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Ⅰ�� �

インドネシア����と�す����

���ならびに������������

������と�す�が���インドネシ

ア�	� !に"づき�����#８$に%&し

た'６ヶ$(の��)*+,を-え�����#

１$�./&の01の23に45された'

6789が:れていたフィリピン���

���ならびに���������;��

��;���と�す�も�����#には

�	� !に"づき%&すると<=されてい

る'

�>の?@ABは�わが&のCDのEけ%

れFGでは�そのHIのJさと�KLMにE

け%れNOがなかなかPっていないことから�

��������のQRがSしいとTえら

れる'そこで�Eけ%れUのVWX�Yホー

ムとZ[KLにインタビューを\えたアンケー

ト?@をDった']^に_に%&して)`*

+�の��������の0a?@を�)

でのアンケート?@でDった'

Ⅱ�����

bニッソーネットがcd�efg�hi�

jkでDったlm&���についての!n

?@１oがあり��	�についてのpqやrs�

またt�m&���についてのuvwxや

yzなどを{ねている'|にl�����の

C3で}められる �&1~�とは２oという

��がある'それによると�Eけ%れをl

���につながるoとする!�も�いが��

�にl��のuvや��に���するo

���

１ e��`�`�&1�~*��`�
２ e��`�`�&1�~*����
３ e��`�`���`*��`�
ガジャマダ�`Z`���`���

４ cd�`�`�Z`�*��`�
ジェネラルスディルマン�`Z`���`�
��

５ e��`�`���`*����
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���や��の�いが��	との
�を�

