
アッサラームアライクム

イスラームってどんな宗教なの？最近よく聞くことばです。しかし最近では日本
を訪問する海外からのムスリムも増えています。 日本人ムスリム（信者）とし
て５０年間の生活と、エジプト、イラク、サウジアラビアに住んでみた１３年間
の経験、そして学んで得た知識を通してお話します。
（パワーポイントで解説します）

目標：イスラームの全体像を理解すること。内容的に広くなりますので多少概説
的な説明になります。関心のある講座だけの参加も可能です。
ただし事前申し込みが必要です。

講座日程とテーマ：（月二回毎回水曜日）

「一般者向けイスラーム講座」全15回
（２０１８年前期）

講師 樋口美作

１．１月１７日「日本人ムスリムの過去現在、イスラームの世界的広がりと地聖」
２．１月３１日「イスラームの教義、６信5行」
３．２月１４日「預言者ムハンマドと啓示、移住（ヘジラ）」
４．２月２８日「イスラーム史概観」
５．３月１４日「イスラーム文化を育んだ王朝」
６．３月２８日「イブラヒームの宗教（ユダヤ教、キリスト教、イスラーム）」
７．４月１１日「イスラームに学ぶ（１）世界観（可視界と不可視界）」
８．４月２５日「イスラームに学ぶ（２）魂と生命体の発生」
９、５月０９日「イスラームに学ぶ（３）イスラームの社会性（連帯意識、一化）」

１０．５月２３日「イスラームに学ぶ（４）イスラームの霊性・精神性」
１１．６月０６日「イスラームに学ぶ（５）イスラームの経済理念」
１２．６月２０日「イスラーム社会（生活様式、女性の衣服と地位、食事と住居）」
１３．７月０４日「イスラームの入信と冠婚葬祭」
１４．７月１８日「中東のキーワード（１）聖戦・パレスチナ問題」
１５．８月０１日「中東のキーワード（２）サラフィー思想」

講師略歴：早稲田大学卒業、エジプト・アズハル留学、日本航空社員と
してイラク、サウジアラビア勤務、サイバー大学世界遺産学部
客員教授、日本ムスリム協会理事、会長歴任

日程：隔週水曜日 １８：３０～２０：００

期間：０１月１７日～０８月０１日 1５回

場所：日本イスラーム文化交流会館（品川区東五反田３－１７－２３）

問い合わせ：０３－６２７７－３５６１（平日10：00-18：00）

受講料：無料



日 時：毎月第２・第４土曜日 12:00-13：15
1月13日 2月10日 2月24日
3月10日 3月24日 4月14日

費 用：全６回 無料

対 象：アラビア語中級以上

預言者ムハンマドは世界で最も影響力を与えた人物の
一人と言われています。

彼の伝記は数多く残されていますが、子供向きの伝記
書（アラビア語）を一緒に読んでいきます。

なぜ彼がそのように多くの人々に受け入れられている
のか、彼の人生を知る良い機会です。

講 師：徳増 公明
拓殖大学卒、アズハル大学卒、
アラビア石油社員としてサウジアラビアに赴任

日本ムスリム協会会長、
拓殖大学イスラーム研究所客員教授

問合せ：日本イスラーム文化交流会館
品川区東五反田3-17-23
03-6277-3561（平日10：00-18：00）
jma@ac.auone-net.jp



場所：日本イスラーム文化交流会館２階
住所：東京都品川区五反田3-17-23
電話：03-6277-3561

(平日10：00-18：00）

申込先
E-mail:jma@ac.auone-net.jp

【女性限定】 冬期コース全3回

ストレッチ教室
アジアに伝わる伝統的なボディーワークを中心にした
ストレッチで全身をゆっくりほぐしていきましょう。
自分のからだと丁寧に向き合いながら、健康寿命を延ばすコツを伝授
します。

日程：1/14（日） 2/25（日） 3/11（日）の全3回です。
午前の部 １０：３０－１２：３０
午後の部 １２：４０－１４：４０

受講料：3,000円（会員・学生1,500円）
初回の1/14（日）に事務局へお支払い下さい。

用意していただくもの：
ヨガマット（代用でバスタオル、ひざ掛け、毛布等）
参加の際は軽装で、露出は控えてください。

講師：アマドゥ理和子先生
インド・プネー大学、ロナワラカイヴァリャダーマヨーガイン
スティチュートCCYコース留学、日本国内のみならずアジアの
国々でボディーワークの研鑽を積む。
2004年より『幡多ヨガクラブ』を主催して、主婦、中高年層を
対象に、いかに上手に年齢を重ねるかをテーマに
指導を続けています。

