah州で行なわれているような ニザ ミとウムミとの 民間イスラム宗教学校の 区別がいつ

か らはじまるかは,宗教局で質問 したところによれば確かな年代は不明である｡ また各学校に

よっても相違 している｡宗教局の係官は,1960年頃に Kedah州の全 ウラマ-(イスラム学者)

が会議を開いて, 民間宗教学校の資格を 認定 して区別 したと答えている｡ この 資格認定基準

紘,おそらく前述した1956年の ｢民間イスラム宗教学校に対する政府補助金評価委員会 ･報告

書｣に示 された基準にもとづいていると考えられるか ら, この Kedah 州ウラマ-会議は1956

年か ら1960年の間に開かれたにちがいないOそして,その間に民間イスラム宗教学校が順次ニ

ザ ミとウムミとに区別されてきたとみるべきであるO

-情報撞供者の話では,政府が各学校の校長に対 して政府のイスラム教育原則を提示 し,そ

れに従 う学校をニザ ミとして補助金を与え,それに従 う意志のない学校にはウムミとして補助

金を与えないようにしたらしい｡前述 したように,Kedah州の 民間イスラム宗教学校の 多 く

はポン ド型のもので,その校長は高名な-ジであり,それだけに農村の人々の尊信を一身にあ

つめ,むしろ盲 目的 といえるほど尊敬 されていたか ら,マラヤが独立 して現政府,あるいは現

与党政党が農村にまで勢力を広めるには,どうしても民間イスラム宗教学校,つまりポン ドの

校長の協力が必要 となる｡ そこで,現政府の政策に協力する校長の学校には,その代償 として

政府補助金を支給 して援助する方策がとられたようで,ニザ ミとウムミとの区別は,その学校

の規模 ･内容による区別よりもむしろ政治的な意図によるものらしい｡実際にこれ らの民間イ

スラム宗教学校を見学すると,ニザ ミ学校では,旧ポン ド型建物のはかに政府援助による新 ら

しい国民学校式の校舎 も建てられていて,かなりの設備 も改善されているが,一方 ウムミ学校

になると,依然 として昔なが らのポン ド型のままに放置され,校舎 も教員組織 も完備せず,完

全にその学校の校長の私塾 といった有様であり,なかにはすでに閉鎖されて,荒れ果てた原野

に朽ちた廃臣だけが残っているものもあった｡ 筆者が調査 した時はたまたま夏期休暇中で,ニ

ザ ミ学校は政府の学校制度に準じて授業 もなく,生徒はすべて帰郷 していたが,ウムミの学校

ではポ./ドに生徒が残っていて,Kedah 州南部のあるウムミ学校を 訪れたとき, たまたま校
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長は不在であったので生徒に質問 した ところ,他の生徒はゴム園に働 きに行っているとのこと

であった｡

-ザ ミ学校の教育体制を知 るための 1資料 として,Kedah州南部 Baling地区の Kampong

PisaangKupangにある Madrasahal-Khairiyahに関する1963年度の ｢報告書｣(Penyata)
23)

か ら抜粋 して紹介 してみよう｡

この学校は1959年に旧ポン ドか ら新制度のニザ ミ学校 として発足 したようで,1962年度にお

ける生徒数は,男子生徒 224名, 女子生徒 95名, 計319名となっていてかなり大 きな学校であ

る｡ 筆者が見学 したときには,多 くの旧ポン ドのほかに,男生徒用 と女生徒用の新校舎が別 々

に建てられていた｡教員数は,教授捺格教員 (guruternlaSOkgurubesar)11名,無貴格教

員 〔訓練中の教員〕(gurupelateh) 1名,学校用務員〔校庭の清掃 ･雑務員〕(tukangpekerja

membersehkanmadrasall) 1名,事務員 (kerani) 1名となっている｡

教科課 目は次に示す通 りである｡

第 1学年～第 4学年 (ibtidえ-i;Ar.ibtid5'i)

