
アラビアンテントでサウジを体験 聖地マッカ・マディーナのマスジド アラビアンコーヒーでおもてなし サウジ人との交流

「写真で見る日サ関係のあゆみ」

開催期間 20122012年年1010月月88日（月・祝）日（月・祝）～～1010月月1414日（日）日（日）

大阪国際交流センター大阪国際交流センター
10:00–18:0010:00–18:00

会　　場

会場：会場：大阪市役所大阪市役所11階正面玄関ホール階正面玄関ホール

主催：サウジアラビア王国高等教育省・サウジアラビア王国大使館文化部

20122012年年 1010月月 99日（火）～日（火）～ 1818日（木）日（木）
9:00 –17:30 9:00 –17:30 （（土・日は除く）土・日は除く）

【QRコード】携帯電話からもアクセスできます。

写真展

同時開催イベント

お問い合わせ先：サウジアラビア大使館文化部     E メール：event@saudiculture.jp    TEL：03-5348-3011     URL：http://www.saudiculture.jp

サウジアラビア王国大使館文化部のホームページより詳細情報公開中 !!

※8日は3Fのサウジアラビア文化交流センターのみ一般公開



主催：サウジアラビア王国高等教育省・サウジアラビア王国大使館文化部        共催：関西大学・大阪工業大学・大阪大学・関西学院大学

※ 講演者や講演テーマは変更となる可能性があります。
※ シンポジウムの事前予約は不要ですが、席に限りがありますので、
予めご了承ください。

テーマ

サウジアラビアと日本の人材開発に
おける挑戦
日時： 2012年 10月 9日（火） 14:30-16:30
会場： 関西大学 千里山キャンパス 尚文館1F マルチメディアAV大教室
 （吹田市山手町3-3-35)

講演者： 北川勝彦氏（関西大学経済学部 教授）
 南部靖之氏（株式会社パソナグループ 代表取締役グループ代表）
 ヌーラ・アールアッシャイフ氏（キング・サウード大学 人間科学研究センター長）
 ナーシル・アッタウイム氏（キング・サウード大学経営学部）

テーマ

サウジアラビアと日本の人材開発に
おける挑戦
日時： 2012年 10月 9日（火） 14:30-16:30
会場： 関西大学 千里山キャンパス 尚文館1F マルチメディアAV大教室
 （吹田市山手町3-3-35)

講演者： 北川勝北川勝彦氏（関彦氏（関西大学経西大学経済学部済学部 教授）教授） 
 南部靖之氏（株式会社パソナグループ 代表取締役グループ代表）
 ヌーラ・アールアッシャイフ氏（キング・サウード大学 人間科学研究センター長）
 ナーシル・アッタウイム氏（キング・サウード大学経営学部）

テーマ

環境・再生可能エネルギーにおける
日本とサウジアラビアの協力に向けて
日時： 2012年 10月 10日（水） 14:00-16:00
会場： 大阪工業大学 大阪センター
 （大阪市北区梅田3-4-5 毎日インテシオ3F)

講演者： 川田裕氏（大阪工業大学工学部長・工学部 教授）
 茂木源人氏（東京大学大学院工学系研究科 技術経営戦略学専攻 准教授）
 ハーニー・アルアンサーリー氏（キング・サウード大学工学部）
 ナーイフ・アルアバーディー氏（キング・サウード大学 サウジアラビアエネルギー研究センター）

テーマ

環境・再生可能エネルギーにおける
日本とサウジアラビアの協力に向けて
日時： 2012年 10月 10日（水） 14:00-16:00
会場： 大阪工業大学 大阪センター
 （大阪市北区梅田3-4-5 毎日インテシオ3F)

講演者： 川田裕川田裕氏（大阪氏（大阪工業大学工業大学工学部長工学部長・工学部工学部 教授） 教授） 
 茂木源人氏（東京大学大学院工学系研究科 技術経営戦略学専攻 准教授）
 ハーニー・アルアンサーリー氏（キング・サウード大学工学部）
 ナーイフ・アルアバーディー氏（キング・サウード大学 サウジアラビアエネルギー研究センター）

テーマ

日本におけるアラビア語教育の現状と
将来への展望
日時： 2012年 10月 11日（木） 14:00-16:00
会場： 大阪大学 箕面キャンパス 外国学図書館4F AVホール
 （箕面市粟生間谷東8-1-1）

講演者： 近藤久美子氏（大阪大学大学院言語文化研究科 教授）
 藤井章吾氏（大阪大学大学院言語文化研究科 准教授）
 カースィム・ホサーム氏（大阪大学大学院言語文化研究科 特任准教授）
 鷲見朗子氏（京都ノートルダム女子大学 教授）
 アブドルラフマン・アルファウザーン氏（キング・サウード大学 アラビア語研究所）
 アーデル・バーナーアマ氏（ウンム・アルクラー大学 アラビア語教育研究所所長）