＊３名以上のお申込みで開催いたします。
また、教室の都合上１０名までとさせていただきます。



ペルシア語講座
（２０１８年冬期）

講座内容

クラス１ 文字と発音 人称代名詞 複数形 بودن の変化
形

クラス２ エザーフェの用法 前置詞 疑問詞 副詞

クラス３ 動詞の活用 （過去形 現在形 未来形 接続形）

クラス４ 助動詞 比較表現 受動・使役表現 関係詞

クラス５ 従属・複合接続詞 条件文 文章講読

日時 クラス１ ２０１８╱１╱２９（月）～（全１５時間）

クラス２ ２０１８╱２╱０１（木）～（全１５時間）

クラス３ ２０１８╱１╱３１（水）～（全１５時間）

クラス４ ２０１８╱１╱３０（火）～（全１５時間）

クラス５ ２０１８╱２╱０２（金）～（全１５時間）

時間 １８時３０分より開始

料金 １５,０００円
講師 菅野啓太（イマームホメイニ大学短期コース終了）

定員 ３名

※日時、時間帯の変更をご希望の方は、お気軽にご相談下さい。
お問い合わせ先

日本イスラーム文化会館

東京都品川区東五反田３－１７－２３

電話 ０３－６２７７－３５６１（平日１０：００－１８：００）

Email	jma@ac.auone-net.jp



トルコ語講座
（２０１８年冬期）

お問い合わせ先

日本イスラーム文化会館

品川区東五反田３－１７－２３

電話 ０３－６２７７－３５６１

（平日10：00－18：00）
Email	jma@ac.auone-net.jp

講座内容

クラス１ 文字と発音 母音調和 格と格語尾 人称代名詞

クラス２ 所有表現 名詞による修飾法 人称代名詞格語尾

クラス３ 動詞の活用 （過去形 現在形 未来形 超越形）

クラス４ 条件・仮定形 命令形 可能形 受身・使役形

クラス５ 動名詞 分詞、副動詞 文章講読

日時 クラス１ ２０１８╱１╱２２（月）～（全１５時間）

クラス２ ２０１８╱１╱２３（火）～（全１５時間）

クラス３ ２０１８╱１╱２４（水）～（全１５時間）

クラス４ ２０１８╱１╱２５（木）～（全１５時間）

クラス５ ２０１８╱１╱２６（金）～（全１５時間）

時間 １８時３０分より開始

料金 １５,０００円
講師 菅野啓太

（トルコ語短期留学＆長期滞在）

定員 ３名

※日程、時間帯の変更をご希望の方はお気軽にご相談下さい。







曜日：毎週水曜日　午前クラス　10:00 ～ 11:30
　　　　　　　　　午後クラス　15:00 ～ 16:30
期間：3か月
費用：25,000 円　（教材費込）　

日本語教室
Japanese Language Lessons for Beginners

日本語を初歩から学びませんか？
話す、聞く、読む、書くをわかりやすく楽しく
指導いたします。
日本での生活がよりスムーズに送れるようにお
手伝いいたします。
日本語習得を目指しましょう。

講師：中野恵子
1993 年日本語教育能力検定試験合格。日本語学校・ビジネスコ
ンサルタント会社で日本語研修部門講師を歴任。

Japanese Language Lessons for 

Beginners. 

Let’ s study Japanese from the 

beginning.

Day & Time : every Wednesday  　
　　　　　　　10:00~1130 AM

                     15:00~16:30 PM

Participation Fee : 25,000 en for 3 months 

Who can attend : Those who want to start       

                             learning Japanese

Inquiries : Japan Muslim Association

　　　　　   Tel: 03-6277-3561

Please feel free to contact us.Please feel free to contact us.



IT・パソコンお助け教室
HELP!その

どうにかできる
かも知れません。

日本ムスリム協会主催

最近あまり見なくなった孫の手のように、なくてもいいんですが、あると便利なモノはたくさん
あります。パソコンやスマートフォン、インターネットもこれと同じだと思います。使いこなせ
なくても生活に支障はないけれども、有効に使うと、少しだけ生活が便利になるかもしれません。
そう思って、この「IT・パソコンお助け教室」を開講させていただくことになりました。

受講希望の方は、事前にメール等で何を知りたいのか情報をください。パソコンのことだけで
はなく、たとえば「スマートフォンに変えたけどいまいち使い方が分からない」、「このデジカ
メの使い方が・・」など、パソコンや IT機器をめぐる様々な問題に幅広く対応したいと思います。

身近な疑問の解決に役に立つことができればと思います。気軽に連絡してみてください。

日程：応相談　18:30－20:00
対象：どなたでも。まったく分からないから少しだけ知りたいという方も、もう少しいろんな
　　　ことを知りたいという方もOKです。
受講料：30分700円
問い合わせ：hirokuni39@gmail.comまたは03-6277-3561 講師：山下弘訓
（NPO法人e-コンテンツ研究所研究員、東日本国際大学客員准教授、早稲田大学招聘研究員）
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