
2016.9.20 
日日本本・・トトルルココ協協会会かかららののおお知知ららせせ  

  

第第 6699 回回トトルルココのの夕夕べべ  

「「トトルルココ情情勢勢のの今今後後をを読読むむ」」  

講講師師：：内内藤藤正正典典（（同同志志社社大大学学大大学学院院教教授授、、日日本本・・トトルルココ協協会会常常任任理理事事））  

「第 69回トルコの夕べ」は、トルコ及び中東情勢がご専門の内藤正典氏をお招きし、「トルコ情勢の
今後を読む」と題してご講演を頂きます。万障お繰り合わせの上ご出席下さいますようお願い致します。 

【【		記記		】】		

日 時： 2016 年 10 月 13 日(木) 18 時 15 分受付開始 18:30～19:45  
場 所： 伊藤忠ビル（東京都港区北青山 2-5-1   東京メトロ銀座線 外苑前駅 4a 出口すぐ）  
申 込： 日本･トルコ協会事務局へ、文書（電子メール、ファックス、はがき）にて、下記事項（①～⑤）を明

記の上、1100 月月 66 日日((木木)) までに事務局へご送付下さい。 

お申込を頂いた方には、申し込み受付のご連絡と当日のご案内を送付致します。 

【事務局 Fax 03-3497-8038 電子メール tkjts@itochu.co.jp】 

① 件名に「トルコの夕べ（10/13）参加希望」と明記をお願いします。 

② 氏名  ③貴社名  ④御所属/御役職  ⑤電話番号（日中連絡先） 

＊お申込いただいた方には、折り返し、申込確認のご連絡を致します。 
＊無断でのキャンセルされた場合は会費を申し受ける場合がございます。ご了承下さい。 

会 費： 日本・トルコ協会 役員・法人会員・個人会員 1,000 円  一般 2,000 円 
＊当日はお釣りのないよう、会費のご準備をお願い致します。 

【【注注意意事事項項】】    

１１．．セセキキュュリリテティィーーのの都都合合上上、、必必ずず事事前前ににおお申申しし込込みみ下下ささいい。。事事前前申申しし込込みみががなないい場場合合ははごご入入館館頂頂けけなないい場場合合

ががごござざいいまますす。。  

２２．．本本行行事事のの録録音音・・録録画画、、SSNNSS 等等ででのの講講演演やや質質疑疑のの内内容容のの公公開開ははごご遠遠慮慮下下ささいいまますすよよううおお願願いい致致ししまますす。。  

	  
【講師紹介】	 内藤正典（ないとうまさのり） 
専門：多文化共生論、現代イスラーム地域研究 
《略歴》 
1956年	 東京生まれ 
1979年	 東京大学教養学部教養学科科学史・科学哲学分科卒業 
1981年	 東京大学大学院理学系研究科地理学専門課程修士課程修了 
1982年	 東京大学大学院理学系研究科地理学専門課程博士課程中退、同講座助手 
1986年	 一橋大学社会学部社会地理学講座専任講師 
1989年	 一橋大学社会学部社会地理学講座助教授 
1990年～92年	 アンカラ大学政治学部客員研究員 
1997年	 一橋大学大学院社会学研究科地球社会研究	 教授 
2010年	 同志社大学大学院グローバルスタディーズ研究科	 教授 
≪主著≫『となりのイスラム』ミシマ社 

『トルコ	 中東情勢のカギを握る国』集英社 
『イスラム戦争 中東崩壊と欧米の敗北』集英社新書	 	  

	 	 	 	 	 『トルコを知るための 53章』（編著）明石書店 
	 	 	 	 	 『イスラーム世界の挫折と再生	 「アラブの春」後を読み解く』（編著）	 明石書店 
	 	 	 	 	 『神の法 vs.人の法	 スカーフ論争から見る西欧とイスラームの断層』(編著)	 日本評論社 

他多数 
 

第第8866回回秋秋期期トトルルココ語語講講座座開開講講ののおお知知ららせせ  

 第86回秋期トルコ語講座（入門、初級、中級、上級）を9月26日より順次開講致します。受講ご希望の方は事

務局までご連絡下さい。 
 



2016.9.20 
第第5577回回トトルルココ料料理理教教室室開開催催ののおお知知ららせせ  

 トルコ料理レストラン「ボスボラスハサン」（新宿・市谷店・新宿二丁目）のシェフに、本場の味を	

ご紹介頂きます。お誘いあわせの上、ふるってご参加ください。（協力：日本製粉㈱）	

日日		 時時：：2016年 11月 25日（金）	 11:00～14:00（予定）	  
  場場		 所所：：江上調理学院（東京・市ヶ谷	 ＊今回より会場が変更となります。） 
定定		 員員：：30名程度（先着順） 
受受講講費費：：会員 3,000円	 一般 4,000円（お土産付）＊ｼｪﾌのﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ、実習、試食をします 
申申		 込込：：日本･トルコ協会事務局へ文書（メール、Fax、はがき）にて、下記事項を明記の上、1111//1188((金金))

までにお申し込み下さい。申込者には当日のご案内をお送りします。 
＊事務局よりの返信がない場合はお電話を下さいますようお願い致します。 

  	 【事務局FAX	 03-3497-8038	 電子メール	 tkjts@itochu.co.jp】 
①「11/25	 トルコ料理教室参加希望」と件名及び本文に明記をお願いします。 
②参加者氏名	 ③住所	 ④電話番号（日中連絡先） 

