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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きました。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
　中東諸国と日本の多層的関係：起源、深化、多元性
　中東イスラーム地域における君主制国家間の体制支援ネットワークの実態

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.  アジア・ムスリム研究所の活動
5.  マイクロフィッシュ資料の共同利用
6.  大学間連携等による共同研究
7.  その他の活動
8.  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「特色あり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
を受けて共同研究課題の公募を行い、以下の研究
課題を実施しました。

■中東諸国と日本の多層的関係：起源、深化、多元
性（代表：中村覚・神戸大学）

第1回研究会（2018年6月20日）、第2回研究会（2018

年7月18日）、第3回研究会（2018年11月24日）、第4

回研究会（2018年12月21日）、第5回研究会（2019

年3月23日）

■中東イスラーム地域における君主制国家間の体制
支援ネットワークの実態 

（代表：白谷望・愛知県立大学）

第1回（2018年5月27日）、第2回研究会（2018年8月

4日）、第3回研究会（2018年11月2日）、第4回研
究会（2019年3月20日）

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「特色あり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
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スラーム地域研究コロキウム」に改称し、以下の
研究会を実施しました。

■ 2018 年 12 月 27 日
報告者：濱本真実（公益財団法人東洋文庫）
題　目：「タタール商人の新疆進出」
報告者：佐々木紳（成蹊大学）
題　目： 「オスマン帝国からみた中央ユーラシ

ア　―汎イスラーム主義の射程」
※ 本コロキウムは、中央ユーラシア研究会、
東洋文庫・中央アジア研究班「近現代中央
ユーラシアにおける出版メディアと政治・社
会運動」研究グループとの共催により実施さ
れた。

■ 2019 年 3 月 18 日
報告者：坂本勉（慶應義塾大学）
題　目： 「イラン・アヘンと帝国日本の交易ネッ

トワーク」

3．講演会・セミナー・ワークショップ

■東文研セミナー「The Making of a Marjaʻ」 
（2018 年 5 月 17 日、於：東京大学東洋文化研究所）

講演者：Sajjad Rizvi（University of Exeter）
題　目： The Making of a Marja‘: Sistani and Shii 

Religious Authority in the Contemporary 

Age

※ 本講演会は、東京大学東洋文化研究所との
共催で実施された。

■オスマン帝国に関する講演会（2018 年 7 月 28 日）

開会挨拶：小松香織 （早稲田大学）
報告者： Mehmet Beşikçi （Yıldız Technical University）
題　目 ： The Uneasy Evolut ion of  Ot toman 

Consc r ip t ion :  The  App l i ca t ion  o f 

Compulsory Military Service in a Multi-

Ethnic and Multi-Religious Empire before 

and during World War I

報告者：Nurşen Gürboğa （Marmara University）

題　目 ： The 1923 Population Exchange and the 
State Policies towards the Exchanged 

Muslim Roma Community

■オスマン帝国に関する国際シンポジウム 
（2018 年 7 月 29 日）

開会挨拶・趣旨説明：小松香織 （早稲田大学）
報告者：小松香織 （早稲田大学）
題　目 ： The Ottoman Pension System as seen in 

Maritime Personnel Records

報告者：Nurşen Gürboğa （Marmara University）
題　目 ： Pension Funds, Labor Struggles and the 

Arbiter State in the Late Ottoman Period: 

Captain Ahmet was against the Şirket-i 

Hayriye

報告者： Mehmet Beşikçi （Yıldız Technical University）
題　目 ： From a Devastating War to Crippled 

Military Welfare: The Untold Story of the 

Ottoman Veterans of World War I in the 

Armistice Period

■オスマン帝国に関する講演会 
（2018 年 7 月 31 日、於：同志社大学）

開会挨拶：小松香織 （早稲田大学）
報告者： Mehmet Beşikçi （Yıldız Technical University）
題　目： The Uneasy Evolut ion of  Ot toman 

Consc r ip t i on :  The  App l i ca t i on  o f 

Compulsory Military Service in a Multi-

Ethnic and Multi-Religious Empire before 

and during World War I

報告者：Nurşen Gürboğa （Marmara University）
題　目： The 1923 Population Exchange and the 

