2010年トルコにおける日本年
事業カレンダー
日程
1月4日
1月5、8、9日
1月5、7日

開催地
アンカラ（土日基金文化センター）
アンカラ、イスタンブール、ヤロヴァ
アンカラ、イスタンブール

１月4日

アンカラ

1月4日

アンカラ

1月4日-6日

アンカラ

平成22年12月1日現在

事業名

オープニング式典
国際交流基金海外主催事業「トルコ・ｱﾙｼﾞｪﾘｱ和太鼓公演」
The KIMONO ﾄﾞﾗﾏﾃｨｯｸﾌｧｯｼｮﾝｼｮｰ（アジアの風21公演）
梅若猶彦氏による現代能公演
庄司紗矢香 バイオリン公演
エコカー展示

1月

アンカラ、イスタンブール、イズミッ
ト、ギョルジュク、ニルフェル、アクサ さくらプロジェクト
ヒールほか

1月

アンカラ、イスタンブール、イズミッ
ト、ギョルジュク、ニルフェル、アクサ さくら植樹記念ワークショップ「縁引」
ヒール

主催者
「日本年」実行委員会
国際交流基金
外務省
梅若猶彦氏
在トルコ日本国大使館
イスタンブール日本人会商工部
会
ＡＩＣＡＴ(国際協力アカデミー)

ＡＩＣＡＴ(国際協力アカデミー)