している�また����によるインドネシア

����の��３	という�もある���

として������や����の !や��

�の��"な#$が%がり���&'()へ

のきっかけになるとも�っている�*+�と

しては�,-./'の01による2345の

67が8も9:されると;べている�

Ⅲ���������	の
け�れ�

と�����の��を�り�く���

１����インドネシアEPA��の��４

この&<の=>に���?@�AのBけ�

れCDがEまれている�

� F����のBけ�れGH

FでIJKLされた���で���MNO

PのQRSはTOの��O>UVW�２XY

Z[の���として\]^_を`するもので

ある�abacらは,-��W�dXY,-

.eのfQをgい�そのWにhijkのある

lmeでnきながら�２XdZoに,-.で

の����pq_をB_し�３rのB_のう

ちにsJする�がtめられている�

� F�@�uvAのBけ�れGH

Fの���IJwxyまたはze{|}~

のQR���Z[のwxy�あるいはTOU

VZ[のyでF�oでのdXYの@�fQを

�Rし�����から�められたyとされる�

しかし��oにはdXの@�fQに��する

ものが��はないので��rのBけ�れでは

��OPUVyで\]^_が２X��のyが

��yとなる����と��に���W�d

XY,-.eのfQをgい�そのWにhij

kのある������ホームeでnきながら�

３XdのYに,-.で@�uvAq_をB_

し�１rでsJする�がtめられている�

２�����ぎの� ５

F�の����ぎは�����Xの�����

で	
��とフィリピン�Z7��と�す�の

	�
��に�べ ¡である�アジア¢£¤gの

¥¦では�§¨©¡��ª«は	�ドルで�

�の��ドルと�べkd¬である��のよう

に®¯nyを�°して��へªり�すので

はなく��®¯nyを±くªり�している�

ªり�し²は�サウジアラビア�マレーシア�

シンガポールで�イスラム³の´¯が±い�

��?@�¬$での����ぎ\µは�よ

り¶·"に ない��rのF����@�A

のBけ�れは�,����s¸に¹るところ

が±い����s¸が²にあった�はº»が

¼れたため�F�が½¾²にBけ�れられた

ものである���"に�����の¿Àはz

く����や@�AというMNÁÁV�を�

°し�その��CÂによる�ÃÄxにÅ�な

のに�して�FではÆV�ÇのÈきもTきい�

ÉÊ２によると�Fの�Ëは���の�Ë�
�

Ì�から����Xには３Ì�にÍTするとÎÏ

している���FのÆVÐは８Ñ９�とzく�

���や@�Aですら´¯²が±くないÒÓ

で�その´¯�Çとしても�rの,-のBけ

�れにÔÕをÖしている�

� � & ' � × Ø	Ù Ø１ÚÛÜÝ



Ⅳ�����

１�����

�な�け�れ�とされる����	
ホー

ム�９�������１���の��


マネジャーとそのスタッフである�また��

������������ ����!"����

#$���の%����の&
'�()*�+に

も&�でのアンケート,-を.った�

２����	

����/８01����/��0に.った�

３�����

2め34を5られた�)��に6して7

89を:;して�<=を>き�その<?@に

A8して�インタビューにBじてくれるCD

はEF,-を.った�

４���
�

���でのGHIJ�JのKL�MNOP

QでのGHIJDRのKST����UVの

8Wや��でのXYZについて78した�

５����

[\<=]を^いて�クロス_%を.った�

６������

,-にBじるかLかは[\`aであるbを

cげ�<=dLefをghしている�789

はijkにlmせず�インタビューZをno

するCDはp�Zにする�,-9は_%q3

r�stするuをnoし�34を5た�

Ⅴ�アンケート��

１����の��

�け�れvの����	
ホームZ�か

ら������から���の%���のwxが5ら

れた�うち���は�け�れにyz{な�

�|}��け�れyz�と~す���り��


は�け�れに�z{な��|}��け�れ

�z�と~す�である��け�れyzと�

け�れ�zの_%��にR�の��がないC

Dは��������として|}oべる���

���の&
'�(	��は��スタッフ�&


*�+���は�スタッフとしてoべる�

２������� �!の"#と$%

�����の&
'�()*�+の���

k��������から<=が5られた�

� ��での���\���<=K�

�����\は�い�に����としての

Sxl�が	

�����������
�	����

��を�けたい��
�	
�������を�

につけたい��
�		���H を¡�するた

めが��
�����で�Sxl������[

¢£�などを���\に¤げている�

� ��での�¥XYでの¦§b���<=

K�

��での§¨�©ª��«っているbなど

の¦§bを¬いた�®の�いが��
������

�いて¯°±²³の�い	�
�
����´べ

µやライフスタイルの�い	�
�
	���X

%¶の�さ	�
�
���が�かった�

� GHIJ�J�の��

���Jする�は����が��
��	���

インドネシア
'�()*�+の��への�け�れに¦する·8W ¹̧¹



��が��������とほぼ��であった	��


に��たちの���を��して�ってい

るが����	
を���が��しており���

スコアは����である	���������はご

く��であり��������は���であった	

� ���の���

������については�� ��!"

は�せるが����������������が#

とか$れるが��������であった	

� ���の%&�

���の%&�'(では�カタカナ)ひ

らがなは%めるが���������*+まで%

める�は１�であった	,く%めない�は��

������いた	

� ���-.の/0

-.で/0を1いているところはと2くと�

���34が�������������� コミュ

ニケーションの5い�しが����������

��の�6が��������と7いた	

� ��の89システムに:する;<

=>)?@�89のAわりがBいCDでの

EFなので���の89についてインドネシ

アのGH-I�でJわったり�そのKL�に

Mたって-んでいるかを;るためにNOした	

よく;っていると�えたものはPか５��７

��で��しは;っている���������,

く;らないが��������であった	

� どのようなQRがSTSUらにVWか

��
がXYしているが� �������

�����が���の.Zを���������は

[\]のQRを�やる^や_`aなbましを

cめるのが��������となっていた	

３����の����	
���のけ�れ

に�して

�けYれdeCDでは� �������

�����がfgすると�え�まだhからない

とする��は��������であった	�けY

れieCDでは�������������がまだ

hからないと��し��けYれたくないと８

������が��した	

� jkKの�けYれlのmnop

q�GHr)sHtはuvwの����の

jkを�けEFするoになっているが��け

Yれxは#をmnにyっているかzねた	

�けYれdeCDでは� �������

�����が���の%み{き�を|}に~

げ��に���の���が８������で

あった	:�aに�けYれieCDでは���

����������は��の.�を~げていた	

� ����と������のh�

��の��では�q�は���でGHr�

sH?@t����を��し��するVWが

ある	��では�まず���を%み�&する

�と�そこにX�されている��a;<の

��が�されている	そこで��a;<�を

Oう����は���で�い����の%み

{きにAする�は�������を��

し���ビザ��というh���について�

�をOうた	

�けYれdeCDでは� �������

�����が��をhけた�が�いと��して

いる	}���けYれieCDでは�����

��������がhけた�が�いとする��と�

hけない�が�いとする��が��������

� � �  � � |��  |１¡¢£¤



とに��していた�

� ���による��	
の��

���での��	
の��が��ビザ��

の��となっている�に�して��した�

�け�れ����では ��!"��!