State Policies towards the Exchanged 

Muslim Roma Community

■国際ワークショップ「カザフスタンと日本の協
力関係が拓く中央アジア近代史研究の新地平」

（2018 年 9 月 7 日、於：アルファラビ名称カザフ国立大

学、カザフスタン共和国）

開会挨拶 ：Gulmira Sultangalieva （Al-Farabi 
Kazakh National University）

桜井啓子 （早稲田大学）
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前半部
司　会 ： Gulmira Sultangalieva （Al-Farabi Kazakh 

National University）
報告者： Tuleshova Ulzhan （Al-Farabi Kazakh 

National University

題　目 ： Inclusion of Nomads in the Nobility of the 
Russian Empire

報告者： Seilbekova Meruert （Al-Farabi Kazakh 
National University）

題　目 ： Chigen Musin: Hereditary Tarhan, Ruler 
of Tribe, Biy

報告者： Sultangalieva Gulmira （Al-Farabi Kazakh 
National University）

題　目 ： Deputies of the Inner Horde: Service on 
the Border Zone of the Russian Empire 

（Second Half of the 19th Century）

後半部
モデレーター：杉山隆一 （早稲田大学）
報告者： 長沼秀幸（日本学術振興会、Al-Farabi 

Kazakh National University）
題　目 ： How was the Russian Empire ‘Entangled’ 

in Local Affairs among the Kazakh Elites: 

A Case Study of the Okrug System

報告者： 井上岳彦（日本学術振興会、東北大学）
題　目 ： Kalmyk Leader Attempted To Change the 

Empire: Ts.-D. Tundutov’s Strategy in 

the Late Nineteenth and Early Twentieth 

Century

報告者： 植田暁（日本学術振興会、北海道大学）
題　目 ： Economic Changes in Kazakhstan during 

Total Collectivization: A Case Study 

Using Historical GIS

報告者： 秋山徹（早稲田大学）
題　目 ： Nomadic Hero as a Mediator of Intelligence: 

On Survival Strategy of a Kirghiz Chieftain

モデレー ター：Gulmira Sultangalieva（Al-Farabi 
Kazakh National University）

閉会挨拶：秋山徹（早稲田大学）
※ 本イベントは、カザフ国立大学歴史学部と
の共催で実施された。

■国際ラウンドテーブル「国際大学ランキングとア
ジアにおける国立大学の国際化」 

（2018 年 9 月 7 日、於：アルファラビ名称カザフ国立大

学、カザフスタン共和国）

モデレー ター：Burkitbayev Mukash Myrsabaevich 

（Al-Farabi Kazakh National University）
基調講演：桜井啓子（早稲田大学）
題　目： World University Rankings and Its Impact 

on Universities in the Middle East

報告者： Burkitbayev Mukash Myrsabaevich （Al-
Farabi Kazakh National University）

題　目： Ranking Strategy of al-Farabi Kazakh 
National University

討論者：長谷部圭彦（早稲田大学）
※ 本イベントは、カザフ国立大学歴史学部と
の共催で実施された。

■オスマン帝国に関する講演会（2018 年 9 月 22 日）

講演者： Edhem Eldem （Boğaziçi University, 
Collège de France）

題　目： The Education of Ottoman Princes in the 
Nineteenth Century

■国際シンポジウム Comparative Studies of Islamic 
Areas: New Actors, Fresh Angles 

（2018 年 9 月 29 日～ 30 日）

一日目（9月29日）
開会挨拶：桜井啓子 （早稲田大学）
基調講演 ：Edhem Eldem （Boğaziçi University, 

Turkey and Collège de France）
題　目 ： Rethinking Ottoman History in the Light 

of the Very Recent Past

セッショ ン1： The Middle East and the Economy 
of the British Empire

報　告： Jack Seddon （Queen’s University Belfast）
題　目 ： F ragmenta t ion  by  Des ign :  Br i t i sh 

Discrimination and the Middle East in the 

Sterling Area

討論者 : 秋田茂（大阪大学）
討論者 : Gerold Krozewski （大阪大学）
司　会： 佐藤尚平 （早稲田大学）
※ 本セッションは、科学研究費基礎研究（A） 
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「世界システムの転換点としての1970年代―
石油危機の衝撃」との共催で開催された。