アンカラ、イスタンブール

現代能劇「レストラン」

日本ロシア音楽家協会

アンカラ

歌劇「金剛蔵王」

日本ロシア音楽家協会

1月15日-17日

イスタンブール

文化庁主催日本映画祭

文化庁

1月25日、27日

コンヤ、カイセリ

三菱商事教育セミナー

日本研究学会、DEIK、三菱商事

2月4日-5日

イスタンブール

国際シンポジウム 第二次世界大戦期における中東と枢軸国

日本女子大学、ユルドゥズ工科
大学

2月6日-4月2日

コジャエリ

Meet My Friend

アイセック・ジャパン

2月11日-14日

イスタンブール

EMITT２０１０(東地中海国際観光博）出展

日本政府観光局、ＨＩＳ、Ｔｒａｖｅｌ
Wｏｒｌｄ Ｊａｐａｎ

2月14日

イスタンブール

ボスポラス祭２０１０年２月 ～トルコと日本はもっと近くなれる～

イスタンブール日本人会主催
（同日本人学校運営）

大阪国際大学日本語教員アシスタント（エルジェス大学）

大阪国際大学、エルジェス大学

アンカラ、イスタンブール、エスキ
シェヒル、イズミル

亀垣一監督アニメレクチャー・デモンストレーション

国際交流基金

イスタンブール

2010ＷＩＮフェア 出展

KONTEK OTOMASYON

2月27日、28日

イズミル

イズミル国際映画祭

外務省

2月-3月、4月

イズミール（2月23日-3月12日）、イスタン
ブール（3月17日-30日）、アンカラ（4月1
日-20日）

国際交流基金巡回展「武道の精神」

国際交流基金

ブルサ、イズミル、メルシン、アンカ
ラ、イスタンブール

スーパーカゲエ「竹取物語」トルコツアー２０１０

劇団影法師

アンカラ、イズミット

日本・トルコ学生交流プログラム

関西学院大学

イスタンブール

セミナー＆パネルディスカッション：都市考古学と運輸プロジェク
トーボスポラス海峡横断地下鉄整備事業とイスタンブール市メトロ
事業の貢献ー

JICAトルコ事務所、運輸省鉄道
港湾空港建設総局、イスタン
ブール考古学博物館、イスタン
ブール市

1月6日、9日
１月7日

2月23日－3月17日 カイセリ
2月26日、3月1-4日
2月26日

2月－3月
3月2日-11日

3月2日

3月4、6、8日

アンカラ、ブルサ、イズミル、チャナッ
ネオジャポネスク
カレ、イスタンブール

3月9日-10日

イスタンブール

国際エルトゥールル号シンポジウム

トルコ海軍

3月9日-4月10日

イスタンブール

展示会・パネル「New Trends in Architecture」

アルキテラ建築センター、イスタ
ンブール文化首都事務局、ミリ・
レアシュランス

アッセンデルフト フォークアートペインティング

吉田 智佐子

トルコと日本によるワークショップ「先端技術（IT）、社会と文化」

早稲田大学イスラム科学研究
所、同アジア太平洋研究科、同
国際情報通信研究科、ボアズチ
大学アジア学研究センター、同
歴史学科、日本研究学会

3月11日-12月31日 カッパドキア

3月12日、13日

イスタンブール

外務省
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平成22年12月1日現在

3月13日

イスタンブール

第19回イスタンブール日本語弁論大会

イスタンブール日本語弁論大会
実行委員会

3月18、19日

イスタンブール

シンポジウム：「Carbon Materials for Today and Future」

イスタンブール工科大学、
ウシュック大学

3月22日

イスタンブール

人形舞台yumehina公演
（第13回イスタンブール国際人形祭参加）

人形舞台yumehina

エスキシェヒール市、アンタルヤ市

日本の書道展示と書道講習会

鴎友書道会、日本トルコ民間交
流協会

アンカラ

ハジェテペ大学テクノケント・デイズ
日本とトルコ間の科学技術協力の発展

ハジェテペ大学
テクノポリス(株)

2010年日本・トルコＵ－１６サッカー大会

ＤＯＲＡＫ

お灸診療

Uzm.Dr.ユスフ・オズギュル・チャ
クマック

ハック・タールク・ウス・コレクションのオスマン語定期刊行物のデ
ジタル化と展示

文化観光省ベヤズット国立図書
館局、東京大学外国人学生
（TUFS）

イスタンブール

エルトゥールル号追悼、桜の木観賞会

Ali Nihat Gokyigit Vakfi

チャナッカレ

知る・見る・食べる 日本文化紹介

チャナッカレ オンセキズ マルト
大学 土日友好クラブ

アンカラ

チャンカヤ大学日本文化の日

チャンカヤ大学

エスキシェヒール

アナドル大学漫画美術館 日本漫画展

フェコ・ジャパン(世界漫画家連
盟日本支部)

アンカラ

文化交流プログラムー日本学習

私立ユジェ学園

イスタンブール

Japanese Culture through the Eyes of Turkish Children

オゼル・ウシュル幼稚園

カリグラフィーの精神と世界

サバンジュ美術館、（観峰文化セ
ンター）

キッズ舞踊団によるトルコ公演（第32回国際児童フェスティバル）

一般社団法人 日本トルコ友好
協会

メカ／SFアニメ週間

ビルギ大学

3月22日－31日
3月25日

3月25日、26日、29
イスタンブール
日
3月30日-4月9日

イスタンブール

3月30日－4月9日 イスタンブール
4月3日
4月6日－7日
4月6－7日
4月7日－30日
4月10日
4月12日－16日

4月14日－6月27日 イスタンブール
4月15日－25日

イズミール

4月15-16，19-21日 イスタンブール
4月18日

アンカラ

バザー(日本・トルコの物品、料理の紹介・販売)

トルコ日本婦人友好文化協会

4月27日－30日

アンカラ

第９回伝統的日本文化週間

中東工科大学トルコ日本コミュニ
ケーショングループ

4月27日-5月7日

アンカラ、エスキシェヒル、イスタン
ブール

トルコ人と日本人による共演：クラリネットとピアノのクラシックコン エミルハン・トゥア氏、多田愉可
氏
サート

イスタンブール

展覧会「平和に向かって羽ばたく鶴」

ソルマズ・セルチユク氏

イズミル

日本－トルコ睡眠フォーラム２０１０

日本睡眠学会、トルコ睡眠学会

イスタンブール

展示会：過去から未来へ“トルコ人の眼から見た日本芸術”

セミフ・アクダル氏

イスタンブール（チュラーン・パレス）

日本・トルコ友好祝賀式典

「日本年」実行委員会

和太鼓公演プロジェクト“Ａ”

「日本年」実行委員会

中丸三千繪コンサート
HANAE MORI HAUTE COUTURE -East meets West-

「日本年」実行委員会

4月
5月2日、3日
5月2日－22日
5月3日

4月21日－28、5月3 イスタンブール（チュラーン・パレ
ス）、オルドゥ、チョルム、ヨズガット、
日
カイセリ
5月3日
イスタンブール（チュラーン・パレス）
5月3日
5月3－７日

