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要旨 

 
現在、日本には約20万人のムスリムが暮らしている。この数字の中には、外国人ムスリ

ムとして海外から移り住んで来た者、その外国人ムスリムとの結婚を機に改宗した日本人

ムスリムなど、様々な背景を持ったムスリムが存在する。近年では、「2世」として彼らの

間に生まれ、日本で育つムスリムも増加している。ムスリムの親を持ち、日本で育つ・育

った子どもたちのことを「ムスリム2世」と定義し、ムスリム2世である筆者が、モスクや

彼らが主催するイベントに参加することで、彼らがコミュニティを形成しつつあることが

判明した。ムスリム2世によるコミュニティが日本各地で形成されることで、運営人員の

確保が課題となる既存のモスクを若い世代のムスリムが利用する・コミュニティがイスラ

ームへの信仰を捨てたムスリム2世の受け皿となる・日本人の学生とムスリム2世が宗教と

いう垣根を超えて交流する・といった効果が考えられる。 
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1 背景 

かつて、日本人ムスリムの大半は「改宗

者」であった。その多くは1980年代から

1990年代にかけて滞在した外国人ムスリ

ムを配偶者に持つ日本人女性改宗者で、筆

者の母もこのうちの一人である。現在では、

国内のムスリム人口が増えるに伴って、更

にその間に生まれたムスリム2世が増えつ

つあり、その存在が大きくなっている。 
2018年6月現在の日本におけるムスリム

推定人口総数は、約20万人であると推定し

ている。その中でも日本人ムスリムに関し

ては、「結婚を契機としてムスリムになっ

た日本人」が13000人、ムスリム2世に当た

る「子どもや若者の日本人ムスリム」が

25000人、「帰化した日本人ムスリム」が

3000人、「新たな入信者」が2000人、合計

43000人の日本人ムスリムが暮らしている

と推定している。 
イスラームにおいては、片親がムスリム

であればその子は生まれた時点で自動的

にムスリムとされる。つまりイスラームの

教えの上では、ムスリム2世は全員ムスリ

ムとして生きていることとなる。現実には、

親からのイスラーム教育と日本社会との

ギャップから、ムスリムであることを自ら

辞めて生活しているムスリム2世が少なか

らず存在している。本研究の背景には、筆

者が大学での学びの中で、ムスリムである

ことを辞めたムスリム2世との出会や、ム

スリム2世としての筆者の生い立ちが影響

している。 
 

2 目的 
本研究の目的は、大きく2点ある。 
1.ムスリム2世で形成されるコミュニテ

ィに筆者が参加し、活動内容をまとめ、コ

ミュニティ形成が東京・名古屋などの都市

部を中心に加速していることを論じる。 
2.ムスリム2世のコミュニティ活動が、参

加する人々や既存のモスクにどのような

効果をもたらしているのかを論じる。 
「ムスリム2世」に関する文献やデータ

は非常に少なく、彼らが抱く課題や現状が

知られることは少ない。コミュニティ内部

での活動の様子をまとめることと同様に

「自分自身の経験を残すこと」に意識し、

日本でのムスリムの歴史における最新版



として本研究を位置付ける。 
 
3 方法 

本研究では、筆者がムスリム2世として

実際にモスクやコミュニティのイベント

に足を運び、現地の様子やイベントの内容、

ムスリム2世との会話等を元に調査・考察

を行っている。 
コミュニティが形成される「場所」に注

目し、コミュニティのタイプを「モスク」

と「イベント」の2つに分けている。特定の

モスクを活動の主軸としているコミュニ

ティと、不定期開催のイベントやモスク以

外の場所での活動を主軸とするイベント

型のものに分けることで、それぞれのコミ

ュニティがどのような活動をしているの

かを分かりやすく分類できると考えた。 
ここでは、数あるコミュニティの中でも

積極的な活動を行っている東京ジャーミ

イと名古屋モスクをモスクでの例として、

また「湯けむすりむ会議」をイベントの例

として紹介する。 
 
4 結果 
4.1 モスク 
4.1.1東京ジャーミイの例 

東京都代々木上原に位置する日本最大

級のモスク、東京ジャーミイには「東京ジ

ャーミイヤングムスリム倶楽部」と呼ばれ

