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難民問題を考えよう

ICCでは、１月に2日連続で「ICCテーマ・ランチ」を開催します。
今回は難民問題を取り上げます。難民の多い国である「シリア」と「エリトリア」

について知り、一緒に難民問題を考えましょう。難民が発生する国にはどうしても

暗いイメージがありますが、今回は難民問題に限らず、その国の素晴らしい歴史や独自の
文化についても、それぞれの国出身のゲストがプレゼンで紹介します。

また各日先着30名に紹介国の軽食を無料でご提供します！皆さん奮ってご参加下さい！

ICC ThemeD Lunch

[第１弾] 1月16日（火） 12:15～12：50

シリア Syria
[第２弾]１月１7日（水） 12:15～12：50

エリトリア Eritrea

現在、難民出身者が一番多い国。しかし、紛争前のシリ
アは今では考えられないほど治安が良く、歴史ある美し
い国でした。洗練された文化や料理はシリア人の誇りで
す。シリア出身、特定NPO法人「難民を助ける会（AAR）」
職員のラガド・アドリーさんにお話しいただきます。

エリトリアはアフリカ北東部にある1993年にエチオピアか

ら独立した国。紅海の要衝に位置しているため、文明の
十字路として発展し独特の文化を育んできました。難民
問題だけでなく人権問題も深刻です。
エリトリア出身の本学大学院生にお話しいただきます。

協力： 難民を助ける会（AAR）
協賛： アラビアンレストラン ゼノビア

協賛：

【場所】 ICCラウンジ（3号館1階）
【対象】 早大生・教職員
【使用言語】 1月16日：日本語 17日：英語

※両日とも参加者同士は自由
【参加費】 無料
【事前登録】 不要

※当日は、ランチをご持参下さい。

Please bring your own lunch.

【Place】 ICC Lounge (1F, Building 3)
【Eligibility】 Waseda students and staff
【Language】 1/16 : Japanese 1/17: English

※Chat in either language as you like!
【Fee】 Free
【Registration】 Not required

シリア
&

エリトリア
Thinking About Refugee Issues

Syria & Eritrea

The ICC is hosting two consecutive days of themed lunches in January.
The theme this time is about the current worldwide refugee crisis.

The lunch is a chance to find out more about two countries from where there are currently many
refugees; “Syria” and “Eritrea”, and to think carefully about the current difficulties faced by refugees
around the world. Although images of conflict and persecution tend to be attached to refugees, the

guests will talk about not only the dark side of their countries but also their unique history and culture.
And that's not all! The first 30 participants can also enjoy a free snack

from each country! Please come along and join us!

Syria is currently the country in the world from which the
most refugees have fled.
However before the conflict, Syria was a historical and
beautiful place, unthinkably safe and secure compared to how
it is today, with food and culture praised the world over.
We will have a presentation from
Ms. Audrey Legardo, a Syrian staff member
working at the authorized NPO
“Association for Aid and Relief (AAR)” in Japan.

Eritrea is a country in north-east Africa which gained
independence from Ethiopia in 1993.
Located in a key area facing the Red Sea, the country has
been a crossroads for civilisation and has developed a unique
culture as a result. There are deep problems not only with
refugees but also with human rights.
We will have a presentation from an
Eritrean Waseda graduate student about
the light and dark sides of his country.