#��$%は&'(も)'*もそれぞれ+しす

ぎるとして ,�で�けさせても-いと.く

が/0し &'(と)'*の�け�れ12の

34を�わせると567は�ずしも���で

なく,�でもいいのではとの34であった�

82�け�れ9���では ��!"��!

#��$%が���での	
で��が:;だと

/0していた�

� <=�>?4@のAB

<=�>?は���での��	
を��す

る�が ���CDもEFする�になるとの

4@であるが そのABを�うた�

�け�れ���� 9���ともGHがI

く��!"��!#	�$%が<=�>?4@はJ

しいとはKっていない�L��	
は MN

でのOPQRSを�うもので ���CDを

EFするものとはTだと/0している�

� UVWXYの��	
��のZC

&'(は３[ )'\]*は４[^Yに�

�	
に��しないと _�を`aなくされ

るが それについて34を�うた�

�け�れ����では ��!"��!

#	�$%が+しすぎると/0した��け�れ

9���では ��!"��!#��$%が��は

�!のbDcdであると/0するef ,�

で�けさせて��すれば-いとの34も��!

#��$%あった�

/ghのfiで �け�れ����も9�

��もj+しすぎるkとする/0lの.くが

j,�で�けさせても-いkということであっ

たので OPQRSを�う��	
はj,�

で�けさせて��すれば-いkとG6はmn

moらにp@をqしている�

� ���rsの�t

&'u)'のv�は wlとのコミュニケー

ションをxにv�をyう�そのため zし{

|や}き{|のCD~�によって mnmo

らのv�の�BがGきく�わると�えられる�

mnmoらは 6[Xの�����を�けた

�にそれぞれの���の���で�け�れら

れる�zし{|や}き{|�に�して�け�

れ�がどう�じているか��した�

１%��との�z

�け�れ����と�け�れ9���との

���Xに��のH�はなく ��の��!"

��!#
�$%が �とか�zは�じるだろう

と/0している�

２%��との�し�りuミーティングの�z

�し�りやミーティングでの�zでは �

け�れ����も9���も��に��をq

しており ��!"��!#	
$%が���だろ

うと/0している�

３%��lを)'するN�の�z

�け�れ����では ��!"��!

#�	$%は�とか�じるだろうと/0してい

るが �け�れ9���では ��!"�	!

#	�$%は���だと/0をしていた�

４%� � }き{|としての���CDが

�¡されるN�

インドネシア!&'(u)'*の��への�け�れに�する¢�t £¤¥



������������が���	の
み�き

に�しては��だと��をしている�

５������の�いが�����になるか

�け�れ !"#では� �������

�����が$%はかかるが��ないと��し

ているのに�して�&!"#では�������

������が��になると��していた�

Ⅵ�� �

１���した���	
��	の��と�

�について

��'(の)*は���で+,な-./0

を1びたいが�	�と23で�4いで+56を

78に9�している�-./0においても:

;8にもアジアの<=>としての��に?@

しており���でスキルをAにつけ�+56

もBたいとする�C�CDらのEFがGる�

また���での�HIJでのKLM�ここ

ではNやOPいであるが�それはQR��

��SべTをUなKLMとしてVげている�

C�CDらの3くはイスラム�Wなので�Q

Rの��と���の��でNがあるのはX

ける�

>YZ[の�[Q	では����が��	で

�[してよいと�えていた�\]らの^での

_`６では�ほぼabがc	によるZ[を'

(していたのと�d8efである�
���

g�[]も���h,とiなく�c	よりは�

�	をjkしたいとlえているのかもしれな

い��Hの��	mnopにKしては��け

�れ !"#ではqとかrじるとsE8にl

えているのとは�d8に�C�CDらの��

	opはqとか��	がtれるレベルがuv

しかなく��け�れwの"#での��	のk

�がxyだ�

��	
Gopは�カタカナzひらがなが


めるとする]が	��h,しかいない�{|

gを
み�きするにはかなり}p~で�"

