
２０２１年度 

文学部 中東・イスラーム研究コース 

科目登録ガイダンス資料 

 

※新型コロナウィルス感染症対策のため、授業実施方法や曜日・時限に変更がある場合も

あります。ぜひ最新のシラバスで確認してください。 

 

★ 中東・イスラーム研究コースとは？ どんなことが学べるのでしょうか？ 

このコースは、2017 年度に開設された学部内で最も新しいコースです。2020 年度現在、

大学院博士課程 6名、修士課程 3名、学部 4年生 15名、学部 3年生１４名、学部 2年生 14

名が在籍しています。就職・進学先は、他コースとあまり変わりませんが、将来的にはさ

らに国際的に活躍していただければと願っています。 

このコースの学生が研究対象とする範囲は、非常に広く多岐にわたっています。中東と

いう地理空間内であればムスリム(イスラーム教徒)やその社会に限らず、そこに展開して

きた他宗教(キリスト教徒、ユダヤ教徒、バハーイ教徒他)の信徒も研究対象となることを

示しています。同時に、イスラームに関連すれば、世界中どこにあっても研究対象となり

ます。欧米や日本のムスリム、南米やアフリカのムスリム社会も対象になります。研究方

法論も、歴史学・社会学・人類学・宗教学・文化やアート研究、建築研究などまったく自

由です。 
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中東・イスラーム研究コース室 

問い合わせ先 e-mail mideast-islam@list.waseda.jp 

コースのホームページをぜひ訪ねてみて下さい http://www.waseda.jp/prj-islam/ 

戸山キャンパス 39号館 3階 2321 

【開室時間】大学授業期間中の月曜～金曜 10時～17時 

※詳細は HP のカレンダーでご確認下さい。 



1 

 

  



2 

 

2021 年度コース授業一覧（学部） 

 

３年時必修演習・講義 

春学期 

中東・イスラーム研究演習５ 火・２ 大稔哲也 

中東・イスラーム前近代史１ 火・１ 五十嵐大介 

イラン・トルコ研究 水・４ 杉山隆一 

秋学期 

中東・イスラーム研究演習６ 火・２ 大稔哲也 

中東・イスラーム前近代史２ 火・１ 五十嵐大介 

南・東南アジアやアフリカのムスリム社会 火・４ 二宮文子 

 

４年時必修演習 

春学期 
中東・イスラーム研究演習（卒論）大稔 火・５ 大稔哲也 

中東・イスラーム研究演習（卒論）五十嵐 木・２ 五十嵐大介 

秋学期 
中東・イスラーム研究演習（卒論）大稔 火・３ 大稔哲也 

中東・イスラーム研究演習（卒論）五十嵐 木・２ 五十嵐大介 

 

選択講義（2～4 年、要 14 単位） 

春学期 

中東の移民とイスラームの拡大 月・３ 植村清加 

中東・イスラームのフィールドワーク 月・５ 堀内正樹 

中東・イスラームの政治経済 木・２ 横田貴之 

アラブ文化研究１ 木・４ 師岡カリーマ・エル

サムニー 

中東・イスラームの宗教と思想１ 金・２ 小林春夫 

秋学期 

中東・イスラームの芸術と文学 水・４ 小林一枝 

アラブ文化研究２ 木・４ 師岡カリーマ・エル

サムニー 

中東・イスラームの宗教と思想２ 金・２ 小林春夫 

中東・イスラームの社会研究 月・３ 嶺崎寛子 

２年時必修演習・講義 

春学期 

中東・イスラーム研究入門 月・２ 阿部尚史 

中東・イスラーム研究演習１ 月・４ 五十嵐大介 

中東・イスラーム研究演習３ 水・２ 長谷部圭彦 

秋学期 

中東・イスラーム基礎研究 火・５ 大稔哲也 

中東・イスラーム研究演習２ 月・４ 五十嵐大介 

中東・イスラーム研究演習４ 水・５ 新井和広 
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2021 年度コース時間割（学部） 

（※[2][3][4]はそれぞれの学年の必修） 

時限・学期 月 火 水 木 金 

1 限 

9:00-10:30 

春  [3]前近代史

（五十嵐） 

   

秋  [3]前近代史

（五十嵐） 

   

2 限 

10:40-12:10 

春 [2]研究入門

（阿部） 

[３ ]演習 5

（大稔） 

[2]演習3（長

谷部） 

政治経済（横

田） 

[4]卒論演習

（五十嵐） 

宗教と思想

１（小林春） 

秋  [３ ]演習 6

（大稔） 

 [4]卒論演習

（五十嵐） 

宗教と思想

２（小林春） 

3 限 

13:00-14:30 

春 移民（植村）    

 

 

秋 社会研究（嶺

崎） 

[4]卒論演習

（大稔） 

   

