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ブータンの地域に暮らす農家の一日のレポート

佐々木潤

京都大学医学部 4 回生

ヒマラヤ学誌　No.17, 34-38, 2016

1．泊めていただいた一家の説明
　お世話になったのはサムテガンのトゥクパ（長）
の一家であった。この家の主人はティンプーでタ
クシーの運転手をしており、普段はここでは暮ら
していないという。主人が留守の一家を支えてい
るのは妻のダワ・ザム（Dawa Zam）さん 28歳。
ダワさんは 2007年にダンスの交流のために日本
に来たことがあり、家族で唯一英語を喋れるので、
今回の滞在では私の質問に快く答えていただい
た。ダワさんには 4人の娘がおり、子供達の他に
ダワさんの両親二人の 7人と猫 2匹で暮らしてい
る。家は 2階建てで、1フロアに 7畳ほどの部屋
が 2つ廊下を挟んで向かい合っている。

2．ある一日の記録
　朝一番に起きるのはダワさんの父、ウゲン

（Ugyen）さん 57歳。ウゲンさんは 2階の祈りの
ための部屋で一人で寝ており、毎朝 5時半頃から
ブータン仏教のお祈りを始める。ウゲンさんが祈
りはじめて、しばらくたった 6時頃、ダワさんと
ダワさんの母、子供達が起きる。ダワさんと長女
は外にある水場で顔を洗い、水をこれまた外にあ
る炊事場まで運び湯を沸かす準備をする。外にあ
る炊事場は薪で沸かす昔ながらのもので大量のお
湯を作るときやお酒を作るときに使われており、
中の炊事場だけでは対応できない時に使われる。
火種のために薪を山刀で薄く削り火に焚べるのだ
が、この作業がなかなか慣れていない私には難し
かった。
　その後朝食にとりかかる。朝ごはんは通常であ

ればカレーと赤米で、カレーは最も一般的なブー
タンの家庭料理であるが、いわゆるインドのカ
レーとは違いスパイスは使っていない。今朝は大
根のカレーということで、外の畑から大根を 6本
ほど取ってきた。ダワさんの家では米と野菜を栽
培しており、大根の他に玉ねぎ、ネギ、パクチー、
トマトなど多くの種類を育てている。またその大
根であるが、日本で見られるような太いものでは
かなり細く小さいものであった。さらに内 2本ぐ
らいは虫が食っていることで捨てた。聞くところ
によると農薬は牛の糞以外使っておらず、日本で
言うところの正真正銘の無農薬野菜なのだが、都
会っ子である私には無農薬の難しさ、自然の厳し
さを思い知らされた形となった。せっかくなので
カレーのレシピを以下に記す。

