
フルサ・サイーダプログラム 
モロッココース帰国報告会 

11/11 Wed. 16:45-19:00 
スチューデント・コモンズ 
 モロッコのアル＝アハワイン大
学でのアラビア語・現地文化夏期
研修フルサ・サイーダプログラム
の説明と現地に1ヶ月半滞在した学
生の体験発表。モロッコの軽井沢
と呼ばれる街イフレンとジブラル
タル海峡を挟んでスペインの真向
かいにある街タンジェでの滞在経
験を語ります。モロッコ大使館参
事官によるレクチャーも。 

MENAから日本へ 
ーWhat Brings You to 
Japan?Ⅰ・Ⅱ 

11/12 Thu. 10:30-12:30 
11/18 Wed. 10:30-12:30 
スチューデント・コモンズ 
 中東・北アフリカ出身の学生が日
本に興味をもったきっかけや筑波大
学に留学した理由をお話しします。
遠く離れた中東・北アフリカからこ
の地にやってきた彼らにとって、日
本はどんな魅力を持っているので
しょうか？ 
 フランクなチャット形式の場で、
留学生と交流する良い機会です。 

MENAの音楽と世界 

11/12 Thu. 10:00-11:30 
スチューデント・コモンズ 

 音楽は、それぞれの土地に根

ざしたさまざまな関係を軸に各々
発展してきました。今回は、古典
音楽からアラブ・ポップ、近年の
ヨーロッパダンスミュージック流
入まで、広い時間軸から中東・北
アフリカの音楽を紹介します。 

実践イスラームマナー 
入門講座 

11/13 Fri. 11:40-13:10 
スチューデント・コモンズ 
 「アラブ世界に行くとき、お土産に
はどんなものが呼ばれるの？」「日本
でムスリムの方とお食事するときに気
をつけるべきことは？」現地在住経験
の長い、岩崎真紀助教（専門：宗教学、中

東・北アフリカ地域研究）が、すぐに役立
つ中東・北アフリカの宗教や文化のリ
テラシーを実践的にレクチャーします。
お昼時なので、ランチ持参での来聴歓
迎！ 

「ハラール？」「断食？」 
まだまだ知らない 
イスラームの食文化 

11/13 Fri. 18:30-20:30 
スチューデント・コモンズ 
 実際にハラールミートを用いた料

理を召し上がっていただきながら、
中東・北アフリカの食に関するレク
チャーを行ないます。 

【メニュー】 
チキンのチュニジア風煮込みとクス
クス、モロッカン・ミントティー 
先着30名、お一人様500円 
協力：筑波大学カフェ・マルハバン 
（※写真はイメージです） 

シリア刺繍くるみボタン製
作ワークショップ 

11/15  Sun. 
I（午前の部）：10:30-12:00 
II（午後の部）：13:30-15:00 
BiViつくば 2F 
 つくば総合 
 インフォメーションセンター 
 シリア難民支援団体“イブラ・ワ・
ハイト”（アラビア語で「針と糸」）と
の協働イベント。シリア人女性が作製し
た刺繍をあしらった布を用いて、くるみ
ボタン作り教室を行います。 
材料費：お一人様500円 

公開シンポジウム 
「シリアの声を聴く： 
内戦、難民、 
今わたしたちにできること」 

11/15 Sun. 16:15-19:15 
つくばサイエンス・インフォ
メーションセンター 
 筑波大学で学ぶシリア人学生や中
東・北アフリカ地域と交流のある日
本人学生、研究者たちによる講演と
座談会形式のQ＆A。5年近くつづく
内戦下のシリアで生きる人々や大地
の小さな声に耳を澄ませ、 今、わた
したちができることを考えてみませ
んか。当方で中東北アフリカの常備
ドライフルーツ 

アラビア語入門―右から
名前を書いてみよう！ 

11/17 Tue. 18:30-20:00 
スチューデント・コモンズ 
 アラビア語であなたの名前を書

いてみませんか？このイベントでは、
中東・北アフリカ出身学生と一緒に
アラビア文字の初歩の初歩を勉強し
ます。ご希望の方には留学生が書い
たアラビア書道をプレゼント！ 