(1)イスラム宗教課 u :イスラム法,神の唯一性, コ-ラン注釈,伝承O

(2)アラビア語課 目 :統語論,活用,暗記,読み方,作文,書 き取 り,習字｡

(3)社会科課 目 :歴史,地理,倫理｡

(4)一般科学 :健康,教育,理科｡

第 5学年～第 7学年 (thanawi:Ar.tllanawi)

(1)イスラム宗教課 目 :イスラム法,神の唯一性, コ-ラン注釈,伝承,イスラム法学の基

礎｡

(2)アラビア語課 目 :統語論,活用,修辞学,作文,韻律学,読み方｡

(3)社会科課 目 :歴史,倫理,教育原理｡

(4)追加課 目 :伝承学,論理学,天文学｡

次にこの学校の財源について説明しよう｡

(1) ワカフのゴム園,30relong(kebungetahwakaf)

この学校にはかつて人びとか ら寄進 されたワカフのゴム間を30relong所有 しているが,その

ゴム園か ら具体的にい くらの収入があるかは明らかではない｡ この学校の 建っている Baling

地区は,Kedah州でも山地のゴム林地域であるか ら, ワカフ地 としてゴム園を所有 している

が,北部 Kedah州の旧ポン ド型宗教学校では, ワカフ地 として稲田 (sawahpadi)を所有す

る学校が多い｡

(2)生徒の納める授業料 (wangyurananmurid)

23) MadrasahaトKhairiyallの報告書は,筆者が訪問した時に入手したもので, アラビア文字でタイ
プ印刷したマレー語のパンフレットである｡
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この学校では,生徒 1人当 りの授業料 (bayaran)紘,(i) 入学金 (bayaranpermulaan

masok)10MS,(ii) 毎年の授業料 (bayaranyurantahunan)14MS, (iii) 各学級で使

用するイスラム宗教課 目のテキス ト代金 (bayaranhargakitabkitabmengikuthargakitab

tiaptiapkelas)となっている｡筆者が見学 した他の学校での聞 き取 りによると,ある学校で

は年間生徒 1人当 り 36MS といい,ある学校では 30MS ともい うO おそ らく, 生徒の授業

料に関 してはまだ統一 されていないのか もしれないが, この学校の授業料 と他の学校での聞 き

取 り資料 と比較 してみて,いろんな教科書代 もふ くめて年間 30MS 前後が 生徒の納入する授

業料ではないか と想像 している｡

(3)Kedah州のザカ- ト基金か ら支給 され る補助金 (bantuanzakatNegriKedah)

一般に生徒 1人当 り年間 5MS か 6MS の補助金が支給 され るとい う学校が多いが,なか

には 10M髄 か ら 15MS も受け とってい る学校 もあ り, 学校 の要請によってその年度に支給

され るザカー ト基金か らの補助額に変動があるもの と考え られ る｡

(4)KualaLumpurのマ レーシア連邦政府か らの補助金 (bantuanKerajaanPersekutuan

KualaLumpur)

マ レーシア連邦政府か ら支給 され る補助金龍は,前述の ｢民間イスラム宗教学校に対する政

府補助金評価委員会 ･報告書,1956年｣に規定 された "A"級 10MS,"初等のB''級 14MS,

"中等のB''級 20MS の 3区分に もとづいて決定 され る｡学校のなかには, "A"級に評価

された コースと, "初等のB"級に評価 されたコ-スとの 2コ-スを合せ もつ学校 もあり,そ

れぞれのコースに在籍する生徒数に 10MS あるいは 14MS を掛けた 総額がマ レーシア連邦

政府か ら支給 されている｡ Kuala Lumpur の文部省にある統計によれば Kedah 州全体で

表 3 マレーシ7連邦政府イスラム教育学校統計表

州 名
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小学校 中学校

187 43

138 27

107 7

397 31

220 40

197 7

228 47

250 34

40 8

85 12

ラ L 3b6

｢ 示 二 ;