セッショ ン 2： Risks and Reactions in the Arab 
Monarchies 

報告 1 ： Adel Abdel Ghafar （Brookings Doha 
Center）

題　目 ： Towards a New Social Contract? The 
Politics of Economic Reform in the GCC

報告 2：  近藤重人 （日本エネルギー経済研究
所）

題　目 ： GCC’s Economic Relationships with 
Jordan and Morocco:  Comparat ive 

Perspective

報告 4 ：  Marc Valeri （University of Exeter）
題　目 ： Au thor i t a r ian ism and  S t ra teg ies  of 

Legitimation in the GCC Monarchies Post-

2011: A Political Economy Perspective

討論者 ： Matthew Gray （早稲田大学）
司　会 ： 白谷望（愛知県立大学）

セッショ ン 3.：Mashhad, A Shiite Mausoleum 
City – Various Aspects of Its Development 

during the Safavid and Afsharid Period 

報告 1 ：  Zahra Talaee （Museums and Document 
Center of Astan-e Qods-e Razavi）

題　目 ： Using Documentary Evidence to Chart 
the Urban Development of Mašhad in the 

Ṣafavīd Period

報告 2 ：  May Farhat （Holy Spirit University of 
Kaslik）

題　目 ： The Mashhad Shrine in the Early 17th 
Century

報告 3 ： 杉山隆一（早稲田大学）
題　目 ： Nader Shah’s Urban Development Project 

in Mashhad during Afsharid Period

討論者 ： 近藤信彰 （東京外国語大学）
司　会 ：長谷部圭彦（早稲田大学）

二日目（9月30日）
セッショ ン4：Internationalizing the Middle East’s 

National Universities: Opportunity or 

Challenge?

報告 1 ： Afsaneh Tavassoli （Al-Zahra University）
題　目 ： Internationalization of the Universities in 

Iran and Its Challenges

報告 2 ： 桜井啓子 （早稲田大学）
題　目 ： G l o b a l  U n i v e r s i t y  R a n k i n g s  a n d 

I n t e r n a t i o n a l i z a t i o n  o f  N a t i o n a l 

Universities in the Middle East

討論者 ： 中島悠介 （大阪大谷大学）
司　会 ：長谷部圭彦 （早稲田大学）

セッショ ン5：National Historiography Reconsidered: 
Challenges for the Modern History of Central 

Asia

報告 1 ： Aminat Chokobaeva （Sydney University）
題　目 ： The Past in the Present: Commemoration, 

History and Representation in Post-Soviet 

Kyrgyzstan and Kazakhstan

報告 2 ： J ipar  Duishembieva （ Independent 
Researcher）

題　目 ： A Diary of a Priest: Violence, Trauma, and 
Memory in the Revolt of 1916 in Central 

Asia

報告 3 ： 帯谷知可 （京都大学）
題　目 ： National Delimitation of Central Asia in 

the New National History of Uzbekistan

討論者 ： 小松久男 （東京外国語大学）
司　会 ：秋山徹 （早稲田大学）

セッショ ン 6：Japan-Middle East Relations: 
Origins, Dynamics, and Pluralism

報告 1 ： Bahadir Pehlivanturk （TOBB University 
of Economics and Technology）

題　目 ： Turkish-Japanese Relations

報告 2 ： 武藤弘次（中東協力センター）
題　目 ： Development of Saudi Arabia – Japan 

Reciprocal Relations, 1955-2015

報告 3 ： Steven Wright （Hamad bin Khalifa 
University）

題　目 ： LNG Market and Supply: Middle East and 
Japan

報告 4 ：  齋藤純（JETRO アジア経済研究所）
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題　目 ： Gulf and Japan Non-Energy Sector 
Economic Relations

討論者 ：須藤繁（帝京平成大学）
討論者 ：横田貴之 （明治大学）
司　会 ：中村覚 （神戸大学）

閉会挨拶：Matthew Gray （早稲田大学）

■ Fabrizio Speziale 教授講演会（2018 年 10 月 18 日）

報告者：  Fabrizio Speziale （The School of Advanced 
Studies in the Social Sciences （EHESS））

題　目 ： Persian Writings on Ayurvedic Medicine: 
The Construction of a Genre

■ Fabrizio Speziale 教授講演会（2018 年 10 月 26 日）

報告者：  Fabrizio Speziale （The School of Advanced 
Studies in the Social Sciences （EHESS））

