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IV-1．文献目録・人名録

所蔵: アジ研図（MELE/396.1/S1）

レバノン女性に関する文献 DB としては、NCLW

各分野の著名なレバノン女性の紹介と、簡単な背

がウェブサイトで公開している「レバノン女性電子図

景の解説。

書 館 （ E-Library for Lebanese Women ） 」
(http://e-portal.nclw.org.lb/Library.aspx?lang=en
-us)があげられる。2007 年の訪問時点では、まだ作

（L2）

成中であったが、レバノン女性に関する文献情報が、

1984  ﺣﻨﻴﻔﺔ,اﻟﺨﻄﻴﺐ

図書、新聞記事、学位論文まで網羅的に登録されて
ほぼ全てを NCLW 図書室で閲覧できるとのことであ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻄﻮر اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ
 دار:  ﺑﻴﺮوت.1975-1800 , ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ

った。現在ウェブサイトもリニューアルされ、収録資

. ص227 ,اﻟﺤﺪاﺛﺔ

おり、またここに収録された学位論文以外の文献の

料の解説などがなくなってしまったが、2007 年当時

所蔵: アジ研図（Ar/396.1/T1022）

のウェブサイトでは、1943 年以降に出版された女性
関連の資料に加えて、大学のリサーチペーパーや

19 世紀初頭からレバノン女性の覚醒（ナフダ）を

女性に関する会議のペーパーなども収録されている

促してきた諸要素と、20 世紀半ばまでの政治・文学・

と解説されていた。現在の DB の構成をみても、リサ

ジャーナリズム・社会・職業分野での女性団体の活

ーチペーパーや新聞クリッピングなどの項目がある

動、およびそれらの活動からレバノン女性が獲得し

ので、大きな変更はないのではないかと推測され

たものについて、分析している。著名なレバノン女性

る。

文学者の紹介、19 世紀後半～20 世紀半ばまでにア
ラブ世界で出された女性雑誌の一覧、1920 年 4 月
25 日にダマスカスで開かれたシリア会議における女
性の権利に関する議論の抜粋なども掲載されており

＜文献解題＞

興味深い。20 世紀初頭～1970 年代の女性労働に
ついても扱っており、最初に女性が進出した分野や

レバノンに関する文献目録として第 1 章 I-1.文献

パイオニア女性、女性労働者の権利獲得に関する活

目録・人名録に収録した（A1）～（A5）も参照のこと。

動などについて言及されている。
※（L36）で参照。

（L1）
Khairallah, Shirine 1996
（L3）

The sisters of men : Lebanese women
in historｙ. Beirut : Institute for

2000  ﻧﺎزك ﺳﺎﺑﺎ وﻧﻬﻰ ﺑﻴﻮﻣﻲ,ﻳﺎرد

Women Studies in the Arab World,

.1950-1850 , ﺑﻴﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ: اﻟﻜﺎﺗﺒﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺎت
. ص279 , دار اﻟﺴﺎﻗﻲ: ﺑﻴﺮوت

Lebanese American University, 280
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所蔵: アジ研図（Ar/017/Ka1001）
レバノン女性の著作を集めた文献目録。著名な女
性については簡単な伝記も掲載されている。小説や
詩、翻訳、論文、教科書など、分野は多岐にわたり、
アラビア語だけでなく他の言語で書かれた著作につ
いても掲載している。著者ごとに文献をまとめた部分
と、分野ごとに著者のアルファベット順で文献を掲載
している部分、および索引からなる。女性労働に関
する著作はごく一部だが、「論文」および「調査・研
究・学位論文」の項に記載されている。
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北京行動綱領実施のための国家報告書。（L21）
のフランス語版。

レバノン女性の概況について最もよくまとまってい

※（L59）で参照。

るのは、女性差別撤廃委員会（CEDAW）への報告
書であろう。第 1～第 3 レポートまで出ており、各分
野のレバノン女性の関連指標の掲載と、現状分析が
なされており、概況を知るには基本的な資料といえ

（L5）

る。

Committee on the Elimination of All
Forms of Discrimination against Women

レバノンについては、内戦の影響もあり、統計デ

(CEDAW) 2004

ータが蓄積されておらず、またレバノン中央統計局
（ Central

Administration

for

Statistics,

Consideration of reports submitted by

Administration centrale de la statistique, ادارة

states parties under article 18 of the

、 اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮآﺰي以下CAS）の活動も未だに活発で

Convention on the Elimination of All

はない。そのためか CAS の出版物で特に女性に焦

Forms of Discrimination against

点を当てたものは見当たらない。地元女性団体は数

Women : initial report of states

多く活動しており、出版活動もなされているが、レバ

parties : Lebanon. [New York] :

ノン女性の現状を包括的に描いた資料は数多くはな

United Nations, 82 p.

い。
所蔵: UN, CEDAW レポートのウェブサイトからダウ
ンロード可能

＜文献解題＞

女性差別撤廃委員会（CEDAW）に提出されたレ
バノンの最初のレポート。第 1 部では、レバノンの概

レバノンに関する概説書として第 1 章 I-2.概説書

況について述べた後、第 2 部では各分野における

に収録した（A7）も参照のこと。

女性の現状について考察している。女性の経済参加
をはじめとした各種の指標も掲載されているので、女
性の状況を概観することができる。関連女性団体に

（L4）

ついて取り上げて活動概要などを掲載しているが、

Commission nationale de la femme

英語名が正式のものと異なっているものがいくつか

libanaise [1999]

見受けられる。

Le rapport national unifié sur
l'exécution de la plate-forme d'action de
Pékin 1999. [Beirut] : La

（L6）

Commission nationale de la femme

Committee on the Elimination of All

libanaise, 194 p.

Forms of Discrimination against Women
(CEDAW) 2005

所蔵: アジ研図（MELE/396.1/R1）

Consideration of reports submitted by
- 131 -
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states parties under article 18 of the

（L8）

Convention on the Elimination of All

Khalaf, Mona Chemali c2002

Forms of Discrimination against

"Women in postwar Lebanon." In

Women : second periodic report of

edited by Kail C. Ellis, Lebanon's

states parties : Lebanon. [New

second republic : prospects for the

York] : United Nations, 85 p.

twenty-first century. Gainesville, FL :

所蔵: UN, CEDAW レポートのウェブサイトからダウ

University Press of Florida, pp.

ンロード可能

146-156.

女性差別撤廃委員会（CEDAW）に出された第 2

所蔵: アジ研図（MELE/30/L1）

レポート。最初のレポートとほぼ同じ構成だが、第 1

1970～97 年の女性の労働参加、貧困、および法

レポートにある全ての項目が取り上げられているわ

律における女性差別について、1975～90 年の内戦

けではない。労働については、1997～2003 年のデ

との関係に言及しつつ概説している。

ータを元に分析されている。オリジナルはアラビア語
で（L22）。

（L9）
National Commission for Lebanese

（L7）

Women 2000

Committee on the Elimination of All
Forms of Discrimination against Women

First official report on the Convention

(CEDAW) 2006

on the Elimination of All Forms of

Consideration of reports submitted by

Discrimination against Women.

states parties under article 18 of the

Beirut : NCLW, 133 p.

Convention on the Elimination of All

所蔵: アジ研図（MELE/396.1/F1）

Forms of Discrimination against
Women : third periodic report of states

（L5）を NCLW が再編集して発行したもの。

parties : Lebanon.

※（L59）、（L103）で参照。

[New York] :

United Nations, 105 p.
所蔵: UN, CEDAW レポートのウェブサイトからダウ
ンロード可能

（L10）
[Seminar on Gender Equity] 2005

女性差別撤廃委員会（CEDAW）に出された第 3
レポート。女性差別撤廃条約（CEDAW）の各条項に

Capacity building project for

対応した分野を取り上げて解説している。労働につ

development in Lebanon : the role of

いては、2004～05 年のデータを用いて検証してい

NGOs, civil society, and other actors.

る。オリジナルはアラビア語で（L23）。

Beirut : Seminar on Gender Equity in
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Lebanon 11th and 12th October 2005,

Evaluating the status of Lebanese

Beirut, Lebanon, proceedings report,

women in light of the Beijing Platform

38 p.

for Action. Amman : UNIFEM, Arab
States Regional Office, 111 p.

所 蔵 : UNDP, Lebanon の ウ ェ ブ サ イ ト
（www.undp.org.lb/mdgs/discussions/GEinLeb20

所蔵: アジ研図（MELE/396.1/E1)

05.doc）

UNIFEM が中東各国の女性の状況についてまと

セミナーの会議録。レバノン女性に関する概況、

めたシリーズの一つ。教育、保健、女性に対する暴

女性団体に関する情報が掲載されている。また「女

力、女性と戦争、経済活動、意思決定、ナショナル・

性と労働」に関するワーキング･グループもたてられ

マシーナリー、人権、メディア、環境、女児の各分野

ており、女性を含めた立法委員会の設立や働く女性

について、概況をまとめている。経済活動について

の非識字の撲滅などが提言されている。

は、国連やレバノンの労働統計などを利用したデー
タが掲載されている。（L19）がアラビア語版。

（L11）
United Nations. Economic and Social

（L13）

Commission for Western Asia 2002

United Nations Development Programme
2002

Women and men in Lebanon : a
statistical portrait. New York :

Globalization : towards a Lebanese

United Nations, xiii, 116 p.

agenda : national human development
report, Lebanon 2001-2002. Beirut :

所蔵: アジ研図（MELE/396/W4）

UNDP, 159 p.

（L20）の英語版だが、章立てなど一部異なり、アラ

所蔵: アジ研図（MELE/33/G1)

ビア語版にある結論の章が、この英語版にはない。
法的地位、人口、教育、保健とリプロダクティブ・ヘル

UNDP レ バ ノ ン 事務所と 、 開発と 再建会議

ス、労働と経済、政治・意思決定への参加を各章で

（Council for Development and Reconstruction

扱っている。第5章労働と経済では、就労状況、失業、

（CDR）, )ﻣﺠﻠﺲ اﻹﻧﻤﺎء واﻻﻋﻤﺎر ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎنが協力して出

収入やインフォーマルセクターでの労働などについ

したレバノンの人間開発報告の第 3 冊目。アラビア

て、主に 1997 年のデータを用いて解説している。

語でも出版されている。グローバリゼーションがテー
マで、国際競争と市場、金融セクター、IT、教育とグ

※（L59）で参照。

ローバリゼーション、社会保護と社会政策改革、司法
が各章で扱われている。特にジェンダーに関する章
はないが、第 7 章の社会保護と社会政策改革では、

（L12）

教育や保健、社会福祉に関する歳出、健康保険、年

United Nations Development Fund For

金制度などについて述べられている。

Women 2002
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」）اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎنは、ウェブサイトには掲載さ

（L14）

れていない。

[ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮﺑﻲ ﺁﺳﻴﺎ.]اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
2003

إدﻣﺎج ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺮاة ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻋﻠﻰ
: [ ]ﺑﻴﺮوت. دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎن: اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻦ

（L16）

2009 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ

. ص22 ,اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮﺑﻲ ﺁﺳﻴﺎ

 اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ: ﻧﺤﻮ دوﻟﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ
, ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ:  ﺑﻴﺮوت.ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن

所蔵: アジ研図（Ar/396.1/I1006）
ESCWA がベイルートで 2003 年 12 月に行った

. ص82

ジェンダー問題の政策への統合に関するワークショ
所蔵: アジ研図（Ar/321/N1004）

ップで提出されたもので、国連文書
（E/ESCWA/SDD/2003/WG.6/CP.5）として発行さ

UNDP レバノン事務所が出したレバノンの人間開

れた。レバノンの国際協定の批准状況、第 4 回世界

発報告の第4 冊目。アラビア語と英語（The national

女性会議後の活動、レバノンの女性団体が達成した

human development report 2008-2009

法律改正ついて述べている。労働法の改正にも触

toward a citizen’s state）で出されている。テーマは

れられている(pp.8-9)。

:

市民権で、政治、社会経済、文化など様々な側面に
おける市民権とその現状、また様々な宗派が存在す
るレバノンにおいて、宗教と市民権の関係などにつ

（L15）

いて考察している。

1999 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ

 اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ: اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
142 , ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ:  ﺑﻴﺮوت.ﻟﺒﻨﺎن

（L17）

1975  ﻧﺠﻼء ﻧﺼﻴﺮ,ﺑﺸﻌﻮر

.ص

 دار:  ﺑﻴﺮوت. واﻗﻌﻬﺎ وﻗﻀﺎﻳﺎهﺎ: اﻟﻤﺮأة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
. ص68 ,اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ

所蔵: アジ研図（Ar/301.18/S1004）
UNDP レ バノ ン事務所が、開発と再建会議

所蔵: アジ研図（Ar/396.1/M1031）

（Council for Development and Reconstruction
（CDR）, )ﻣﺠﻠﺲ اﻹﻧﻤﺎء واﻻﻋﻤﺎر ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎنと協力して出し

レバノン女性の概況について述べるとともに、経

たレバノンの人間開発報告の第 2 冊目。英語での出

済、組合、政治、社会、家族法についてとりあげ解説

版はない。テーマは「若者」で、教育、労働、保健、

している。「経済」の章では、CAS の統計などを用い

家族、政治参加などの様々な側面を扱っている。第

て、女性労働者に関する地域的分布、学歴、就労分

5章で若者の労働条件や賃金、失業について述べら

野、労働力外女性に関して解説している。ただしデ

れている。

ータが何年のものか明示されていないものもある。

なお最初のレバノン人間開発報告 1996-1997「レ
※（L36）で参照。

バノンにおける持続的人間開発の特徴（ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
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اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﺮأة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ 1999

）（L18

ﺣﻄﺐ ,زهﻴﺮ 1980

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﻬﺎج ﻋﻤﻞ ﺑﻴﺤﻴﻦ
] .1999ﻳﻴﺮوت[  :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﺮأة

"ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص ام ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻮس؟"
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﺮﺑﻴﺔ ) ,7(2ص.275-271 .

اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ 168 ,ص.
）所蔵: アジ研図（Ar/396.1/T1027

)所蔵: アジ研図(Ar/396.1/T1026

、第 4 回世界女性会議後のレバノンの国家戦略や

統計データを用いてレバノン女性に関する概況に

、関連団体の方向性、財政状況について述べた後

。ついて解説している

北京行動綱領の各分野における発展やその障害に
ついて述べている。「女性と経済」の項(pp.85-98)で
、は、1995 年の男女の賃金格差や職業別の男女比

）（L19

労働省での女性職員比率、労働組合、女性労働者

ﺻﻨﺪوق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻧﻤﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺮاة )اﻟﻴﻮﻧﻴﻔﻴﻢ( .اﻟﻤﻜﺘﺐ
اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 2002

に対する支援体制などが言及されている。データの
。多くは（L34）からの引用となっている

ﺗﻘﻴﻴﻢ وﺿﻊ اﻟﻤﺮاة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻨﻬﺎج ﻋﻤﻞ
ﺑﻴﺠﻴﻦ .ﻋﻤﺎن  :ﺻﻨﺪوق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻧﻤﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺮاة

。）フランス語版は（L4

)اﻟﻴﻮﻧﻴﻔﻴﻢ( ,اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ111 ,
ص.

）（L22

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﺮأة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ 2004

）所蔵: アジ研図（Ar/396.1/T1003

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﻮل اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﺟﻤﻴﻊ
أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة .ﺑﻴﺮوت  :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

。（L12）のアラビア語版

ﻟﺸﺆون اﻟﻤﺮأة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ 94 ,ص.
）（L20

）所蔵: アジ研図（Ar/396.1/T1018

ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺈﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ;
ﺑﻤﺴﺎﻧﺪة ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن 2000

女性差別撤廃委員会（CEDAW）に出された第 2
レポートで（L6）のアラビア語オリジナル版。労働に

اﻟﻤﺮأة واﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن  :ﺻﻮرة إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ .ﺑﻴﺮوت :
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﺮأة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ 111 ,ص.

。ついては、pp.62-69 に記載されている

所蔵: NCLW 図

）（L23
）（L11）のアラビア語詳細版。結論部分など、（L11

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﺮأة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ 2006

。には掲載されていない部分も含まれている

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﻮل اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﺟﻤﻴﻊ
أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة .ﺑﻴﺮوت  :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﺸﺆون اﻟﻤﺮأة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ 115 ,ص.

）（L21
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所蔵: アジ研図（Ar/396.1/T1019）
（L7）のアラビア語オリジナル版。労働については、
pp.52-64 に記載されている。
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名前も変わって CAS から発行されている。

IV-3．統計資料
レバノンにおいては 1975～76 年の内戦で多くの
データが破壊され回復が難しいこともあり1、過去の

（L24）

統計データを連続的に収集するのが難しい状況に

Direction centrale de la statistique 1963-

ある。レバノン統計を作成する CAS は 1979 年の法
令で設立されたが、その後も内戦や戦争、政情不安

Recueil de statistiques libanaises.

が続いており、十分に機能してきたとは言い難い。し

Beyrouth, Liban : Ministère du plan,

か し 現在 で は CAS ウ ェ ブ サ イ ト も 開設さ れ

Direction centrale de la statistique, v.

（http://www.cas.gov.lb）、近年の統計年鑑、消費者

所蔵: アジ研図（LEBAN/0A1 および/31/Le1、

物価指数など、2000 年以降のデータはダウンロード

1963～73 を所蔵）

できるようになった。また 2004 年には生活水準調査
も行われ、徐々にレバノンに関する統計データが入

1963 年から刊行されていたレバノンの統計年鑑。

手できるようになってきている。しかしカバーしてい

1963～70 年には人口動態や貿易、教育や保健に

る領域はまだ十分ではなく出版点数も少ない。また

関する統計はあるが、労働統計は掲載されていない。

後述するように人口センサスは 1932 年以降実施さ

1971～73 年には労働統計も掲載されている。

れていない。こうした状況のため、レバノンの統計に
関しては、国際機関などの統計資料に頼らざるを得
ない部分が大きい。

（L25）

CAS の他に各省庁のウェブサイトで関連する統計

Central Administration for Statistics

を入手できるものもある。また CAS のデータを補うに

Statistical yearbook. Beirut :

あたり、最も包括的にレバノンに関するデータを掲載

Presidency of the Council of Ministers,

していると考えられるのは、ESCWA の統計年鑑で

CAS, v.

あることから、これについても本書に収録した。

所蔵: アジ研図（2006 年版 LEBAN/0An1、2007
年版 LEBAN/0An2）

＜文献解題＞

CAS から出されているレバノンの統計年鑑。労働

（１）統計年鑑/月刊

関係の統計は、第 1 章「レバノン居住者（Residents

レバノンの統計年鑑は計画省から 1963 年に第 1

in Lebanon）」に掲載されている。なお、アジ研図書

巻が発行された（L24）。その後、実際に何年まで発

館では 2006 年版はフランス語版しか所蔵がないが、

行されていたのかは不明だが、近年の統計年鑑は、

CAS のサイトでは英語で 2006 年のデータも閲覧で
きる。ただし2006年版の労働関係の統計は、国籍別

Chamie, M., c1985. "Labour force
participation of Lebanese women." In edited
by Julinda Abu Nasr, Nabil F. Khoury and
Henry T. Azzam eds., Women, employment,
and development in the Arab world (New
Babylon, studies in the social sciences ; 41).
Berlin : Mouton Publishers （本書 L40）, p.75.
1

および職業別の労働許可数しか掲載されていない。
また 2011 年 7 月現在では、2008 年版が最新で、
新しいものが出版されていない。
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（L26）

スは、国連や ILO など国際機関の統計、および各国

Direction centrale de la statistique

統計局の統計で、国や項目、年によって異なるデー
タソースを用いているため、比較の際には注意が必

Bulletin statistique mensuel

要である。

.=اﻟﻨﺸﺮة اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ

人口の項に労働に関するデータも含まれているが、

Beyrouth : Ministère du plan,

経済活動への参加や失業、年齢階層別や産業別の

Direction centrale de la statistique, v.

労働力分布など、データの内容は年によって異な
る。

所蔵: アジ研図（LEBAN/0M1、1963～2001 を所
蔵）
レバノンの統計月刊。労働については、外国人に

（２）人口センサス

対する労働許可数についてのみ記載されている。

レバノンにおいては、1932 年にフランス委任統治
当局によって行われた人口センサスの結果に基づき、
各宗派の人口に応じて議会の議席数や政治権力が

（L27）

分配される制度が構築された。1989 年のターイフ合

United Nations. Economic and Social

意によりこの配分には変更が加えられたが、現在に

Commission for Western Asia

至るまで人口センサスは実施されていない。1995～
97 年および 2004 年には建物・住居・事業所センサ

Statistical abstract of the region of the

ス（2004 、ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ ﺗﻴﻮﻳﻢ ﻣﺒﻄﻘﺘﻲ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎتCAS

Economic and Social Commission for

ウ ェ ブ サ イ ト → Census of Buildings &

Western Asia

Establishments からレバノン全体に関する表のみ

＝اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
.واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮﺑﻲ ﺁﺳﻴﺎ

ダウンロード可能。アジ研図書館所蔵資料にはアラ
ビア語の各県版の解説と表が掲載されている。）が

Amman : United Nations, v.

実施されたが、これには労働に関する情報は掲載さ
れていない。

所蔵: アジ研図（ESCWA/0A1、1975～所蔵）
ESCWA から出版されている統計年鑑。ESCWA
が西アジア経済委員会（Economic Commission for

（３）労働統計

Western Asia（ECWA）, ）اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻐﺮﺑﻲ ﺁﺳﻴﺎだ

労働に特化した統計資料は、過去には存在したが、

った時代には Statistical abstract of the region of

現在は CAS から出されていない。包括的なレバノン

the Economic Commission for Western Asia =

の生活調査を行った資料では、労働に関する統計も

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻨﻤﻄﻘﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻐﺮﺑﻲ ﺁﺳﻴﺎの名

掲載されている場合もあり、こうした資料については

称で出版されており、1983 年版から現在の名称に

＜その他＞で紹介する。

変更された。人口、国民勘定、各種産業、貿易、物価、
財政、教育などのデータが掲載されている。近年で

ILO の労働統計データベース（LABORSTA
http://laborsta.ilo.org/）で検索しても、レバノンにつ

は、ジェンダーの項目も設けられている。データソー

いてはデータのない項目の方が多く、またデータの
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La population active en 1997

ある項目でも 1970 年、1997 年、2004 年、2007 年と
いったように断続的にしかデータが存在しない。

1997 =اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم

1970 年についてはデータソースが Labour force

(Etudes statistiques ; no. 12) .

survey とあるが下記に掲載した資料を指しているの

[Beyrouth] : Administration centrale

かどうかは不明である。2004 年と 2007 年について

de la statistique, 137, 20 p.