#で��に�した���	を��	と�	の

��{にするなど�kpな��と��がない

と�いにNを�す�

C�CDらの��	1�は���mn/o�

�	が��を�めているが��Qを�め�]

や+�]によっては��の��が��である�

��での�き�り�)G���などに��や

��などの����������なコミュニケーショ

ン/�を�えた� が¡に¢yだ�

２����の�け�れに�する��について

�け�れ !"#と�け�れ&!"#では�

£らかに¤bのE¥が¦なっている��け�

れ&!"#においては���§¨©とª«は

¬だしい��け�れ !"#であっても�

�け�れたくないとの��が２®あるなど�

��では��け�れが¯づくにつれ�Nや

°±のL�が²てきたのかもしれない�³��

´ニッソーネットの_`１では���にµ�

した��>¶を·つ��¸らをヘルパーgで

�け�れた"#がa>に���"#h,あると

している�¹ºとNと»¼½が�¾してい

るのが�¿であろう�

３�����け�れに�する����

�け�れ !"#でもÀuvが��	の


> Á ª p Â Ã Ä��Å Ä１ÆÇÈÉ



み�きに��を�っている����の	
�

�では��する��の	
�レベルが��

�３�４����であれば��の�であろう�

これに�して����で !な"#をするよ

うにと$は%っている�しかし��はギリギ

リの&'で()ローテーションを*んでいる

のが+,であり�-.-/らのためだけに�

$01234"5に&6を78する9:があ

る��は;くない�$0�5として<け=れ

た>?は@Aも�Bして�CDでスムーズな

��がEFるようにGHすべきである�

また�イスラムIJではイスラムのKLが

MNし�@O�PQ�RSやTUはVWのX

にある�Yって�そのZ[に\]んできた-

.-/らの^_やイスラムのTUが	
で<

け=れられるかどうかは�`aにbcで�d

きなefをgきhこすであろうijeklm�

４�����と���	
��の��

<け=れno��では�p�'が12を!

