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研究成果の概要（和文）
：現代イスラム系英語児童文学の英国における出版動向を調べ、イスラ
ム世界と非イスラム世界がどのように描写されているか、アーミッシュのキリスト教児童文学
と比較分析した。宗教を中心とした世界観（宗教活動の頻出、宗教用語や神の存在への言
及）や、家族・家事に関する描写が多いなどの類似点はあるが、アーミッシュ児童文学で
は逸脱や宗教からの一時的な離脱が頻繁に取り上げられているのに対し、イスラム児童文
学では非イスラム社会との葛藤が主な主題となっているなどの相違点がある事が分かった。

研究成果の概要（英文）This is a research into contemporary Islamic children’s literature
in English. This research has focused on two areas: the publication and reception of
Islamic children’s literature in Britain, and the literary analysis of the original
Islam-themed stories published by Islamic Foundation (UK). The emphasis was placed
at the treatment of the Islamic and non-Islamic worlds in books aimed for school-age
children. Amish children’s literature has also been studied in order to compare
Islam-themed children’s stories with that of Christian-themed stories. The research
has found some similarities such as recurrent descriptions of religious activities,
mentioning of God’s existence, and strong emphasis on family relationships and house
chores. However, unlike Amish stories which include transgression as an important
part of children’s experiences, Islam-themed stories place stronger emphasis on
conflicts and tensions created by the relationship between Islamic and non-Islamic
worlds rather than showing their main characters transgressing into anti-religious
behaviours.
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２．研究の目的

１．研究開始当初の背景
21 世紀に入り、イスラム系文化背景を持つ
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し、商業的にも文化的にも成功して、従来の

スト教系児童文学と比較することによって、

イギリス児童教育文学と同じような位置を

イスラム系児童文学の特徴を明らかにする

在英イスラム系社会で占めるようになった。

こと、である。就学年齢に達した児童対象の

この現象のおもしろさにいち早く注目し、特

文学では、読者や登場人物を取り巻く非イス

に非イスラム世界とイスラム系世界のかか

ラム社会とのかかわり方が、大きな主題とな

わりが顕著な就学児童対象の読み物を詳し

っている。そこで、その部分に焦点をあてて

く分析しようとしている点が、本研究の独創

研究を行った。

的なところである。
この分野に関する研究は書評や図書目録

３．研究の方法
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４．研究成果
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やイスラム教の歴史上重要な人物の伝記に
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