は（４）その他に収録している（L35）をデータソースと
している。

所蔵: アジ研図（LEBAN/1I3）
（L32）のデータから、労働力に関するデータをま
とめなおしたもの。年齢別、職業別、学歴別、産業別、

（L28）

従業上の地位別、県別の実数とパーセンテージが

Direction centrale de la statistique 1972

記載されている。家に住みこんで働く労働者と、退職

L'enquête par sondage sur la

後に働いている人が含まれているため、（L32）と数

population active au Liban, novembre

値が異なる部分がある（p.8）。実数と％が記載されて

1970

いるが、実数はサンプルの比率をレバノン人口全体
に適用してしたものを記載しているように思われ、そ

, ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺣﺼﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻌﻴﻨﺔ: = اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن
.1970 ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ

のためか実数の表で合計が合わないものがかなりあ
る。

[Beyrouth] : Ministère du plan,
Direction centrale de la statistique, 2
v.

（４）その他

所蔵: アジ研図（LEBAN/1I2）

レバノンでは労働統計が存在しないことから、それ
を補う資料を中心に以下に収録した。

1970 年に行われた労働力調査（サンプル調査）。

女性に関する統計については、NCLW が、1997

外国人も含め、レバノン全土の居住者を対象にして

～98 年に包括的な調査を行い、1970 年まで遡って

いるが、パレスチナキャンプの居住者は対象外とさ

過去の統計データを利用する形で取りまとめたもの

れている(v.1, p.20)。第 1 巻が解説（アジ研図書館所

（L33）と、1996～97 年までのデータをまとめたもの

蔵資料はフランス語のみ）、第 2 巻がデータ（アジ研

（L34）を出版している。

図書館所蔵資料はフランス語アラビア語併記）となっ
ている。第 2 巻では、第 1 部に主題ごと（人口と住居、
教育、労働）のテーブルが、第 2 部には県別のテー

また CAS ウェブサイトにも”Gender Statistics”の
項目がある。ただし、2010 年 6 月に行われたジェン
ダー統計に関する会議「レバノンにおけるジェンダ

ブルが掲載されている。

ー統計：現状と将来的ニーズ（Gender statistics in
Lebanon: current situation and future needs）」
に関する文書が掲載されており、”Presentations”の

（L29）

項にある PDF にいくつかのデータが含まれている

Administration centrale de la statistique

程度である。

1998
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（L30）

（L32）

Administration centrale de la statistique

Administration centrale de la statistique

1997

1998

Conditions de vie des ménages dans la

Conditions de vie des ménages en 1997

région de Baalbeck - Hermel en 1997

1997 = اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ ﻓﻲ ﻋﺎم

 اﻟﻬﺮﻣﻞ- = اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻌﻠﺒﻚ
1997 ﻓﻲ ﻋﺎم

(Etudes statistiques ; no. 9).

(Etudes statistiques ; no. 7).

de la statistique, 257, 81 p.

[Beyrouth] : Administration centrale

[Beyrouth] : Administration centrale

所蔵: アジ研図（LEBAN/6I2）

de la statistique, 146, 71 p.

1997 年にレバノン全土の 20,432 住居の 16,864

所蔵: アジ研図（LEBAN/6I1）

世帯を対象に行われた調査結果。人口、教育、労働、
住居、交通、保健、収入、家計に関するデータが掲

（L32）の調査結果のバアルバックおよびアルヘ

載されている。

ルメルに関するもの。1,024住居が調査対象となって
いる。人口、教育、労働、住居、交通、保健、収入、家
計に関するデータが掲載されている。

（L33）
Comité national de la femme 1997
（L31）

La femme libanaise 1970-1995 :

Administration centrale de la statistique

chiffres et sens

1998

. أرﻗﺎم وﻣﻌﺎن: 1995-1970 ,= واﻗﻊ اﻟﻤﺮأة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ

Conditions de vie des ménages dans la

[Beyrouth] : La Source , 2 v.

région du Aakar en 1997

所蔵: アジ研図（LEBAN/9Ir7）

= اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻜﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم
1997

1996～98 年に NCLW の前身である女性国家委

(Etudes statistiques ; no. 10).

員会（Comité national de la femme）が行った調査

[Beyrouth] : Administration centrale

の第一段階で、レバノン女性に関する基礎データと

de la statistique, 146, 72 p.

してまとめられたもの。1970～95 年の人口状況、女
子教育、家族生活、経済活動への参加に関するデ

所蔵: アジ研図（LEBAN/6I3）

ータが掲載されている。データは、過去の CAS の調

（L32）の調査結果のアッカールに関するもの。

査や、聖ヨセフ大学、社会問題省などが行った調査

1,014 住居が調査対象となっている。人口、教育、労

を利用してまとめられている。第 1 巻はフランス語と

働、住居、交通、保健、収入、家計に関するデータが

アラビア語からなる解説、第 2 巻が統計データ(フラ

掲載されている。

ンス語アラビア語併記)を掲載している。レバノンの
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過去の統計は入手が難しいこともあり、女性に関する

national survey of household living

貴重なデータ集である。（L34）が続刊。

conditions

 اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ: = ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ
.ﻟﻸﺣﻮال اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ

※（L20）～（L21）、（L36）、（L51）、（L64）で参
照。

Beirut : CAS, v.
所 蔵 :

ア ジ 研 図 （ 2004

年 冊 子 体

（L34）

LEBAN/9Ir4/2004 、 2004 年 お よ び 2007 年

Comité national de la femme 1998

CDROM 版 /Cdrom/C1254/）；CAS ウェブサイトの
Publications からダウンロード可能

La femme libanaise 1996-1997 :
chiffres et sens

2004 年版と 2007 年版が出ている。2004 年版は

. أرﻗﺎم وﻣﻌﺎن: 1997-1996 ,=واﻗﻊ اﻟﻤﺮأة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ

プロジェクト「貧困削減のための能力向上（Capacity

[Beyrouth] : La Source , 2 v.

building for poverty reduction）」の成果をまとめた
もの。英語とアラビア語で書かれ、人口、住居、教育、

所蔵: アジ研図（LEBAN/9Ir8/）

労働の各章からなる。

（L33）の続刊。1996～98 年に NCLW の前身で

2007 年版は、2004 年からの変化を、2006 年のイ

あ る 女性国家委員会（ Comité national de la

スラエルとの戦争の影響も含めて調査するために実

femme）が行った調査の第二段階で、レバノン女性

施された。2007 年版は本文はアラビア語のみだが、

に関する基礎データとしてまとめられた。1996～97

統計データの表は英語アラビア語併記である。人口、

年の人口状況、女子教育、家族生活、保健、女性が

教育、労働、保健、文化活動とレジャーの各章から成

家長である家族の生活水準、女性労働者と求職者、

る。レバノン全国の 7,571 世帯に質問票を配布し、回

女性が選択した職業、経済活動への参加、女性の労

答のあった 6,686世帯の結果をまとめている。ただし、

働環境という章立てになっている。データは、CAS

この調査では国籍には関わらず、パレスチナ難民キ

や雇用事務所、IWSAW などが行った調査を利用し

ャンプ居住者は調査対象外としている。

てまとめられている。第 1 巻はフランス語とアラビア

いずれも労働については、年齢や学歴などによる

語からなる解説、第 2 巻が統計データ（フランス語ア

労働力分布や失業者に関するデータが掲載されて

ラビア語併記）となっている。

いる。

※（L8）、（L20）～（L21）、（L59）で参照。
※以下の資料については、本書収録文献の中で参
照されていたが所在を確認できなかった。

（L35）

・Ministry of Social Welfare, 1996. Population

Ministry of Social Affairs, UNDP and

and housing survey. Beirut ; [Ministry of Social

Central Administration for Statistics

Welfare] , [1996?]

2006-

・National fertility and family planning survey

for Lebanon (NFFP), [出版者については情報な

Living conditions of households : the
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し] , 1971
・Ministère de l’industrie et du petrole, Council
for Development and Reconstruction (CDR),
[1986]. Recensement industriel, 1986. Beirut ;
[Ministère de l’industrie et du petrole, Council
for Development and Reconstruction] , [1986] ：
5 人以上の従業員を抱える 11,000 工業事業所をカ
バー。1987 年に改訂される。
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Libanaise, ）اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ図書館の所蔵資料を加えた

IV-4．女性労働研究

場合、欧米語とアラビア語文献のどちらが多くなるの
かは不明である。

レバノンの女性労働に関する文献でここに収録し
たものは、英語25点、フランス語2点、アラビア語18

英語文献のうち、図書 2 点、単行書所収論文 5 点

点、計 45 点である（第 1 章 I-4．女性労働研究に収

が IWSAW の出版物である。大学出版社および商

録した文献を含む。また英語アラビア語併記の場合

業出版社の出版物は図書 1 点、単行書所収論文 5

は、英語文献として数えている）。

点で、また雑誌論文 3 点は学術誌に掲載されたもの

レバノンについては、本書の収録文献は限定的と

である。欧米語文献 27 点のうち、上記計 16 点は学

なってしまったため、本書の収録文献のみからレバ

術的な著作といえる。これは、レバノンの女性労働が

ノン女性労働研究の傾向を判断することは難しい。し

欧米でも学術的な関心を惹いていること、またレバノ

かし一定程度の傾向は反映されているものと考え、

ンの研究者も研究成果の発信を英語で行うことが多

レバノンの女性労働研究の傾向について、シリアや

いことを示している。
これに対して、アラビア語の文献は図書が大半

ヨルダンとの相違点を中心に簡単に述べることとす

（12 点）で、4 点が地元の女性団体の出版物、

る。
第一の特徴として、欧米語文献の多さが目立つ。

ESCWA および ALO など国際機関出版物が 3 点、

アラビア語文献が多いシリアやヨルダンと比べて、こ

CAWTAR 出版物 2 点、IWSAW の出版物 1 点など

れは大きな違いであるといえよう（アラビア語文献比

からなる。

率はシリア76%、ヨルダン62％に対して、レバノンは

総じて学術出版物の比率が高いのは、女性研究

40%）。レバノンでは、主要な大学図書館としてAUB

の専門機関が未成熟なシリア、ヨルダンとは異なり、

図書館と LAU 図書館で調査をおこなったが、いず

レバノンでは 1973 年に設立された IWSAW を中心

れの大学も英語による教育が中心である。今回十分

に早くから女性研究が行われてきたことが要因の一

に調査できなかったフランス語文献と、アラビア語で

つとしてあげられるだろう。

教育をおこなっているレバノン大学（Université

表5

言語別・資料種類別収録文献数 （レバノン女性労働研究）
図書

雑誌論文

単行書所収論文

計

英語・フランス語

11

6

10

27

アラビア語

12

1

5

18

計

23

7

15

45
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表6

IV-4.女性労働研究

出版年別収録文献数 （レバノン女性労働研究）
1970 年代

英語・フランス語

1980 年代
1

アラビア語
計

1

1990 年代

2000 年～

計

10

9

7

27

6

6

6

18

16

15

13

45

＜文献解題＞
出版年別にみると、上記のようになる。今回の調査
では 1971 年の英語文献が最も古い文献であった。

レバノンに関する女性労働研究文献として第 1 章

1980 年代は特に IWSAW の出版物が多く（7 点）、

I-4.女性労働研究に収録した（A9）～（A10）、（A13）、

他に ILO 出版物（1 点）も IWSAW の研究者が執筆

（A16）～（A17）、（A19）も参照のこと。

している。他に時代的な特徴としては、1990 年代以
降になると特に欧米語の文献で、女性の起業支援な
どのプログラムに関する文献が出てくる点が指摘で

（L36）

きる。

Abisaab, Malek 2010

Militant women of a fragile nation.

