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早稲田大学イスラーム地域研究機構は、文部科学大臣認定（2008年認定、2013年再認定）の共同利用・
共同研究拠点（イスラーム地域研究拠点）として、イスラーム地域の特性や他地域との関係を解明するた
めの研究事業を推進してまいりました。2016年度より、「特色ある共同研究拠点の整備の推進事業（イス
ラーム地域研究拠点）機能強化支援」（2016年度～2018年度）の採択を受け、イスラーム圏の研究者と共
同して研究成果を創出する仕組みづくりに取り組んでおります。本年度、早稲田大学イスラーム地域研究
機構では、以下のような活動を実施いたしました。

1.  公募研究
　前近代イスラーム社会知識人再考―知の多様化とローカル性を中心に
　イスラエル／パレスチナの政治・経済・国際関係の総合的研究
　 自然科学的手法によるイスラーム文化形成期の技術革新の解明 

　　　　　　　　　　　―エジプト出土のファイユーム陶器を事例に
　現代ムスリム社会における風紀・暴力・統治についての多角的分析

2.  イスラーム地域研究コロキウム
3.  講演会・セミナー・ワークショップ
4.  「前近代アラブ圏における文書行政と財務官僚」研究会
5.  「環境・農業生産・記録管理―文書史料に基づくエジプト環境史の構築」研究会
6.  「湾岸諸国の政治社会と国際ネットワーク」研究会
7.  アジア・ムスリム研究所の活動
8.  マイクロフィッシュ資料の共同利用
9.  大学間連携等による共同研究
10.  その他の活動
11.  出版活動

（※開催場所について特に記載のないものは、早稲田大学にて実施されたイベントです）

1.  公募研究

早稲田大学イスラーム地域研究機構では、文部
科学省「特色ある共同研究拠点の整備の推進事業
（イスラーム地域研究研究拠点）機能強化支援」の
採択を受けて共同研究課題の公募を行い、以下の
研究課題を実施いたしました。

■前近代イスラーム社会知識人再考―知の多様化
とローカル性を中心に（代表：佐藤健太郎・北海道

大学）

第1回研究会（2017年4月15日）、 第2回研究会
（2017年7月1日）、第3回研究会（2017年7月30日～

8月1日）、第4回研究会（2017年9月11日）、第5回
研究会（2017年11月18日）、第6回研究会（2017年
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12月17日）、第7回研究会（2018年1月21日）