イスタンブール（チュラーン・パレス）
イズミル

5月5日－6月28日
イスタンブール
(5月4日開会式典)
5月6日、7日

アンカラ

「日本年」実行委員会

日本切手展

日本･イズミル文化友好協会

海外日本古美術展「日本の美 5000年」

文化庁、東京国立博物館、トル
コ文化観光省

第4回トルコ全国学生ロボット大会

JICAトルコ事務所
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5月7日
5月12日-13日
5月13日
5月13-16日
6月11-13日

平成22年12月1日現在

ムーラ

SAKURA(Kiraz Cicegi) Senligi（桜祭）

Bodrum Marmara Koleji

イズミル

囲碁トーナメント

イズミル工業大学囲碁クラブ

イスタンブール

シンポジウム｢日本とトルコの演劇界の現状｣

日本トルコ民間交流協会

イズミル

アマチュア･ラジオ無線の会・日本映画上映会

9月9日大学、イズミル電子通信
クラブ

劇団「文化座」トルコ公演

劇団文化座

5月15日、19日、20 イスタンブール 、エスキシェヒール
日、23日
、イズミル
5月15日、16日
19日、20日
23日、24日

イスタンブール、エスキシェヒール、
井上郷子トルコ公演
イズミル

5月15日－21日

イスタンブール、ブルサ

ユーラシア回廊における都市成長と歴史性をめぐる国際政策
フォーラム

イスタンブール歴史都市会議実
行委員会、日本建築学会、イス
タンブール首都圏計画局

5月19日－24日

マルマリス

"2010年トルコにおける日本年″ギョクオヴァ・サイクリング・ツ
アー2010

ムーラ自転車協会

国際アンタリア砂祭

Global Design Art Works

イスタンブール

桑原専慶流いけばなライブ～箏の音と茶の香とともに～

第2420国際ロータリー

5月24－31日

コンヤ

繊維による絵画展

セルチュク大学職業教育学部手
芸教育学科

5月25-26日

イズミル

ICAST 2010 (International Student Conference on Advanced
Science and Technolog）

エーゲ大学、熊本大学

5月26日、27日

イスタンブール

演劇公演「エレクトラ」 演出 鈴木忠志
(第17回イスタンブール国際演劇祭参加)

劇団SCOT

5月22日-29日、
10月2日-28日

サフランボル、イスタンブ－ル、アン トルコでの歴史的木造民家の調査と研究(「日本－トルコ友好の
カラ
庭」イベント開催)

5月20日-11月20日 アンタリア
5月21日

井上郷子氏

酒井清勝氏

5月22日、5月25日
－29日、10月2日－ アンカラ周辺、サフランボル
28日

美、音、心 －華麗 日本文化（日本文化紹介事業）

アジア文化交流協会

5月28日－6月上旬 アンカラ

「日本」展覧会

アジア文化交流協会

5月25日－6月29
日、11月24日－30 イスタンブール
日

日土友好絵画展事業 Resm-i Dostluk

エブルハウス東京
EBRU HOUSE TOKYO

ゲブゼ

TEVITOLのアニメやマンガやコスプレの日

Turk Egitim Vakfi Inanc Turkes
Ozel Lisesi（TEVITOL）

5月

アンカラ、イスタンブール、東京

写真展「40ステーション東京」

ムアンメル・ヤンマズ氏、セレン・
アクチャル氏

5月

イスタンブール

エコカー展示

イスタンブール日本人会商工部
会

日本航空機内誌 トルコ特集

日本航空、JALブランドコミュニ
ケーション

5月30日

5月
(5月号掲載)

－

6月4日

イスタンブール

トルコ日本研究会議

日本研究学会

6月8日

イスタンブール

新国立劇場ダンス公演「能楽と春の祭典」
(第17回イスタンブール国際演劇祭参加)

新国立劇場運営財団

6月10日

イスタンブール

京都音輪会による雅楽と舞楽のコンサート

日本トルコ婦人友好協会

6月12日-26日

イスタンブール

トルコと日本の愛(日本文化紹介)