民間アラブ･イスラム宗教学校

学校数 豪 富 豪 富 塁 嘉 窒 孟 讐鵜 警

18 45 24 784

21 59 0 806

68 145 121 3,449

13 50 8 978

28 80 30 2,366

12 47 23 795

88 385 91 5,622

54 258 47 3,735

5 30 6 444

48 2日 69 2,788

97 347 99 4,508

452 1,657 518 25,275

910 16,940

947 17,530

4,274 77,230

732 19,136

1,363 30,970

1,180 24,454

4,586 日4,732

3,339 78,592

399 12,574

3,260 64,756

4,792 93,000

25,788 549,914
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78,592MS が民間 ニサ ミ学校に支給 されている (表 3参照)0

(5)一般民か らの寄附 (derlTlaOrangramai)

学校ojある農村の人々か らその都度寄附 され るらしいが,その金紙については実数を調べる

ことは困難である｡

このようなわずかの費料だけで Kedah州全体の民間イスラム宗教学校の実態を推測するこ

とはさしひかえねばならないけれ ども,一つの実例 として参考にされたい｡

D マ ドラサ ･スラウ

民問イスラム宗教学校のニザ ミもウム ミも, もともとポン ド型宗教学校であった ものがマラ

ヤの独立後に制度化 された学校であり,政府補助の有無 という違いはあって も,両者 とも一応

学校 としての体制の とれているものである｡ ところが,Kedall州の宗教局あた りでマ ドラサ･

スラウ (IlladrasallStlrau)と呼ばれている私塾教育が現在で も農村で行なわれている｡ この

宗教教育の私塾は,すでに述べたように,イスラムのマラヤ伝来以来マスジ ドやスラウ (小 礼

拝所)で行なわれていた原初的なイスラム教育形態の遺物で,農村の宗教教師 (guruugama)

の自宅のそばに建て られた塾舎で,農村の子弟を集めて教育するものである｡

1965年 8月現在における宗教局の統計によれば,Kedah州で一応登録 されているマ ドラサ･

スラウは149校 となっている｡

筆者の見学 したマ ドラサ ･スラウの一例をあげると,建物は農村のマ レー人家屋 とl司じ構造

で,板間を 2つの部屋に区切 り,一万を男子生徒用の教室に,他方を女子生徒用の教室に使用

している｡マ ドラサ ･スラウの先生は もちろん 1人で,メッカの巡礼か ら帰ってきた-ジであ

る｡筆者が訪れたとき, この私塾に30人程の生徒

がいて, 年令は 小学生か ら中学生 まで 雑多であ

る｡先生が板壁を背にして胡坐すると,生徒は先

写真 3 マドラサ･スラウ
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生に対画 して半円形の 4, 5列になって胡坐 し,各人それぞれ コーランを手製の木製書見台に