題　目 ： Ḫilṭ or doṣa? Translation and Interpretation 
of Ayurvedic Theory of Tridoṣa in Early-

Modern Persian Texts

■第 10 回 日本・イラク学術合同会議「日本とイラ
クの教育制度―比較の視座から」 

（2018 年 11 月 17 日、18 日）

一日目（11月17日）
司　会 ：酒井啓子（千葉大学）
開会挨拶：桜井啓子（早稲田大学）
来賓挨拶：松林健一郎（外務省）
　　　　 オサーマ・アブドッラッティーフ 

（バグダード大学）
　　　　岩井文男（内閣府）
　　　　 ハリール・イスマーイール・アブドゥ

ルサーヒブ・アル・ムーサウィー 

（駐日イラク大使）
　　　　大野元裕（参議院議員）

基調講演 ：片倉邦雄（元駐エジプト・イラク・
UAE大使／日本アラブ協会副会長／
片倉もとこ記念沙漠文化財団評議員）

題　目 ：イラクの友人：照る日、曇る日

特別パネ ル「日本とイラクの関係：ビジネス、

援助、外交」
報告 1 ：坂本威午（JICA日本国際協力機構）
報告 2 ：星野守（国連協会）
報告 3 ： 斉藤亮平（JIM-NET特定非営利活動法

人日本イラク医療支援ネットワーク）

特別講演
講演者：山尾大（九州大学）
題　目 ： 2018年議会選挙における政治不信が

もたらした組織政党の躍進

 パネル1 「考古学分野における日本とイラクの
協力関係の過去と未来」

報告 1 ： ライス・フセイン（バグダード大学人
文学部）

題　目 ： 考古学、イラクの遺産と教育 : 歴史的
見地」

報告 2 ： 小口裕通・岡田保良（国士館大学イラ
ク古代文化研究所）

題　目 ： 1970年以降の古代メソポタミアに関
して実施された国士舘大学調査活動を
振り返る

報告 3 ： 前川和也（国士館大学）
題　目 ： 国士舘大学と紀元前3千年紀のバビロ

ニア」
報告 4 ：  西山伸一（中部大学人文学部）
題　目 ： 境界地域：イラク・クルディスタン地

域における考古学と文化遺産に対する
日本の貢献

 

パネル2「日本で学ぶイラク人学生の研究報告」
報告 1 ：  ハイダル・リダー・ムハンマド（千葉

大学大学院）
題　目 ： 「イラクの再部族化」
報告 2 ：  アフマド・アミール・イスマイール（九

州大学大学院）
題　目 ： イラクの大量破壊兵器廃棄のための

UNSCOM （1991-1998） とUNMOVIC 

（1999-2007）のメカニズム
報告 3 ： ヌールッディーン・アリー・サイード

（東京医科歯科大学大学院）
題　目 ： 東京医科歯科大学における歯科接着研
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究
報告 4 ：  サーティア・ハサン（金沢大学大学院）
題　目 ： 硫酸還元、脱窒、嫌気性アンモニア酸

化、部分的硝化による高アンモニア含
有廃水からの窒素除去

二日目（11月18日）
 パネル3「復興後のイラクにおける教育の役割」
司　会 ：桜井啓子（早稲田大学）
報告 1 ： ウサーマ・アブドゥルラティーフ 

（バグダード大学）
題　目 ： イラクにおける国際協力の中での高等

教育：バグダード大学の経験
報告 2 ： サラーハ・ハサン・ジャービリー 

（バグダード大学）　
題　目 ： イラクと日本の教育制度：哲学的見地

から」
報告 3 ：  フサイン・バハーディリー（イラキー

ヤ大学）
題　目 ： イラクの歴史教育 : イラクでのカリ

キュラムを巡る研究

パネル4「教育の役割：日本とイラクの場合」
司　会 ： 三浦徹（お茶の水女子大学）
報告 1 ：  土田雄一（千葉大学）
題　目 ： 社会性を育てる日本の学校教育～特別