大根のカレー～ブータン風～　20分　1人前
1　 大根約 100グラムを薄い円盤状に切り水で
洗う

2　 水を少量加えて中火で煮た鍋に 1を入れる
3　 大根が透き通ってきたら唐辛子を包丁で太
めに縦斬りにし、種とともに加える。量は
好みで変えて良い

4　 塩、バター、チーズを適当に入れる
5　 チーズが溶けたら油を加える
6　 蓋をして煮立ったら 5分ほど待つ
完成

　さらにこの日は私をもてなすために特別にパン
のようなものを作ってくれた。小麦粉に塩、水、

　2015年の 10月の初旬頃、私はブータンのサムテガン（Samtengang）という地域の BHU（Basic 

Health Unit）に 10日ほど滞在し、ブータンにおけるプライマリ・ケアの実態について観察を行った。
その中で 1日だけブータンの農家に滞在し農家の生活を体験することができたので、その生活実態を
報告したい。また観察した中で医学生として気になった点をまとめてみた。なお時間の関係上、昼の
時間帯は十分な体験ができなかった。
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油を混ぜて練ったものを薄く伸ばし、フライパン
で焼いたり油で揚げて作る。普段、パンは食べず
1月に 1,2回客が来たり特別なときなどに作ると
いう。
　朝食を作っている間に 7時前くらいに長女のゾ
ナム・ザム（Sonam Zam）ちゃん 8歳は小学校に
登校して行った。ブータンの小学校では昼食だけ
でなく朝食も出るのだ。朝食が完成したのは 7時
半頃、朝食後二女のチョキオム（Chokiom）ちゃ
ん 5歳と三女のハモ（Lhamo）ちゃん 3歳はダワ
さんの兄弟の家に遊びに行った。四女のシゲイ・
デム（Sigay Dem）ちゃん 1歳はまだ幼いので祖
母に当たるカカ（Kaka）さん 63歳とウゲンさん
がおんぶしながらつきっきりで世話をする。
　朝食後になると家の外に近所の人 4，5人がやっ
てきて、ウゲンさんやカカさんとおしゃべりが始
まった。よく見ると卵や野菜といったものを持ち
寄って交換、売買したりしているようだ。ウゲン
さんが私のことを日本から来た医学生ということ
を紹介してくれたが、ブータンでは中年以上の人
たちは英語ができないことが多く、その時も残念
ながら英語を理解できる人はいなかった。ダワさ
んに翻訳してもらったり身振り手振りでコミュニ
ケーションを取りながらしばらく過ごしていた
が、よく観察していると何人かがダワさんにいく
らかのお金を渡して紙に署名をしている事に気づ
いた。これは健康な人が健康料として払うお金で、
このお金は国に集められ、このお金で薬などを買
うのだという。日本で言うところの健康保険料で
あり、口座を持たない人が多いブータンの地域社
会では直接手渡しで集められているのだ。
　飼っている牛の世話をするのもダワさんの仕事
だ。切り取った草や食べ残しなどの野菜にお湯を
混ぜて 3頭の牛に朝食をやる。牛が食べているの
を待っていると、隣の家に住む親戚のデチェン・
ドルジ（Dechen Dorji）さんがやってきた。デチェ
ンさんは 26歳で葬式業を営んでいるという。デ
チェンさんは草刈り用の鎌を大きな砥石で研いで
いた。デチェンさんが鎌を研ぎ終わると、10時
頃にダワさんとデチェンさんは牛を外に連れ出し
て近所を歩かせに出かける。牛を家に連れて帰る
のは 17時頃だという。
　夕方になると近所から外国人が泊まっていると
いうことを聞きつけたのか、多くの人が家にやっ

てきてくれた。デチェンさんのグルであるという
僧侶の人や近所に住む親戚の人など多くの人と話
すことができたが、ここで印象的な話を聞かせて
くれたプブ・ラム（Phub Lham）さんのことを記
しておく。私が医学生で BHUに滞在しているこ
とを聞いたからか、直接 BHUに対する不満点を
聞くことが来た。現在プブさんの娘は体調を崩し
ており、BHUで薬を貰ったがプブさんは十分な
治療で無いと考え、比較的大きな町のバジョとい
うところの病院に行ったという。医師は 3種類の
薬を処方してくれたが、娘は一向に治らずもう 2
週間が経つという。さらに明日もう一度 BHUに
向かって診察してもらうそうだ。おそらく私が医
学生ということ聞き娘の話をしてくれたのだろ
う、プブさんの藁にもすがる姿勢を目の当たりに
し、励ますことしかできないのが非常に申し訳な
かった。
　夕食の準備は 19時頃から始まる。ダワさんが
豚肉があるがいるかと聞いてくれたが、せっかく
なので普段食べているものが食べたいと断った。
豚肉や卵はパンと同様に特別な時しか食べないの
だ。魚も殆ど食べないのでタンパク質は卵やチー
ズなどの乳製品で取るようだ。ちなみに豚肉は 2
階の冷蔵庫で保存されている。なぜ台所がある 1
階ではなく 2階においてあるのかというと単純に
台所が狭いからであり、また普段使う野菜やチー
ズ類は 1階で常温で保管されている。ここでブー
タンの台所事情について説明しておくと水道と流
し場がないことが大きな特徴である。水は外で汲
んで大きなバケツに貯めてあり、それの横に排水
や生ゴミを貯めておく小さなバケツがおいてあ
る。ガスは通っているのかプロパンなのかはわか
らないが、コンロは日本と変わらないものであっ
た。またトイレは水洗ではなく汲み取り式である
ため家から 50メートルほど離れた畑の脇にあっ
た。電球がないので夜にトイレに行きたいときは
懐中電灯を持って行かねばならない。
　結局夕食は私だけほうれん草のカレーで私以外
の家族は唐辛子のカレーとなった。レシピは大根
のカレーとほぼ同じで、上記のレシピの大根の部
分をほうれん草に変えれば、ブータン料理のレ
パートリーが増える仕様となっている。そのため
ブータンでの滞在は 2週間と短いものだったが、
味付けが単調に感じるようになるには十分な期間
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であった。あと唐辛子を大量にいれるので日本人
には少し辛すぎるかもしれない。ほうれん草のカ
レーは塩を大量に入れたせいか非常に塩辛く、あ
まりに塩辛かったのでお湯で薄めていただいた。
塩分摂取量は内陸国だけあって多いそうで、調理
を見たところ 1食あたり 3グラムから 4グラムほ
ど取っているようだ。またカカさんは高齢ながら
丼いっぱいほどの量の米を少量の唐辛子のカレー
と食べており栄養的に心配になっていたところ、
子どもたちが米とカレーの汁だけという更に驚き
のメニューを取っていた。
　夕食が終わるとすぐに寝る支度を始める。就寝
時間は子供たちが夕食を食べ終わる 9時頃、ダワ
さんは食器を洗ってからになるので 9時半頃で
あった。