置 き,先生の読話にならって生徒 もコ-ランを音読する.別にコ-ランの章句の意味を説明し

てやるわけで もな く, 繰 り返 しコーランを 音読 するだけである｡ アラビア文字の読めない年

少者には, 上級生が初歩の練習本で 2, 3人ずつ指導 している｡ 先生は 男子生徒の指導が終

れば, コーラン読 みの 練習指導を 上級生にまかせ,今度は女子生徒の部屋に行ってコ-ラン

を読 ませる｡ 最近では農村で もかなり少な くなってはいるけれ ども, このようなコーラン読み

(bachakuran)の勉強が終 る12才位の男子には,丁度成人式 と同じように盛大な儀式が行なわ

れ るらしい｡ しか し,筆者は実際にこの儀式を見たことがなかった｡

農村では国民小学校の校舎が不足 しているので,午前 と午後の 2都制を採用 している学校が

多いか ら,農村の子供は授業のない午前か午後にマ ドラサ ･スラウに通ってコーラン読みを習

っている｡ 国民学校で勉強するときは普通の服装を している農村の男の子供が,マ ドラサ ･ス

ラウでコーランを習 うときにはマ レ-帽 (songkok)をかぶ り,サ ロン (Sarong) を巻いたム

ス リムの正装でいるのは,農村の人びとのコーラン学習に対する態度がよくあ らわれていて非

常に興味がある｡それだけ,農村における宗教教師への尊信は絶大なるものがあるわけで,国

民学校で も ｢コ-ラソの章句｣ という課 目でコーラン読みを習 うのに,さらに自分の村の宗教

教師についてコーラン読みを習 うのは, コーラン学習をより徹底 させるためで もあろうが,そ

れ よりも宗教教師 と農村の人びととの強い結び付 きが依然 として残っているのであろう｡

このマ ドラサ ･スラウはニザ ミ学校のように生徒 1人当 りい くらといった政府補助を受け る

わけではない｡ただ Kedah州宗教局に登録 してコーラン教育の資格を認め られている教師に

対 して,年間 30MS か ら 50MS 程度の個人的な贈与が 宗教局か ら支給 され るらしい｡その

代 りに,夏期休暇中には宗教局で開催 され る宗教教師の研修会に出席せねばな らないようであ

る｡生徒か らの授業料については明確な実数はつかめないが,農村では年に 2nalehか 3naleh

の米を宗教教師に持って行 くと答える人が多い｡lnalehの米は現金に換算すると約 9MS か

ら 10MS にな り,宗教教師への授業料はしたがって 年に 約 18MS か ら 30MS はどの金額

になる｡また筆者が農民でないある自家用車の運転手に子供のコ-ラン学習の授業料について

質問 した とき,子供が宗教教師のマ ドラサ ･スラウに行 くたびに, 1回につき 10centsを持た

せてやるといっていた｡彼は農民ではないので米でな く現金で支払 うらしいが,月に20回学習

に行 くとして 2MS となり,その計算でゆ くと年間 24MS になる｡ このような粗雑な資料で

結論を出せ るはずはないが, どうや ら宗教教師への授業料は年間生徒 1人当 り 30M岱 前後が

相場のようであるOそ うすると, 宗教教師がか りに 50人の 生徒を教えているとすれば, 年に

1500MS は どの収入になるわけである｡

そのはかに,Ramadan月の断食明けの祭 (har上rayapuasa)に農民か ら贈 られ るフィ トラ

(fitrah)がかな りの収入になる｡原則 として,マラヤのムス リムは宗教税のザカー .tとフィ ト
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ラが宗教局によって徴収 され ることになっているが,Kedall州ではフィ トラ は 宗教局によっ

て徴収 されず,ムス リム個人の自由裁量にまか されている｡ もともと貧者に施す とい う慈善の

ためのものであったフィ トラを,Kedah州の農民は村のイマームや宗教教師に 贈 るのが 普通

であるっ このフィ トラの箱は各人 1MS か米 1gantangとなっているO農村の断食明けには,

農民が 自転車に1包みの米をのせて行 きかう光景がよく見 られ るのは,自分が少年時代に習った

宗教教師に贈物を持って行 くのであるっ もしも自分の宗教教師が この世になければ,先生の遺

児たちに贈物をするのが習慣になっている｡また,農民であれば収穫 した粗米の1/10をザカ-

トとして宗教局に納めるよう規定 されているけれ ども,そのなかでい くらかは村のイマ-ムや

宗教教師に直接贈 られ るらしい｡マラヤの慣習 として本来のザカ--トの意味がな くな り,村の

宗教的指導者のみに捧 げる贈物 と考えられていた古いしきた りが,現在で もなお根強 く残って

いるようで,筆者の質問に答えて くれたある宗教教師の話では,これ らの贈物は年間 3ktInClla

(-30naleh)ほどになるとのことであった｡そ うすれば,農村における宗教教師は一般農民に
24)