トトルルココ関関連連イイヴヴェェンントト等等ののおお知知ららせせ  

トルコに関わる催し等をお知らせ致します。下記の行事については、都合により変更される場合があ

りますので、必ず事前に、会場や主催者等にお確かめ下さいますようお願い致します。  
①①第第 2233回回東東京京国国際際ブブッッククフフェェアア  
ﾕﾇｽ･ｴﾑﾚｲﾝｽﾃｨﾄｩｰﾄ(旧ﾄﾙｺ大使館文化部)が出展します。（http://www.bookfair.jp/About/Outline/） 
日時：2016年 9月 23（金）～25日(日)	 	 	 場所：東京ビッグサイト 
②②講講演演会会「「医医学学薬薬学学のの父父ガガレレノノスス		 生生誕誕地地		 世世界界遺遺産産ベベルルガガママ		 ここここかからら始始ままるる未未来来へへのの期期待待  

（キョネンジ	 イズミル県ベルガマ市長、イズミル開発機構）」」  
主催/照会先：特定非営利活動法人	 日本ガレノス協会（http://galenus-project.wixsite.com/galenus）	  
日時：2016年 9月 27日（火）17:00~18:30	 前橋、29日(木)	 13:00~14:30	 東京 
場所：前橋商工会議所（9/27）、ユヌス・エムレ	 インスティトゥート(9/29) 
③③第第 88回回月月刊刊正正論論シシネネママササロロンン「「『『海海難難 11889900』』上上映映・・門門田田隆隆将将氏氏講講演演『『日日本本・・トトルルココ友友好好のの真真実実』』」」  
日時：2016年 10月 15日（土）12:00~15:40	 (定員	 700名)  
場所：ニッショーホール(東京都港区虎ノ門 2-9-16) 
主催/照会先：産経新聞社	 月刊「正論」調査室 （℡：03-3243-8454  平日 10-18 時） 
申込：ﾒｰﾙ、Fax、葉書にて産経新聞社正論調査室「シネマサロン」係へ申込（同封の案内をご参照下さい）  
④④「「《《再再録録》》トトルルココにに渡渡りり民民間間交交流流をを深深めめたた幕幕末末生生ままれれのの茶茶人人「「山山田田寅寅次次郎郎研研究究会会 22001166」」  

トルコに渡り民間交流を深めた幕末の茶人、山田寅次郎の研究会が、ワタリウム美術館にて開催中です。 
【プログラム】（時間：各回 19:00～20:30 参加費：各回 1,500 円）  http://watarium.co.jp 
第 2 回 「実業家としての山田寅次郎の軌跡（講師：坂本勉 慶応義塾大学名誉教授）」（9/30（金）） 
第 3 回 「エルトゥールル号事件とトルコの山田寅次郎（講師：山田邦紀、坂元俊夫、税所篤快）」（11/4（金）） 
第 4 回 「山田寅次郎著『土耳古画観』の再考(講師：ﾔﾏﾝﾗｰﾙ水野美奈子 元龍谷大学教授」（12/16（金）） 
第 5 回 「山田寅次郎、伊東忠太、そして私たちにとっての『世界』（講師：倉方俊輔 ）」（2017 年 1/20（金）） 
・会場/申込：ワタリウム美術館（東京都渋谷区神宮前 3-7-6 ）℡：03-3402-3001 Fax： 03-3405-7714   
希望の回、氏名、連絡先（住所、℡、メールアドレス/Fax）を明記の上メールまたは Fax にて送付。 

トトルルココ関関連連新新刊刊図図書書等等ののごご紹紹介介  

『ケマル・アタテュルク―トルコ国民の父』	 	 	 	設楽	 國廣/著	 山川出版社	 ￥864 
『テュルクを知るための 61章』   	 	 	 小松 久男/著・ 編	 明石書店	 ￥2,160 
『トルコの伝統手芸	縁飾り(オヤ)の見本帳』石本	寛治・智恵子/著	トゥルキャン・セヴギ/監修		

C・R・K design・西田碧/編集	  高橋書店  ¥2,484 
『ﾄﾙｺ旅行記 ｼﾆｱ母さんと反抗期息子のﾛｰﾏ遺跡を巡るﾄﾙｺふたり旅』杉浦雅子/著	 一粒書房	 ￥4,104 
『オスマン朝宮殿の建築史』   	 	 	 川本 智史/著	 東京大学出版会 ￥7,128 
『ユーラシア近代帝国と現代世界』          宇山智彦/編	 ミネルヴァ書房 ￥4,860 
『【中東大混迷を解く】 サイクス=ピコ協定 百年の呪縛』 	 	 	  池内 恵/著	 新潮社	 ￥1,922 

日本・トルコ協会	 〒107-0061	 東京都港区北青山 2－5－1伊藤忠ビル内 
TEL：03-3497-8039	 FAX：03-3497-8038	 E-MAIL：tkjts@itochu.co.jp	  

http://www.tkjts.jp	 ＊HPの会員用ページ：《ID》dostluk125《PW》ertugrul1890 