岡山トルコ文化センター

6月13日

イスタンブール

日本－トルコ文化交流会・２０１０

地球文化交流会

6月14日

イスタンブール

バフチェシェヒル大学日本文化研究センターの開所式と日本文化
バフチェシェヒル大学
の日

アスペンドス、イスタンブール（調整
中）

東京バレエ団 第24次海外公演

6月17日、19日
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6月19日－24日
6月21日－7月1日
6月27日

コンヤ、アンカラ、イスタンブール

殺陣＆技斗 技藝演武デモンストレーション
（コンヤ・トルコ・日本友好の日）

トラブゾン、ギレスン、サムスン、アマ
沖縄歌舞劇団 美 トルコ公演2010
スヤ
イスタンブール

7月2日(エレール)
4日、5日(エスキシェ エレール、エスキシェヒール
ヒール)

平成22年12月1日現在

コンヤ日本文化センター、コンヤ
県庁、コンヤ市役所他
沖縄歌舞劇団 美

日土親善ゴルフ大会

在トルコ「日本年」実行委員会

エレール･エスキシェヒール市日本庭園開園記念 日本文化祭

日本トルコ民間交流協会

7月3日，5日

イスタンブール，イズミル

小川理子ジャズコンサート

イスタンブール文化芸術基金，
イスタンブール総

7月2日-16日

イスタンブール

山下鉄平陶芸展

Atakoy Rotary Club

カマン

カマンカレホユック考古学博物館開館
及びアナトリア考古学研究所完成披露式典

トルコ政府、中近東文化センター

7月10日

神津善行氏「カマンの夕日」等演奏会
7月20日

イスタンブール

7月29日－8月5日 カッパドキア
７月

エスキシェヒール

中近東文化センター

バルタリマン日本庭園内茶室の完成披露式典

下関市

Ｕ－２１大学選抜サッカー トルコキャンプ

ＪＵＦ全日本大学サッカー連盟

エスキシェヒール日本庭園造園サポート事業

日本トルコ民間交流協会、大阪
芸術大学福原成雄教授共催
平山郁夫シルクロード美術館、

8月6日－10月3日 イスタンブール

平山郁夫 シルクロード日本画展 —文明の十字路を行く トルコ— ペラ美術館

8月6日－10月3日 イスタンブール

メディア芸術祭イスタンブール展

8月22日-8月28日 イスタンブール市ウスキュダル区

渋谷区トルコ共和国イスタンブール市ウスキュダル区との文化・都
渋谷区
市交流事業

8月24日-8月31日 アンカラ、イスタンブールほか

青少年防災協力トルコ派遣事業

兵庫県国際交流協会

エルトゥールル号120年慰霊式典

「日本年」実行委員会

9月2日

メルシン

海上自衛隊練習艦隊メルシン寄港
海上自衛隊練習艦隊音楽隊公演
エルトゥールル号里帰り展

文化庁、ペラ美術館

在トルコ大使館、海上自衛隊
在トルコ大使館、海上自衛隊
ボドルム海洋考古学研究所、日
本トルコ友好１２０年等事業実行
委員会

和歌山県串本町による日本文化紹介（和楽器ユニット：弐音倶、 日本トルコ友好１２０年等事業実
行委員会
串本町トルコ文化協会、りら創造芸術専修学校）
小川里美ソプラノ・リサイタル
「2010年トルコにおける日本年」記念切手発行（展示会）
9月4日

イスタンブール

9月15日-11月13日 ブルサ

日本人シェフによるフランス料理紹介

在トルコ大使館
トルコ電信電話公社
在イスタンブール総領事館

展覧会「ブルサにおける初のトルコ・日本産業提携：ギョクチェン家 日本トルコ交流協会、ブルサ市
立博物館、ギョクチェン･グルー
と大谷光瑞」
プ会社
Erensoy Gida ve Ambalaj
Makinalari San.Tic.Ltd.Sti