比較 してかなり裕福であることになる(

E 州政府のイスラム教育費

最後に Kedah州政府がイスラム教育にどれほどの経費を支出しているかについて調べてみ

よう｡国民学校におけるイスラム教育振興のための経費やイスラム宗教担当の教員の給料など

ほ,原則的には KualaLumpurのマレーシア連邦政府の予算でまかなわれ るので,直接には

州政府の予算にあらわれてこない｡ したがって本稿では一応それを除外 し,州政府の管轄下に

ある州立 MallmudCollegeや民間アラビア語 ･イスラム宗教学校-の政府支出を問題 として

とりあげてみるo

Kedall州の1965年度 ｢歳入 ･歳出予算書｣(AnggaranIlasildan Perbelanjaan) をみる

と,州政府の全支出予算が 22,501,186MS で, そのなかで イスラム 宗教局 ･ムス リム法廷

(JabatanUgamadanMahkamahSllaràiah)の支出予算が 2,572,895MS となっていて,

州政府全支出の約10%がイスラム宗教局の支出予算になっている｡ この予算価が Kedah州政

府 としてかなりの高節であることは,農業局 (JabatanPertanian)の 791,790MS,社会福祉

局 (Kc･bajikanMasharakat)の 281,210MS などと比較 して も明瞭である.宗教局の予算は,

(a)ムス リム法廷の裁判官や宗教局役人の 給料 と StateMasjidのイマーム その他の 給料,

ならびに宗教局関係の諸経費,(b)イスラム宗教学校の先生の給料 と諸経費,(C)イスラム

成人宗教教育関係の経費, これ ら3大項 目に分け られているが,本稿でR11題にしているイスラ

ム教育関係の予算衛 としてほ,(b)項 と(C)項 との合計 とい うことになる｡1965年度の ｢歳入

･歳出予算書｣によればその合計が 2,189,707MS となり,宗教局に配分 されている予算箱の

24) 農民の収入については,口羽益生 ･坪内良博 ･前田成文 ｢マラヤ北西部の稲作農村｣『東南アジア研
究』第 3巻第 1号,1965,P41-46を参照されたいO
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約85%がイス ラム教育関係の経費になるわけである｡参考のために, ここ3,4年間の Kedah

州宗教局の予算額 とイスラム教育関係の経費 とを表示すると次の ようになる (単位 MS)0

表 4

1962年 l 1963年 l 1964年 l 1965年

この表で明 らかなように,宗教局の予算額は州政府全支出予算額の約 9%か ら10%で,その

なかでイスラム教育関係の支出が約70%か ら85%ほ どになっている｡ これをみても,いかにイ

スラム教膏に州政府が力を入れてい るかがわか る｡

ところが,州政府の ｢歳入 ･歳出予算書｣に明記 されている金紙は,主 として州全体の住民

か らの税収入によってまかなわれ る金紙で,それには Kedah州全人 口の約35%ほどになる経

済力のある中国系住民か らの税収入がかな り大 きな割合を占めているはずである｡ このような

州政府予算か ら,マ レー系ムス リムに対するイスラム宗教教育だけを とりあげて も,かな り高

い比率の支出予算が組 まれていることに,なにか問題があ りそ うに思える｡

Kedah州政府予算のなかか らイスラム教育に支出され る経費には,州立MahmudCollege

の維持費や教員の給料などが経常費 としてふ くまれていることは もちろんであるが,次の表に

示すような特定の項 目の支出髄にあ らわれた変化を検討すると,非常に興味 ある事実を兄いだ

す ことがで きる (単位 MS),

表 5

･962年 l 1963年 l 1964年 l 1965年

民 間 宗 教 学 校 へ の 補 助

宗 教 学 校 へ の 贈 与

成 人 宗 教 教 育

午 後 の 宗 教 学 級

79,236 : 79,236

10,000

0

200,000

10,000

0

200,000 1 297,000

0

0

407,401

297,000

表 5の ｢成人宗教教育｣(pelajaranugamadewasa)とい うのは,独立以前に学校に行けな

かった成人の文盲をな くすため,最近 とみにマ レーシア連邦政府が力を入れている成人教育の

一環 として,州政府が分担する宗教教育のことであるoイスラム教はマ レ-シア連邦の国教で

あるが,実際のムス リム行政の責任者は各州のスルタソになっているので, したがって成人教
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膏のなかでイスラム宗教教育に関 しては州の経費でまかなわれることになっている｡ある情報

