
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界各地にイスラム教徒が増え、イスラムをめぐる話題が目⽴つ昨今、⽇本ではまだまだイスラム教やイスラム⽂化への理解が⼗
分とはいえない現状です。特に近年、「イスラム」を標榜する過激派や武装組織が時折、非道な⾏為を繰り返すニュースが多くなる中、
⽇本では残念ながら、⼀部で「イスラム」に対する誤解も広まっています。そのような現実を⾒据え、横浜国⽴⼤学の
皆様に、正しい「イスラム」への理解を促

横浜国⽴⼤学
スラム世界に馴染みが薄い
を伝えて
 

GUEST SPEAKER

GUEST MESSAGE
イスラムとは何？ムスリムって誰？近年、イスラムの本質はミステリーと不思議の対象です。イスラムは薬やエンジニアリング、⾔語学、数学、
化学、アート、⾳楽、ダンスのパイオニアであり、尊敬と思いやり溢れる魅⼒的な歴史があります。
んにイスラムの⽂化と社会の魅⼒を
The deep and holistic essence of Islam is one of great mystery and wonder in this current age. 
greats throughout history and modern age with pioneering establishments of medicine, engineering, Linguistics, mathe
art, music, dancing, food, respect and care. 
 

DETAIL INFORMATION
⽇時：
場所：横浜国⽴⼤学
対象：
使用⾔語：英語・⽇本語（
問い合わせ先：経営学部森田研究室

世界各地にイスラム教徒が増え、イスラムをめぐる話題が目⽴つ昨今、⽇本ではまだまだイスラム教やイスラム⽂化への理解が⼗
分とはいえない現状です。特に近年、「イスラム」を標榜する過激派や武装組織が時折、非道な⾏為を繰り返すニュースが多くなる中、
⽇本では残念ながら、⼀部で「イスラム」に対する誤解も広まっています。そのような現実を⾒据え、横浜国⽴⼤学の

に、正しい「イスラム」への理解を促
横浜国⽴⼤学と

スラム世界に馴染みが薄い
えていただきます。

GUEST SPEAKER

GUEST MESSAGE
イスラムとは何？ムスリムって誰？近年、イスラムの本質はミステリーと不思議の対象です。イスラムは薬やエンジニアリング、⾔語学、数学、
化学、アート、⾳楽、ダンスのパイオニアであり、尊敬と思いやり溢れる魅⼒的な歴史があります。

イスラムの⽂化と社会の魅⼒を
The deep and holistic essence of Islam is one of great mystery and wonder in this current age. 
greats throughout history and modern age with pioneering establishments of medicine, engineering, Linguistics, mathe
art, music, dancing, food, respect and care. 

DETAIL INFORMATION
⽇時：2017 年 5 月
場所：横浜国⽴⼤学
対象：学生、教職員、（
使用⾔語：英語・⽇本語（
問い合わせ先：経営学部森田研究室

世界各地にイスラム教徒が増え、イスラムをめぐる話題が目⽴つ昨今、⽇本ではまだまだイスラム教やイスラム⽂化への理解が⼗
分とはいえない現状です。特に近年、「イスラム」を標榜する過激派や武装組織が時折、非道な⾏為を繰り返すニュースが多くなる中、
⽇本では残念ながら、⼀部で「イスラム」に対する誤解も広まっています。そのような現実を⾒据え、横浜国⽴⼤学の

に、正しい「イスラム」への理解を促
と協定関係にあり

スラム世界に馴染みが薄い学生や教職員向けに、「癒しの宗教」とも⾔われるイスラ
いただきます。真のイスラムを理解し

GUEST SPEAKER 

 

 

 

 
 
 
 

GUEST MESSAGE 
イスラムとは何？ムスリムって誰？近年、イスラムの本質はミステリーと不思議の対象です。イスラムは薬やエンジニアリング、⾔語学、数学、
化学、アート、⾳楽、ダンスのパイオニアであり、尊敬と思いやり溢れる魅⼒的な歴史があります。

イスラムの⽂化と社会の魅⼒を
The deep and holistic essence of Islam is one of great mystery and wonder in this current age. 
greats throughout history and modern age with pioneering establishments of medicine, engineering, Linguistics, mathe
art, music, dancing, food, respect and care. 