■イスラエル／パレスチナの政治・経済・国際関係
の総合的研究（代表：濱中新吾・龍谷大学）

第1回研究会（2017年9月16日）、第2回研究会（2018

年3月25日）

■自然科学的手法によるイスラーム文化形成期の技
術革新の解明―エジプト出土のファイユーム陶
器を事例に（代表：長谷川奏・早稲田大学）

第1回研究会（2018年2月23日）

この他、複数回に亘り本庄キャンパスにおいて
遺物調査を実施した。

■現代ムスリム社会における風紀・暴力・統治につ
いての多角的分析 
 （代表：高尾賢一郎・日本学術振興会）

第1回研究会（2017年6月10日）、第2回研究会（2017

年7月22日）、第3回研究会（2017年10月14日）、第4

回研究会（2018年1月20日）

■ 2017 年度公募研究合同報告会（2018 年 1 月 27 日）

報告者： 長谷川奏（早稲田大学）
題　目： 「自然科学的手法によるイスラーム文

化形成期の技術革新の解明」
報告者： 高尾賢一郎（日本学術振興会）
題　目： 「現代ムスリム社会における風紀・暴

力・統治についての多角的分析」
報告者： 濱中新吾（龍谷大学）
題　目： 「イスラエル／パレスチナの政治・経

済・国際関係の総合的研究」
報告者： 佐藤健太郎（北海道大学）
題　目： 「前近代イスラーム社会知識人再考」
総合討論

2.  イスラーム地域研究コロキウム

早稲田大学イスラーム地域研究機構では、文部
科学省「特色ある共同研究拠点の整備の推進事業
（イスラーム地域研究拠点）機能強化支援」の採択

を受け、旧「イスラーム地域研究セミナー」を「イ
スラーム地域研究コロキウム」と改称し、以下の
研究会を実施いたしました。

■ 2017 年 6 月 30 日
報告者；長谷部圭彦（早稲田大学）
題　目： 「オスマン教育史の研究動向―

Selçuk Akşin Somel氏とUğur Ünal氏」

■ 2017 年 7 月 7 日
報告者： バフマン・ザキープール（駒澤大学）
題　目： 「井筒俊彦の東洋哲学の政治的な本質

をめぐって」

■ 2017 年 9 月 20 日
報告者；小松香織（早稲田大学）
題　目： 「オスマン海軍史の研究動向」
報告者： 長谷部圭彦（早稲田大学）
題　目： 「オスマン陸軍史の研究動向―

Mehmet Mert Sunar氏とUğur Ünal氏の
研究を中心に」

■ 2017 年 12 月 16 日
報告者： 長沼秀幸（日本学術振興会海外特別研

究員／カザフ国立大学）
題　目： 「カザフスタン留学レポート―現地

での研究生活から」「19世紀初頭カザ
フ草原・小ジュズにおけるハン制の
「廃止」―ロシアの支配体制の再編
という観点から」

コメンテーター：塩谷哲史（筑波大学）

■ 2017 年 12 月 26 日
報告者： 秋山徹（早稲田大学）
題　目： 「情報・ネットワーク・現実主義―

近代を生きたクルグズ首領一族の生存
戦略」

報告者： 小松久男（東京外国語大学）
題　目： 「言説空間のひろがり―アブデュル

レシト・イブラヒムの足跡をたどって」
※ 本講演会は、中央ユーラシア研究会との共
催により実施された。
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■ 2018 年 1 月 8 日
講演者： 小八木幹也（ニューヨーク大学）
題　目： “Iran in Motion: Experiences of the Trans-

Iranian Railway”

■ 2018 年 1 月 20 日
報告者： ミルラン・ベクトゥルスノフ（北海道

大学）
題　目： 「ソヴィエト・クルグズの形成―ク

ルグズ対カザフ人の関係を中心に」

■ 2018 年 1 月 20 日
報告者： ウルリッヒ・ブランデンブルク（チュー

リッヒ大学）
題　目： “Japanese-Muslim Relation between 

Religious and Imperial Imaginaries”

3.  講演会・セミナー・ワークショップ

■ A. マレット氏講演会（2017 年 4 月 18 日）

講演者： アレックス・マレット（エクセター大
学）

題　目： “Problematising the Islamic Historio-
graphy of the Crusades”

※ 本講演会は、早稲田大学文学部・文学研究
科「中東・イスラーム研究コース」、早稲田
大学文化構想学部「中東・イスラーム文化プ
ログラム」との共催により実施された。

■ R. マーシャル氏・F. アーデルハー氏講演会 
 （2017 年 4 月 21 日）

講演者： ロラン・マーシャル（パリ政治学院）
題　目： “Four years after the French intervention 

in Mali, the dissemination of Jihadi groups 

in Sahel”

講演者： ファリバー・アーデルハー（パリ政治
学院）

題　目： “Professionalisation of the Political Life: 
Election and Notability in Iran”

■ W. シュルツ氏講演会 
 （2017 年 4 月 22 日、於：京都大学）

講演者： ウォーレン・シュルツ（デ・ポール大学）
題　目： “The Matter of Mamluk Copper Coins in 

the Year 806 H: A New Look”

※ 本講演会は、早稲田大学文学部・文学研究
科「中東・イスラーム研究コース」、京都大
学大学院文学研究科附属ユーラシア文化研究
センターとの共催により実施された。