中東・北アフリカ 
伝統衣装展示・試着体験 

11/11-18 
スチューデント・コモンズ
の開放時間帯常設 
 エジプト、サウジアラビア、モ
ロッコ、モーリタニア、UAE、
チュニジア、イエメンなどの伝統
衣装を展示、試着を行います。ま
ずは服装から中東・北アフリカを
体験してみませんか。ご希望の方
にははその場で写真を撮ってプレ
ゼントいたします！ 

 
関係部局 
研究ポスター・資料展示 

11/11-18 
スチューデント・コモンズの
開放時間帯常設 
 北アフリカ研究センターによる
チュニジアやモロッコとの文理協働
研究、西アジア文明研究センターに
よるシリアやトルコ等の遺跡に関す
る考古学・文献学的研究等、関係部
局の成果ポスターを展示します。 
 その他にも中東・北アフリカ各国
大使館よりいただいた紹介パンフ
レット等、多数の資料を展示します。 

 
 

MENA Week イベント詳細   

Webページでも情報公開中！ 
FacebookイベントページURL(右記QRコード) 
https://www.facebook.com/events/1925133034378461/ 
（English translation is available in our website.） 
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北アフリカ 
研究センター 
（ARENA: Alliance for  
Research on North Africa） 

  مرحباً بكم في أسبوع
 الشرق األوسط

  !و شمال أفريقيا

ナツメヤシ等をご用意いたします
ので、飲物をお持ちください。 



「世界遺産エジプト
編2: 古代都市テーベ
とその墓地遺跡

I&II」 
ＴＢＳ系の教養ド
キュメンタリー『世
界遺産』シリーズ。
古代エジプト新王朝
時代の都テーベでは、
生者と来世の二つの
街が存在していた。
神殿や巨像などの遺
跡を見ながら、その
繁栄の謎を探る。 

11/12 Thu. 
 14:00-15:00 

「Hasan and Marcus」 
エジプトを舞台とした
多数派ムスリムと少数
派コプト・キリスト教
徒をめぐる社会状況と
異宗教間の人々の間に
芽生えた友情を描く。
アラブの名コメディア
ン、アーデル・イマー
ムが出演。（日本語字
幕なし。言語：アラビ
ア語、字幕：英語） 

11/12 Thu. 
 15:00-16:50 

「ハワーティル」 
サウジアラビアで制
作された日本紹介大
人気TVシリーズ。現
地で大人気のリポー
ターが日本を訪れ、
日本人の礼儀正しさ
や小学校での生徒自
身による掃除等を絶
賛。1回約30分のエ
ピソードを数話上映。
（日本語字幕なし。
言語：アラビア語、

字幕：英語） 

11/12 Thu. 
 17:00-20:30 

 「アラビアのロレン
ス」（調整中） 

第一次世界大戦下、
ドイツと手を組んだ
オスマン帝国の支配
下にあったアラブの
独立を目指した英国
人将校と彼を取り巻
く人間模様を描く。
現在のパレスチナ問
題の遠因となる歴史
を描いた本作は、ア
カデミー作品賞を受

賞した。 

11/16 Mon. 
 10:00-13:30 

「華氏911」 
映画監督マイケル・
ムーアによる、

2001年9月11日アメ
リカ同時多発テロ事
件をめぐるブッシュ
政権の動きに着目し
たドキュメンタリー。
2004年第57回カン
ヌ国際映画祭でパル
ム・ドールを受賞。 

 

11/16  Mon. 
 13:40-15:50 

「ノーム・チョムス
キー＝イラク後の世

界を語る」 
「中東レポート：ア
ラブの人々から見た
自衛隊イラク派兵」 
イラク戦争後のアメ
リカ政府・社会を分
析する大言語学者
チョムスキーへのイ
ンタビュー。日本の
自衛隊のイラク派兵
に対する現地の人々
の反応も収録。 