る、月に一度開催されるイスラーム勉強会

兼交流会が存在する。10代〜20代を中心と

する若いムスリムや、イスラームに関心の

あるノンムスリムをメインターゲットと

し、イスラームの教えに関連するイベント

を、主に東京ジャーミイで行なっている。 
イベントによっては、イスラームに関連

せず、親睦を深めることを目的としたもの

も確認できる。2018年11月に第一回「パネ

ルディスカッションという名のお茶会」を

開催し、そこから現在に至るまで月に一回

のペースを維持しながら、ムスリムファッ

ションとしてのヒジャーブ体験会、「ハラ

ール大喜利大会」、夏祭り（図1）など、多

岐にわたるイベントを開催している。毎回

の参加人数は平均して30~40人ほど。その

大半がムスリム2世である。参加するヤン

グムスリムの中には、運営ボランティアと

して携わるメンバーが毎回数名参加して

おり、関東在住の大学生ムスリムがその役

割を担っている場合が多い。開催場所は東

京ジャーミイの一階部分、普段は多目的ホ

ールとして展示や講演会などに使用され

る広場を活用している。また頻度こそ少な

いが、高尾山への紅葉狩りや代々木公園で

のピクニックなど、モスク以外での活動も

見られる。 
 

4.1.2名古屋モスクの例 
名古屋モスクでは、2014年の夏から

Space for Young Muslims(以下SYM)がヤン

グムスリムのコミュニティとして活動を

している。 
SYMでは、ヤングムスリムの居場所作

り・地域のノンムスリム学生との交流・イ

スラームの勉強会などを活動の内容とし

ている。愛知県や岐阜県に住むムスリム2
世を中心に運営されており、名古屋モスク

の公式サイト・Facebook上で活動報告を行

っている。また数名のムスリム2世は

YouTubeやインスタグラムを利用して活動

を発信している。

 

図 1:ヤングムスリム倶楽部（夏祭り）

の様⼦ 



SYMは、イスラームから一度離れてしま

ったムスリム2世を息子にもつ改宗ムスリ

マが、モスクに隣接する場所（図2）で、大

人を入れず、子供達だけで集まれる空間を

作ったことがきっかけで形成された。モス

クではなく、モスクに隣接された施設を子

供たちだけで利用することで、イスラーム

やクルアーンの勉強会をするのではなく、

ただ単に同年代のムスリムと出会って仲

間づくりができる環境を意識的に作り上

げた。最初はムスリム2世同士の居場所づ

くりのために生まれた空間であったが、時

が流れることで人数が増え、高校生や大学

生となったムスリム2世達が、YouTubeなど

の媒体を用いてムスリム2世の存在を発信

し、日本社会のイスラームに対する誤解を

解くために、ノンムスリムと交流をする場

所へと次第に拡大していった。 
SYMでは、積極的に名古屋近辺の高校・

大学との交流を進めており、学生側が名古

屋モスクを見学し、イスラームに対する疑

問や質問に対してムスリム2世が答えてい

くといった活動を行っている。そういった

活動から繋がりが生まれ、SYMの活動に普

段から関わるようになり、イスラームへの

理解をより深めるノンムスリムの存在も

見られる。また交流会を経て元々疑問に思

っていなかったイスラームの教えに対し

て自分自身で調べ、次の交流会でさらにイ

スラームの伝え方が上達していくといっ

た経験を持つムスリム２世も存在する。ム

スリム2世とノンムスリムによるお互いの

交流は、ムスリム2世とノンムスリム両方

にとってイスラームをより深く理解する

手助けとなっている。

 
4.2イベント（湯けむすりむ会議） 

「湯けむすりむ会議」は、2020年1月12日
に神田の銭湯にて行われたイベントであ

る。慶應義塾大学野中葉研究会と、先述し

たOliveが主催したイベントで、日本ムスリ

ム協会や開催場所である「稲荷湯」からの

サポートを受け開催された。このイベント

では、宗教上の理由から銭湯に入れないム

スリムにどうにかして銭湯の魅力を伝え

ることができないかという野中研究会メ

ンバーの想いから生まれた。結果として、

「銭湯文化をムスリムに知ってもらう」

「銭湯周辺に住む日本人にイスラームお

よびムスリムへの理解を深めてもらう」と

いう目的を持って、銭湯で礼拝やウドゥー 
を行ったり、ムスリム2世の日本での暮ら

しを語るイベントとなった。(図3) 