3．医学生として気になった点
　最近ではブータンでも糖尿病の患者が増えてき
ているというのはヘルスアシスタントの人から聞
いていたが、それも無理もない話である。肉、魚、
卵といったタンパク質を殆ど取らずに、時には野
菜すら食べずに、米を大量に摂取するのだ。また
塩分の過多の食事による高血圧はここブータンで
も例外ではないらしく、WHOが定めている一日
の塩分摂取量の目安 6グラムを上回る量 10グラ
ム以上を摂取しているようであった。塩分摂取量
の減量はどの国にとっても課題でありイギリスで
は 10年かけて 3gにまで下げる計画を先日発表し
た。高血圧や糖尿病といった生活習慣病はこれか
ら経済発展するであろうブータンにおいてますま
す大きな課題となってくるのは間違いない。しか

写真 3	 左の大きいバケツが新しい水、右の黒いバケ
ツが排水入れ

写真 1　大根のカレーの塩加減

写真 2　切れ味を試すデチェンさん

写真 4　私のために作ってくれたほうれん草のカレー

写真 5　家族のみなさんとの食事。調理中がダワさん
 

（大根のカレーの塩加減） 
 さらにこの日は私をもてなすために特別にパンのようなものを作ってくれた。小麦粉に塩、水、油

を混ぜて練ったものを薄く伸ばし、フライパンで焼いたり油で揚げて作る。普段、パンは食べず１月

に1,2回客が来たり特別なときなどに作るという。 
 朝食を作っている間に７時前くらいに長女のゾナム・ザム（Sonam Zam）ちゃん８歳は小学校に登

校して行った。ブータンの小学校では昼食だけでなく朝食も出るのだ。朝食が完成したのは７時半頃、

朝食後二女のチョキオム（Chokiom）ちゃん５歳と三女のハモ（Lhamo）ちゃん３歳はダワさんの兄

弟の家に遊びに行った。四女のシゲイ・デム（Sigay Dem）ちゃん１歳はまだ幼いので祖母に当たる

カカ（Kaka）さん６３歳とウゲンさんがおんぶしながらつきっきりで世話をする。 
 朝食後になると家の外に近所の人4,5人がやってきて、ウゲンさんやカカさんとおしゃべりが始まっ