活動と道徳教育の視点から
報告 2 ：  アラー・アーミリー（ムスタンシリー

ヤ大学人文学部）
題　目 ： 日本型教育：特活―特別活動
報告 3 ： マフムード・カイスィー（バグダード

大学）
題　目 ： 道徳（『わたしたちの道徳』）：イラク

の学校、大学において日本的価値体系
を適用する試み

パネル5「日本型地域研究」
司　会 ： 山尾大（九州大学）
報告 1 ： 酒井啓子（千葉大学）
題　目 ： 日本の中東研究の歴史：第二次大戦前

からイラク戦争後まで
報告 2 ：  ズィクラー・アーディル（バグダード

大学大学院）、マフムード・カイスィー
（バグダード大学）

題　目 ： 板垣雄三：イラク的見地から見た彼の
アラブ研究の成果

報告 3 ：  三浦徹（お茶の水女子大学）
題　目 ： 日本の地域研究：地域を超えた歴史的

な取り組み
 

 パネル6 「日本におけるシーア派イスラームと
その聖地に関する研究」

司　会 ：森本一夫（東京大学）
報告 1 ： 黒田賢治（国立民族学博物館／人間文

化研究機構）
題　目 ： 聖地の物質性：現代イランにおける工

芸と「伝統」に関する研究
報告 2 ： 水上遼（東京大学大学院）
題　目 ： イラクのシーア派法学者と12-14世紀

におけるイマーム愛の広がり：彼らに
よるファダーイルのスンナ派読者向け
戦略的編集

閉会挨拶 ：マフムード・カイスィー（バグダー
ド大学）、酒井啓子（千葉大学）

※ 本シンポジウムは、国際交流基金、千葉大
学、文部科学省科研費（16H06546）グローバ
ル関係学との共催で開催された。

■第 2 回日独マムルーク研究ワークショップ 
（2018 年 12 月 1 日、2 日）

一日目（12月1日）
開会挨拶：大稔哲也 （早稲田大学）
セッショ ン1： Case Studies on Individual Intellectuals

報告 1 ：  Stephan Conermann （University of Bonn）
題　目 ： Some Considerations on Ibn Jamā‘a’s （d. 

1341） Tadhkirat al-sāmi‘ wal-mutakallim 
fī adab al-‘ālim wal-muta‘allim

報告 2 ： Abdelkader Al Ghouz （University of Bonn） 
題　目： Not that Simple: al-Bayḍāwī’s Contribution 

to the Process of Naturalizing Peripatetic 

Phi losophy in  Dia lec t ic  Theology: 

Cosmology as a Case Study

報告 3：  荒井悠太 （早稲田大学大学院）
題　目 ： Rethinking Ibn Khaldūn’s Perspective on 
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“Change” of Historical Circumstances: 

Theorization and Description

報告 4 ：  Anna Kollatz （University of Bonn）
題　目 ： Tracing Ibn Iyās‘ Narrative: Shajar ad-

Durr from ‘Uqūd al-jumān to Badā’i‘ az-

zuhūr 

パネル ：－An Arabic Republic of Letters in the 
Middle Ages? Intellectual Networks 

between the Maghrib and the Mashriq 

（Panel organized by Takao Ito）
趣旨説明：伊藤隆郎 （神戸大学）
報告 1 ： Alex Mallett （早稲田大学）
題　目 ： Spain, Sicily, Syria: Muslim Explanation 

for the First Crusade

報告 2 ： 柳谷あゆみ （公益財団法人東洋文庫）
題　目 ： Private Letter Exchange of Intellectuals in 

Medieval Arabic World: Focusing Mainly 

on al-Qadi al-Fadil and Imad al-Din al-

Isfahani

報告 3 ： 佐藤健太郎 （北海道大学）
題　目 ： Maghribi Tradition of Knowledge in 

Mamluk Cairo: An Analysis of Isnād of 

Ibn Khaldūn

報告 4 ：伊藤隆郎 （神戸大学）
題　目 ： Writing a Biography of Ibn Khaldūn

二日目（12月2日）
セッション 2：Mamluk Dynasty and Its Rule

報告 1 ：  太田（塚田）絵里奈（慶應義塾大学 /東
京外国語大学）

題　目 ： Banū Muzhir and Marriage as a Family 
Strategy

報告 2 ： 手島秀典 （中央大学大学院）
題　目 ： The Promotional Steps of Influential 

Amirs in the Late Mamluk Dynasty: The 

Study of Career of Government officials 

under the Reign of Sultan al-Ashraf 

Qāytbāy

セッショ ン3：Networks and the Mobility of Ideas 
and Individuals 

報告 1 ： 大津谷馨 （University of Liège/京都大学）

題　目 ： Places of Origin of Scholars Who Visited 
Mecca and Medina in the Bahri Mamluk 