銭湯と、一般的なモスクの造形に共通す

る点が複数あったことが、「銭湯で礼拝を

する」というイベント内容に至った理由で

ある。「男女の入り口が分かれている点」

「男女を隔てる壁の上部が繋がっており、

声が聞こえる点」「体を洗う場所（蛇口）が

低く、礼拝前のウドゥーをする場所として

機能する点」などは、一般的なモスクと共

通する点である。浴槽の水を抜き、浴場に

参加者を集め、ノンムスリムの参加者に普

段は見ることのできないウドゥーのやり

方を伝えることができた。ノンムスリムの

参加者はムスリムが普段行う礼拝や、礼拝

前に行うウドゥーを間近で見るという体

験をすることができた。 
 

5 考察 
ノンムスリムがイスラームを知ろうと

する際、文献を利用することがほとんどで

ある。書店にもイスラームの歴史や文化、

詳しい戒律について日本語で記された本

図 2:名古屋モスクに隣接する 

コミュニティルーム 

図 3:湯けむすりむ会議の様⼦ 



はたくさんある。中学校や高校で習う歴史

の教科書にも、「豚肉が食べられない」「6信
5行」「1日5回の礼拝」といった情報は載せ

られている。しかしながら、そこから実際

にノンムスリムの身近に住んでいるムス

リムの実情を理解することは非常に困難

である。イスラームへの誤解を解くために

は、「教え」以上に実際にイスラームを実践

している人を知ることが重要である。また

ノンムスリムの日本人が日本のモスクに

訪れることのハードルは極めて高く、言語

の壁や無知から来る恐怖心は、日本社会で

ムスリムと共生していく上での障害とな

っている。 
日本人としての価値観を持ち、日本語で

発信できるムスリム2世のコミュニティは、

そういった障害を取り除くカギになり得

る。名古屋モスクではモスク見学に訪れる

高校生や大学生からの質疑応答に対して、

ムスリム2世がその対応をする・断食と断

食明けの食事をノンムスリムの学生と共

に行うといった交流を積極的に行ってい

る。『湯けむすりむ会議』は、先述した通り

銭湯で開催されたということもあってた

くさんのノンムスリムに礼拝とウドゥー

の様子を間近で伝えることができた。ヤン

グムスリム倶楽部が主催するイベントな

どでも、気軽にムスリム2世がノンムスリ

ムを誘えるような雰囲気を作り出すこと

で、モスクで開催されるイベントでありな

がら自然とノンムスリムにも門戸が開か

れている。 
ムスリムとしての生活をやめ、モスクか

ら足が遠ざかるムスリム2世がいる中で、

これらのコミュニティは緩やかに繋がり

を作りだし、居心地の良い空間作りを心が

けている。モスクを利用するムスリム2世
が更に増えれば、これまで在日の外国人ム

スリムたちが苦労してきたモスク運営を、

日本で育った彼らに引き継ぐことが容易

となるであろう。 
ムスリム2世のコミュニティは、彼ら自

身の繋がりを深めるだけでなく、参加する

ノンムスリムや、開催場所としてのモスク

との繋がりも深める効果がある。 
以上より、冒頭で述べた2つの目的は以

下のようにまとめられる。 
 
1.ムスリム2世のコミュニティは、既存の

モスクや在日ムスリムコミュニティを活

用しながら現在進行形で形成されている。

ムスリム2世のコミュニティ形成は特に都

市部にある大規模なモスクや、ムスリムの

家庭が多く住む地域において確認できる。

今後は地方都市にあるモスクでも、ムスリ

ム2世のコミュニティが新たに生まれるこ

とが予想される。 
2.ムスリム2世のコミュニティ活動は、イ

スラームへの理解を深めるきっかけを、ム

スリム・ノンムスリムを問わず参加する

人々に与えている。またムスリム2世コミ

ュニティの特徴として、参加するムスリム

2世の信仰の度合いを重視していないこと

が挙げられ、親からのイスラーム教育が不

適切だった背景を持つムスリム2世の受け

皿としての機能も期待される。果てには、

参加するムスリム2世がムスリム2世コミ

ュニティを通してモスクに通うことで、モ

スクが持つ人的・経済的課題の解決に繋が

ることも期待できる。 
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