イスタンブール

ペットボトルの後ろにある日本

9月23日－27日

アンカラ、メルシン、イスタンブール

エルトゥールル号追悼記念コンサート

エルトゥールル号追悼記念コン
サート実行委員会

9月23日－30日

イスタンブール

シェイクスピア作「ヴェニスの商人－日本版」公演

日欧舞台芸術交流会

9月25日－26日

イスタンブール

イスタンブール日本祭り2010

日本通運 東京旅行支店

9月25日-27日

イスタンブール

三村奈々恵マリンバ公演

在イスタンブール総

9月16-19日

9月25日－9月29日

イスタンブール（25日-26日）、アンカ
国際交流基金主催「日本食文化紹介事業」（たん熊北店）
ラ（29日）

国際交流基金

9月27日-9月30日

チャナッカレ（27日）、アンカラ（29
日、30日）

在トルコ大使館、在イスタンブー
ル総領事館

トリオ・ミヤザキ公演（琴、バイオリン、アコーデオン）
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イスタンブール

日本・トルコ学生フォーラム

フォーラム・フォー・ザ・フュー
チャー

9月

マルディン、アドゥヤマン、ディヤル
バクル、バットマン

Japanorama - Japanese Fantastic Film Festival

マルディン映画協会

9月

ウシュキュダル、エレーリ

日本の市民生活文化紹介･国際交流

名古屋トルコ日本協会

イズミル

2010年日本年をイズミル・ガージエミル市で

Gaziemir Belediyesi

イスタンブール（1日）、イズミル（3
日）

日本・トルコ共同制作公演 Sound Migration

国際交流基金、iDANS、在イスタ
ンブール総領事館

10月4日

アンカラ

シンポジウム －次世代の女性リーダーを育てるー

リーダーシップ１１１

10月4日

エスキシェヒール

東京佼成ウインドオーケストラ コンサート

東京佼成ウインドオーケストラ
日本トルコ民間交流協会

10月5日

イスタンブール

日土経済界・貿易シンポジウム

JCI Istanbul Subesi 2010
Japonya Yili Direktorlugu

10月5日-17日

イスタンブール

Discover MANGA -Exploration into Shonenjump

集英社

10月3日-7日

イスタンブール（3日）、チャナッカレ
（6日、7日）

おおたか静流コンサート・ワークショップ

チャナッカレ・オンセキズ・マルト大
学、Ｂ－４ Records、イスタンブル日
本人学校、在イスタンブール総領事

10月6日-8日

チャナッカレ

国際シンポジウム
社会発展の側面からみたトルコと日本における女性の教育

チャナッカレ・オンセキズ・マルト
大学

アンカラ

日本現代書トルコ・アンカラ展

東洋書人連合

イスタンブール

川井郁子・ファズル・サイ共演コンサート

ジェマル・レシット・レイ、在イスタ
ンブール総領事館

イスタンブールを愛する三人の日本人の物語
山田寅次郎、大谷光瑞、伊藤忠太

日本研究学会、ボアズチ大学歴
史学科、日本トルコ交流協会

9月21日-25日

9月－10月
10月1日、3日

10月11日－14日
10月12－13日

10月15日-2月13日 イスタンブール
10月16日

ブルサ

ニルフェル＆東海・交流と文化の集い

2010年トルコにおける日本年東
海市実行委員会

10月17日

イスタンブール

トルコ共和国第３２回「ユーラシアマラソン」親善交流参加

長野県シルクロード踏査・登山・
探検実行委員会

アンカラ、イスタンブール

ヒロシマ・ナガサキ原爆展に伴う高校生平和大使派遣

高校生平和大使トルコ派遣委員
会

10月11日－18日

10月17日～11月7
日（アンカラ）、11月
アンカラ、イスタンブール
25日～12月12日（イ
スタンブール）
10月18日、19日

イスタンブール

6月10日－10月20
カイセリ
日

国立長崎原爆死没者追悼平和
祈念館、在トルコ日本国大使
ヒロシマ・ナガサキ原爆展～核兵器のない平和な未来を願って～ 館、在イスタンブール日本国総
領事館、土日基金文化セン
ター、ジェルモダン美術館

In tune with the Harp(吉野直子氏ハープコンサートとワークショッ The Association for The Art of
The Harp
プ)
日本語作文コンクール

東京日本・トルコ婦人クラブ

10月18日-22日

アダナ

「トルコ人の目から見た日本人」風刺画展

メフメト・トゥバイ(教師・風刺画
家)