4 限 

14:45-16:15 

春 [2]演習1（五

十嵐） 

 [3]イラン・

トルコ（杉

山） 

アラブ文化

１（師岡） 

 

秋 [2]演習2（五

十嵐） 

[3]南・東南

アジア（二

宮） 

芸術と文学

（小林一） 

アラブ文化

２（師岡） 

 

5 限 

16:30-18:00 

春 フィールド

ワーク（堀

内） 

[4]卒論演習

（大稔） 

   

秋  [2]基礎研究

（大稔） 

[2]演習4（新

井） 

  

 

※そのほか、文化構想学部と GEC に以下の中東・イスラーム関連科目がある： 

春学期：「ヨーロッパ・地中海・イスラーム文化研究１」大稔哲也 

    「アジア社会とイスラーム」高木早苗 

春ｸｫｰﾀｰ：「イスラーム地域の歴史と社会入門（多民族共生）１」吉村貴之 

   「イスラームの歴史と文化入門（イスラームと歴史的諸文明）α」保坂修司 

夏ｸｫｰﾀｰ：「イスラーム地域の歴史と社会入門（多民族共生）２」吉村貴之 
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   「イスラームの歴史と文化入門（イスラームと歴史的諸文明）β」保坂修司 

秋ｸｫｰﾀｰ：「イスラーム地域の歴史と社会応用（少数民族問題）１」吉村貴之 

冬ｸｫｰﾀｰ：「イスラーム地域の歴史と社会応用（少数民族問題）２」吉村貴之  
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教員専門分野一覧 

 

【コース所属教員】 

大稔哲也：中東社会史（エジプト）、歴史人類学 

五十嵐大介：中世アラブ・イスラーム史、マムルーク朝史 

佐藤尚平：中東地域研究、イギリス帝国史、アラビア半島現代史 

杉本悠子（～2021年 3月）：シリア近代史 

土佐林慶太（2021年 4月～）：近代インドネシアのイスラーム運動 

 

【コース授業担当講師】 

阿部尚史：イラン史（特に家族の歴史） 

新井和広：地域研究（中東、東南アジア）、インド洋におけるアラブの移民活動 

植村清加：文化人類学、フランスのムスリム移民の研究 

小林一枝：美術史、イラン絵画史 

小林春夫：イスラーム学、イスラーム思想史 

杉山隆一：イラン史、イラン地域研究 

二宮文子：インド・イスラーム文化史 

長谷部圭彦：近代オスマン帝国史、教育史 

堀内正樹：社会人類学、中東地域研究(モロッコ他) 

嶺崎寛子：ジェンダー学、文化人類学、宗教学 

師岡カリーマ・エルサムニー：アラビア語、エジプト、アラブ文化 

横田貴之：中東地域研究、現代中東政治、イスラーム主義研究 

 

【大学院担当教員】 

小松香織（教育・総合科学学術院，兼担）：オスマン帝国近代史 

マレト・アレクサンデル・フィリップ・ジョン(Alex Mallett)（国際学術院，兼担）：十字

軍史、中東とヨーロッパとの関係史 
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2021 年度アラビア語科目一覧 

初級レベル 春 アラビア語から学ぶアラブ文

化１ 

水５＆金４ 冨永正人 

秋 アラビア語から学ぶアラブ文

化２ 

水５＆金４ 冨永正人 

中級レベル 春 アラビア語中級（読解・作文）

１ 

水３ 杉本悠子 

アラビア語中級（会話）１ 金３ スライマーン・ア

ラーエルディーン 

アラビア語中級（時事アラビア

語）１ 

金５ 冨永正人 

秋 アラビア語中級（読解・作文）

２ 

水３ 杉本悠子 

アラビア語中級（会話）２ 金３ スライマーン・ア

ラーエルディーン 

アラビア語中級（時事アラビア

語）２ 

火３ 冨永正人 

上級レベル 春 アラビア語上級（読解）１ 水３ 中野さやか 

アラビア語上級（会話）１ 水２ スライマーン・ア

ラーエルディーン 

秋 アラビア語上級（読解）２ 水３ 中野さやか 

アラビア語上級（会話）２ 水２ スライマーン・ア

ラーエルディーン 

 

※そのほかに、GEC に以下の外国語科目が設置されている： 

 「アラビア語（入門～中級）」（春・秋学期） 

 「アラビア語（ネイティブによるアラビア語）01～02」 

「ペルシア語（入門～初級）」（春・秋学期） 

「インドネシア語（入門～中級）」（春～冬ｸｫｰﾀｰ） 

「スワヒリ語（入門～初級）」（春～夏ｸｫｰﾀｰ） 

「マレー語（入門～初級）」（春～夏ｸｫｰﾀｰ） 

 

※自身が研究対象とする地域の言語の習得も楽しみであり、大切です。 