提供者の言によれば,現在 Kedall州で男女あわせて 32,949人が この成人教育を受け,1,185

綿の学級が各地に設け られ,州政府の支出する経費は 400,000MS 以 Lになるとのことであっ

た｡ この経費の衛は州の予算書の 数字 とはば 一致する〔 また ｢午後の宗教学級｣ (pelajaran

ugamadisabelaIlpetang) というのは, 生徒の資格取得のために 各学校で設け られている特

別学級の経費 と考えられる.それは 1時間につき 4MS が政府か ら支給 され, Kedah州で総

額 250,000MS以上になるといわれているか ら,おそ らくこの項 目に相当するはずである｡

さて上記の表を見ると, 従来支出されていた ｢民間宗教学校-の補助｣ (bantuan kapada

SekolahUgamaRàayat)が1964年度に 支給を打ち切 られ, 一万1964年度か ら ｢成人宗教教

育｣ という新項 目のもとにかなり多額の経費が支出され るようになっているO同時に1965年に

は ｢宗教学校への贈与｣(PelTlberianbagiSekolahUgama) も支給が打ち切 られている｡ こ

の変化はおそ らく宗教局がムス リムか ら徴収するザカー トと関係があるらしい｡ ザカー トとい

うのはムス リムにのみ課せ られ る一種の宗教税で,Kedah州においては, 農民が 収穫 した籾

栄 (padi)か らその1/10を徴収することになっている｡そして徴収 された粗米は現金に変えら

れ,イスラム法の規定に準 じてムス リムの 福祉のために 分配 ･支給 され るわけであるO そ こ

で,イスラム教育関係にもザカー ト基金か らかなりの補助金が支出され る∩1962年度の Kedah

州ザカ- ト委員会の報告書によると, この年度のザカー ト徴収笥釦£620,080M誓;で,そのなか

でイスラム教育関係に分配 ･支出されている金額は,

(1) ニザ ミ･イスラム宗教学校 (SekolallUgamanizami)への 援助 --I-･71,434MS

(2)ウム ミとカンポンの宗教教師 (guruugamaumumidalュkampong)への援助

---- 2,975MS

(3)宗教学校の建設 ･修理費 (bantuanmembinadanmemperbaikiSekolallUgama)

-･--54,590MS

合計 128,999MS

となっている｡また1963年度のザカー トの徴収敏は 1,742,652MS となり,62年度 と比較する

と一挙に2倍以上に増えている｡1963年度の ｢ザカー ト委員会決算書｣(Penyatapendapatall

danperbelanjaan,Jawatan-ktlaSaZakatNegriKedah)によれば, ニザ ミ･イスラム宗教学

校への補助が 88,304MS,ウム ミとカンポンの宗教教師への 補助が 30,250MS と用紙 されて

いる｡1964年度,1965年度のザカー ト委員会の報告書が公表 されていないので,ザカー トの徴

収額や分配明細'Giは不明であるが,その節はおそ らく前年度よりもさらに増加 しているはずで

ある｡

そ こで,前表にあらわれている Kedah 州政府予算の 項 目別支出衝 の 変化を 考察 してみる

と,おそ らく成人宗教教育に関連する比較的多額の経費を一般政府予算か ら新たに支出しなけ
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ればならないため,民間のアラビア語 ･イスラム宗教学校に対する補助は, もっぱらムス リム

か ら徴収するザカー ト基金でまかなうようになった らしい｡このような政府予算支出計画の変

更は,ザカー ト徴収額の増加にともなって生 じた当然の結果なのか,あるいは,まえにもすこ

し触れたように,州政府の一般行政費のなかでイスラム宗教局の予算が増大 しすF.ることに対

する政治的な配慮のためなのか,さらに慎重に検討する必要があると思 う｡

最後に Kedahのイスラム教育制度をまとめて図示 しよう｡ 図 3の(Ⅰ)群は現行制度以前の

学校の型を示 し,それが1960年頃までに(II)群の現行に移行する方向をあらわ した｡(II)群は

現行のイスラム教育を施す諸学校で, 左下の実数はそれぞれの学校数を 示 し, 右下のgは先

(I) /960
(?)