Period

報告 2 ：  Mohammad Gharaibeh （University of 
Bonn）

題　目 ： The Sociology of Commentarial Literature. 
An Analysis of the Commentary Tradition 

of the Muqaddima of Ibn aṣ-Ṣalāḥ （d. 

643/1245） from the Perspective of the 
Sociology of Knowledge

報告 3 ： 近藤真美 （龍谷大学） 
題　目 ： Taqīy al-Dīn al-Subkī and the Society in 

Damascus

セッショ ン 4：Society and Environment as seen 
from the Documents 

報告 1 ： 久保亮介 （一橋大学大学院）
題　目 ： Management and Administration of a 

Waqf Facility in Mamluk Cairo: Who 

were the Beneficiaries?

報告 2 ： Bethany J. Walker （University of Bonn）
題　目 ： Agricultural Terracing and Gardening 

for Profit: Transformation of Palestinian 

Landscapes in the Mamluk Period

報告 3 ： 大稔哲也（早稲田大学）
題　目 ： Some Reflections on the Functioning 

of Waqfs that Provided for Egyptian 

Cemeteries 

フリートーク
松田俊道（中央大学） 
題　目： Court Records in the Mamluk Period: The 

Case of Maḥdar”

堀井優 （同志社大学） 
題　目： European Commercial Privileges in Later 

Mamluk Egypt”

亀谷学（弘前大学）
谷口淳一（京都女子大学）
吉村武典（大東文化大学）

閉会挨拶 ：Stephan Conermann（University of 
Bonn）
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※ 本ワークショップは、早稲田大学文学部・
文学学術院「中東・イスラーム研究コース」、
ボン大学（ドイツ）との共催で開催された。

4．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（2018 年 5 月 21 日）

講演者：Prema Kurien （Syracuse University）
題　目： “Race, Religion, and Citizenship: Indian 

American Political Advocacy”

■第 2 回アジア・ムスリム研究会（2019 年 3 月 23 日）

報告 1 ： 小島宏 （早稲田大学）
題　目： 「フランスのムスリマにおけるベール

着用の関連要因」
報告 2 ： 鄭栄桓（明治学院大学）
題　目： 「「朝鮮籍」はいかにして生まれたか：

植民地解放後における在日朝鮮人の国
籍問題」

■第 2 回次世代部会「モスク・モスク外スペースの
機能と役割」（2018 年 9 月 15 日）

開会挨拶：岡井宏文（早稲田大学）
第 1部：次世代にとってのモスクの機能と役割
第 2部： 次世代にとってのモスク外スペースの

機能と役割
閉会挨拶：店田廣文（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、早稲田大学アジア・ムスリム研究所
との共催により開催された。

■第 11 回マスジド（モスク）代表者会議「ムスリムが
生きた「平成」の時代―遺産・継承・融合・断絶・
競合」（2019 年 2 月 10 日）

開会挨拶：店田廣文（早稲田大学）
趣旨説明：岡井宏文（早稲田大学）
第 1部： 日本のイスラームの遺産とその継承
第 2部： 日本のイスラームの将来構想
第 3部： パネル・ディスカッション
閉会挨拶 ：小島宏（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。

5．マイクロフ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
てきました。
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。
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
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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
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。
・ 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）“Confidential U.S. State Department 
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）

6．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」を進めてき
ました。2018年度には、以下の研究活動を行い
ました。