■ W. シュルツ氏講演会（2017 年 4 月 29 日）

講演者： ウォーレン・シュルツ（デ・ポール大学）
題　目： “From Collections to Excavations: The 

Past, Present, and One Possible Future of 

Mamluk”

※ 本講演会は、早稲田大学文学部・文学研究
科「中東・イスラーム研究コース」との共催
により実施された。

■ゴールデンウィーク特別集中セミナー「体育会系
イスラーム史家養成講座（中世後期編）」
第1部： 5月3日～5月5日午前、於：早稲田大

学および東京大学東洋文化研究所
講　師：ウォーレン・シュルツ（デ・ポール大学）
題　目： “Mamluk Numismatics: An Intensive 

Seminar”

第2部： 5月5日午後～5月7日、於：東京大学
東洋文化研究所

講　師：ジョン・ウッズ （シカゴ大学）
題　目： “Historians and Technology: The Intro-

duction of Firearms in Iran and Central  

Asia: Prehistory of the Gunpowder Empires”

※ 本セミナーは東京大学東洋文化研究所、東京
大学附属図書館U-PARL （アジア研究図書館
上廣倫理財団寄付研究部門）、早稲田大学イ
スラーム地域研究機構、早稲田大学文学部・
文学研究科「中東・イスラーム研究コース」
の共催で、日本学術振興会外国人研究者招へ
い事業（平成29年度・短期・第1回、採択番号：
S17006およびS17002）の助成を受けて開催さ
れた。
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■ T. ガイベス氏特別セミナー（2017 年 7 月 25 日）

講演者： トゥリア・ガイベス（ロレーヌ大学）
題　目： “Transnational Media in the Gulf Countries: 

A Success Story?”

■オスマン帝国史に関する講演会（2017 年 9 月 30 日）

開会挨拶：Kaori Komatsu （Waseda University）
講演者： Mehmet Mert Sunar （Istanbul Medeniyet 

University）
題　目： “The Abolition of the Janissary Corps 

during the Reign of Sultan Mahmud II”

講演者： Selçuk Akşin Somel （Sabancı University）
題　目： “Conf licting Structures of Legitimate 

Power during the Hamidian Autocracy: A 

Reappraisal of the Regime of Abdulhamid 

II”

講演者： Uğur Ünal （The Ottoman Archives of the 
Prime Ministry’s Office）

題　目： “Br ief Infor mat ion on the Ot toman 
Archives”

■国際シンポジウム「近代オスマン帝国の軍事と教
育」（2017 年 10 月 1 日）

開会挨拶 ・趣旨説明： 
Kaori Komatsu （Waseda University）

報告者： Mehmet Mert Sunar（Istanbul Medeniyet 
University）

題　目： “Transferring European Drill and Discipline: 
Military Drill Manuals in Early Nineteenth 

Century Ottoman Empire”

報告者： Uğur Ünal （The Ottoman Archives of the 
Prime Ministry’s Office）

題　目： “Recruitment Procedures in the Ottoman 
State during the Tanzimat Period: Military 

Exemption Tax (Bedel-i Askerî)”

報告者： Selçuk Akşin Somel （Sabancı University）
題　目： “Educational Modernization and Muslim 

Private Educational Initiatives in the 

Ottoman Provinces (1856-1908)”

報告者： Yuriko Matsuo （The University of Tokyo）
題　目： “Ulama Families in the Ottoman Empire: 

Focusing on the Ebussuud Family”

報告者： Kiyohiko Hasebe （Waseda University）
題　目： “Two Int roduct ions of Compulsor y 

Education: The Ottoman Empire and 

Meiji Japan”

総合討論

■ ORIS シンポジウム「ポピュリズムとメディア」
 （2017 年 10 月 21 日）

挨　拶：桜井啓子（早稲田大学）
報告者： 千葉悠志（早稲田大学）
題　目： 「中東」
報告者： 見市健（早稲田大学）
題　目： 「東南アジア」
報告者： 阿古智子（東京大学）
題　目： 「東アジア」
報告者： 浪岡新太郎（明治学院大学）
題　目： 「欧州」
総合討論
討論者： 中村英俊（早稲田大学） 