DETAIL INFORMATION
5 月 15 ⽇ 14:40~16:10 (4

場所：横浜国⽴⼤学 図書館メディアホール
教職員、（英語による講演、海外留学、あるいは

使用⾔語：英語・⽇本語（英語については
問い合わせ先：経営学部森田研究室

Mr. Bilal Guerinat
オーストラリアメルボルン出身。
資格保持。
歴史、国際情勢、戦略⽴案といった幅広い話題と、誰とでもどんなアイデアについても話すフレンドリーな性格
が持ち味。
Originating from Melbourne, Australia, Founder & Ceo of CHOCORENG, 
Chairman of the Equestrian Society at UUM, holder of the 
interests in Linguistics, History, Culture, International relations, strategic forecasting and strategic 
planning, Mr. Bilal Guerinat is a speaker on numerous topics to a wide range of audiences and does not 
shy away from

世界各地にイスラム教徒が増え、イスラムをめぐる話題が目⽴つ昨今、⽇本ではまだまだイスラム教やイスラム⽂化への理解が⼗
分とはいえない現状です。特に近年、「イスラム」を標榜する過激派や武装組織が時折、非道な⾏為を繰り返すニュースが多くなる中、
⽇本では残念ながら、⼀部で「イスラム」に対する誤解も広まっています。そのような現実を⾒据え、横浜国⽴⼤学の

に、正しい「イスラム」への理解を促しこれからのグローバルパーソンになるための
関係にあり既に双⽅向での交換留学の実績がある

学生や教職員向けに、「癒しの宗教」とも⾔われるイスラ
真のイスラムを理解しておくことは

イスラムとは何？ムスリムって誰？近年、イスラムの本質はミステリーと不思議の対象です。イスラムは薬やエンジニアリング、⾔語学、数学、
化学、アート、⾳楽、ダンスのパイオニアであり、尊敬と思いやり溢れる魅⼒的な歴史があります。

イスラムの⽂化と社会の魅⼒をわかりやすくお伝えします！
The deep and holistic essence of Islam is one of great mystery and wonder in this current age. 
greats throughout history and modern age with pioneering establishments of medicine, engineering, Linguistics, mathe
art, music, dancing, food, respect and care. What is Islam? Who are the Muslims? Find out at the Islamic Culture and Society 

DETAIL INFORMATION 
14:40~16:10 (4

図書館メディアホール 
英語による講演、海外留学、あるいは

英語については国際戦略推進機構
問い合わせ先：経営学部森田研究室 morita

Mr. Bilal Guerinat
オーストラリアメルボルン出身。
資格保持。TED
歴史、国際情勢、戦略⽴案といった幅広い話題と、誰とでもどんなアイデアについても話すフレンドリーな性格
が持ち味。 
Originating from Melbourne, Australia, Founder & Ceo of CHOCORENG, 
Chairman of the Equestrian Society at UUM, holder of the 
interests in Linguistics, History, Culture, International relations, strategic forecasting and strategic 
planning, Mr. Bilal Guerinat is a speaker on numerous topics to a wide range of audiences and does not 
shy away from raising discussion on humanitarian issues & innovative ideas

世界各地にイスラム教徒が増え、イスラムをめぐる話題が目⽴つ昨今、⽇本ではまだまだイスラム教やイスラム⽂化への理解が⼗
分とはいえない現状です。特に近年、「イスラム」を標榜する過激派や武装組織が時折、非道な⾏為を繰り返すニュースが多くなる中、
⽇本では残念ながら、⼀部で「イスラム」に対する誤解も広まっています。そのような現実を⾒据え、横浜国⽴⼤学の

しこれからのグローバルパーソンになるための
既に双⽅向での交換留学の実績がある

学生や教職員向けに、「癒しの宗教」とも⾔われるイスラ
ておくことは今後重要となりそうです。

イスラムとは何？ムスリムって誰？近年、イスラムの本質はミステリーと不思議の対象です。イスラムは薬やエンジニアリング、⾔語学、数学、
化学、アート、⾳楽、ダンスのパイオニアであり、尊敬と思いやり溢れる魅⼒的な歴史があります。

お伝えします！
The deep and holistic essence of Islam is one of great mystery and wonder in this current age. 
greats throughout history and modern age with pioneering establishments of medicine, engineering, Linguistics, mathe