た。よく見ると卵や野菜といったものを持ち寄って交換、売買したりしているようだ。ウゲンさんが

私のことを日本から来た医学生ということを紹介してくれたが、ブータンでは中年以上の人たちは英

語ができないことが多く、その時も残念ながら英語を理解できる人はいなかった。ダワさんに翻訳し

てもらったり身振り手振りでコミュニケーションを取りながらしばらく過ごしていたが、よく観察し

ていると何人かがダワさんにいくらかのお金を渡して紙に署名をしている事に気づいた。これは健康

な人が健康料として払うお金で、このお金は国に集められ、このお金で薬などを買うのだという。日

本で言うところの健康保険料であり、口座を持たない人が多いブータンの地域社会では直接手渡しで

集められているのだ。 
 飼っている牛の世話をするのもダワさんの仕事だ。切り取った草や食べ残しなどの野菜にお湯を混

ぜて3頭の牛に朝食をやる。牛が食べているのを待っていると、隣の家に住む親戚のデチェン・ドルジ

（Dechen Dorji）さんがやってきた。デチェンさんは26歳で葬式業を営んでいるという。デチェンさ

んは草刈り用の鎌を大きな砥石で研いでいた。デチェンさんが鎌を研ぎ終わると、10時頃にダワさん

とデチェンさんは牛を外に連れ出して近所を歩かせに出かける。牛を家に連れて帰るのは17時頃だと

いう。 

 
（切れ味を試すデチェンさん） 
 夕方になると近所から外国人が泊まっているということを聞きつけたのか、多くの人が家にやって

きてくれた。デチェンさんのグルであるという僧侶の人や近所に住む親戚の人など多くの人と話すこ

とができたが、ここで印象的な話を聞かせてくれたプブ・ラム（Phub Lham）さんのことを記してお

く。私が医学生で BHU に滞在していることを聞いたからか、直接 BHU に対する不満点を聞くことが

来た。現在プブさんの娘は体調を崩しており、BHU で薬を貰ったがプブさんは十分な治療で無いと考

え、比較的大きな町のバジョというところの病院に行ったという。医師は3種類の薬を処方してくれた

が、娘は一向に治らずもう2週間が経つという。さらに明日もう一度 BHU に向かって診察してもらう

そうだ。おそらく私が医学生ということ聞き娘の話をしてくれたのだろう、プブさんの藁にもすがる

姿勢を目の当たりにし、励ますことしかできないのが非常に申し訳なかった。 
 
 夕食の準備は１９時頃から始まる。ダワさんが豚肉があるがいるかと聞いてくれたが、せっかくな

ので普段食べているものが食べたいと断った。豚肉や卵はパンと同様に特別な時しか食べないのだ。

魚も殆ど食べないのでタンパク質は卵やチーズなどの乳製品で取るようだ。ちなみに豚肉は２階の冷

蔵庫で保存されている。なぜ台所がある１階ではなく２階においてあるのかというと単純に台所が狭

いからであり、また普段使う野菜やチーズ類は1階で常温で保管されている。ここでブータンの台所事

情について説明しておくと水道と流し場がないことが大きな特徴である。水は外で汲んで大きなバケ

ツに貯めてあり、それの横に排水や生ゴミを貯めておく小さなバケツがおいてある。ガスは通ってい

るのかプロパンなのかはわからないが、コンロは日本と変わらないものであった。またトイレは水洗

ではなく汲み取り式であるため家から５０メートルほど離れた畑の脇にあった。電球がないので夜に

トイレに行きたいときは懐中電灯を持って行かねばならない。 

 
（左の大きいバケツが新しい水、右の黒いバケツが排水入れ） 
 結局夕食は私だけほうれん草のカレーで私以外の家族は唐辛子のカレーとなった。レシピは大根の

カレーとほぼ同じで、上記のレシピの大根の部分をほうれん草に変えれば、ブータン料理のレパート

リーが増える仕様となっている。そのためブータンでの滞在は２週間と短いものだったが、味付けが

単調に感じるようになるには十分な期間であった。あと唐辛子を大量にいれるので日本人には少し辛

すぎるかもしれない。ほうれん草のカレーは塩を大量に入れたせいか非常に塩辛く、あまりに塩辛か

ったのでお湯で薄めていただいた。塩分摂取量は内陸国だけあって多いそうで、調理を見たところ１

食あたり３グラムから４グラムほど取っているようだ。またカカさんは高齢ながら丼いっぱいほどの

量の米を少量の唐辛子のカレーと食べており栄養的に心配になっていたところ、子どもたちが米とカ

レーの汁だけという更に驚きのメニューを取っていた。 
 夕食が終わるとすぐに寝る支度を始める。就寝時間は子供たちが夕食を食べ終わる９時頃、ダワさ

んは食器を洗ってからになるので９時半頃であった。 

 
（私のために作ってくれたほうれん草のカレー） 

 