qする�にrsで�<け=れto��でも�

'uがvwxである�$012をy�zで<

2させ�	
�{|については	
�{|1

234との3わせ}で~�ビザをEす�にr

sするwxも�なくなかった�しかし����

������<2した�	&の��スコア
��な

ので��にy�で$012を��しても�3

4するのは�&に�べ�しいかもしれない�

Yって$012には��を��する��があ

るように�われる�

５����による����の��

<け=れno��では��からの��<け

=れもあることを��にy�で<2させても

�いi�しすぎるmとの��がp�'を�え

る���<け=れto��では�
&の�|

��との��が��'である�<け=れno

��では��にv�として�く�����や

アドバイスを	
�やy�で-.-/らにす

る�になる�Yって��ずしも	
�での$

012に らず��しでも34に¡がるよう

<2%�の¢£を¤げるべきだと¥¦する�

�&§¨©ª«¨¬も<け=れ�の	
��

�でも�y�で$012を<けさせる�にd

きな"はないようだ�また��の§¨d�

ではy�でV®が¯われている�°±のよう

に��&§¨©ª«¨¬の-.-/らはほぼ

²6がy�での<2を³´していたことから

も�<2%�のµ¶は����である�

６��������についての��

	
�による$012の34が·¸ª=¹

¸の�²ª�ºを»¼するものであり�½$

�による<2は¾めていない�しかし���

とも½$&§¨©ª«¨¬を�¿Àに<け=

れていくためには�ÁらかのÂÃÄ8が��

だとÅ¸らは¥¦したい�


ÆÇでもほぼ²��においてp�'はÈ

���Éの¥¦を+DではÊ�していない�

ËかにÌÍにおいてはÎÏÐの·¸が`aに

;く�ÑしÒりやÓÔのÕで«¨��よりも

よりÖい	
�{|を�×しているが�+D

においては$01234と	
�{|とは�

インドネシア&§¨©ª«¨¬の	
への<け=れに�するØÙÚ ÛÜÝ



ずしも��していないとの��も�かれる�

��	で
�したある��は������

���の��は���しくなってきており�

���でも� !��"#である�$%の&を

つつくような��も'い���(での)*�

�ならば�+)�,�-には.らかの��/

の0123があっても4いのではないか5と

6べた�この��は�7として���で8

く��スタッフからの��������にお

いては�9(もしくは:の;(で)*��を

,けさせ�<=の>では���と?@にAう

>が4い5ともBCしている�

７������の��	
��の��

,けDれEF�では�G�Hは３�IJ�

�����は４�IJに� するのはKLM

�とNOにPQしている�それR�,けDれ

�へのSTがより'くUVであろう���

�でも�������の� !は��"WXな

のもY<である�せめて;Zのハンディをカ

バーする.らかの23を�[が\]してい

る�これが��	での)*��と��(^_

��の`a���()*��� のUVb�

c-d8e�fのghijにYれている�

k�G�Hl���の,けDれは�)*m

のnoにpづいてAわれるものである�q'

rのstuが�� できずv)をwxなくさ

れるyは�+z��にも{|する}^bがあ

る�より'くの� uが~るように�Y<�

な� ����にすべきであろう�

また���らの�の��にも�を�すべ

きである���������が����mJ

に１�しか,�チャンスがないyがそもそも

��である5�k����は４�mの���

�があるが���mの��(��がネックに

なっている���(��と�Aに<�をEむ

yができれば���の３��で<��mを�

�するので�３��と４��に��２�の,

�チャンスがある5�たった１�の,�チャ

ンスで�� であれば�v)させられるのは�

�lk��>に��がない��の[は�

 させるべく���なSTをAうための��

が�かっており�それが��にvすのはもっ

たいない5�k�もKLの _をして¡んだ

��(や��=¢を-かすことなくv)させ

られるのも£dではないか�.らかの¤¥2

3を�いだすyは~¦ないか5との��であ

る�

８������の��

G�l��の§yは�:uとのコミュニケー

ションをpに§yをAうため�¨し;Zや©

き;Zの^_ª.によって�§yの«hがq

きく¬わる�

¦�した®¯らの��(^_は�まず�

��(°¨については���(が.とか±れ

るがo�r��²°¨なら~¦るがo３³と

��の«jが/がっているようである�´し�

それはµえている¶Hとのmのことであり�

<·の¸uや¹��uとのYºではコミュニ

ケーションの»¼が½¾に¿きるであろうy

はÀÁに�くない�これは,けDれ[とk�

[��>の�Âの _により�この��をf

ÃするしかÄはない�
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��はコミュニケーションの��によるヒ

ヤリ�ハット��である�これには	
な�

�を��につくり����スタッフと��

�������らとこれら��の����と

その�� を!"し�#らしていかなければ

ならない�

$%$&らが��'で(に)えて*しいの

は�+,-レベルの��'で���'での.

/01までは2が3らない45が6かる�.

/の��は789+に:;な�<であり�=

らかの>?を7から@るA;がある�

��の���BCDE�FについてのG�

は�HのステップであるケアマネージャのI

Jを@るにはAK�<であり����ないし

LMN
でOPをQRするしかない�

９�コミュニケーションとサポート�メンタ

ルヘルスについて

� ���STとの,-は:;

UVWXにいて�YいにふれあうZ[のU

V\いSTたちは�]^では�+_な,-に

`しては=とかaじるのではないかと�bc

_なdeをfっている�が6かる����と

してghijk
lにmnし２j[�でのo

pをqった���が�rsにいた�$&は]

tにuv8４ヶwxFで�+,-xFならy

6aじたとzっていた�{も|なりとはzえ

ないが�}-しz~に`しては�j[の��

��'��で��+,-や��]^のミーティ

ングでの-しz~はy6aじるのではないか�

と�べていた�

� STとの�し�り�ミーティングでの,

-で��がないように

�し�り�ミーティングは������の

]^において9+に:;な��をfつ���

や���の��をミーティングで!"�する

�は:;である�rsでは��y6だとの3

�が���を�めた��し�り�ミーティン

グに`しては��j[の��'��では��

�ベースでも��の!"�はうまく��ない

と�]^では��をfっている�しかし�こ

の��もo�に� ��¡で¢け�れ8に

どのようにk£するか�その��づくりにか

かってこよう�

� ���を��する^¤での,-が¥¦

������の��は,-やc§から§O

し�¨©なª«をqう¬で:;である�¢け

�れ®�ではbc_に�¢け�れ¯®

�では°c_な3�である�

����は±²�が³く�´zやµのz

い3しなどが¶われると·えられ�その¸は

�¹がºる�しかし±²���との¤»では�

¼ね½¾_でコミュニケーションはa+の,

-の¿À�だから=とかaじるのではないか�

と³くが�えていた�U´�ÁしいÂ´をす

ると�y6な¾ÃÄaができないと����

�は1Åしないとも�せられる�

� ./¡�Æきz~としての��'Ç
が

;Èされる^ÉにはÊ6ËMがA;