鈴木恵美（早稲田大学）
※ 本シンポジウムは、早稲田大学地域・地域
間研究機構との共催により実施された。

■ラウンドテーブル「中央アジアの安全保障・テロ
リズム・地政学」（2017 年 11 月 29 日）

報告者： エルラン・カリン（カザフスタン共和
国テレビ・ラジオ会社理事長）

題　目： 「中央アジアの安全保障とテロリズム」
（ロシア語、通訳付き）

※ロシア語通訳：宇山智彦（北海道大学）

■ N. プールロスタミー氏講演会（2017 年 12 月 7 日）

講演者： ナーヒード・プールロスタミー（テヘ
ラン大学）

題　目： “World Studies in Tehran University: Its 
Scheme and Challenges”

■ E. アブー・ガーズィー氏セミナー 
 （2017 年 12 月 3 日、於：京都女子大学）

講演者： エマード・アブー・ガーズィー（カイ
ロ大学教授、元エジプト文化大臣）

題　目： “Publication of Arabic Documents” （ア
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ラビア語）

■ E. アブー・ガーズィー氏講演会（2017 年 12 月 9 日）

講演者： エマード・アブー・ガーズィー（カイ
ロ大学教授、元エジプト文化大臣）

題　目： “Egyptian Archives and the Rewriting of 
Mamluk History” （アラビア語、一部通
訳付き）

※ 本講演会は、早稲田大学文学部・文学研究
科「中東・イスラーム研究コース」との共催
により実施された。

■特別講演会「ムハンマド皇太子の下でのサウジア
ラビア王国の作り直し」（2017 年 12 月 18 日）

開会挨拶：桜井啓子（早稲田大学）
趣旨説明 ：福田安志（ジェトロ・アジア経済研

究所）
講演者： クリスチャン・ウルリクセン （ライス大

学）
演　題： 「王国の作り直し―ムハンマド・ビ

ン・サルマーンとサウジアラビアの合
意政治の終焉」

　コメント1「経済と開発の視点から」
　　マシュー・グレイ（早稲田大学）
　コメント2「湾岸王政の視点から」
　　石黒大岳（ジェトロ・アジア経済研究所）
パネルディスカッション・質疑応答
※ 本講演会は、ジェトロ・アジア経済研究所
との共同主催により実施された。

■国際ワークショップ「International Workshop 
on Stasis and Change in the Contemporary Gulf 
Monarchies: Behind and Beyond Crisis」 
 （2017 年 12 月 17 日）

開会挨拶：Keiko Sakurai （Waseda University）
講演者： Kristian Coates Ulrichsen （Rice University）
演　題： “Moving beyond the Gulf Cooperation 

Council in an Era of Leadership Transition: 

What is Next for Gulf Politics?”

報告者： Namie Tsujigami （The University of Tokyo）
題　目： “Malls, Mutawwa, and the State: Changing 

Gender, Consumption and Religious 

Control in Saudi Arabia”

報告者： Koji Horinuki （The Institute of Energy 
Economics, Japan）

題　目： “The Reputation Battle: A Study on the 
Public Diplomacy in the Qatar Crisis”

報告者： Shun Watanabe （Kyoto University）
題　目： “Civil Society in Sectarian Politics: Youth 

Societies in Bahrain”

報告者： Woohyang Sim （Waseda University）
題　目： “Higher Education Beyond Occupational 

Attainment”

閉会挨拶：Matthew Gray （Waseda University）

■ワークショップ「The Cairo Geniza as a Source for 
Muslim and Arabic History and Culture」 
 （2018 年 1 月 20 日）

