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№ 書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

1 イスラーム信仰叢書 ７ イスラームと女性 河田 尚子∥編著 国書刊行会 2011 167イ

2 イスラームの日常世界 片倉 もとこ∥著 岩波書店 1991 167カ

3 イスラーム マリーズ・リズン∥著 岩波書店 2004 167リ

4
イスラーム化する世界
グローバリゼーション時代の宗教

大川 玲子∥著 平凡社 2013 167.3オ

5
アラビアン・ナイトの中の女奴隷
裏から見た中世の中東社会

波戸 愛美∥著 風響社 2014 227ハ

6
中東とイスラーム世界が一気にわかる本
歴史図解

宮崎 正勝∥著 日本実業出版社 2015 227ミ

7 語れなかった物語 ある家族のイラン現代史
アーザル・ナフィーシー
∥著

白水社 2014 289.2ナ

8 私は逃げない　ある女性弁護士のイスラム革命 シリン・エバディ∥著 ランダムハウス講談社 2007 289.3エ

9
もう、服従しない　　イスラムに背いて、私は人生を
自分の手に取り戻した

アヤーン・ヒルシ・アリ
∥著

エクスナレッジ 2008 289.3ヒ

10 女ひとり、イスラム旅 常見 藤代∥著 朝日新聞出版 2015 292.7ツ

11
アラブ革命への視角
独裁政治、パレスチナ、ジェンダー

平井 文子∥著 かもがわ出版 2012 302.2ヒ

12 ぼくたちは見た ガザ・サムニ家の子どもたち 古居 みずえ∥著 彩流社 2011 302.2フ

13 バグダッド・バーニング イラク女性の占領下日記 リバーベンド∥著 アートン 2004 302.2リ

14 ヴェールの政治学
ジョーン・Ｗ．スコット∥
〔著〕

みすず書房 2012 316.2ス

15 ヴェール論争 リベラリズムの試練
クリスチャン・ヨプケ∥
著

法政大学出版局 2015 316.2ヨ

16 私はアメリカのイスラム教徒
アスマ・グル・ハサン∥
著

明石書店 2002 S316.8ハ

17 グローバル・ジャスティス  新たな正義論への招待 内藤 正典∥ほか編著 ミネルヴァ書房 2013 319グ

18 はじめて出会う平和学　未来はここからはじまる 児玉 克哉∥ほか著 有斐閣 2004 319.8ハ

 イスラームとモダニティ 現代イランの諸相     
                         中西久枝∥著／風媒社／302.2ナ 
 
  イスラーム社会と「民主主義」、「人権」、「フェミニズム」そして「市民社会」との関係をどう 
  捉えるか。9.11同時多発テロ以後のイランを取りまく国際情勢を踏まえ、西欧と葛藤する 
  イスラーム社会の変容に迫る。 

 イスラームとヴェール 現代イランに生きる女たち           
                   中西久枝∥著／晃洋書房／367.22ナ 
 
  イラン革命という社会変化に対し、イランの女性たちはそれをどう受け入れたり 
  反発したりしてきたのか。イランの女性のヴェールの向こうにあるものを探る。  

今こそ知っておきたい！中東・イスラーム 
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19
ジェンダーにおける「承認」と「再分配」
格差、文化、イスラーム

越智 博美∥ほか編著 彩流社 2015 367.2ジ

20
イスラームにおける女性とジェンダー
近代論争の歴史的根源

ライラ・アハメド∥著 法政大学出版局 2000 367.22ア

21
「女性をつくりかえる」という思想
中東におけるフェミニズムと近代性

ライラ・アブー＝ルゴド
∥編著

明石書店 2009 367.22ア

22 イスラームの性と文化 加藤 博∥編 東京大学出版会 2005 367.22イ

23
現代アジアの女性たち
グローバル化社会を生きる

福原 裕二∥ほか編 新水社 2014 367.22ゲ

24 イスラーム世界の女性たち 白須 英子∥著 文芸春秋 2003 367.22シ

25 ムスリムの女たちのインド
柴原 三貴子∥文，写
真

木犀社 2012 367.22シ

26
中東・北アフリカにおけるジェンダー
イスラーム社会のダイナミズムと多様性

ザヒア・スマイール・サ
ルヒー∥編著

明石書店 2012 367.22チ

27
イスラーム世界のジェンダー秩序
「アラブの春」以降の女性たちの闘い

辻上 奈美江∥著 明石書店 2014
367.22
ツ

28
現代サウディアラビアのジェンダーと権力
フーコーの権力論に基づく言説分析

辻上 奈美江∥著 福村出版 2011 367.22ツ

29
イスラームとジェンダー
現代イランの宗教論争

ズィーバー・ミール=ホ
セイニ―∥著

明石書店 2004 367.22ミ

30 イスラームの女たち　ヴェールのかげの真実 ナイラ・ミナイ∥著 ＢＯＣ出版部 1992 367.22ミ

31 ヴェールよさらば　イスラム女性の反逆
ファティマ・メルニー
シー∥著

アストラル 2003 367.22メ

32
インドネシアの近代女子教育
イスラーム改革運動のなかの女性

服部 美奈∥著 勁草書房 2001 372.2ハ

33 ムスリマを育てる　インドネシアの女子教育 服部 美奈∥著 山川出版社 2015 372.2ハ

34 イスラームの性と俗　トルコ農村女性の民族誌 中山 紀子∥著 アカデミア出版会 1999 382.2ナ

35 女ノマド、一人砂漠に生きる 常見 藤代∥著 集英社 2012 382.4ツ

36
神のためにまとうヴェール
現代エジプトの女性とイスラーム

後藤 絵美∥著 中央公論新社 2014 383.2ゴ

37 アラブ、祈りとしての文学 岡 真理∥〔著〕 みすず書房 2008 929.7オ

38 ヴェール
エレーヌ・シクスー、
ジャック・デリダ∥著

みすず書房 2014 954シ

39
あたし、メラハファがほしいな
さばくのくにモーリタニアのおはなし

ケリー・クネイン∥文
ホダー・ハッダーディ∥
絵

光村教育図書 2014 Eク

DVD
タイトル 監督名等 請求記号 制作年 備考

1 少女は自転車にのって
ハイファ・アル・マン
スール∥監督，脚本

DFア/1702 2012 DVD

2 ガーダ パレスチナの詩
古居 みずえ∥撮影,監
督

DWマ/0988 2005 DVD
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