AfternoonC.

/956

MohmudCb/.

/956

(Ⅱ) (班) (Ⅱ)

図 3 Kedahイスラム教育制度

坐,mほ生徒を示し,(Ⅲ)群はイスラム教育機関に経費や補助金,先生の給料などを支給する

役所を示す｡例えば国民学校の場合には, イスラム教育関係の 諸経費は 連邦政府から支給 さ

れ,国民小学校の宗教先生 (g･S)の給料 も連邦政府からで, 国民中学校の宗教先生 (g.p)

の給料は連邦政府 と州政府両者から支給される｡そして生徒(m)の授業料は無償である｡(Ⅲ)

群の最下段にある農村 (kampong)の場合は,農村の人びとがザカ- トやフィ トラを州政府の

ザカ- ト基金やウムミ,マ ドラサ ･スラウに拠出することを示すOしかし,この図はあくまで

も原則を示しているので,こまかい点になれば例外 もある0

4 む す び

マラヤにおけるイスラム教育制度の歴史的背景 と現状, とくに Kedah州のイスラム教育制
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度 について重点的に述べてきたが, まだ まだ調査 も不十分であり,検討すべき問題 も多 く残っ

ている｡ しか し,はっきりといえるのは,1957年にこの国がマラヤ連邦 として独立 した以前 と

以後 とでは,イスラム教育の内容が完全に変化 したことである〔独立以前においてほ,19世紀

中頃以来の ヨーロッパ風教育の普及に刺戟され,マラヤ ･ムス l)ムに対する教育活動 も活発 と

なり, とくにアラビア語 ･マ ドラサ型学校において 20世紀初案 か ら アラビア語 ･イスラム教

育が盛んに行なわれ るようになったとはいえ,当時のイスラム教育はあくまでもアラブ一辺倒

であり,マ ドラサ以外のイスラム宗教学校,つまりポン ドや農村の私塾の教育 も無統制のまま

に放置されている状態であった｡ ところが,マラヤ連邦の独立を契機にイスラム教育のあり方

が反省 され,マレー人のためのイスラム教育が提唱され,その理想的な形 として国民学校にお

ける一般教育のなかに取 り入れ られるようになった,一方,従来のアラビア語 ･イスラム宗教

学校 も重要視され,政府の援助のもとに イスラム法や 学問の 専門家養成学校 として 再出発 し

た｡現マレーシア連邦政府は, このイスラム教育方針をそのまま継承 し,各州政府 と協力 して

イスラム教育 を強力に推進 している.新興ムス 1)ム国であるマレーシア連邦のイスラム教育の

成果は,現在世界のムス リム諸岡か ら注 目されているけれ ども,なお多 くの解決すべ き問題が

残 されている｡まず第-に, 従来の アラビア語やイスラム学だけの 狭い カ リキュラムを改め

て,一般課 目も多 く取 り入れ,近代人 としての広い知識 もあわせ習得 させるような教育内容に

変 えてはいるが,アラビア語 ･イスラム宗教学校のカ リキュラムをみてわかるように,あれほ

ど程度の高いアラビア語 ･イスラム関係の課 目を学ぶには,生徒の負担は相当なもので,いき

おい一般教養課 目の学習がおろそかになる懸念 もある｡またこれ らのアラビア語 ･イスラム宗

教学校の卒業生は,現在のところ国民学校の宗教教師や宗教局の役人になれても,将来いずれ

は限界が くるにちがいないOその時には彼 らにどのような職場が適 しているのだろうかO最後

に現州政府が支出しているイスラム教育関係の経費について問題がある｡マラヤのようなマレ

-人 と中国人その他 との複合国家において,た とえ国教がイスラムだか らといってマ レー人 ム

ス リムのためだけに,かな り多額の経費を州政府一般予算か ら支出することに対 して問題が近

こる可能性 もあると考えられ るっ
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