講演者： アミール・アーシュール（ハイファ大
学、ケンブリッジ大学）

※ 本招へいは、日本学術振興会外国人招へい
研究者事業（S17004、受入研究者：市川裕）
による。

■ E. コルボズ氏講演会（2018 年 2 月 28 日）

講演者： エルヴィル・コルボズ（オーフス大学）
題　目： “The Marja‘iyya of Najaf in the Age of 

Iran’s Vali-ye Faqih (Guardian-Jurist): The 

Dynamics of a Transnational Competition”

※ 本講演会は、新学術領域研究「グローバル秩
序の溶解と新しい危機を超えて―関係性中
心の融合型人文社会科学の確立」との共催に
より開催された。

■国際セミナー「日本人研究者によるクルグズスタ
ン史研究」（2018 年 3 月 3 日、於：クルグズ国立大学）

講演者：秋山徹（早稲田大学）
題　目： 「遊牧英雄とロシア帝国――あるクル

グズ首領の軌跡」（ロシア語）
講演者： 長沼秀幸（日本学術振興会海外特別研

究員・カザフ国立大学）
題　目： 「日本における中央アジア研究の歴史

と近年の動向」（ロシア語）
※ 本セミナーは、クルグズ国立大学歴史学部
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との共催により実施された。

4. 「前近代アラブ圏における文書行政と財
務官僚」研究会

早稲田大学イスラーム地域研究機構では、2016

年度より前近代アラブ圏における文書行政と財務
官僚に関する研究会を行っております。本研究会
は、マムルーク朝（1250–1517）期エジプトの百科
事典家ヌワイリーの著作『学芸の究極の目的』を
基礎史料として、王朝の軍事・財務行政の中核を
担った官庁や、土地をはじめとする財源の管理の
あり方を読み取り、体系的に理解していくことを
目的としています。基礎史料は前近代エジプトの
ものですが、議論では他の地域や時代との比較の
視点も重視しながら、資料の解読と議論を行いま
した。
第1回研究会（2017年5月22日）、第2回研究会（2017

年6月19日）、第3回研究会（2017年7月28日）、第4

回研究会（2017年8月10日）、第5回研究会（2017年

10月4日）、第6回研究会（2017年11月15日）、第7回
研究会（2017年12月11日）、第8回研究会（2017年1

月22日）

5.  「環境・農業生産・記録管理―文書史
料に基づくエジプト環境史の構築」研
究会

早稲田大学イスラーム地域研究機構では、2017

年度よりエジプトを対象とした環境史の基礎研究
の場として研究会を開催しています。

■第 1 回「環境・農業生産・記録管理―文書史料
に基づくエジプト環境史の構築」研究会 
 （2017 年 7 月 14 日）

報告者： 熊倉和歌子（早稲田大学）
題　目： 「ファイユームの伝説『モエリス湖』の

真相にせまる」

■第 2 回「環境・農業生産・記録管理―文書史料
に基づくエジプト環境史の構築」研究会 
 （2018 年 1 月 29 日）

報告者： 熊倉和歌子（早稲田大学）
題　目： 「中世ブハイラ地域における水路と自

然湖の位置づけ」

6.  「湾岸諸国の政治社会と国際ネットワー
ク」研究会

早稲田大学イスラーム地域研究機構では、本年
度より現代の湾岸諸国における政治社会の動向と
国際ネットワークに関する研究会を行っており 

ます。

■第 1 回「湾岸諸国の政治社会と国際ネットワーク」
研究会（2017 年 7 月 24 日）

報告者： 千葉悠志（早稲田大学）
題　目： “Mapping Current Research Trend on the 

Middle Eastern Media”

コメンテ ーター：Tourya Guaaybess （Université 
de Lorraine）

■第 2 回「湾岸諸国の政治社会と国際ネットワーク」
研究会（2018 年 1 月 13 日）

報告者： 渡辺駿（京都大学）
題　目： “Youth Societies in Bahrain after the Arab 

Spring”