�����の]^では�./が:;な¾Ì

をfつ�ÍÎがÏこった^Éには:;なÐÑ

になるので�ÒÓさと�ÔさがÈめられる�

��./もS4で./のÕÖからもその��

は:い�®�¯®�とも×みÆきz~と

インドネシア��������の��への¢け�れに`するØ�� ÙÚÛ



しての���には��きな��を�じており�

	
	�らの������の��からは�

よほど��の����をしなければ��は

�しく���がある���での���など�

 !で��の"#を$えたい�%し� によっ

ては&'(�)を*っている+もあり�コン

ピュータの,-で.とか/り0れるのではな

いかとの12も3かれた�

45�6み7りがおぼつかない�8で9く

のはほぼ:;�だろう��)を9かせても�

9いた<で��=が>?チェックする@Aが

いる��BにはCDな=EがFGされている

とはHえず�IDのJKのLに	
	�らを

,-することがMけNえられると���=!

スタッフにOPが�きくのしかかるQになる�

� RESTでU�VWXVYZの[いが�

�になるか

\け]れ^_� では`abがcd(�\

け]れe_� では`abがfd(な25を

している�\け]れ^_� の5は.とかな

るという�gで�そのREのhくはWXVU

�VYZのiを/りjえてklmnるとoえ

ている���は��pのU�qがrいstな

のでイスラム�にuしてvwで�\け]れら

れるのではないかともoえられ�	
	�ら

のxy(なzpをもたらすだろう�

Ⅶ���と��の��

{|としては}~の３�を�げる�

１�����を�う��������Ts�

��は���もしくは�のH�で\�;�

にし��������とD�させた5が�

�(である�

２����l�2�の���でのs����

�は��ずしも�=��Tらの��や��

を��するものではない�という12が�

Bではhい�

３�� ¡A¢に���でのs���に��

することは�しく�.らかの£¤¥Gが�

¦と§¨V��� !からの12がある�

�©コミュニケーションでのHªの��に

«しては�S¬�®や]+¯°®は�cd

(な25がhいようである�%し�±しHª

でも�²し³りVミーティング�]+®との

コミュニケーションは��がある����l

�の´µする����での���V����

Ts�����は��=S¬とS¶に��な

くlけるという·�は�Bにはない����V

����Ts���¶の��テストに«して

は��もしくは�H�で*うようにし���

��Ts���の��は��=とS¸に*う

ように¹ºしたLで����の»¼を½やす

よう¾¿してÀしいとしている�

6み9きでは�aの\け]れ!ÁÂ®も:

zを�じており�aÃA���ÄÅだけでは

:zがÆるのはÇÈのことである��ÉÊと

しては�ËÌ(に�����を7Íしていく

�������をÎÏするのがよいとoえる�

そこでÐ<のÑ�を３��げたい�

１ÒaÃAの�ÓÄÅとFÔÕ� ¶での�

����だけでは����で���V���

�Ts���に��するのは�ÖÇ�しいだ

ろう�このまま�	
	�らにs���を�

��で\�させるのは�:��を×Øとして
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いるようなものだとの��が��には�くあ

る��らかの�	の
�があって�るべきで

ある�

２���になり��してしまった����

����は��させるための��を��して

いる��に���で�� の��スタッフに

!"させるコストもあり����ならば#け

$れた%の�����の&'は()にかかっ

た*+の�,にもふくれあがる�&'を-.