文献調査が十分ではないため、研究テーマの特

Syracuse, N.Y. : Syracuse University

徴を指摘するのは難しいが、欧米語文献、アラビア

Press, xxxi, 300 p.

語文献とも、シリアやヨルダン同様、どのような女性
がどの分野にどれだけ就労しているか、また具体的

所蔵: アジ研図(MELE/331.4/M1)

な女性の労働環境や女性労働者が抱える問題に対

フランス占領期から現代にいたるまでの変化（工

する関心の強さがうかがえる。しかしヨルダンの学術

業化、資本主義化と国民国家の成立）を背景に、植

論文に見られるような学歴や子供の数といった変数

民地主義者、資本主義者、レバノン国家に挑む女性

を用いて、統計的に女性の労働参加（あるいは不参

労働者の闘争を分析することで、レバノン「国民」の

加）の要因を分析するような研究は少ない。またアラ

新たな肖像を描き出そうとするもの。

ビア語文献と欧米語文献の傾向に大きな違いが見ら
れず、国家の政策や経済状況の女性労働への影響、
雇用者の女性労働者に対する需要、また女性労働

レバノンのタバコ産業（具体的にはフランスのタバ
コ専売会社（Régie Co-Intéressée Libanaise des
Tabacs et Tombac、以下 Régie））で働く女性労働者

がもたらす社会変容について考察されている。加え

の活動を、労働組合や政党の資料、新聞記事、

て内戦やイスラエルによる侵攻をたびたび受け、そ

Régie の 356人の労働者（男性69 人、女性287人）

の影響を政治、経済、社会の様々な面で被ってきた

に対する 1997 年に行った質的調査、および Régie

レバノンにおいては、女性労働への戦争の影響に

の従業員に関する記録、オーラルヒストリーを用いて

ついても調査されており、レバノンの辿った特殊な歴

分析し、レバノンの変容におけるジェンダーと階級の

史を物語っている。

影響を明らかにしている。
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（L37）

participation in the labour force in

Ahmad, Zena Ali 1997

Lebanon." In edited by Nabil F.
Khoury and Valentine M. Moghadam

"Female labor force in Lebanon."

eds., Gender and development in the

al-Raida (77), pp. 34-38.

Arab world : women's economic
participation : patterns and policies.

所蔵: アジ研図（P/396.1/R1001）

Atlantic Highlands, N.J. : Zed Books,

IWSAW の雑誌「パイオニア女性（al-Raida）」の

pp. 97-124.

特 集 「 ア ラ ブ 女 性 と 貧 困 （ Arab women and
poverty）」に収録された論文。女性労働力の地理的

所蔵: アジ研図（/396/Ge1003）

分布、年齢分布、家族状況、学歴、職業や労働状況

1970～90 年の各種統計を用いながら、女性の労

などについて簡単に紹介している。

働参加と教育の関係について考察したもの。伝統的
なジェンダー・パターンが、戦争により一部は取り除
かれたものの、女性の進出を阻害していると議論し

（L38）

ている。

Atallah, Samira A. 1997

※（J74）、（L103）で参照。

"Factories without walls : women's
labor and tabacco production in
Lebanon." al-Raida (79), pp.

（L40）

12-26.

Chamie, M. c1985

所蔵: アジ研図（P/396.1/R1001）

"Labour force participation of
Lebanese women." In edited by

IWSAW の雑誌「パイオニア女性（al-Raida）」の
特集「農業における女性（Women in agriculture）」

Julinda Abu Nasr, Nabil F. Khoury

の中の論文の一つ。1994～95 年にレバノンのタバ

and Henry T. Azzam eds., Women,

コ産業で働く女性労働者について行った調査結果。

employment, and development in the

関係省庁やタバコ会社、NPO、国際機関、女性労働

Arab world (New Babylon, studies in

者へのインタヴューを通して情報を収集している。タ

the social sciences ; 41). Berlin :

バコ産業で働く女性の学歴や宗教、担当する仕事の

Mouton Publishers, pp. 73-102.

内容などについて調査している。

所蔵: アジ研図（/396/Ab1）
1950～76 年までの各種統計を用いてレバノン女
性の就労状況、女性労働者の社会経済的背景、特

（L39）

に結婚と女性の労働参加についての関係について

Boustani, Samih and Nada Mufarrej

分析している。

1995

※（L36）、（L39）、（L69）で参照。

"Female higher education and
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（L41）

な役割について見定めることを目的に、生産ライン

Chikhani-Nacouz, Leila 1988

における性別役割分業について考察するもの。
1982 年にベイルートとその周辺の 14 企業で調査を

"Maternite et travail au Liban." In

行い、1975年と 1982年の労働力分布に関する変化

sponsored by the Institute for Women's

や、生産ラインにおける男女別の作業内容、労働者

Studies in the Arab World, Beiruit

のスキルや、それに対する雇用者の態度などにつ

University College ; coordinators,

いて分析している。

Julinda Abu Nasr and Irini Lorfing ;
edited for publication by Giovanni

※（L36）、（L69）で参照

Chimienti, Women and economic

development in the Arab world : a
regional conference = Les femmes et le

（L43）

développement économique dans le

Hanna, Bechara [et al.] 2002

monde arabe : une conférence
régionale. Beirut : IWSAW, pp.

National gender sensitive

[69]-93.

programming guidelines for small and
micro enterprises in Lebanon : the

所蔵: アジ研図（M/396.1/W15）

Regional Technical Resource Network
for Woman's Small and Micro

（J117）と同文献に収録されている論文。1980 年
代前半の統計などを用いて、働いている母親にとっ

Enterprises in the Arab states, Jordan,

ての労働の意味や、労働者としての役割と母親役割

Lebanon, Syria and Gaza Strip.

との両立が困難なことから起こる心理的、社会的問題

Amman : UNIFEM, 99 leaves.

について、分析している。

所蔵: アジ研図（MELE/331.4/N1)
レバノン、シリア、パレスチナ、ヨルダンでは経済
が中小企業の活力に依存しているとして、UNIFEM

（L42）

が行ったプログラム「アラブ諸国における女性の小

Clark, Janet Hyde and Irene Lorfing

規模事業のための地域的技術資源ネットワーク（The

[1987?]

regional technical resource network for woman's

Tasks of women in industry

small and micro enterprises in the Arab states

(Monographs of the Institute for

（TRN)）」の成果。レバノンの経済的社会的概況に

Women's Studies in the Arab World ;

ついて記述した後、経済活動における女性の役割と

6). Beirut : Institute for Women's

貢献について、また女性が起業に際して直面する問

Studies in the Arab World, 67 p.

題について議論している。
シリア編は（S57）、ヨルダン編は（J89）。

所蔵: アジ研図（MELE/331.4/T1）
レバノン工業における女性の地位と状況、潜在的
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（L44）

（L46）

Husseini, Randa 1997

Joseph, Suad c1971
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"Promoting women entrepreneurs in

"Zaynab : an urban working-class

Lebanon : the experience of UNIFEM."

Lebanese women." In edited by

Gender and development 5(1), pp.

Elizabeth Warnock Fernea and

49-53.

Basima Qattan Bezirgan, Middle

Eastern Muslim women speak (The

所蔵: アジ研図（P/396/Ge1001）

Dan Danciger publication series).
Austin : University of Texas Press,

政府と NGO の小規模事業に関する能力強化とジ

pp. [359]-372.

ェンダーに敏感なサービスの提供を目的とした
UNIFEM のプログラムについて、プログラム実施者

所蔵: アジ研図（/396/Fe1)

の一人として解説したもの。

アラブ世界のムスリム女性23 名の短い伝記やイン
タヴュー、詩などを集めた資料に掲載されている論
文。著者であるスアード・ジョセフ（Suad Joseph）が

（L45）

出会ったベイルート郊外のブルジュ・ハンムードに

International Finance Corporation. Gender

住むシーア派の女性ザイナブの生活を描いている。

Entrepreneurship Markets [2007?]

具体的な生活の様子に加えて家計に関する具体的

GEM country brief : Lebanon 2007

な情報も出てくる点などが興味深い。

(Gender Entrepreneurship Markets
(GEM) country brief series).
Waghington : IFC, 12 p.
所

蔵

:

IFC

ウ

ェ

ブ

（L47）
サ

イ

ト

Joseph, Suad 1983

（http://www.ifc.org/ifcext/gempepmena.nsf/Attac

"Working class women's networking in

hmentsByTitle/Lebanon_GEM_Country_Brief/$

sectarian state : a political paradox."

FILE/Lebanon+GEM+Country+Brief+Feb+200

American ethnologist 10(1), pp.

7.pdf）

1-22.

中東における中小企業支援と女性の雇用機会の

所蔵: アジ研図（JSTOR）

拡大を通して女性の経済参加を促進しようとする

レバノンのトラド・キャンプ（Camp Trad）において

IFC のプログラムに基づく資料。女性の労働参加の
現状、女性が所有する企業、女性の参入を阻む障壁、

女性労働者の宗派や国籍を超えた近隣ネットワーク

女性実業家団体などが紹介されている。

を事例としながら、女性労働者のネットワークがいか
に政治的重要性をもつかを考察する。ネットワークは、

※（A10）で参照。

キリスト教徒の支配層に対抗し、基本的なサービスを
提供し、参加者の価値やアイデンティティを変容させ、
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統一的なアイデンティティを生み出す母体となり得る

College ; coordinators, Julinda Abu

可能性を持つものであったが、内戦中のキリスト教徒

Nasr and Irini Lorfing ; edited for

支配層による宗派に基づく近隣ネットワークの再構

publication by Giovanni Chimienti,

築などにより、この女性ネットワークは破壊されてしま

Women and economic development in

ったとしている。

the Arab world : a regional conference
= Les femmes et le développement
économique dans le monde arabe : une
conférence régionale. Beirut :

（L48）

IWSAW, pp. [157]-171.

Joseph, Suad c1998

所蔵: アジ研図（M/396.1/W15）

"Marcel : straddling visible and
invisible Lebanese economies." In

（J117）と同文献に収録されている論文。

edited by Richard A. Lobban, Jr. ;

西ベカーア地域の二つの村51 家族を対象に行っ

foreword by Elizabeth W. Fernea,

た調査に基づき、女性労働の経済的な貢献につい

Middle Eastern women and the

て、その質はどのようなものか、貢献の割合をどう測

invisible economy. Gainesville, Fla. :

定できるのか、貢献のレベルを影響するのは経済的

University Press of Florida, pp.

要素か社会的要素かについて、特に農業における

[233]-244.

女性の貢献に注目しながら分析している。結論では、
全ての女性が何らかの方法で家計全体の 5～７％に

所蔵: アジ研図（M/331.4/M1）

貢献していると述べている。
レバノンのパレスチナ難民女性を具体事例として
追いながら、見える経済（Visible Economy）と見え
ざる経済（Invisible economy）の領域がいかにあい

（L50）

まいで、浸透しあっているかについて考察したもの。

Khalaf, Mona and I. Lorfing 1985

主に 1950～70 年代の具体的な労働状況や、いくつ
かの仕事をやりくりしながら生活する行為者の生活

The economic contribution of women

戦略が具体的に語られている。

and its effects on the basic dynamics of
the family in two Lebanese villages
(World employment programme
research working papers ; no. 148).

（L49）

[Beirut?] : International Labour

Khalaf, Mona 1988

Organization, 38 p.

"Assessing the economic contribution

所蔵: AUB 図

of women : a study of two Lebanese
villages." In sponsored by the

（L49）の元になった研究。

Institute for Women's Studies in the
※（L57）で参照。

Arab World, Beiruit University
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（L51）

労働力（Female labor force in Lebanon）」(pp.