コメンテ ーター：Jasim Husain （former member 
of Bahrain’s Council of Representatives）

7.  アジア・ムスリム研究所の活動

■第 1 回アジア・ムスリム研究会（2017 年 6 月 3 日）

報告者： 山口博史（都留文科大学）
題　目： 「多元的社会とライシテ―あるライ

フヒストリーの語りを手がかりにし
て」



イスラーム地域研究機構の活動報告　157

報告者： 小島宏（早稲田大学）
題　目： 「フランスのムスリム移民2世にお

ける宗教的飲食制限の関連要因―
MGISとTeOの比較分析」

※ 本研究会は、科学研究費基盤研究（B）「ムス
リム・マイノリティのハラール食品消費行動
の関連要因：東アジアと西欧の比較研究」の
一環としておこなわれたものであり、第22

回「移民の参加と排除に関する日仏研究会」
との共催により実施された。

■第 2 回アジア・ムスリム研究会（2017 年 6 月 16 日）

報告者： 賽漢卓娜（長崎大学）
題　目： 「『ナショナルな』国際結婚」
※ 本研究会は、先端社会科学研究所との共催
により実施された。

■第 3 回アジア・ムスリム研究会（2017 年 11 月 11 日）

報告者： 澤井充生（首都大学東京）
題　目： 「ハラール食品を生産する伝統的技法

の変容―内モンゴル・華北に暮らす
回族の事例から」

※ 本研究会は、科学研究費基盤研究（B）「ムス
リム・マイノリティのハラール食品消費行動
の関連要因―東アジアと西欧の比較研究」」
（15H03417）の一環として開催された。

■第 4 回アジア・ムスリム研究会（2018 年 2 月 23 日）

講演者：馬建福（北方民族大学）
題　目： “Localization and ‘Returning’: Chinese 

Muslims Dongganren at the Crossroad of 

OBOR (One Belt One Road)”

※ 本講演会は、科学研究費基盤研究（B）「ムス
リム・マイノリティのハラール食品消費行動
の関連要因―東アジアと西欧の比較研究」」
（15H03417）の一環として開催された。

■第 10 回マスジド（モスク）代表者会議・次世代部
会「若者世代とイスラム、日本」（2018 年 2 月 3 日）

開会挨拶：岡井宏文（早稲田大学）
第1部： 若者世代がイスラム、日本社会とどう

向き合ってきた・いるのか

第2部： 若者世代から見た今後のムスリムコ
ミュニティ・日本社会

閉会挨拶：店田廣文
※ 本会議は、早稲田大学多民族・多世代社会
研究所との共催により開催された。

■第 10 回マスジド（モスク）代表者会議「日本のム
スリム・コミュニティを問い直す」 
 （2018 年 2 月 3 日）

開会挨拶：店田廣文（早稲田大学）
第1部： 日本のイスラームの将来に向けて
第2部： 若者世代とムスリム・コミュニティの

課題
閉会挨拶 ：小島宏（早稲田大学）、桜井啓子（早

稲田大学）
※ 本会議は、早稲田大学多民族・多世代社会
研究所との共催により開催された。

■国際ワークショップ「International Workshop 
on Halal Food Consumption among Muslim 
Minorities in East and West」（2018 年 2 月 26 日）

開会挨拶：Hiroshi Kojima（Waseda University）
第1部： Presentation of Project Achievements

 科学研究費基盤研究プロジェクトの概要と欠席
者の報告ペーパー
　プロジ ェクトの概要：Hiroshi Kojima   

（Waseda University）
　報告ペ ーパー執筆者：Shuko Takeshita   

 （Aichi-Gakuin University）（in absentia）
　題目： “Halal Certification and Attracting Foreign 

Muslim Tourists: A Comparison between 

Pro and Anti Certification Groups”

　報告ペ ーパー執筆者：Atsuko Shinbo-Kobayashi 

（Waseda University） （in absentia）
　題目： “The Lifestyle Transformation of Hui 

Muslim in China”

報告者：Yukari Sai （Waseda University）
題　目： “Halal and Muslim-friendly Service in 

Taiwan”

報告者：Mariko Arata （Ritsumeikan University）
題　目： “Halal Meat Industry and Halal 

Certification in the Netherlands: How 
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do Indonesian Muslim expatriates get 

‘Halal’ foods?”

