
資料コード 書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 所蔵場所

8134417463 ハラルマーケットがよくわかる本
ハラルマーケッ
ト・チャレンジ・プ
ロジェクト／著

総合法令出版 2013 338.92 ハ 一般１階

8134425287 ハラル食品マーケットの手引き 並河 良一／著 日本食糧新聞社 2013 588 ナ 一般１階

8134447963
ハラル認証取得ガイドブック
　16億人のイスラム市場を目指せ！

森下 翠惠／著 東洋経済新報社 2014 588 モ 一般１階

8134490820 ハラールマーケット最前線 佐々木 良昭／著 実業之日本社 2014 167 サ 一般１階

◆イスラム圏の人とのビジネス

資料コード 書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 所蔵場所

8133749182 アラブ人の心をつかむ交渉術 郡司 みさお/著 河出書房新社 2008 361.4 グ 一般１階

8133863365 イスラムマネーの奔流 北村 陽慈郎／著 講談社 2009 338.92 キ 一般１階

8134486460 イスラーム圏ビジネスの法と実務
イスラムビジネス
法研究会／編著

経済産業調査
会 2014 338.92 イ 一般１階

8134602621 イスラーム圏で働く 桜井 啓子／編 岩波書店 2015 302.2 ｲ 一般１階

8134475135
外国人観光客が「笑顔で来店す
る」しくみ

新津 研一／著 商業界 2014 689.2 ニ 一般１階

8134540860 食ビジネスのおもてなし学 山上 徹／著 学文社 2015 673.9 ﾔ 一般１階

8134329880 マレーシアビジネスガイド 手島 恵美/編著 ジェトロ 2013 338.92 テ 一般１階

◆イスラム圏の暮し･習慣

資料コード 書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 所蔵場所

8134565994
面と向かっては聞きにくい
イスラム教徒への99の大疑問

佐々木 良昭／
著

プレジデント社 2015 167 ｻ 一般１階

8134326743 イスラームを知る四つの扉 竹下 政孝／著 ぷねうま舎 2013 167 タ 一般１階

8134573047 絵本で学ぶイスラームの暮らし 松原 直美／文 あすなろ書房 2015 J16 ﾏ 児童１階

8132454790
トルコ・イスラーム都市の空間文
化

浅見 泰司／編 山川出版社 2003 518.8 ト ９書庫

8134489631
日本人として知っておきたい
世界を動かす現代イスラム

宮田 律／著 徳間書店 2014 292.7 ミ 一般１階

8134454055 ムスリムNGO 子島 進／著 山川出版社 2014 335.8 ネ 一般１階

8134426130 イスラームを学ぶ 三浦 徹／編 山川出版社 2013 227 イ 一般１階

8134599277 サウジアラビアを知るための63章 中村 覚／編著 明石書店 2015 302.2 ﾅ 一般１階

8134178103 知られざる素顔のパキスタン
氏原 やすたか／
著

共栄書房 2011 302.2 ウ 一般１階

8132042895 イスラム世界とつきあう法 四戸 潤弥／著 東洋経済新報社 2001 322.2 シ ９書庫

ハラールビジネス

　「ハラール」とはイスラム教の教義に従っていると判断されるもの。主に食品のことをいうが近年は化粧
品、トイレタリー製品、物流、ホテル、観光施設等のサービス業まで広がりつつある。
　　(参考：「デジタル大辞泉」、『ハラル認証取得ガイドブック』）

岐阜県図書館　２０１６，８

◆ハラールマーケット



資料コード 書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 所蔵場所

8134367648 現代アラブを知るための56章 松本 弘／編著 明石書店 2013 302.2 マ 一般１階

8133681200
イスラーム金融　贈与と交換、そ
の共存システムを解く

櫻井 秀子/著 新評論 2008 338.22 サ 一般１階

8133466196
イスラム金融入門　Introduction
to Islamic Finance

吉田 悦章/著
東洋経済新報
社 2007 338.9 ヨ 一般１階

※イスラム金融はイスラム法に基づいた金融取引。

◆イスラム圏の料理

資料コード 書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 所蔵場所

8134582270 マレーシアのおいしい家庭料理 エレン／著 マイナビ 2015 596.2 ﾝ 一般１階

8134583070
ラーメン最新技術
　人気店の素材選び、味の構成、技と工
夫

旭屋出版編集部
／編

旭屋出版 2015 596.3 ﾗ 一般１階

8134592632
慈悲深き神の食卓
　　イスラムを「食」からみる

八木 久美子／
著

東京外国語大
学出版会 2015 167 ﾔ 一般１階

8141413517
食卓から覗く中華世界とイスラー
ム

砂井 紫里／著 めこん 2013 383.8 サ 一般１階

8132109054 インドネシア料理
ウェンディ・ハット
ン／文

チャールズ・
イー・タトル出
版株式会社ペ
リプラス事業部

2001 596.2 ハ ９書庫

8133477761 おいしいインドネシア料理 榎本 直子／著 めこん 2007 596.2 エ 一般１階

☆　イスラム教徒向けの調理技術を含む。

◆その他（ＷＥＢサイト・雑誌記事）

・一般社団法人ハラル・ジャパン協会
　　（http://www.halal.or.jp/）

※岐阜県図書館で借りられます。この他にも関連の図書があります。日経他の新聞記事データベースもご
利用いただけます。第２カウンターでお尋ねください。

・日本政府観光局（ＪＮＴＯ）＞統計情報　統計データ（訪日外国人・出国日本人）
　　　（http://www.jnto.go.jp/jpn/statistics/visitor_trends/index.html）

・「マレーシアハラル制度の基礎と応用」　平成23年3月　財団法人食品産業センター
　　　（http://www.shokusan-sien.jp/sys/upload/166pdf24.pdf）
　　　食品産業海外事業活動支援センター＞資料集＞テキスト類　セミナー・シンポジウム　Ｈ２２

・「ＯＩＣ諸国をめぐるハラール・スタンダード（標準）統一化への動き」
　　（http://www.h-food.or.jp/pdf/hf_20130812_04.pdf）
　　一般社団法人 北海道食産業総合振興機構ホームページ　フード特区機構＞
　　イスラム圏への海外展開支援＞主な取組状況　ハラールフード研究会の主催　平成25年第1回　資料2

・「「味の素事件」の背景」見市建/著　「世界」岩波書店　2001年3月号（685号）ｐ１７８－１７９
　　8510442882　Ｚ００／セ　書庫