来た。現在プブさんの娘は体調を崩しており、BHU で薬を貰ったがプブさんは十分な治療で無いと考

え、比較的大きな町のバジョというところの病院に行ったという。医師は3種類の薬を処方してくれた

が、娘は一向に治らずもう2週間が経つという。さらに明日もう一度 BHU に向かって診察してもらう

そうだ。おそらく私が医学生ということ聞き娘の話をしてくれたのだろう、プブさんの藁にもすがる

姿勢を目の当たりにし、励ますことしかできないのが非常に申し訳なかった。 
 
 夕食の準備は１９時頃から始まる。ダワさんが豚肉があるがいるかと聞いてくれたが、せっかくな

ので普段食べているものが食べたいと断った。豚肉や卵はパンと同様に特別な時しか食べないのだ。

魚も殆ど食べないのでタンパク質は卵やチーズなどの乳製品で取るようだ。ちなみに豚肉は２階の冷

蔵庫で保存されている。なぜ台所がある１階ではなく２階においてあるのかというと単純に台所が狭

いからであり、また普段使う野菜やチーズ類は1階で常温で保管されている。ここでブータンの台所事

情について説明しておくと水道と流し場がないことが大きな特徴である。水は外で汲んで大きなバケ

ツに貯めてあり、それの横に排水や生ゴミを貯めておく小さなバケツがおいてある。ガスは通ってい

るのかプロパンなのかはわからないが、コンロは日本と変わらないものであった。またトイレは水洗

ではなく汲み取り式であるため家から５０メートルほど離れた畑の脇にあった。電球がないので夜に

トイレに行きたいときは懐中電灯を持って行かねばならない。 

 
（左の大きいバケツが新しい水、右の黒いバケツが排水入れ） 
 結局夕食は私だけほうれん草のカレーで私以外の家族は唐辛子のカレーとなった。レシピは大根の

カレーとほぼ同じで、上記のレシピの大根の部分をほうれん草に変えれば、ブータン料理のレパート

リーが増える仕様となっている。そのためブータンでの滞在は２週間と短いものだったが、味付けが

単調に感じるようになるには十分な期間であった。あと唐辛子を大量にいれるので日本人には少し辛

すぎるかもしれない。ほうれん草のカレーは塩を大量に入れたせいか非常に塩辛く、あまりに塩辛か

ったのでお湯で薄めていただいた。塩分摂取量は内陸国だけあって多いそうで、調理を見たところ１

食あたり３グラムから４グラムほど取っているようだ。またカカさんは高齢ながら丼いっぱいほどの

量の米を少量の唐辛子のカレーと食べており栄養的に心配になっていたところ、子どもたちが米とカ

レーの汁だけという更に驚きのメニューを取っていた。 
 夕食が終わるとすぐに寝る支度を始める。就寝時間は子供たちが夕食を食べ終わる９時頃、ダワさ

んは食器を洗ってからになるので９時半頃であった。 

 
（私のために作ってくれたほうれん草のカレー） 
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（私のために作ってくれたほうれん草のカレー） 

 

 
（大根のカレーの塩加減） 
 さらにこの日は私をもてなすために特別にパンのようなものを作ってくれた。小麦粉に塩、水、油

を混ぜて練ったものを薄く伸ばし、フライパンで焼いたり油で揚げて作る。普段、パンは食べず１月

に1,2回客が来たり特別なときなどに作るという。 
 朝食を作っている間に７時前くらいに長女のゾナム・ザム（Sonam Zam）ちゃん８歳は小学校に登

校して行った。ブータンの小学校では昼食だけでなく朝食も出るのだ。朝食が完成したのは７時半頃、

朝食後二女のチョキオム（Chokiom）ちゃん５歳と三女のハモ（Lhamo）ちゃん３歳はダワさんの兄

弟の家に遊びに行った。四女のシゲイ・デム（Sigay Dem）ちゃん１歳はまだ幼いので祖母に当たる

カカ（Kaka）さん６３歳とウゲンさんがおんぶしながらつきっきりで世話をする。 
 朝食後になると家の外に近所の人4,5人がやってきて、ウゲンさんやカカさんとおしゃべりが始まっ