報告者：Hiroshi Kojima

題　目： “Correlates of Halal Food Consumption 
in East Asia and Western Europe”

討　論
第2部：Presentation by International Scholars

報告者：Hee Soo Lee （Hanyang University, Korea）
題　目： “Halal Food Consumption among Muslim 

Students and Housewives in Korea”

報告者： Jianfu Ma （Northern University of 
Nationalities, China）

題　目： “Localization and Chinalization:  
Understanding Qingzhen and Halal in 

China”

報告者： En-Chieh Chao  

（National Sun Yat-Sen University, Taiwan）
題　目：  “Food Literacy and Web 3.0 among 

Muslim Indonesian Students in Taipei”

報告者： Ayang Utriza Yakin  

（Université Catholique de Louvain, 
Belgium/Indonesia）

題　目： “Halal Food Consumption among Muslim 
Minority Group in Belgium: The Case of 

Indonesians”

総合討論
閉会挨拶：小島宏
※ 本ワークショップは、科学研究費基盤研究
（B）「ムスリム・マイノリティのハラール食
品消費行動の関連要因―東アジアと西欧の
比較研究」の一環としておこなわれたもので 

ある。

8.  マイクロフィッシュ資料の共同利用

早稲田大学イスラーム地域研究機構では、共同
利用・共同研究の支援体制の一環として、イス
ラーム地域研究機構資料室や共同研究室に、図書
資料やマイクロフィルム・リーダー、大判プリ
ンタなどの施設などを設置し、研究者の利用に

供しています。施設については機構ウェブサイ
ト（https://www.waseda.jp/inst/ias/research/islamic/
service/）をご覧ください。
特に貴重な資料として、マイクロフィッシュ資
料『英国図書館所蔵アラビア語写本集成』があり
ます。全8部、合計15000点近くのアラビア語写
本で構成されるこの集成は、法・科学・哲学・文
学・歴史などの様々な分野の研究者にとって利用
価値の高いコレクションとなっています。当機構
では、カタログを元に全セクションのデータベー
ス化を行いました。上記ウェブサイトからも閲覧
が可能です。

セクションA：聖典クルアーンとクルアーン学
A.1.聖典クルアーン
A.2.クルアーンの朗読と朗誦
A.3.注釈
A.4.クルアーン関連文献
セクションB：ハディース学
セクションC：カラーム（イスラーム神学）
セクションD：イスラーム法学（フィクフ）

D.1.イスラーム法
D.2. 法学派（a～e：スンナ派四法学派及びシー
ア派）

D.3.相続
D.4.その他
セクションE：神秘主義と敬虔
セクションF：祈りと説教
セクションG：哲学
セクションH：倫理と政治
セクション I：伝記

I.1.ムハンマドの伝記
I.2.総記
セクション J：歴史
セクションK：言語（アラビア語）

K.1.アラビア語文法
K.2.辞書学・文献学
K.3.修辞学・韻律学
セクションL：文学

L.1.アラビア詩
L.2.アラビア散文
L.3.選集・その他の文学作品
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L.4.官能的な作品
セクションM：芸術と科学

M.1.百科事典
M.2.原始科学
M.3.医学
M.4.数学
M.5.天文学
M.6.地理学
M.7.諸芸術・諸科学
セクションN：バーブ教・バハーイー教文献
セクションO：ドゥルーズ派文献
セクションP：キリスト教文献
セクションQ：ユダヤ教文献
セクションR：その他の文書