What is Islam? Who are the Muslims? Find out at the Islamic Culture and Society 

14:40~16:10 (4 限) 
 

英語による講演、海外留学、あるいは
国際戦略推進機構

morita-hiroshi-vn@ynu.ac.jp

                

 

Mr. Bilal Guerinat 
オーストラリアメルボルン出身。UUM

スピーカー、CHOCORENG
歴史、国際情勢、戦略⽴案といった幅広い話題と、誰とでもどんなアイデアについても話すフレンドリーな性格

Originating from Melbourne, Australia, Founder & Ceo of CHOCORENG, 
Chairman of the Equestrian Society at UUM, holder of the 
interests in Linguistics, History, Culture, International relations, strategic forecasting and strategic 
planning, Mr. Bilal Guerinat is a speaker on numerous topics to a wide range of audiences and does not 

raising discussion on humanitarian issues & innovative ideas

世界各地にイスラム教徒が増え、イスラムをめぐる話題が目⽴つ昨今、⽇本ではまだまだイスラム教やイスラム⽂化への理解が⼗
分とはいえない現状です。特に近年、「イスラム」を標榜する過激派や武装組織が時折、非道な⾏為を繰り返すニュースが多くなる中、
⽇本では残念ながら、⼀部で「イスラム」に対する誤解も広まっています。そのような現実を⾒据え、横浜国⽴⼤学の

しこれからのグローバルパーソンになるための
既に双⽅向での交換留学の実績がある

学生や教職員向けに、「癒しの宗教」とも⾔われるイスラ
今後重要となりそうです。

イスラムとは何？ムスリムって誰？近年、イスラムの本質はミステリーと不思議の対象です。イスラムは薬やエンジニアリング、⾔語学、数学、
化学、アート、⾳楽、ダンスのパイオニアであり、尊敬と思いやり溢れる魅⼒的な歴史があります。

お伝えします！ 
The deep and holistic essence of Islam is one of great mystery and wonder in this current age. 
greats throughout history and modern age with pioneering establishments of medicine, engineering, Linguistics, mathe

What is Islam? Who are the Muslims? Find out at the Islamic Culture and Society 

英語による講演、海外留学、あるいは国際⽂化に関心のある学生
国際戦略推進機構 吉田昌平教授

vn@ynu.ac.jp
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UUM イスラミックビジネススクール在籍中。
CHOCORENG

歴史、国際情勢、戦略⽴案といった幅広い話題と、誰とでもどんなアイデアについても話すフレンドリーな性格

Originating from Melbourne, Australia, Founder & Ceo of CHOCORENG, 
Chairman of the Equestrian Society at UUM, holder of the 
interests in Linguistics, History, Culture, International relations, strategic forecasting and strategic 
planning, Mr. Bilal Guerinat is a speaker on numerous topics to a wide range of audiences and does not 

raising discussion on humanitarian issues & innovative ideas

世界各地にイスラム教徒が増え、イスラムをめぐる話題が目⽴つ昨今、⽇本ではまだまだイスラム教やイスラム⽂化への理解が⼗
分とはいえない現状です。特に近年、「イスラム」を標榜する過激派や武装組織が時折、非道な⾏為を繰り返すニュースが多くなる中、
⽇本では残念ながら、⼀部で「イスラム」に対する誤解も広まっています。そのような現実を⾒据え、横浜国⽴⼤学の

しこれからのグローバルパーソンになるための⼀助として、今回の講演を企画しました。
既に双⽅向での交換留学の実績があるウタラ・マレーシア⼤学

学生や教職員向けに、「癒しの宗教」とも⾔われるイスラム教やイスラム⽂化について、正しい知識と認識
今後重要となりそうです。貴重な機会ですので奮って参加しましょう。

イスラムとは何？ムスリムって誰？近年、イスラムの本質はミステリーと不思議の対象です。イスラムは薬やエンジニアリング、⾔語学、数学、
化学、アート、⾳楽、ダンスのパイオニアであり、尊敬と思いやり溢れる魅⼒的な歴史があります。

The deep and holistic essence of Islam is one of great mystery and wonder in this current age. 
greats throughout history and modern age with pioneering establishments of medicine, engineering, Linguistics, mathe

