•

アブダラーの知恵 雪華社 1960

•

石油に浮かぶ国 クウェートの歴史と現実 中公新書 1965

•

地中海のほとり 朝日新聞社 1971、朝日選書 1978

•

アラビア湾のほとり 朝日新聞社 1973

•

変わりゆくアラブ 朝日新聞社 1975

•

アラブの風 特派員見聞録 庶民から王様まで 実業之日本社 1976

•

旅のアラベスク 朝日イブニングニュース社 1977.1、朝日文庫 1983.6

•

中東への視角 朝日新聞社 1977.8

•

地中海文明の旅 講談社 1980.5

•

石油戦略と暗殺の政治学 新潮社 1982.6

•

地中海・音楽絵巻 音楽之友社 1984.11（音楽選書）

•

旅のバルコニーから 大阪書籍 1987.2（朝日カルチャーV ブックス）

•

世界の都市の物語 10 カイロ 文藝春秋 1992.10、文春文庫 1999

•

中東の風のなかへ NTT 出版 1995.12

•

アラビアのロレンスと日本人 NTT 出版 1997.10

•

アラビアのロレンスを求めて アラブ・イスラエル紛争前夜を行く 中公新書 1999.10

•

食の起源 メソポタミアとイスラーム 作陽学園出版部・れんが書房新社 1999.11（作
陽ブックレット）

•

物語中東の歴史 オリエント五〇〇〇年の光芒 中公新書 2001.6

•

あの夏の光のなかへ 近代文芸社 2002.8

•

地中海世界を見た日本人 エリートたちの異文化体験 白水社 2002.10

•

地中海歴史回廊 ちくま学芸文庫 2004.8

共編著[編集]
•

中近東諸国 写真集 修道社 1961

•

ツタンカーメンの秘宝 エジプトの歴史と美術 池田宣政[要曖昧さ回避]共著 クサナギ教育
出版 1965.10

•

アブ・シンベル神殿 講談社 1967（原色写真文庫）

•

世界の歴史 22 アラブの覚醒 護雅夫共著 講談社 1978.7

•

地中海 松本宣郎共著 朝日新聞社 1992.6（地域からの世界史 第 10 巻）

•

プロヴァンス歴史と印象派の旅 佐々木綾子、佐々木三雄共著 新潮社 1995.1（と
んぼの本）

翻訳[編集]
•

砂漠の豹 イブン・サウド サウジアラビア建国史 - ジャック・ブノアメシャン 河野鶴代
共訳 筑摩書房 1962、新版 1990

•

オリエントの嵐 中東現代史 - ブノアメシャン 筑摩書房 1964、新版 1975、1990

•

灰色の狼 ムスタファ・ケマル 新生トルコの誕生 - ブノアメシャン 筑摩書房 1965、
新版 1990

•

アラビアの王 ファイサル - ブノアメシャン 筑摩書房 1976

•

エジプト革命 - ブノアメシャン 筑摩書房 1978.7

•

アラブ・ジョーク集 - 編著 塙治夫訳 実業之日本社 1978.9

•

アラブが見た十字軍 - アミン・マアルーフ 新川雅子共訳 リブロポート 1986.4／ちく
ま学芸文庫 2001

•

アラブが見たアラビアのロレンス - スレイマン・ムーサ 定森大治共訳 リブロポート
1988.3／中公文庫 2002

•

サマルカンド年代記 『ルバイヤート』秘本を求めて - アミン・マアルーフ リブロポー
ト 1990.3／ちくま学芸文庫 2001
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出版年︓古い順

1

⼥流作家の近況--フランス通信
牟⽥⼝ 義郎
世界⽂学 (37), 64-68, 1950
2

ロティとタヒチ--ピエール・ロティの百年祭
牟⽥⼝ 義郎
世界⽂学 (38), 25-29, 1950
3

アンリ・ミショオ
ピコン ガエタン , 牟⽥⼝ 義郎 [訳]
ポエトロア (3), 66-72, 1953-11
4

アルジェリアのゆくえ--世界の話題
牟⽥⼝ 義郎
⽉刊労働問題 (35), ????, 1961-04
5

岐路に⽴つ砂漠の独裁者--焦点の現代⼈-5牟⽥⼝ 義郎
⽂芸春秋 45(7), 118-125, 1967-07
6

ユーレカ・ユーカリ--アルチュール・ランボオ異聞
牟⽥⼝ 義郎
詩学 23(4), 47-49, 1968-04
7

⾮同盟主義は死んだのか--その中⽴主義の回顧と展望 (防衛問題総特集)
牟⽥⼝ 義郎
別冊潮 (9), 94-107, 1968-04
8

「⽯油以後」を模索する国--クウェートで
牟⽥⼝ 義郎
朝⽇ジャ-ナル 14(15), 31-35, 1972-04-14
9

アラブ対アラブ--悲劇の⼆重性 (テルアビブ空港事件の背景(特集))
牟⽥⼝ 義郎
朝⽇ジャ-ナル 14(24), 92-96, 1972-06-16
10

アラブとイスラエル--その紛争の起りと展望 (ミュンヘンの「⿊い九⽉」(特集))
牟⽥⼝ 義郎
朝⽇ジャ-ナル 14(38), 95-101, 1972-09-22
11

