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1110243258 アラビアンナイトと北アフリカの物語 鷲見 朗子／編
「文化の航跡」刊行
会

2014

1108770478 百一夜物語 鷲見 朗子／訳 河出書房新社 2011

1107151423 文化の航跡 京都ノートルダム女子大学／編 思文閣出版 2005

1111034300 物語創世 マーティン・プフナー／著 早川書房 2019

1110700877 名著で読む世界史120 池田嘉郎／編 山川出版社 2016

1110552419 図説「千夜一夜物語(アラビアン・ナイト)」 A.J.ルスコーニ／編 而立書房 2015

1110528161 言葉から文化を読む 西尾 哲夫／著 臨川書店 2015

1108991728 アラビアン・ナイトの中の女奴隷 波戸 愛美／著 風響社 2014

1110074398 アラビアン・ナイトと日本人 杉田 英明／著 岩波書店 2012

1108950138 世界史の中のアラビアンナイト 西尾 哲夫／著 NHK出版 2011

1108756147 『アラビアン・ナイト』の国の美術史 小林 一枝／著 八坂書房 2011

1108404730 アラビアンナイト 西尾 哲夫／著 岩波書店 2007

1107134387 アラビアンナイト博物館 国立民族学博物館／編 東方出版 2004

1108057298 図説アラビアンナイト 西尾 哲夫／著 河出書房新社 2004

1106248766 千夜一夜物語と中東文化 前嶋 信次／著 平凡社 2000

1106138280 必携アラビアン・ナイト ロバート・アーウィン／著 平凡社 1998

1107290080 アラビアン・ナイト99の謎 矢島 文夫／著 PHP研究所 1992

1100605078 アラビアン・ナイト 1～ 前嶋 信次／訳 平凡社 1985～

1100604964 アラビアンナイトの世界 前嶋 信次／著 講談社 1970

1102872759 千夜一夜の世界 リチャ-ド・F.バ-トン／著 桃源社 1963

1102872486 あらびあんないと事典 大場正史／編 青蛙房 1961

1110449038 アラビア語の世界 ケース・フェルステーヘ／著 三省堂 2015

1107923961 アラビア語文法解説 鈴木 紘司／著
日本サウディアラビ
ア協会

2010

1110161492 ニューエクスプレスアラビア語 竹田 敏之／著 白水社 2013

1108640721 アラビア語の歴史 水谷 周／著 国書刊行会 2010

1108467323 イスラーム世界のことばと文化 佐藤 次高／編著 成文堂 2008

1108251032 パスポート日本語アラビア語辞典 本田 孝一／編 白水社 2004

1108322767 ステップアップアラビア語の入門 本田 孝一／著 白水社 2004

1108069657 〈図説〉アラビア文字事典 ガブリエル・マンデル・ハーン／著 創元社 2004

1108026053 はじめてのアラビア語 宮本 雅行／著 講談社 2003

1108145150 アラビア語のかたち 師岡 カリーマ・エルサムニー／著 白水社 2002

1106930553 アラブ・イスラム研究誌 ヨーハン・フュック／著 法政大学 2002

1106036906 日本語アラビア語基本辞典 田中 博一／著 鳥影社 1999

1101928693 アラビア文字を書いてみよう読んでみよう 本田 孝一／著 白水社 1999
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1110160908 パスポート初級アラビア語辞典 本田 孝一／編 白水社 2013

1100228152 アラビア語夜話 平田 伊都子／著 南雲堂 1989

1110945787 大学生・社会人のためのイスラーム講座 小杉泰／編 ナカニシヤ出版 2018

1110794896 物語アラビアの歴史 蔀勇造／著 中央公論新社 2018

1110703905 ようこそアラブへ ハムダなおこ／著 国書刊行会 2016

1110483375 人名から読み解くイスラーム文化 梅田修／著 大修館書店 2016

1110440250 イスラーム基礎講座 渥美 堅持／著 東京堂出版 2015

1110192539 イスラーム・シンボル事典 マレク・シェベル／著 明石書店 2014

1110387030 アラブ・イスラム・中東用語辞典 松岡 信宏／著 成甲書房 2014

1110380365 イスラーム書物の歴史 小杉 泰／編 名古屋大学出版会 2014

1110176482 イスラーム世界歴史地図 デヴィッド・ニコル／著 明石書店 2014

1110369483 イスラームの写本絵画 桝屋 友子／著 名古屋大学出版会 2014

1110141288 イスラーム建築の世界史 深見 奈緒子／著 岩波書店 2013

1110145784 アラブからこんにちは ハムダなおこ／著 国書刊行会 2013

1110113758 イスラムとは何か。 ペン編集部／編
阪急コミュニケー
ションズ

2013

1108950070 イスラーム 文明と国家の形成 小杉 泰／著 京都大学学術出版会 2011

1108724327 イスラームから見た「世界史」 タミム・アンサーリー／著 紀伊國屋書店 2011

1108871680 イスラム建築がおもしろい! 深見 奈緒子／編 彰国社 2010

1108484427 イスラーム世界研究マニュアル 小杉 泰／編 名古屋大学出版会 2008

1108447960 イスラームの世界観 片倉 もとこ／著 岩波書店 2008

1108330976 イスラーム世界の創造 羽田 正／著 東京大学出版会 2005

1108308683 〈オックスフォード〉イスラームの歴史　1 ジョン・エスポジト／編 共同通信社 2005

1108258995 記録と表象 史料が語るイスラーム世界 林 佳世子／編 東京大学出版会 2005

1108164664 イスラームの国家と王権 佐藤 次高／著 岩波書店 2004

1107097808 キーワードで読むイスラーム 佐藤 次高／編 山川出版社 2003

1108033414 イスラーム建築の見かた 深見 奈緒子／著 東京堂出版 2003

1106991613 最新誰にでもわかる中東 小山 茂樹／著 時事通信社 2002

1106948027 イスラーム世界事典 片倉 もとこ／編集代表 明石書店 2002

1108120823 文明論としてのイスラーム 山内 昌之／著 角川書店 2002

1105981318 イスラーム世界の二千年 バーナード・ルイス／著 草思社 2001

1105583734 イスラムの誘惑 菊間 潤吾／監修 新潮社 2001

1101812145 イスラム幻想世界 桂 令夫／著 新紀元社 1998

1104949209 文明としてのイスラム 加藤 博／著 東京大学出版会 1995

1107923011 イスラームとは何か 小杉 泰／著 講談社 1994

1104920499 事典イスラームの都市性 板垣 雄三／編 亜紀書房 1992

1100169141 イスラーム全史 余部 福三／著 勁草書房 1991

1102753736 イスラーム文化 井筒 俊彦／著 岩波書店 1991

1101610424 イスラム文化と歴史 前嶋 信次／著 誠文堂新光社 1984
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