10月19日-31日

アンカラ

日本トルコ児童絵画展

柏崎トルコ友好協会

10月23日、25日

イスタンブール、サフランボル

第4回世界遺産コンサート「東儀秀樹 世界遺産音楽の旅路」

NPO法人世界遺産コンサート

ジャポネスク

三泉

イスタンブール

緊急地震速報

ボアズチ大学カンディリ地震研
究所

アンタルヤ、マルマリス

アンタルヤ･マルマリス日本文化祭

日本トルコ民間交流協会

村上隆回顧展

CerModern-アンカラ・モダン・
アート・センター

10月26日(イスタン
ブール)、28日(アンカ イスタンブール、アンカラ
ラ)

10月
10月15日-20日

10月、11月、12月 アンカラ
10－11月

イスタンブール、ブルサ、ガーズィア
展覧会「シルクロードの東西」
ンテップ
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ギュンセリ加藤氏

2010年トルコにおける日本年
事業カレンダー
10－11月

イスタンブール

9月29日～10月3日,
10月8日～10月26 イスタンブール, アンカラ（11月）
日

平成22年12月1日現在

「Alamet（オスマン帝国時代のロボット）からAsimoまでの土日関
係」ドキュメンタリー番組と特別上映式典

Mermedya A.S.

国際交流基金巡回展「現代日本のデザイン１００展」
国際交流基金ふろしきデザイン・コンテスト

国際交流基金

11月2－13日

アンカラ

聞いた日本と見た日本

ネスリハン・サーラム（作家）他

11月4日-6日

トラブゾン

第１回国際トルコ日本環境・林業学シンポジウム

カラデニズ(黒海)工科大学森林
学部

11月4日－9日

アンカラ、（エスキシェヒル（調整中）） ジャズグループ「ＵＮＩＴ ＡＳＩＡ」公演

国際交流基金

アンカラ

エーシーオー沖縄 音楽劇「てるてる」 トルコ公演

株式会社 エーシーオー沖縄

11月9日-20日

イスタンブール

展示会：俳句とマーニ（トルコ風俳句）

バフチェシェヒル大学コミュニ
ケーション学部

11月11-15日

アンカラ

日本の秋(日本映画上映、日本紹介スピーチ、展示)

アンカラ大コミュニケーション学
部，バシュケント大学コミュニ
ケーション学部

11月23日

アンカラ

11月25日

イスタンブール

中東戦略研究センター（ORSAM）・中東工科大学共催シンポジウ
ム：「中東地域における現代の諸問題-日本及びトルコからの展
望」
第１８回日本・トルコ合同経済委員会

11月25日

イスタンブール

クロージング式典

11月9日

アンカラ（23-24日）、イスタンブール
（25日、29日）、イズミール（27日）

菊の会公演「日本のおどり」伝統と創造

財団法人中東調査会
日本経団連・ＤＥＩＫ
「日本年」実行委員会
在トルコ大使館、在イスタンブー
ル総領事館

イスタンブール

神谷郁代 ピアノ公演 －日本トルコふれあいコンサート－

在イスタンブール総

イズミル

謡と舞踊による伝統的日本の紹介

雨宮毅と山梨ロータリークラブ

分子的菌類学実践講座

ガーズィ大学医学部医療細菌学科

アンカラ

シンポジウム：Skin Microbiology（肌細菌学）

ガーズィ大学医学部医療細菌学科

12月7日-13日

イスタンブール

日本とトルコの海洋産業と文化・経済における先端テクノロジーと 東京海洋大学
人材育成の基盤形成

12月9日、11日

イスタンブール

文明と宗教の共存 -文明間対話から平和構築へ

12月11日－14日

イスタンブール

伝統と革新、シルクロードの東端、京都西陣からセラームを伝える 京都伝統技術工芸の会

12月

トルコ全土

マンガで受け継ぐ“日ト友好の軌跡(仮題)”出版

日本トルコ文化協会

通年

トルコ全土

ウェブサイト「bizimlejaponya.com」

bizimlejaponya.com

通年

トルコ全土

日本観光促進用ＷＥＢコンテンツ(Haydijaponyaya.com)制作プロ
ジェクト

在イスタンブール総領事館

通年

アンカラ、クルシェヒル(カマン)

土日童話は文化の架け橋

GSC教育文化オーガナイゼー
ション・コンサルタント

11月26日

11月29日-12月3日 アンカラ
12月4日
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同志社大学一神教学際研究セン
ター、グローバル･スタディーズ研究
科