Lebanese American University. Institute

12-24)は、レバノンの女性労働に関する概要や、賃

for Women's Studies in the Arab World

金や労働条件、女性労働に対する社会、雇用者、女

1998

性労働者自身の態度などについて簡単に解説して
いる。典拠が記載されていないのが残念だが、レバ

Female labor force in Lebanon

ノンの女性労働の概観を把握するには便利である。

.= اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن

またこの特集号では、働く女性へのインタヴュー
（女性タクシー運転手や書店店主、社会問題省の局

Beirut : IWSAW, 2 v.

長やレバノン女性労働者連盟（Working Women

所蔵: LAU 図；ESCWA 図

League in Lebanon）会長など）、職場におけるセク
ハラに関する論考(pp.34-36)、レバノンの雇用事務

IWSAW が、USAID の資金援助を受けて 1996

所の求職者のデータが掲載されている。

～97 年に行った女性労働に関する包括的な調査。
効果的な政策や計画策定に資するデータの提供を

なお同雑誌「パイオニア女性（ al-Raida ）」(9)

目的としている。第 1 巻が包括レポート、第 2 巻は統

1978 でも特集「女性と労働（Women and work）」が

計データとなっている。女性労働を規定する法的枠

組まれている。この中で特にレバノンに言及した論

組みや、国家機関や国際機関の統計データなどを

考としては「レバノンにおける女性の雇用（Women

使用して女性労働の概況や背景について述べるとと

employment in Lebanon）」(p.10)がある。

もに、フィールドワークを通して得たデータを用いて、
女性労働者の特徴、地位、労働環境、女性労働者が
直面する制約、女性労働に対する態度について分

（L53）

析し、また雇用者調査から女性労働力に対する将来

Lorfing, Irene 1983

的な需要について分析している。

"Women workers in Lebanese
※（L9）で参照。

industry." In compiled by Nagat M.
el-Sanabary, Women work in the

third world : the impact of
（L52）

industrialization and global economic

[Lebanese American University. Institute

interdependence. Berkeley : Center
for the Study, Education and

for Women's Studies in the Arab World]

Advancement of Women, University of

1998

California, pp. 183-192.

“Women in the labor force.” （特集タイト

所蔵: LAU 図

ル） al-Raida (82).

カルフォルニア大学で 1982年と 1983 年に開催さ

所蔵: アジ研図（P/396.1/R1001）

れた会議の会議録に収録された論文。女性工場労

IWSAW の雑誌「パイオニア女性（al-Raida）」の

働者の特徴、労働環境、女性労働者の仕事に対する

女性労働に関する特集号。「レバノンにおける女性

態度、工業部門における女性の雇用に影響を与える
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the Arab World ; 1). Beirut : IWSAW,

要素などについて述べている。

pp. 63-84.

※（L36）、（L39）、（L42）で参照。

所蔵: アジ研図（MELE/331.4/W1）
（L54）と同文献に収録された論文。南部の 27 人

（L54）

の女性を調査対象として、戦争未亡人の労働に対す

Lorfting, I. and Julinda Abu Nasr 1980

る態度、労働における問題やニーズについて調査

"The female industrial worker in the

することを目的に、1978～79 年に行われた調査結

suburbs of Beirut in 1979." In

果をまとめたもの。戦争未亡人や障害者となった夫

Institute for Women's Studies in the

をかかえる女性の年齢や労働経験、家族環境、好ま

Arab World, Women and work in

れる職業などについて調べている。

Lebanon (Monographs of the

※（L53）で参照。

Institute for Women's Studies in the
Arab World ; 1). Beirut : IWSAW,
pp. 38-62.

（L56）

所蔵: アジ研図（MELE/331.4/W1）

Richards, Evelyn 1980

1979年に行われたベイルート郊外の10工場での

"The employment status of women in

調査結果をまとめたもの。女性工場労働者の生活と

Lebanon." In Institute for Women's

仕事の状況について調査し、女性労働者とその家族

Studies in the Arab World, Women

の生活の質の向上のために企画された非公式教育

and work in Lebanon (Monographs of

プログラムに対するニーズと、その弱点について考

the Institute for Women's Studies in

察することを目的としている。対象となった労働者の

the Arab World ; 1). Beirut :

年齢構成や学歴、労働環境、家庭環境などについて

IWSAW, pp. 12-[37].

調べている。

所蔵: アジ研図（MELE/331.4/W1）

※（L42）、（L53）で参照。

（L54）と同文献に収録された論文。学生へのより
適切な職業相談を行うために職業に関する情報が
必要だとして、1979 年に大ベイルート地域の 240 団

（L55）

体で行われた調査の結果。職業別、配偶関係別の

Lorfting, I. and Julinda Abu Nasr 1980

データが提示され、1972 年の労働統計の結果と比

"Lebanese women, head of

べながら、女性の雇用の今後の傾向について分析し

households." In Institute for Women's

ている。

Studies in the Arab World, Women

※（L39）、（L42）、（L53）、（L69）で参照。

and work in Lebanon (Monographs of
the Institute for Women's Studies in
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（L57）

に影響しているかを、検証するもの。私立学校で働く

Samaha, Nadia and Elham Chaarani and

既婚の女性教員と、男性教員の働いていない妻約

Hind Beydoun 2001

200 人を対象に、インタヴュー形式で収集したデー
タを分析している。

Ces femmes qui travaillent.
Beyrouth : Bahithat, 125 p.
所蔵: アジ研図（MELE/331.4/W1）

（L59）
Yarak, Fady and Badra Alawa 2001

特に専門職の女性の労働に焦点を当てた資料。
第 1 部は世界全体の女性の労働参加に関する傾向

La participation economique des

について述べた後、レバノン女性の労働参加につい

femmes au Liban. Brussels : Rene

て、1994～96 年に社会問題省と UNFPA によって
行われた調査結果を用いて分析している。第 2 部は、

Moawad Foundation, 29 leaves.
所蔵: アジ研図

様々な宗派に属するベイルート在住の既婚女性（30
～45 歳、子供有、専門職に就き 5 年以上働いてい

第 1 章でレバノン女性の労働環境と 1998 年の

る）を対象に調査を行い、第 1 章ではセクシャルハラ

CAS の統計データを用いた労働参加の状況の概要

スメント、第 2 章では家庭内の関係性について分析

を説明し、第 2 章では小規模事業、第 3 章では職種、

している。最終的な回答数は 57 と少ないが、回答内

第 4 章では教育と、女性労働との関係について述べ、

容も一部掲載されている。

今後の戦略について提言している。

（L58）

（L60）

Saxena, Prem C. and Habbouba Y. Aoun

 اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮﺑﻲ ﺁﺳﻴﺎ.اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
[1989]

1997
"Women's education, economic activity

 دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻦ: دور اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻬﺎﻣﺸﻲ
; ﻟﺒﻨﺎن )ﺳﻠﺴﻠﺔ دراﺳﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﺮاة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

and fertility : relationship
re-examined : a study based on a

 اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ, اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة: [ ]ﺑﻐﺪاد.(16
. ص89 ,واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮﺑﻲ ﺁﺳﻴﺎ

Lebanese community." al-Abḥāth :

the quarterly journal of the American

所蔵: アジ研図（Ar/396/D1002）

University of Beirut (45), pp. 25-39.

第 1 章で”周縁部門”とは何か、また周縁部門にお

所蔵: アジ研図（PAr/05/Ab1001）

ける女性労働調査における問題点など、理論的枠組
女性の教育と労働が、出産行動にどのように影響

みについて述べ、第 2 章でレバノン各地から 200 家

しているのか、また働いているレバノン女性に母親

族を対象にフィールド調査を行い、周縁部門で働く

役割と労働がどの程度両立し得ないものとして経験

女性労働者の社会経済的な特徴、労働条件、仕事を

されているのか、加えてそれが出産行動にどのよう

選んだ理由や動機、女性労働者が直面する問題、戦

- 151 -

第 4 章レバノン

IV-4.女性労働研究

争の影響について分析している。第 3 章では、周縁

賃金や労働条件における男女差別などについて概

部門の女性労働者の労働環境の改善を支援するた

観している。

めに必要な施策について考察している。
※（L63）で参照。

（L63）

1998  ﻣﻨﻰ ﺷﻤﺎﻟﻲ,ﺧﻠﻒ

 دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ:  اﻟﻮاﻗﻊ واﻵﻓﺎق: اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ
 ﻣﺮآﺰ اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ: [ ]ﺗﻮﻧﺲ.ﻟﺒﻨﺎن

（L61）

2004  ادﻳﻞ ﺣﻤﺪان,ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ

. ص152 ,واﻟﺒﺤﻮث

اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻮﺣﺪﻳﻦ اﻟﺪروز ﺑﻴﻦ اﻷﻣﺲ
. ص328 , اﻟﻔﺮات:  ﺑﻴﺮوت.واﻟﻴﻮم

所蔵: アジ研図（Ar/331.4/M1008）
CAWTAR が 1995～96 年に、レバノン、アラブ首

所蔵: アジ研図（Ar/396.1/M1032）

長国連邦、スーダンで行った女性労働に関する一連

前半ではドルーズ女性のおかれた社会的経済的

の調査のレバノン編。（A17）が同調査の概要版とな

文化的環境について歴史的変化を含めて説明し、

っている。第1 章でレバノン社会について概観し、第

後半は各分野で活躍した著名な女性の伝記となって

2 章で女性労働者の全体的特徴、産業ごとの女性の

いる。前半に含まれている「経済的環境と女性の参

労働参加と女性労働者の特徴について分析し、女性

加の程度」（pp.28-33）では、農村女性であるドルー

の労働参加に影響すると考えられる教育や法制度、

ズ女性がいかに男性とともに農業や様々な手仕事に

国家の政策などについて考察している。第 3 章では、

従事し、家計に貢献してきたかが主張されている。ま
た「家庭外での女性の賃金労働」（pp.135-139）では、
かつては恥ずかしいこととされた家庭外での女性の

特にアパレル産業の 10 企業250 人の女性労働者を
サンプルとして、女性労働者の特徴や労働状況につ
いて詳しく調べている。

賃金労働に対する人々の視線の変化が語られてい
る。

※（L8）で参照。

（L62）

（L64）

2000  آﻤﺎل,ﺣﻤﺪان

2003  ﻣﺎري ﻧﺎﺻﻴﻒ,اﻟﺪﺑﺲ

 اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺪور ﻓﻲ: اﻟﻤﺮأة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻤﻮﻇﻔﺔ
 ﻣﺮآﺰ:  ﺑﻴﺮوت. دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ: اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ

"ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ
" إﻋﺪاد وﺗﺤﺮﻳﺮ ﻧﺠﻼء ﺣﻤﺎادﻩ وﺟﻴﻦ ﺳﻌﻴﺪ.اﻟﺮﺟﻞ
 اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻴﻦ,اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ وﺳﻌﺎد ﺟﻮزف
. ص, دار اﻟﺠﺪﻳﺪ:  ﺑﻴﺮوت.اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة
.131-113

. ص147 ,ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻷﺑﺤﺎث
所蔵: アジ研図（Ar/331.4/M1007）
大ベイルート地域の 49 民間企業と 60 公営企業を

所蔵: アジ研図（Ar/396/M1022）

通して 594 の質問票を配布し、データを収集してい

レバノン女性の労働参加の推移、およびその限界、
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観した後、公共・民間部門それぞれの女性労働者の

