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授業の目標（Course Objectives） 

①「イスラーム美術」がヨーロッパや日本に与えた影響や、②「イスラーム美術」とイスラームの教義を基盤とした社会との関わり、

③南インド、東南アジア、中国において展開したイスラーム美術について見識を深めることで、ムスリムのための／ムスリムによ

る／ムスリムの文化を題材とした美術、音楽、文学作品が創り出された政治的・文化的・宗教的コンテクストについて、多角的に

論述することができるようになることを目標とします。 

 

This course is designed to provide the students with an opportunity to gain knowledge in 1) the impact of “Islamic art” on 

Europe and Japanese culture, 2) the relationship between the “Islamic art” and the society based on the doctrines of Islam, and 

3) Islamic art developed in the South India, the South East Asia, and China. In so doing, it aims to assist students in articulating 

their ideas on the political, cultural, and religious contexts in which art, music, and literature for Muslims, by Muslims, or on the 

topic of Muslim culture, have been created.  

 

授業の内容（Course Contents） 

 第 2 回から第 6 回の講義では、「オリエンタリズムと物質文化」について検討します。続く第 7 回から第 10 回では、イスラーム

の教義が、物質文化にどのように、そしてどの程度反映されているのかについて、具体的な事例に即して検討します（What is 

"Islamic" about Islamic Art?）。最後に、第 11 章から第 13 章では、ムスリム ・コミュニティが存在し、その構成員が物質文化の担

い手であった/であるにもかかわらず、既存の「イスラーム美術」という西欧中心主義的な学問的枠組みから捨象されてきた地域

（南インド、東南アジア、中国）の物質文化の歴史的展開について学びます。 

 

The lectures will first discuss the relationship between Orientalism and the material cultures (Lecture 2, 3, 4, 5, and 6). Then, 

they will examine the extent to which the doctrines of Islam have inform the material culture (What is “Islamic” about Islamic 

Art?; Lecture 7, 8, 9, and 10). Lastly, they focus on the chronological developments of the material cultures in the South India, 

the South East Asia, and China, which have been excluded from the Eurocentristic academic framework of “Islamic art,” 

notwithstanding the existence of substantial Muslim communities in these areas (Lecture 11, 12, and 13).  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：イスラームとは何か、「イスラーム美術」とは何か 

2. オリエンタリズムと物質文化①：古代から啓蒙の世紀に至るまでの「他者」認識の変遷 

3. オリエンタリズムと物質文化②：ナポレオンのエジプト遠征（1798）以降の「オリエント」認識⑴：オダリスクとトルコ行進曲 

4. オリエンタリズムと物質文化③：ナポレオンのエジプト遠征（1798）以降の「オリエント」認識⑵：イスラモフィリア 

5. オリエンタリズムと物質文化④：オダリスクのその後ー西洋化・近代化する世界と 19–21 世紀の「イスラーム」美術？ 

6. オリエンタリズムと物質文化⑤：オリエントから見た「オリエント」ー日本人の「ペルシャ（波斯）」観 

7. イスラームの教義と物質文化①：クルアーンに登場する 25 人の預言者たちはどのように表象されるのか 

8. イスラームの教義と物質文化②：偶像破壊（イコノクラスム）と偶像忌避（アニコニズム） 

9. イスラームの教義と物質文化③：参詣（ズィヤーラ）と大巡礼（ハッジ）ー聖者信仰と一神教は両立し得るのか？ 

10. イスラームの教義と物質文化④：シーア派とスンナ派ー宗派の違いはどの程度物質文化に反映されるのか？ 

11. 「イスラーム美術」の周縁（ペリフェリー）①：南インド 

12. 「イスラーム美術」の周縁（ペリフェリー）②：東南アジア 

13. 「イスラーム美術」の周縁（ペリフェリー）③：中国 

14. 総括とコメントペーパーに基づくディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回とも、参考文献の一覧を配布しますので、アスタリスクの印があるものを中心に、授業後にできるだけ目を通しておくようにし

てください。授業時間中に適宜、都内近郊で開催中の、「イスラーム美術」作品を扱っている特別展の内容について紹介する予定

です。実際に美術館に足を運び、作品を見ることで、授業内容についての理解を深めるようにしてください。 

 



成績評価方法・基準（Evaluation） 

コメントペーパー（全 14 回、Google Form 使用）(70%)/最終レポート（選択式）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. サイード, エドワード・W. 著; 今沢紀子訳.、1993、『オリエンタリズム（上）』、平凡社 (ISBN:9784582760118) 

2. サイード, エドワード・W. 著; 今沢紀子訳.、1993、『オリエンタリズム（下）』、平凡社 (ISBN:9784582760125) 

3. 中田考監修; 中田香織, 下村佳州紀訳、2014、『日亜対訳クルアーン：[付] 訳解と正統十読誦注解』、作品社 

(ISBN:9784861824715) 

テキストの授業への持参は必須ではありません。 

 

参考文献（Readings） 

1. Shahab Ahmed. 2016. What is Islam?: The Importance of Being Islamic. Princeton University Press (ISBN:9780691164182) 

2. Flood, Finbarr B. and Gülru Necipoğlu, eds.. 2017. A Companion to Islamic Art and Architecture (Blackwell Companions to Art 

History Book 12), 2 vols.. Wiley-Blackwell (ISBN:9781119068662) 

3. 羽田正、2005、『イスラーム世界の創造』、東京大学出版会 (ISBN:9784130130431) 

4. 阿部良雄監修、1990、『特別展『オリエンタリズムの絵画と写真 1989-90（ORIENTALISM）』』、中日新聞社・富士カントリー 

5. 赤堀雅幸, 東長靖, 堀川徹編、2005、『イスラームの神秘主義と聖者信仰』、東京大学出版会 (ISBN:9784130341875) 

6. Suleman, Fahmida. 2015. People of the Prophet's House: Artistic and Ritual Expressions of Shiʿi Islam. Azimuth Editions 

(ISBN:9781898592327) 

7. Museum of Cultural Palace of Nationalities, Beijing, North West Minorities University, Lauzhou and Islamic Arts Museum 

Malaysia, eds.. 2001. Six Centuries of Islamic Art in China. Islamic Arts Museum Malaysia (ISBN:9789834038526) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

小テストの欄外やコメントペーパーを介した質問等、積極的な講義への参加を歓迎します。  

 

注意事項（Notice） 

 