What is Islam? Who are the Muslims? Find out at the Islamic Culture and Society 

国際⽂化に関心のある学生
昌平教授による逐語

vn@ynu.ac.jp 

横浜国⽴⼤学主催特別企画

“イスラム文化と社会
YNU INTERNATIONAL WEEK
COLLABORATION LECTURE

（日本語による逐語訳付き）

    MAY 15th

   14.40

   15.00

                 16.00

イスラミックビジネススクール在籍中。
CHOCORENG ファウンダー兼

歴史、国際情勢、戦略⽴案といった幅広い話題と、誰とでもどんなアイデアについても話すフレンドリーな性格

Originating from Melbourne, Australia, Founder & Ceo of CHOCORENG, 
Chairman of the Equestrian Society at UUM, holder of the 
interests in Linguistics, History, Culture, International relations, strategic forecasting and strategic 
planning, Mr. Bilal Guerinat is a speaker on numerous topics to a wide range of audiences and does not 

raising discussion on humanitarian issues & innovative ideas

世界各地にイスラム教徒が増え、イスラムをめぐる話題が目⽴つ昨今、⽇本ではまだまだイスラム教やイスラム⽂化への理解が⼗
分とはいえない現状です。特に近年、「イスラム」を標榜する過激派や武装組織が時折、非道な⾏為を繰り返すニュースが多くなる中、
⽇本では残念ながら、⼀部で「イスラム」に対する誤解も広まっています。そのような現実を⾒据え、横浜国⽴⼤学の

⼀助として、今回の講演を企画しました。
マレーシア⼤学の
ム教やイスラム⽂化について、正しい知識と認識

貴重な機会ですので奮って参加しましょう。

イスラムとは何？ムスリムって誰？近年、イスラムの本質はミステリーと不思議の対象です。イスラムは薬やエンジニアリング、⾔語学、数学、
化学、アート、⾳楽、ダンスのパイオニアであり、尊敬と思いやり溢れる魅⼒的な歴史があります。自分の経歴を活かしながら

The deep and holistic essence of Islam is one of great mystery and wonder in this current age. Captivating
greats throughout history and modern age with pioneering establishments of medicine, engineering, Linguistics, mathe

What is Islam? Who are the Muslims? Find out at the Islamic Culture and Society 

国際⽂化に関心のある学生、留学生、どなたでも参加可能で
による逐語訳付き）

横浜国⽴⼤学主催特別企画

イスラム文化と社会
YNU INTERNATIONAL WEEK
COLLABORATION LECTURE

（日本語による逐語訳付き）

th (MON) 14:
14.40 -15.00 

15.00 -16.00 

16.00-16.10 

イスラミックビジネススクール在籍中。イスラミックファイナンシャルプランナー
兼 CEO を務めるなど多⽅面で活躍中。⾔語学、

歴史、国際情勢、戦略⽴案といった幅広い話題と、誰とでもどんなアイデアについても話すフレンドリーな性格

Originating from Melbourne, Australia, Founder & Ceo of CHOCORENG, 
Chairman of the Equestrian Society at UUM, holder of the Islamic Financial Planner Cert.
interests in Linguistics, History, Culture, International relations, strategic forecasting and strategic 
planning, Mr. Bilal Guerinat is a speaker on numerous topics to a wide range of audiences and does not 

raising discussion on humanitarian issues & innovative ideas

世界各地にイスラム教徒が増え、イスラムをめぐる話題が目⽴つ昨今、⽇本ではまだまだイスラム教やイスラム⽂化への理解が⼗
分とはいえない現状です。特に近年、「イスラム」を標榜する過激派や武装組織が時折、非道な⾏為を繰り返すニュースが多くなる中、
⽇本では残念ながら、⼀部で「イスラム」に対する誤解も広まっています。そのような現実を⾒据え、横浜国⽴⼤学の

⼀助として、今回の講演を企画しました。
のビジネススクール

ム教やイスラム⽂化について、正しい知識と認識
貴重な機会ですので奮って参加しましょう。

イスラムとは何？ムスリムって誰？近年、イスラムの本質はミステリーと不思議の対象です。イスラムは薬やエンジニアリング、⾔語学、数学、
自分の経歴を活かしながら

Captivating the minds of the all the 
greats throughout history and modern age with pioneering establishments of medicine, engineering, Linguistics, mathe