■第 1 回研究会（2018 年 7 月 7 日、於：上智大学）

報告 1 ： 高尾賢一郎（日本学術振興会、東京外
国語大学）

題　目 ：  サウジアラビアにおける宣教の射程と
ワッハーブ主義

報告 2 ： 奈良雅史（北海道大学）
題　目 ： 現代中国におけるダアワの展開―中国

雲南省の事例から
報告 3 ： 藤野陽平（北海道大学）
題　目 ： 戦後台湾の民主化運動と長老教会　宣

教と社会運動という視点から

■第 2 回研究会（2018 年 11 月 17 日、於：東京大学）

開会挨拶：黒木英充（東京外国語大学）
趣旨説明：後藤絵美（東京大学）

第一部 ： 「非暴力」という戦略（報告はすべて英
語）

報告 1 ： 谷口真紀（滋賀県立大学）
題　目 ： 戦略的非暴力行動の主唱者、ジーン・

シャープ
報告 2 ：  ムハンマド・ムーサー（イスタンブル・

サバハッティン・ザイム大学）
題　目 ： ジャウダト・サイードと非暴力の終焉：

不服従、国家、民の力
報告 3 ： 鳥山純子（立命館大学）
題　目 ： 女性性か反マッチョ主義か―非暴力運

動における女性の役割を再考する

第二部： 「非暴力」という未来（講演はすべて英
語）

報告 1 ：  根本敬（上智大学）
題　目 ： アウンサンスーチーの「非暴力」戦略

―ビルマ（ミャンマー）の民主化に向
けて

報告 2 ：  シブリー・マッラート（ユタ大学、マッ
ラート法律事務所）
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題　目 ： 女性、宗教、法と「非暴力」の未来―
『非暴力の哲学』への議論

閉会挨拶：長沢栄治（東京大学）
※ 本研究会は、科研費基盤研究（A）「イスラー
ム・ジェンダー学の構築のための基礎的総合
的研究」（代表：長沢栄治）、東京大学東洋文
化研究所、東京大学 日本・アジアに関する
教育研究ネットワーク（ASNET）、科研費若
手研究「近現代イスラームにおける「排除」
と知識人に関する研究」（代表：後藤絵美）と
の共催で開催された。

■第 3 回研究会（2019 年 2 月 9 日、於：上智大学）

報告 1 ： 澤井真（京都大学）
題　目 ： 悲から出でる喜び―イスラームの神秘

思想家たちの語りを通して
報告 2 ： 菊谷竜太（京都大学）
題　目 ： インド密教における悲愍の実践―ジュ

ニャーナパーダ流における「完全な 

る悲愍（thugs rjes rgyas ba / snying rje 
yongs gang: *karuna- / krpa-paripurna）」
をめぐって

報告 3 ： 福田雄（東北大学東北アジア研究セン
ター）

題　目 ： 悲しみと向き合うための技法―インド
ネシア・アチェの津波記念行事を事例
として

7．その他の活動

■国際シンポジウム Ethnicities in China and their 
Interaction with Global Society in the era of BELT 
and ROAD INITIATIVE（2018 年 11 月 4 日）

開会挨拶：松本ますみ（室蘭工業大学）
司　会 ：新保敦子（早稲田大学）
基調講演：馬強 （中国陝西師範大学）
題　目 ： Ethnicity as Soft Power: the Role of 

Migrating Hui to the Belt and Road 

Initiatives

報告 1 ： 奈良雅史（北海道大学）

題　目 ： A Change in Ethnicity/Religiosity of Hui 
People and Tourism Development: A Case 

Study of Hui Muslim Society in Yunnan 

Province, China

報告2 ： Assel G. BITABAROVA （北海道大学大
学院）

題　目 ： Brokers of the ‘New Silk Road’?: A Case 
Study of Kazakhstani Dungans

報告 3 ： Bro Francesca ROSATI （Leiden University, 
EHESS）

題　目 ： Chinese Muslim Women’s Networking on 
the Global Arena in the Era of BELT and 

ROAD INITIATIVE. The case of Little 

Mecca’s nüxiao’s overseas students in 

Malaysia

討論者 ：海野典子（日本学術振興会、中央大学）
閉会挨拶：松本ますみ（室蘭工業大学）
主　催 ： 本科学研究費補助金　基盤研究（B）

「中国の一帯一路構想の系譜とエスニ
シティのネットワークを介した対外文
化戦略の研究」

8．出版活動

■イスラーム地域研究ジャーナル』11 号 
（2019 年 3 月 31 日刊行）

※ 本誌は早稲田大学リポジトリから電子版の閲
覧・ダウンロードが可能です（https://waseda.
repo.nii.ac.jp/）。