/にするためにも�より��しやすい01で

�234を#4できるようにする56がある�

３7も���の89を:;からの<*に=っ

ている�>と?じように@*のAいBCDE

からの:;<*にFGするHきもIきい��

��JがあまりにKいと;LMNOするPQ

がある�このMNは����RのSTからも

Uけるべきだ�

�� イスラム�への����７

> の��はKくがカトリック!Vで�W

�;� Xでも> はY４Zで��において

は�ほとんどMNが[こらないと\えられる�

8]�7は^_-Iのイスラム!�2で�`

ab�したcdceらのKくはイスラム!に

�fしている�しかし���のg!hこだわ

りのなさが`aはIきなijとなるkれもl

にmんでいる�

nMした#け$れop��でも�89には

イスラムにqするrsのなさが()にtWし�

ましてや#け$れup��にvっては�イス

ラムwxyなどのpzなイスラム!Vをイメー

ジさせる{もKく�より|}で~い��rs

が56と�えたい�

� １�５aの��

イスラム!Vは�コーランの!えに�って�

１�５aの��を�う�１a�は���２a

�が|�wぎ�３a�は�い���４a�は

����５a�は�である�

���の��がMNになるのは�２��と

３��がMNになろう�その�はプライベー

トの���だと\えられるので�����に

おいて��が�ないと\えられる�

�{をしている-�でも�いきなり��の

��がbたから��して��に�くと0う{

はない���の��は１���からX��の

�を�たせてあるので��{が8� してか

ら��に�く{はコーランの�でも¡されて

おり���のため�{が¢まないという{は�

ほとんど\£する56がない�

� ラマダン¤¥¦§¨

イスラム!Vは�ラマダン¤()は�ヒジュ

ラ©hの§のª«を¬す¨の����から�

�までの��8®¦を¥つという!¯hの

¯°である�±し���から��までの�は�

®¦²³であり�イスラム´のµ�において

は�むしろお¶りのようなものと0われる�

·えば�が¸んだ��¹Iなパーティが�わ

れる�また�º»が¼められているので�½

¾な2はそれを�う{が¿�であると\えら

れている�

ÀÁしたヒジュラ©はÂÃÄであり�ÂÅ

Äとの�に5ずズレがÆじる�そのため�8

ÇÈにはラマダンはÂÅÄの９§であるが�

ÂÅÄの１ヶ§とそれに�ÉするÂÃÄの１

インドネシア BCD�ÊCËの��への#け$れにÌするµMN ÍÎÍ



ヶ�は����������と�３��く����か

ら	て�ヒジュラ
は��しずつ�がずれて

いく��などの�い�では���を��

けていくのはなかなか�いものがあり�その

�は��の��が�くなるとも�われている�

���け�れした� �!らは��"の#$

が%&'(やかなので���に)えて��を

*うすると+えて,い�

� ��-の./

イスラム01は23を�べない��4�こ

れはイスラム0が56した7アラビア89に

おいて�23が:;なものとして<く=じら

れており�それが>?したものである�

@し�ABCDBのEFにおいて�GHC

IJHの��DKのL�23が�っていても

�べさせる�ができる�

あるMNOからは�イスラム01のDBP

が��をQうFR�MNのS�で23をTけ

て��をUることはVしいので�WXでYZ

をUって[ってくるか�23の�った��を

\えて]るかは�"^の_�によると`べた�

� ハラール3

イスラム0は��aを�べて,いものとし

てbハラールcと�べていけないものbハラー

ムcにXけている�コーランのd`では�

bハラームcはbe3�f�23�およびア

ラーghのiでjえられたものcとしている�

そのでbハラール3cとは�bビスミッラーc

klのmiにおいてnと�いながらイスラム

01によってopqをr�されたpaの3で

ある�

そのため�stには�"でuvにjされる

�3は�bハラール3cではないので�イス

ラム01は�べる�ができない�になる�

bハラール3cにwxした�3も�lyにあ

るモスクのzくで{|されており�ネットショッ

ピングでも}�できる�

MNがハラール3を~jする�はVしく�

イスラムの0えをs�に�ろうとすると��

�がかさむことになり���への��が�X

できない���もある�

����

１ �ニッソーネットbh�^DBPについての
����c����	

�����������������
�����

����
�����������

２ �	��bABCDBのEFで�められる
��L��とはc�������������� ����

�����

３ ����b���によるインドネシア^AB�
の��c�AB�O�=������８� ������

４ � ¡¢£ ニュースリリースb�"Cイン
ドネシア� ¤¥¦§の¨©ªび«１�R¬
®¯の°±についてc����	

�������������
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