「 レ バ ノ ン に お け る パ レ ス チ ナ 労 働 力 （ The

社会経済的な特徴、賃金や社会保険加入などの状

Palestinian labour force in Lebanon）」（TEAM

況を分析するとともに、組合活動への女性労働者の

International, January 1983）を利用している。

参加状況や参加の障害についても分析している。

（L67）
（L65）

2005  إﻧﻌﺎم,ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻮاد
1991  أﻣﺎن آﺒﺎرة,ﺷﻌﺮاﻧﻲ

 " اﻟﻤﺠﻠﺔ."اﻷوﺿﺎع اﻟﺮاهﻨﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺮأة اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
.31-1 . ص,42(2) اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ

 دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ: أوﺿﺎع وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺮأة
 ﻣﻨﺸﻮرات ﺻﺎﻟﻮن ﻓﻀﻴﻠﺔ:  ﻃﺮاﺑﻠﺲ.اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

所蔵: アジ研図（PAr/3/Na1）

. ص316 ,ﻓﺘﺎل اﻻدﺑﻲ

農村における女性の就労状況の概況、女性の労

所蔵: アジ研図（Ar/396.1/A1016）

働参加を決定する構造的要素として、賃金労働とア

1986年にタルトゥース市で500名の女性を対象に

ンペイドワークの状況、文化的要素や法的枠組みに

行われた調査結果。女性の役割や現状に対する女

ついて考察している。

性の見解、特に教育と労働に関する現状のニーズ、
社会における女性の役割を明らかにすることを目的
としている。割かれているページ数は少ないが、女

（L68）

性に労働を禁じる要素や、女性が労働から得る満足、

1981  ﺗﻮﻓﻴﻖ,ﻋﺴﻴﺮان

女性が就く職業、女性の経済的独立などについても

 " ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ."ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﺮة
ﻣﺤﺎﺿﺮات اﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
 ﻣﻜﺘﺐ:  ﺑﻐﺪاد.اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ

考察している。

 اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ وﺑﺤﻮث,اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ
.108-91 . ص,اﻟﻌﻤﻞ

（L66）

2000  روز ﻣﺎري,ﺻﺎﻳﻎ

所蔵: ヨルダン大図；LAU 図

 " إﻋﺪاد. ﻋﺎﻣﻠﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن: "أﻧﺜﻰ وﻻﺟﺌﺔ
وﺗﺤﺮﻳﺮ ﻧﺠﻼء ﺣﻤﺎادﻩ وﺟﻴﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ وﺳﻌﺎد
. اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة,ﺟﻮزف
.157-133 . ص, دار اﻟﺠﺪﻳﺪ: ﺑﻴﺮوت

1981 年にベイルートで開催されたトレーニングコ
ースの講義録に収録されている論文の一つ。著者は
レバノン家族計画協会（Lebanon Family Planning
Association (LFPA), ）ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﺮة ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎنの事

所蔵: アジ研図（Ar/396/M1022）

務総長。既婚女性の学歴、性教育、家庭内の意思決
定者、妊娠回数、欲しい子供の数などに関するデー

英語でも多くの著作を出しているローズマーリー・

タを提供している。

サーイグの著作。レバノンにおけるパレスチナ難民
女性の労働の分析を通して、公的・私的領域の変容
と相互浸透性について考察している。データは主に
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）（L69

）所蔵: アジ研図（Ar/396.1/W1004

ﻗﺒﺎﻧﺠﻲ ,ﺟﺎك وأﺳﻌﺪ اﻷﺗﺎت 1997

フリードリヒ・エーベルト財団の協力の下、第 4 回

اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن  :ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ وﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ.
ﺑﻴﺮوت  :ﺷﺮآﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻨﺸﺮ:
اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ 450 ,ص.

世界女性会議に向けて NCLW の呼びかけで結成さ
）」が開催した会議のاﻻﺟﻨﺔ اﻻهﻠﻴﺔ（れた「NGO 委員会
抄録。「女性と労働」をテーマに 1995 年 2 月にサイ
ダーで開催された会議も収録されている。その中で

。）所蔵: アジ研図（Ar/331.4/M1006

）のペーパーと、それにﻣﻨﻰ ﺧﻠﻒ（は、モナー・ハラフ
、レバノン大ﺻﺎدر ﻳﻮﻧﺲ（対するサーディル・ユーニス

1990～91年に1,956人の女性労働者を対象に質

ﻳﻮﺳﻒ （学社会科学研究所）と、ユースフ・ジバーイー

問票を用いて調査を行い、女性労働者の社会的背

。）のコメントが掲載されているﺟﺒﺎﻋﻲ

景、女性労働に対する戦争の影響、女性労働者が働
く組織、分野、労働条件、宗教的方向性などについ
。て分析している

）（L72

。※（L21）、（L36）で参照

ﻣﻄﺮ ,ﻟﻴﻨﺪا 1981
"اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻣﺪى
ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي" .
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ,ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺤﺎﺿﺮات اﻟﺪورة

）（L70

آﻴﻮان ,ﻓﺎدﻳﺎ 1994

اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ .ﺑﻐﺪاد  :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ,اﻟﻤﻌﻬﺪ

دراﺳﺔ ﺣﻮل ﻋﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻻهﻠﻴﺔ.
ﺑﻴﺮوت  :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮﻳﺪرﻳﺶ اﻳﺒﺮت  :اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ 63 ,ص.

اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ وﺑﺤﻮث اﻟﻌﻤﻞ ,ص.
.89-81

所蔵: NCLW 図

所蔵: ヨルダン大図；LAU 図

NGOで働く女性に関するサンプル調査。レバノン

（L68）と同文献に収録されている論文。 レバノン

の女性 NGO の性格と、特に社会ボランティア活動

の教育制度、特に職業教育、また女性が生産活動に

。に参加する女性の特徴について分析している

従事することに対する社会の見解について考察して
。いる

）（L71

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮﻳﺪرﻳﺶ اﺑﻴﺮت واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷهﻠﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻀﻴﺮ
ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺑﻴﺠﻴﻦ ,اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﻤﺮأة 1995

）（L73

ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ 1980

وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺤﻠﻘﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﻟﻨﺪوات اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﻓﻲ
اﻃﺎر اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺑﻴﺠﻴﻦ.1995-1994 ,

اﻟﻤﺮأة واﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن .ﺑﻴﺮوت  :ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ 71 ,ص.

ﺑﻴﺮوت  :اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷهﻠﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ﺑﻴﺠﻴﻦ  :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮﻳﺪرﻳﺶ اﻳﺒﺮت 288 ,ص.

所蔵: アサド図；LWDG
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タイトルから（L54）～（L56）を収録する文献

Women and work in Lebanon のアラビア語版かと
思われるが、現物未確認。この文献に収録されてい
るアドナーン・ムルワ（`Adnan Mureoh）の論文「レ
バノンにおける家族計画と働く女性（ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﺮ واﻟﻤﺮأة

」）اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎنや、アブド・アルサラーム・シュアイブ
（`Abd al-Salam Shu`ayb）の論文「レバノン法にお
ける女性労働者（」）اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲは、上
記の英語版には収録されていないので、内容が異
なることが予想される。
※（L36）で参照。

（L74）

1981  إﻟﻬﺎم,ﻣﻨﺼﻮر
"اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮب ﻓﻲ
 " ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ.ﻟﺒﻨﺎن وأﺛﺮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺤﺎﺿﺮات اﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ,اﻟﻌﺮﺑﻲ

اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
 اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ, ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ:  ﺑﻐﺪاد.اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
.135-123 . ص,ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ وﺑﺤﻮث اﻟﻌﻤﻞ
所蔵: ヨルダン大図；LAU 図
（L68）と同文献に収録されている論文。 著者はレ
バノン大学の教官。 統計データから低中所得層の女
性の労働参加の増大や、離婚の増加、若い世代の
女性の性的解放という現象が起きていることを指摘し、
その影響について分析している。
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（）ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦhttp://lebaneselw.com）は、レ

IV-5．法律関係資料

バノン組合トレーニング・センター（ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ

）ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲと調査・開発フィールド協会（ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻴﺪان

（１）ウェブサイト
レ バ ノ ン 議 会 （ ）ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮابの ウ ェ ブ サ イ ト

）ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﻨﻤﻴﺔが、フリードリヒ･エーベルト財団の協力

（http://www.lp.gov.lb/）では、憲法の原文、および

によって、独立した民主的労働組合的情報サイトとし

2000 年以降に発効した法律の原文が掲載されてお

てとして運営するウェブサイト。労働者の権利に関す

り、PDF でダウンロードできる（アラビア語のみ）。

る情報提供や労働分野における権利の監視、労働

労働省の ア ラ ビ ア 語ウ ェ ブ サ イ ト

関連法令の調査、改正要求の提出などを目的として

（http://www.labor.gov.lb/）では、労働法の原文や

いる。ILO の協定や勧告をはじめとする国際協定や、

関連する命令や決定などを閲覧することができるが、

それら協定のレバノン政府の批准状況一覧、レバノ

英語とフランス語のウェブサイトには類似の情報の掲

ン労働者総同盟（）اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎنの加盟労

載はない。社会問題省（Ministry of Social Affairs,

働組合一覧や内部規定の原文、労働法、社会保険

 ）وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔの ウ ェ ブ サ イ ト

法、公務員に関する関連法令、およびその改正法案、

（http://www.socialaffairs.gov.lb/）には新しい法律

集団労働契約法などの原文が掲載されている（アラ

が数点掲載されているだけで情報量は少ない（アラ

ビア語のみ）。

ビア語のみ）。
社 会 保 険 国 家 基 金 （ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن

）اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲのウェブサイト（http://cnss.gov.lb/）には社

（２）英語資料
アメリカ国際ビジネス出版（USA International

会保険法の原文が掲載されている（アラビア語の

Business Publications）の最新のものでは、レバノ

み）。
また民間の出版社だが、Sader publishers のウェ

ン企業の専門家チームが執筆している Business

ブサイト（http://www.saderpublishers.com）では、

laws of Lebanon（L75）がある。内容は毎年改訂さ

2005 年以降のレバノン官報が掲載されている。各官

れ、現在 2010/2011 版が最新である。女性労働に関

報の目次から PDF 化された官報の原文までリンクで

する法律について英語で概要を知ることができる資

辿ることができると同時に、主題や法令の種類、日付

料としては（L81）をあげることができる。

などによる検索も可能で、非常に有用である（アラビ

古い法律については、レバノン・アラブ・ドキュメン
テーション事務所（Bureau des documentations

ア語のみ）。
事業に お け る レ バ ノ ン 女性連盟（ Lebanese

libanaises et arabes）が（L78）をはじめ、商法や外

League for Women in Business）のウェブサイトで

国人や住宅に関連する法令のフランス語訳を出版し

は、商法（Code of commerce, Decree-Law no. 304,

ている。

Dated 24 December 1942。改正された内容を含
む ） の 英 訳 を 掲 載 し て い る

（３）アラビア語資料

（http://www.llwb.org/laws.shtml）。ただしどの時
点までの改正が反映されているのかが不明で、また

レバノンの法律関係資料を多数出版しているのは、

ウェブサイトの著作権が 2008 年となっているので、

ウェブサイトの項でも紹介した Sader publishers2で

近年は更新されていない可能性が高い。
労働者の権利のレバノン監視団（ اﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ

2
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ある。Sader が出版した（L92）は最も包括的なレバノ

ンにおける企業、金融市場や知的財産権、外国投資

ンの法令集といえる。法律の仏訳資料や英語資料も

に関する解説に加えて、不動産法や環境法につい

出しているが、アラビア語資料が最も充実しており、

ても解説している。第8章で雇用契約、賃金や休業、

主題ごとの法律シリーズや判例集なども出版してい

母性保護などについて説明している。

る。官報の索引も冊子体で発行している。他にはザ
イン（Zain）書店が、法律資料を出版しており、
（L94）や（L95）では、改正の履歴などの解説も付さ

（L76）

れている。

Alem, Mohamed Y. (compilation and

労働における女性の権利の観点からは、NCLW

translation) ; country editor, Nady Tyan

を始めとする女性団体の出版物があげられる（L86、

2001

L87）。また女性の権利獲得のために活動したパイ
オニア的レバノン人女性ロール・ムガイザル（ ﻟﻮر

Business laws of the Middle East :

）ﻣﻐﻴﺰلの著作には、女性に関する法律についての

Lebanon. Hague : Kluwer Law

文献が多数ある。

International, vi, 396 p.
所蔵: 国内大学図書館所蔵あり（NACSIS Webcat
で検索可能）

＜文献解題＞
義務および契約法（）ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮﺟﺒﺎت واﻟﻌﻘﻮدおよび法
レバノンに関する法律関係資料として第 1 章 I-5.