た。よく見ると卵や野菜といったものを持ち寄って交換、売買したりしているようだ。ウゲンさんが

私のことを日本から来た医学生ということを紹介してくれたが、ブータンでは中年以上の人たちは英

語ができないことが多く、その時も残念ながら英語を理解できる人はいなかった。ダワさんに翻訳し

てもらったり身振り手振りでコミュニケーションを取りながらしばらく過ごしていたが、よく観察し

ていると何人かがダワさんにいくらかのお金を渡して紙に署名をしている事に気づいた。これは健康

な人が健康料として払うお金で、このお金は国に集められ、このお金で薬などを買うのだという。日

本で言うところの健康保険料であり、口座を持たない人が多いブータンの地域社会では直接手渡しで

集められているのだ。 
 飼っている牛の世話をするのもダワさんの仕事だ。切り取った草や食べ残しなどの野菜にお湯を混

ぜて3頭の牛に朝食をやる。牛が食べているのを待っていると、隣の家に住む親戚のデチェン・ドルジ

（Dechen Dorji）さんがやってきた。デチェンさんは26歳で葬式業を営んでいるという。デチェンさ

んは草刈り用の鎌を大きな砥石で研いでいた。デチェンさんが鎌を研ぎ終わると、10時頃にダワさん

とデチェンさんは牛を外に連れ出して近所を歩かせに出かける。牛を家に連れて帰るのは17時頃だと

いう。 

 
（切れ味を試すデチェンさん） 
 夕方になると近所から外国人が泊まっているということを聞きつけたのか、多くの人が家にやって

きてくれた。デチェンさんのグルであるという僧侶の人や近所に住む親戚の人など多くの人と話すこ

とができたが、ここで印象的な話を聞かせてくれたプブ・ラム（Phub Lham）さんのことを記してお

く。私が医学生で BHU に滞在していることを聞いたからか、直接 BHU に対する不満点を聞くことが
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し運動面では農業従事者が多いので、それなりの
量は担保されているようであった。
　また衛生面といった観点からは道端の大量の牛
の糞や 3日に一回しか体を洗わないこと、服も毎
日着替えないこと、多くの蝿が室内を飛んでいる
ことなど、日本での生活からは気になる点は多
かったが特に疫学的に危険だという印象はなかっ
た。ただ BHUのヘルスアシスタントの人が小学
校での衛生指導プログラムに同行した際に、トイ
レの衛生面の指導をしていたことから、トイレ後
の手洗いといった基礎的な衛生観念は不十分だと
保健省は考えているようだ。
　またダワさんはドマという噛み煙草を愛用して
おり、ドマって体に良いのかと聞いてきたので、
私が良くないよと答えると、驚いていた。しかし
ダワさんは虫歯を患っているらしく、ドマを噛む
と痛みが和らぐので辞められないと言う。また歯
医者には行かないのかと聞くと、農業で忙しいし
大したことないから行かないよと言う。このよう
な現状を目の当たりにして私は、ブータンが自国
民の健康に対する考え方を変えようとすれば義務
教育での衛生教育、生活スタイルの変化に加えて
更に長い期間が必要とされるだろうと感じた。

4．おわりに
　今回は都合上 1日という非常に短い期間だった
ため完全な生活のレポートとは行かなかったが、
ヒアリングなども実施することで、普段の生活の
一部を垣間見えることができた。このような貴重
な体験ができたのは突然のお願いながら快く受け
入れてくださったダワさん一家の皆様、また渡航
の機会を与えてくださった東南アジア研究所の松
林公蔵先生、藤澤先生、坂本先生を始めとする日
本、ブータンの非常に多くの皆様のお陰です。大
変厚く御礼申し上げます。
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Summary

A Study of the Daily Life of a Farmer in the Country of Bhutan

Jun Sasaki

4th Grade, Faculty of Medicine, Kyoto University

    In October 2015, I had stayed at BHU (Basic Health Unit) in Samtengang of Bhutan for about ten days 

to observe the actual condition of primary care.  In addition I fortunately succeeded in experiencing a 

homestay at a farmer in the country of Bhutan just for one night. Then I would like to tell the actual daily 

life of a farmer’s family in the country of Bhutan, and I’ll also report the some points in terms of medicine. 

Incidentally I couldn’t experience the daily life about noon completely due to time considerations.