テーマ

日本におけるアラビア語教育の現状と
将来への展望
日時： 2012年年10月 （11日（木）木） 14:00-16:00
会場： 大阪大学 箕面キャンパス 外国学図書館4F AVホール

（箕面市粟生間谷東8-1-1）

講演者： 近藤久美子氏（大阪大学大学院言語文化研究科 教授） 
藤井章吾氏（大阪大学大学院言語文化研究科 准教授）

 カースィム・ホサーム氏（大阪大学大学院言語文化研究科 特任准教授）
鷲見朗子氏（京都ノートルダム女子大学 教授）
アブドルラフマン・アルファウザーン氏（キング・サウード大学 アラビア語研究所）
アーデル・バーナーアマ氏（ウンム・アルクラー大学 アラビア語教育研究所所長）

テーマ

サウジアラビアと日本の社会における
女性の貢献
日時： 2012年 10月 12日（金） 15:15-17:15
会場： 関西学院大学 西宮上ヶ原キャンパス 図書館ホール（大学図書館B1）
 （兵庫県西宮市上ヶ原一番町1-155)

講演者： 村田泰子氏（関西学院大学社会学部 准教授）
 辻上奈美江氏（高知県立大学文化学部 講師）
 マハー・アッシナーヌ氏 （キング・サウード大学教育学部）

テーマ

サウジアラビアと日本の社会における
女性の貢献
日時： 2012年年10月 （12日（金）金） 15:15-17:15
会場： 関西学院大学 西宮上ヶ原キャンパス 図書館ホール（大学図書館B1）
 （兵庫県西宮市上ヶ原一番町1-155)

講演者： 村田泰子氏（関西学院大学社会学部 准教授） 
 辻上奈美江氏（高知県立大学文化学部 講師）
 マハー・アッシナーヌ氏 （キング・サウード大学教育学部）

テーマ

日サ パートナーシップの未来展望
日時： 2012年 10月 13日（土） 15:00-17:00
会場： 大阪国際交流センター小ホール

講演者： ソーラーフロンティア株式会社
 山田 清志氏　東海大学 副学長
 ムハンマド・クルディ氏　元駐日サウジアラビア王国大使
 ファイサル・トラッド氏
 元駐日サウジアラビア王国大使・駐ベルギー サウジアラビア王国大使

テーマ

日サ パートナーシップの未来展望
日時： 2012年 10月 13日（土） 15:00-17:00
会場： 大阪国際大阪国際交流セン交流センター小ホタ 小ホールル

講演者： ソーラーフロンティア株式会社 
山田山田 山田 清志氏清志氏清志氏　東海大学東海大学東海大学 副学長副学長 副学長

 ムハンマド・ク デ 氏ルディ氏 駐　元駐日 ジサウジア ビラビア王 大使国大使
 ファイサル・トラッド氏

元駐日 元駐日サウジアサウジアラビア王ラビア王国大使国大使・駐ベルギ駐ベルギ サウー サウジアラビジアラビア王国大ア王国大使使

テーマ

日サ関係強化のためのメディアの役割
日時： 2012年 10月 13日（土） 13:00-15:00
会場： 大阪国際交流センター小ホール

講演者： 最首 公司氏　日本アラブ協会理事・季刊「アラブ」編集委員
 巽 尚之氏　産経新聞 大阪本社 編集企画室
 ファハド・アッタイヤーシュ氏　キング・サウード大学 メディア担当
 アリー・アルムーシィー氏　キング・ハーリド大学
 ファーイズ・アッシェヘリー氏　キング・ファハド セキュリティー短期大学

テーマ

日サ関係強化のためのメディアの役割
日時： 2012年 10月 13日（土） 13:00-15:00
会場： 大阪国際大阪国際交流セン交流センター小ホタ 小ホールル

講演者： 最首 公司氏　日本アラブ協会理事・季刊「アラブ」編集委員 
巽 尚巽 尚 巽 尚之氏 産之氏 産之氏　産経新聞経新聞経新聞 大阪本社大阪本社大阪本社 編集企編集企 編集企画室画室画室

 ファハド・アッタイヤー 氏シュ氏　 グキング・サウード大学大学 メデ 担ディア担当当
アリー・アルムーシィー氏　キング・ハーリド大学
ファ ファーイズ アイズ・アッシ ヘッシェヘリ 氏リー氏　キングキング・ファハドファハド セキュ セキュリティリティー短期大学短期大学

日時： 2012年 10月 14日（日） 13:30-15:30
会場： 大阪国際交流センター小ホール
日時： 20122012年 10月年10月 14日（14日（日）1日） 13 303:30 15-15:3030
会場： 大阪国際交流センター小ホール

出場者： アラビア語スピーチ ･･･大阪大学の日本人学生
 日本語スピーチ ････････サウジアラビア留学生