律 34 号商法の英訳が掲載されており、法制度およ

法律関係資料に収録した（A21）～（A22）、（A24）～

び上記の法律の概要について解説している。この中

（A31）も参照のこと。

には労働契約に関する条項も含まれている。

（L75）

（L77）

Alem & Associates c2009

El-Cheikh, Nadia M. c2000

Business laws of Lebanon : 2009-2010

"The 1998 proposed civil marriage law

ed. Eagan, MN : West, xxviii, 371

in Lebanon : the reaction of the

p.

Muslim communities." In Eugene
Cotran general ed., Yearbook of

所蔵: ジ ェ ト ロ BL ； 国内大学図書館所蔵あ り

Islamic and Middle Eastern law, v.5

（NACSIS Webcat で検索可能）

2000. London : Kluwer Law
International, pp. 147-161.

レバノンでビジネスを行う人のために書かれた法
律解説書。法律の原文は掲載されていない。レバノ

所蔵: 国内大学図書館所蔵あり（NACSIS Webcat
で検索可能）

(www.saderlegal.com)があり、レバノンとアラブ
首長国連邦の法律関係資料を出版している。日本
からの購入も可能である。

レバノンでは、婚姻や親子関係は 18 の宗派コミュ
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ニティごとに定められた法律に従っているが、1998

（L80）

年に宗教的な枠組みを超えた統一的な市民婚姻法

Lampman, Robert J. 1954

草案が提出された。この市民婚姻法の内容について

"The Lebanese labor code of 1946."

検証するとともに、各宗派コミュニティの反応につい

Labor law journal July 1954, pp.

て分析している。

491-503.
所蔵: 国内大学図書館所蔵あり（NACSIS Webcat
で検索可能）

（L78）
Fadel, Me Maroun KH. (traduction

レバノン独立後最初の労働法である 1946 年労働

française publiće sous la direction

法の概要とその特徴、労働法が制定された経緯、ま

technique) ; English translation under the

た法がもたらした影響について述べている。

supervision of S.E.A. Hakim 1963

※（L36）で参照。

Loi sur la securite sociale = Social
security law

.= ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

（L81）

Beyrouth : Bureau des

Lebanese American University. Institute

documentations libanaises et arabes,

for Women's Studies in the Arab World

31, 36, 33 p.

2005/2006
“The status of women in Lebanese

所蔵: アジ研図（MELE/36/L1）

legislation.” （特集タイトル） al-Raida

1963 年のレバノンの社会保険法のアラビア語オリ

111/112.

ジナルと、英訳、仏訳が 1 冊にまとめられている。

所蔵: アジ研図（P/396.1/R1001）
レバノンの女性差別撤廃条約（CEDAW）に対す

（L79）

る留保、国籍法、婚姻と遺産相続、女性に対する暴

Hakim, S. E. A. (translated by) [1964]

力、女性議席割当制度などを取り上げて、レバノン女
性の法的地位について考察している。労働関係の論

Lebanese income tax law. Beyrouth :

考 で は 、 ア ル レ ー テ ・ ジ ュ ラ イ サ テ ィ （ Arlete

Bureau des documentations libanaises

Juraysati ） の "Eligibility of working married

et arabes, 28 p.

Labanese women for social benefits" （pp.48-53)、

所蔵: アジ研図（MELE/336.21/L1）

イクバール・ムラード・ドゥーガーン（Iqbal Murad
Doughan）の"Working women in Lebanon"（pp.

1959 年 6 月 12 日法律 144 号所得税法の英訳。

54-55)が掲載されている。前者は家族手当や社会保
険の権利における既婚女性に対する差別的な扱い
を取り上げている。後者は、レバノン女性労働者連盟
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1959 年 6 月 23 日非ムスリム相続法のフランス語

（Working Women League in Lebanon）の会長に
よる著作で、労働法の改正について要求している。

訳。

（L82）

（L85）

[Republic of Lebanon]

IV-5.法律関係資料

U.S. Bureau of Labor Statistics 1966

c2006

The social security (Lebanon)

Labor law and practice in Lebanon

amendment regulations 2006.

(BLS report no. 304). [Washington,

London : Stationery Office, 4 p.

D.C.] : U.S. Bureau of Labor Statistics,
98 p.

所蔵: アジ研図（MELE/36/S1）

所蔵: アジ研図（/331/Un10）

2006 年 6 月に出された社会保険関連法令の実施

アメリカの労働統計局が、海外でアメリカ企業など

に関する規則。

が現地職員を雇用する際に役立つ資料として作成し
たシリーズの一つ。レバノンの労働関連法令や労働
環境、経済状況や社会や文化などについても解説し

（L83）
[République libanaise]

ている。

[1965]

Constitution libanaise. Beyrouth :
Bureau des documentations libanaises

（L86）

et arabes, 13 leaves.

[.ت. ﻏﺎدة ]د,ﺣﻤﺪان

所蔵: アジ研図（MELE/342.4/C1）

: .م. ]د.اﻟﻤــﺮأة واﻟﻘﺎﻧــﻮن ﻓــﻲ اﻟﺠﻤﻬـﻮرﻳـﺔ اﻟﻠـﺒـﻨـﺎﻧﻴــﺔ
.[ ص45] ,[ن.د

レバノン憲法のフランス語訳。1947 年1月21日ま
での改正が反映されている。

所 蔵 :

NCLW

ウ

ェ

ブ

サ

イ

ト

（http://www.nclw.org.lb/resourcesmid.cfm）
女性に関する法的枠組み、法における女性差別と

（L84）

その撤廃について解説している。

Safa, M. Elie (traduction française publiée
sous la direction technique) [1964]

Loi sur les successions des

（L87）

non-mahométans. Beyrouth :

2000  ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق,دوﻏﺎن

Bureau des documentations libanaises

 راﺑﻄﺔ:  ﻟﺒﻨﺎن.اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻗﻀﺎﻳﺎ وﺣﻠﻮل
. ص133 ,اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن

et arabes, 19 leaves.
所蔵: アジ研図（MELE/347.65/L1）
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. ص240 ,ﺷﻮﻓﺎﻧﻲ.  ﻧﺎﺟﻲ م:  ﺑﻴﺮوت.3 اﻟﻄﺒﻌﺔ

所蔵: JNCW 図；NCLW 図
レバノンの女性労働者の状況について、特に法的

所蔵: アジ研図（Ar/36/Q1005）

側面から考察したもの。労働法、社会保険法、被雇

社会保険法および関連法令、労働法の原文が、改

用者法、教育委員会関係者の規定などについて解

正の履歴などの解説を含めて掲載されている。巻末

説したのち、法律の適用状況や現実と法律の乖離に

に社会保険および労働法の用語集（フランス語・アラ

ついて考察し、また関連する訴訟の結果についても

ビア語）が記載されているのが便利。

述べている。

（L90）

（L88）

ﺻﺎدر

[2002]  وﻓﻴﻘﺔ ﻣﻨﺼﻮر,اﻟﺪوﻳﺮي

. اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ: ﺻﺎدر ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻻﺟﺘﻬﺎد
. ج1 , ﺻﺎدر: ﺑﻴﺮوت

" اﻋﺪاد ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺳﺮة ﻓﻲ."ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة
 اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ,ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎﺷﺮاف اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻋﺴﻴﺮان
 دﻟﻴﻞ: ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ اﻻﺳﺮﻳﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
 ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ: [ ]ﺑﻴﺮوت.ﻣﺮاآﺰ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﺮأة

所蔵: アジ研図
社会保険関係の法令を集めた加除式資料。アジ

.200-187 . ص,اﻷﺳﺮة ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن

研図書館で所蔵しているものは 2007 年 5 月時点の
内容。社会保険法の他に、社会保険国家基金、健康

所蔵: アジ研図（Ar/396.1/M1057）

および母性保険、家族および教育手当、退職金など

レ バ ノ ン 家 族 計 画 協 会 （ Lebanon Family

に関する法令が掲載されている。

Planning Association (LFPA)）が、イタリア外務省
からの資金援助の下で 2000 年に実施したプロジェ
クト「農村女性の能力の開発と発展」で作成された女

（L91）

性団体向けのガイドブックに収録された論文。ガイド

 ﻣﺮآﺰ اﻻﺑﺤﺎث واﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ； اﺷﺮاف.ﺻﺎدر
2005 اﻧﻄﻮان ﺑﺮﻳﺪي

ブックとはいっても実践的なものではなく、女性の権
利や保健、子供に関する講義を集めたものとなって
いる。この論文では各分野における女性の権利につ

, ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎري, ﻗﺎﻧﻮن أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت,ﺣﻖ إداري
 ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ, ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮﺟﺒﺎت واﻟﻌﻘﻮد,ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻘﺎري
 ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻼت اﻟﺨﻄﺮة,واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
, ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ,واﻟﻤﻀﺮة ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﻤﺰﻋﺤﺔ
.(ﻃﻮاﺋﻒ دﻳﻨﻴﺔ )ﺻﺎدر ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

いて解説しており、労働関係の法律についても言及
している。

. ص20 ,520 , ﺻﺎدر: ﺑﻴﺮوت

（L89）

2005 . ﻧﺎﺟﻲ م,ﺷﻮﻓﺎﻧﻲ

所蔵: アジ研図（Ar/34/S1002）

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻤﺮاﺳﻴﻢ
. ﻗﺎﻧﻮن ﻃﻮارئ اﻟﻌﻤﻞ, ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ: اﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻟﻪ

様々な法律に関する法律専門家の意見（ رأي

）ﻗﺎﻧﻮﻧﻲを集めたシリーズの中の一つ。労働関係では
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（L94）

労働法および社会保険法が含まれている。また退職
金および雇用契約に関して出された意見が収録され

2007 ( أﺳﺎﻣﺔ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ )إﻋﺪاد وإﺷﺮاف,ﻋﺠﺮوش

ている。

 ﻣﻜﺘﺒﺔ:  ﺑﻴﺮوت.ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
. ص132 ,زﺑﻦ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ
所蔵: アジ研図

（L92）

[( ﺟﻮزف ادﻳﺐ )ﻧﺸﺮة واﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﺧﺮاﺟﻪ,]ﺻﺎدر
2001-

2002年12月31日まで（タイトルページでは2003
年 12 月 31 日までとなっているが、本文 p.17 では
2002 年となっている）の改正を反映した社会保険法

 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ: ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻟﺒﻨﺎن
. دار اﻟﻤﻨﺸﻮرات اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ: [ ]ﺑﻴﺮوت.واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