What is Islam? Who are the Muslims? Find out at the Islamic Culture and Society 

留学生、どなたでも参加可能で
訳付き） 

横浜国⽴⼤学主催特別企画

イスラム文化と社会
YNU INTERNATIONAL WEEK
COLLABORATION LECTURE

（日本語による逐語訳付き）

(MON) 14:40 – 16:
 Introduction

by 

 Islamic Culture and Society
by 

 Question &

イスラミックファイナンシャルプランナー
を務めるなど多⽅面で活躍中。⾔語学、

歴史、国際情勢、戦略⽴案といった幅広い話題と、誰とでもどんなアイデアについても話すフレンドリーな性格

Originating from Melbourne, Australia, Founder & Ceo of CHOCORENG, TED Speaker. 
Financial Planner Cert.

interests in Linguistics, History, Culture, International relations, strategic forecasting and strategic 
planning, Mr. Bilal Guerinat is a speaker on numerous topics to a wide range of audiences and does not 

raising discussion on humanitarian issues & innovative ideas 

世界各地にイスラム教徒が増え、イスラムをめぐる話題が目⽴つ昨今、⽇本ではまだまだイスラム教やイスラム⽂化への理解が⼗
分とはいえない現状です。特に近年、「イスラム」を標榜する過激派や武装組織が時折、非道な⾏為を繰り返すニュースが多くなる中、
⽇本では残念ながら、⼀部で「イスラム」に対する誤解も広まっています。そのような現実を⾒据え、横浜国⽴⼤学の学生、教職員

⼀助として、今回の講演を企画しました。 
ビジネススクールの学生より、イ

ム教やイスラム⽂化について、正しい知識と認識
貴重な機会ですので奮って参加しましょう。 

イスラムとは何？ムスリムって誰？近年、イスラムの本質はミステリーと不思議の対象です。イスラムは薬やエンジニアリング、⾔語学、数学、
自分の経歴を活かしながら、⽇本のみなさ

minds of the all the 
greats throughout history and modern age with pioneering establishments of medicine, engineering, Linguistics, mathematics, science, 

What is Islam? Who are the Muslims? Find out at the Islamic Culture and Society lecture

留学生、どなたでも参加可能です！）

横浜国⽴⼤学主催特別企画 

イスラム文化と社会” 
YNU INTERNATIONAL WEEK 
COLLABORATION LECTURE 

（日本語による逐語訳付き） 

16:10  
Introduction  

by Prof. Yoshida

Culture and Society
by Mr. Bilal Guerinat

& Answer S

イスラミックファイナンシャルプランナー
を務めるなど多⽅面で活躍中。⾔語学、

歴史、国際情勢、戦略⽴案といった幅広い話題と、誰とでもどんなアイデアについても話すフレンドリーな性格

TED Speaker. founder & 
Financial Planner Cert. With Keen 

interests in Linguistics, History, Culture, International relations, strategic forecasting and strategic 
planning, Mr. Bilal Guerinat is a speaker on numerous topics to a wide range of audiences and does not 

世界各地にイスラム教徒が増え、イスラムをめぐる話題が目⽴つ昨今、⽇本ではまだまだイスラム教やイスラム⽂化への理解が⼗
分とはいえない現状です。特に近年、「イスラム」を標榜する過激派や武装組織が時折、非道な⾏為を繰り返すニュースが多くなる中、

学生、教職員の
 
より、イ

ム教やイスラム⽂化について、正しい知識と認識
 

イスラムとは何？ムスリムって誰？近年、イスラムの本質はミステリーと不思議の対象です。イスラムは薬やエンジニアリング、⾔語学、数学、
⽇本のみなさ

minds of the all the 
matics, science, 

lecture. 
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イスラミックファイナンシャルプランナー
を務めるなど多⽅面で活躍中。⾔語学、

歴史、国際情勢、戦略⽴案といった幅広い話題と、誰とでもどんなアイデアについても話すフレンドリーな性格

founder & 
With Keen 

planning, Mr. Bilal Guerinat is a speaker on numerous topics to a wide range of audiences and does not 