11/16 Mon. 
 16:00-17:00 

中東・北アフリカ映画上映会  上映スケジュール  

駐日大使館員による各国紹介    

留学生による母国紹介  会 場 ： スチ ュ ーデ ン ト・ コ モン ズ  

「NHKスペシャル映
像の世紀第10集 

（民族の悲劇果てし
なく）」 

ホロコーストをはじ
めとする欧州でのユ
ダヤ人迫害とイスラ
エル建国、パレスチ
ナ難民に関する当時
の映像をまとめた

NHKのドキュメンタ
リー。 

 

11/17 Tue. 
 13:00-14:15 

 「パラダイス 
・ナウ」 

 イスラエル生まれの
パレスチナ人監督ハ
ニ・アブ・アサドに
よる2005年のフラン
ス・ドイツ・オラン
ダ・パレスチナ合作
映画。西岸の町ナブ
ルスを舞台に、パレ
スチナ青年たちの苦
悩を描いた作品。 

11/17 Tue. 
 14:20-15:50 

「シリアの花嫁」 
イスラエル側とシ
リア側に住むドゥ
ルーズ派の人々の
結婚式を巡る物語。
若き娘モナがシリ
ア側へ嫁いでゆく
一日を描く。 

“もう二度と帰れ
ない。それでも私
はこの境界を越え

る…” 

11/17 Tue. 
 16:00-17:30 

 「キャラメル」 
“中東のパリ”と
呼ばれるレバノン
の首都ベイルート
のエステティック
サロンに集う女性
たちの日々を描く。
ままならない恋愛、
同性愛、老い、介
護、誰にも言えな
い問題を抱える女
性たちの物語。 

11/18 Wed. 
 13:00-14:40 

「ペルシア猫を 
誰も知らない」 
イランのアンダー
グラウンド音楽
シーンで活躍する
ロックバンドのメ
ンバーを中心とし
た若者たちをめぐ
る、実話に基づい

た物語。 

11/18 Wed. 
 14:45-16:30 

「イブラヒムおじさん
とコーランの花たち」 
パリに生きるトルコ系
移民の老人とユダヤ系
少年との交流を抒情的
に描いた作品。パリか
らスイス、アルバニア、
ギリシャを回り、トル
コへと向かう旅の途中
で、民族や世代の壁を
超えた信頼関係が築か

れていく…。 

11/18 Wed. 
 16:35-18:00 

サウジアラビア王国     11/11  Wed. 15:00-16:30 
ターリク・ハカミー文化アタッシェによる講演とQ＆A（日本語） 
―サウジ政府の奨学金制度、在日留学生の人材教育・活動、日サ関係等について 
    お話いただきます。 

チュニジア共和国        11/13  Fri . 13:45-16:00 
サミ・ブガンミ一等書記官による講演とQ＆A（英語・英日通訳あり） 
―チュニジアにおける筑波大学との共同研究の実施状況、在日留学生の人材教育。活動、日チ関係、宗教、 
    文化、観光等についてお話しいただきます。 

 イエメン共和国        11/11  Wed. 15:00-16:30 
 ―2011年以降、イエメンも内戦下にあります。しかし、人々はそのような状態でも日々の生活を送っています。 
  ここでは、そうした実情とともに現地の文化や社会等について、イエメン人学生がお話しします。   

 エジプト・アラブ共和国     11/12 Thu.  13:00-14:00 
 ―エジプト人学生の祖父が製作したドキュメンタリー映画の上映と日本語による解説を通じて、通常とは 
   ひと味違ったエジプトの姿をお伝えします。 

 イラン・イスラム共和国     11/17  Tue.  10:00-12:30 
   ―多くの中東・北アフリカ諸国がアラブ文化圏であるのに対し、イランはペルシア文化圏に属します。 
       他の国々とはどのような点が異なるのか、実際に、イランからの学生と交流して、学んでみませんか。 

これら二か国のほかにUAE大使館によるレクチャーも調整中です。 

会 場 ： ス チュ ー デン ト ・コ モ ンズ   