の原文。改正の履歴などが各条項の註で解説されて
いる。

24 v. in 32 (loose-leaf).
所蔵: アジ研図（Ar/34/Q1009）

（L95）

レバノンの法律を網羅的に収録した法令集。古い
ものではオスマン帝国時代に遡る。省庁ごとに関連

2007 ( أﺳﺎﻣﺔ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ )إﻋﺪاد وإﺷﺮاف,ﻋﺠﺮوش

する法律、省令などが収録されている。加除式資料

.ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻤﺮاﺳﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
. ص146 , ﻣﻜﺘﺒﺔ زﺑﻦ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ: ﺑﻴﺮوت

で、2008 年 1 月 1 日までの改正が反映された法令
の原文が掲載されている。

所蔵: アジ研図
労働法の原文および関連する命令や決定の原文

（L93）

を掲載している。なおこの労働法にはこれまでの改

2006  زﻳﻨﺐ ﻣﺮوة,اﻟﺼﻠﺢ

正が反映されており、各条項の註で改正の履歴など
が解説されている。

"."ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن
إﺷﺮاف ﻋﻠﻲ ﺷﺘﻴﻮي اﻟﺰﻏﻞ وﺧﻠﻒ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻄﻌﺎﻧﻲ
 ﺑﺤﻮث وأوراق ﻋﻤﻞ,وﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺜﻤﺎﻧﻪ
. اﻟﻤﺮأة واﻟﻬﺠﺮة وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن: اﻟﻨﺪوة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
.530-521 . ص, ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك: ارﺑﺪ

（L96）

[2001-]  وﻟﻴﻢ ； ﻗﺪم ﻟﻪ ﺷﻜﻴﺐ ﻗﺮﻃﺒﺎوي,اﻟﻐﺮﻳﺐ

所蔵: GFJW 図；ZENID 図
（J22）と同文献に掲載された論文。この論文では、
特に名誉の殺人や家族法における差別について取

:  ﺑﻴﺮوت. اﻟﻌﻤﻞ: ﺻﺎدر ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻻﺟﺘﻬﺎد
. ج1 ,ﺻﺎدر
所蔵: アジ研図（Ar/331/S1003）

り上げているが、労働法や社会保障についても言及

労働関係の法令を集めた加除式資料。アジ研図

している。

書館で所蔵しているのは 2007 年 5 月時点の内容。
各条項には、関連する国際協定、イジュティハード
（専門家による法解釈）、改正前の原文を含めた解説
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。（L100）で参照

。がつけられている

）（L99

）（L97

ﻣﻐﻴﺰل ,ﻟﻮر 1981

ﻣﻐﻴﺰل ,ﻟﻮر 1995

"اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ".

"اﻟﻤﺮأة ﺑﻴﻦ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻘﺎﻧﻮن".
وﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰهﺮاء أزروﻳﻞ ,اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮاﻗﻊ
واﻟﺘﺼﻮر .اﻟﻘﺎهﺮة  :ﻧﻮر-دار اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ,
ص.72-60 .

ﺗﺤﺮﻳﺮ دﻻل اﻟﺒﺰري

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺤﺎﺿﺮات اﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺣﻮل
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ .ﺑﻐﺪاد :
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ,اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ
وﺑﺤﻮث اﻟﻌﻤﻞ ,ص.80-55 .

所蔵: GUW

所蔵: ヨルダン大図；LAU 図

1992 年にモロッコで開催された会議の会議録。レ
バノン女性の法的状況と、レバノンの法制度および

（L68）と同文献に収録されている論文。女性の労

その変更の可能性について、述べている。この論文

働に関する国際協定を概観した後、レバノンの法律

に基づくムガイザルと、モロッコの女性と法律に関す

における賃金、家族手当、退職金、女性保護と母性

るもう一人の研究者の講演の後に議論がなされ、そ

保護について取り上げて解説し、評価と提言を行っ

れ に つ い ても こ の 資料に収録さ れ て いる

。ている

。）（pp.182-192

）（L98
）（L100

ﻣﻐﻴﺰل ,ﻟﻮر 1985

ﻣﻐﻴﺰل ,ﻟﻮر ; اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻋﺪاد ﻓﺎدي ﻣﻐﻴﺰل 2000

اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﺑﻴﺮوت  :ﻣﻌﻬﺪ

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ﺿﻮء إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة .اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.

اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ 387 ,ص.

]ﺑﻴﺮوت[  :اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﺮأة  :ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺟﻮزف وﻟﻮر ﻣﻐﻴﺰل 190 ,ص.

）所蔵: アジ研図（Ar/396/Ma5
レバノン女性の政治的権利、法的能力、経済的社

）所蔵: アジ研図（Ar/396.1/H1003

会的権利、および刑法において女性が関係する項

アラブ各国の女性差別撤廃条約（CEDAW）の実

目について、アラブ諸国や世界各国の法律との比較

、施状況を概観し、レバノンの法律（政治的権利、相続

をまじえながら解説しており、また女性差別撤廃条約

移動の自由、国籍、避妊に対する刑罰の廃止、夫の

（CEDAW）など関連協定も掲載している。賃金や家

許可なく女性が商業活動を行う能力の認知など）に

族手当、母性保護など女性労働関連については「経

。ついて解説している

済的社会的権利」（pp.129-180）の章で解説されて
。いる
～）※（A28）、（L23）、（L51）、（L69）、（L99
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（L101）

2001  ﻟﻮر,ﻣﻐﻴﺰل
 اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق:  ﺑﻴﺮوت.ﺣﻘﻮﻗﻚ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
. ص102 ,اﻻﻧﺴﺎن
所蔵: NCLW 図
労働における女性の権利を解説している。第 1 版
は 1994 年に出され、2001 年に出された第 2 版は
2001 年 11 月 31 年現在有効な法律に基づいてい
る。
※（L100）は第 1 版を参照。

（L102）

1999 ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

 "ﻧﺤﻮ ﺟﻌﻞ ﺣﻘﻮق: ﻧﺪوة ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر
" ﺣﺎﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎن: اﻟﻤﺮأة واﻗﻌﺎ ﻣﻌﺎﺷﺎ
=Seminar on : "Towards making
women's rights a reality : the case of
Lebanon".

.[ ص4] ,14 , ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ: ﻟﻨﺪن
所蔵: NCLW 図
1999 年 11 月にベイルートで開かれたセミナーの
会議録。名誉の殺人、市民婚、労働法と女性、女性
囚人が議題として取り上げられている。労働法と女性
では、労働法や社会保険法における女性の権利が
分析され、将来の発展に向けて提言がなされてい
る。
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Tronto, 149 p.

IV-6．女性団体関係資料

所蔵: CTRD.A 図

（１）複数の女性団体を紹介している文献
（ L5 ） ： 女性差別撤廃条約（ CEDAW ） に 関す

レバノンの女性NGOを通してレバノンにおける女

る”Active bodies in the governmental and

性問題の扱われ方を考察する論文。レバノンの女性

non-governmental sectors”の項があり、

団体の紹介やリストも付いている。また参考文献一覧

NCLW をはじめ７女性団体の紹介と省庁の

にはレバノン女性に関する文献が多数掲載されてい

動きなどが紹介されている。

る。

（ L6 ） ： ”Bodies working in the official and
non-governmental sectors”の項で、女性
差別撤廃委員会（CEDAW）関連の公的団

（L104）

体として NCLW の他に、女性と子供に関す

1995  دﻻل,اﻟﺒﺰري

る議会委員会（Parliamentary Committee

" ﺗﺤﺮﻳﺮ. اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ- "اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
 اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ,دﻻل اﻟﺒﺰري وﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰهﺮاء أزروﻳﻞ
دار اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ- ﻧﻮر:  اﻟﻘﺎهﺮة.ﺑﻴﻦ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺘﺼﻮر
.156-148 . ص,ﻟﻠﻨﺸﺮ

on Women and Children）、社会問題省女
性局（Office of Women’s Affairs at the
Ministry of Social Affairs）、経済社会会議
（Economic and Social Council）が紹介さ
れている。NGO としては、本項で紹介する

所蔵: GUW

団体の他に、レバノン女性ネットワーク
（Lebanese Women’s Network）や、政党

（L99）と同文献に収録されている論文。レバノン

や労働組合に属する女性団体、文化活動を

の女性運動の現状を分析し、宗派的であること、およ

行う女性団体としてレバノン女性研究者協会

び内戦による影響から抜け出すことの必要性につい

（ Lebanese

て述べている。 女性と市民社会に関する議論につ

Association

of

Women

いても同資料に収録されている。

Researchers）が紹介されている。
（L7）：女性差別撤廃委員会（CEDAW）への第 2 回
報告書提出後に新たに設立された女性団体
（団体の中のユニットを含む）を紹介してい

（２）複数の女性団体を紹介しているウェブサイ

る。

ト
レバノンも含めたアラブ諸国の女性団体を紹介し
ているウェブサイトについては、第 1 章 I-6.女性団
体関係資料を参照のこと。

（L103）
Bray-Collins, Elinor 2003

UNDP, Lebanon の Our Partners / Non

Muted voices : women's rights, NGOs,

Governmental Organizations

and the gendered politics of the elite in

（http://www.undp.org.lb/partners/ngos/index.

post-war Lebanon. Thesis for the

cfm）

degree of Master of Arts, Universty

UNDPレバノン事務所と活動する NGO の連絡先
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や概要が掲載されており、女性団体も含まれてい

・ レ バ ノ ン 女 性 の 権 利 連 盟 （ League for

る。

Lebanese Women's Rights）
（L107）

[198-] ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ

（３）個別の女性団体関係文献

ﻣﺤﻄﺎت ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻀﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺴﺎواة
 ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة: واﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺴﻼم
 ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق: [ ]ﺑﻴﺮوت.1987-1947 اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ

各団体の詳細は、資料編 2：III.レバノンを参照の
こと。

. ص159 ,اﻟﻤﺮأة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ

・IWSAW

所蔵: アジ研図（Ar/396.1/M1042）

（L105）

1947 年に設立されたこの団体の 1947～87 年ま

高橋理枝 2007

での活動記録。

「レバノン･アメリカン大学アラブ世界女性
研究所」 『アジア経済』48(3)

73-78ペ

ージ.

・レバノン女性民主会合（Lebanese Women
Democratic Gathering（LWDG））

所蔵: アジ研図（PJa/33/Aj11）
IWSAW の設立の経緯や活動内容に関する紹

（L108）

介。

1978 اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ

 وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ: اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
 اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ:  ﺑﻴﺮوت.1978  ﺑﻴﺮوت,اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ
（L106）

. ص71 ,اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ

Abu Nasr, Julinda 1982

所蔵: アジ研図（Ar/396.1/T1023）

"Close up The Institute for Women's
この団体の設立に関するニュース記事などを集め

Studies in the Arab World." Women's

て掲載したもの。

studies quarterly, pp. 15-17.
所蔵:

国内大学図書館所蔵あり（NACSIS Webcat

で検索可能）

・ レ バ ノ ン 家族計画協会（ Lebanon Family
Planning Association（LFPA））

IWSAW の設立の経緯、活動目的、活動内容に関
する紹介。元は 1980 年にパリで開かれた女性の調

（L109）

査と教育に関する会合でのレポート。著者は当時の

1995 ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﺮة ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن

IWSAW 所長。

:  ﺑﻴﺮوت.أﻧﻈﻤﺔ وﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﺮة ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن
. ص26 ,ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﺮة ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن

※（L103）で参照。
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所蔵: アジ研図（Ar/061/A1002）
この団体の内部規則集。
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