その他のコレクションについても名称のみ掲載
します。併せて皆様のご利用をお待ちしており 

ます。
・ シカゴ大学所蔵シャイヒー派写本コレクショ
ン
・ 米国国立公文書館所蔵　米国国務省機密文書
セントラル・ファイル：エジプト事情（1950–

1954）“Conf idential U.S. State Depar tment 
Central Files. EGYPT: Internal Affairs and 

Foreign Affairs, 1950-1954”

・ 呉海鷹主編『回族典蔵全書』（全235冊、甘粛
文化出版社・寧夏人民出版社）

9. 大学間連携等による共同研究

早稲田大学イスラーム地域研究機構と上智大
学イスラーム研究センターでは、2013年度に締
結された「イスラーム地域研究に関する学術協定
書」に基づき、2014年度より「アジア・アフリカ
における諸宗教の関係の歴史と現状」を進めてお
ります。2017年度には、以下の研究活動を行い
ました。

■第 1 回研究会（2017 年 6 月 17 日、於：上智大学）

報告者： 高山博（東京大学）

題　目： 「中世シチリアにおける異文化の交流
と衝突」

コメンテーター：黒田裕我（神奈川大学）

■第 2 回研究会（2017 年 10 月 21 日、於：上智大学）

報告者： 齊藤秋生子（上智大学）
題　目： 「イタリア植民地におけるサヌーシー

教団」
報告者： 眞城百華（上智大学）
題　目： 「エリトリアにおける脱植民地化と政

治対立の構図」

■ 2017 年度ワークショップ
報告者： 登利谷正人（上智大学）
題　目： 「アフガニスタンにおける近代化・国

民統合政策の展開―英領インド政府
とインド・ムスリムとの関係を中心に」

報告者： 飛内悠子（中央学院大学）
題　目： 「植民地化と宣教師団―英国教会宣

教協会アッパーナイル教区の歴史から
見るウガンダ-南スーダン国教地帯」

報告者： 小林周（日本エネルギー経済研究所）
題　目： 「現代リビアにおけるイスラーム主義

運動と諸政策―イタリアによる植民
地支配の影響」

報告者： モハメド・アブディン（学習院大学）
題　目： 「スーダンにおけるイスラーム主義の

台頭の歴史的背景― 19世紀末のマ
フディーと20世紀末のトラービ革命
の比較検討」

10.  その他の活動

■映画上映・トークショー「イラン人女優タラーネ・
アリードゥースティーさんをお迎えして―映画
鑑賞会とトークショー開催」（2017 年 6 月 10 日）

主催者挨拶
映画上映1

　『私は15歳』（2002年・イラン 110分）
映画上映2
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　 『Modest Reception』（2012年・イラン 100分）
 タラーネ・アリードゥースティーさんのトーク
ショー（Q&A含む）
※ 本件は、株式会社スターサンズ／ドマとの
共催により実施された。

■史料展示会「オスマン帝国と日本―首相府オス
マン文書館所蔵史料から」 
 （2017 年 9 月 30 日～ 10 月 1 日）

※ 本展示会は、トルコ共和国首相府オスマン文
書館との共催、および東洋大学アジア文化研
究所（三沢伸生班）の協力により実施された。

11.  出版活動

■長谷部圭彦、三沢伸生、シナン・レヴェント（編）

『オスマン帝国と日本―トルコ共和国首相府オ
スマン文書館所蔵資料に基づく両国間関係』（東洋

大学アジア文化研究所、2018 年 2 月 5 日刊行）

※ 本刊行物は、早稲田大学で開催された資料展
示会「オスマン帝国と日本―首相府オスマ
ン文書館所蔵資料から」の成果をもとにした
出版物である。

■『イスラーム地域研究ジャーナル』10 号 
 （2018 年 3 月 31 日刊行）

※ 本誌は機構ウェブサイトから電子版の閲覧・
ダウンロードが可能です（https://www.waseda.
jp/inst/ias/publication/journal/）。