私説・パリ和平会談--外交術的な視点から (ベトナムの政治と⽂学(特集))
牟⽥⼝ 義郎
朝⽇アジアレビュ- 4(1), 26-32, 1973-03

12

「⽯油戦略」がめざすもの (予測を越えた中東戦争(特集))
牟⽥⼝ 義郎
朝⽇ジャ-ナル 15(42), 4-8, 1973-10-26
13

戦⽕熄んだあとに〔中東戦争〕
牟⽥⼝ 義郎
朝⽇ジャ-ナル 15(43), 90-92, 1973-11-02
14

変わりゆくアラブ世界-1-「アハラム帝国」の崩壊
牟⽥⼝ 義郎
朝⽇ジャ-ナル 16(12), 16-20, 1974-03-29
15

変わりゆくアラブ世界-2-「脱ナセル」進むエジプト
牟⽥⼝ 義郎
朝⽇ジャ-ナル 16(13), 20-24, 1974-04-05
16

変わりゆくアラブ世界--砂漠への挑戦
牟⽥⼝ 義郎
朝⽇ジャ-ナル 16(14), 18-22, 1974-04-12
17

変わりゆくアラブ世界--ひとつの「実験国家」
牟⽥⼝ 義郎
朝⽇ジャ-ナル 16(15), 92-96, 1974-04-19
18

変わりゆくアラブ世界--「強い男」の国
牟⽥⼝ 義郎
朝⽇ジャ-ナル 16(16), 31-35, 1974-04-26
19

変わりゆくアラブ世界--「離陸」めざす三⾰命
牟⽥⼝ 義郎
朝⽇ジャ-ナル 16(17), 89-93, 1974-05-03
20

変わりゆくアラブ世界-7-⽇本はなにをするか
牟⽥⼝ 義郎
朝⽇ジャ-ナル 16(18), 82-86, 1974-05-10
21

変わりゆくアラブ世界-8-和平への⼿がかりは?
牟⽥⼝ 義郎
朝⽇ジャ-ナル 16(20), 79-83, 1974-05-24
22

アラビアのファイサル-1Benoist-Mechin J. , 牟⽥⼝ 義郎 [訳]
朝⽇ジャ-ナル 17(13), p25-32, 1975-03-28
23

アラビアのファイサル-2Benoist-Mechin J. [著] , 牟⽥⼝ 義郎 [訳]
朝⽇ジャ-ナル 17(14), p77-82, 1975-04-04
24

アラビアのファイサル-3Benoist-Mechin J. [著] , 牟⽥⼝ 義郎 [訳]
朝⽇ジャ-ナル 17(15), p15-20, 1975-04-11
25

アラビアのファイサル-4Benoist-Mechin J. [著] , 牟⽥⼝ 義郎 [訳]
朝⽇ジャ-ナル 17(16), p29-36, 1975-04-18

26

アラビアのファイサル-5完Benoist-Mechin J. [著] , 牟⽥⼝ 義郎 [訳]
朝⽇ジャ-ナル 17(17), p30-37, 1975-04-25
27

サウジアラビア新政権の⾏くえ--決め⼿は王家の集団指導⼒ (アラブの内側)
⽥村 秀治 , 牟⽥⼝ 義郎
朝⽇ジャ-ナル 17(18), p11-16, 1975-05-01
28

アラビアのファイサル-1〜5-〔全集録〕 (アラブの内側)
Benoist-Mechin J. [著] , 牟⽥⼝ 義郎 [訳]
朝⽇ジャ-ナル 17(18), p23-54, 1975-05-01
29

中東解決策を歴史家の⽬で探る--バ-ナ-ド・ルイス⽒にきく (⺠族の問題としての朝鮮・中東<特集>)
ルイス バ-ナ-ド , 牟⽥⼝ 義郎 , 笹川 正博
朝⽇ジャ-ナル 17(22), p15-21, 1975-05-23
30

アラビアのファイサル・その死--ワハブ教の厳格主義に従い墓碑銘もなく砂漠に安らう
Benoist-Mechin J. [著] , 牟⽥⼝ 義郎 [訳]
朝⽇ジャ-ナル 17(26), p76-79, 1975-06-20
31

PLOとイスラエルがひそかに会談--中東和平への新たな胎動
牟⽥⼝ 義郎
朝⽇ジャ-ナル 19(5), p94-98, 1977-02-04
32

PLOと対話するシオニストの⽴場
エリアフ アリエ , 牟⽥⼝ 義郎 [訳解説]
朝⽇ジャ-ナル 19(15), p34-40, 1977-04-15
33

ブノアメシャン著 牟⽥⼝義郎訳『アラビアの王 ファイサル』
富⽥ 広⼠
紹介と批評
法學研究 : 法律・政治・社会 50(6), 76-81, 1977-06
機関リポジトリ
34

ブノアメシャン著牟⽥⼝義郎訳「アラビアの王 ファイサル」(Jacques Benoist-Mechin;Faycal,roi d′Arabie.1975)
富⽥ 広⼠
法学研究 50(6), p876-881, 1977-06
35

アラブとイスラエルには共存の道しか残されていない (中東和平の新構図)
笹川 正博 , 古崎 博 , 牟⽥⼝ 義郎
朝⽇ジャ-ナル 19(50), p16-23, 1977-12-09
36

神話に覆われた迷宮 (クノッソスの王宮跡/クレタ島,ギリシア B.C.1500頃(NICE SPACE))
牟⽥⼝ 義郎
SD (166), p61-62, 1978-07
37

イランの「⾚」(左翼)と「⽩」(保守派)と「⿊」(宗教勢⼒)--最⼤の危機に直⾯するパ-レビ国王体制
牟⽥⼝ 義郎
朝⽇ジャ-ナル 20(35), p97-100, 1978-09-08
38

牟⽥⼝義郎『中東への視⾓』
富⽥ 広⼠
紹介と批評
法學研究 : 法律・政治・社会 51(10), 99-103, 1978-10
機関リポジトリ

39

牟⽥⼝義郎「中東への視⾓」
富⽥ 広⼠
法学研究 51(10), p1443-1447, 1978-10
40

ノ-ベル平和賞と中東和平のゆくえ
牟⽥⼝ 義郎
朝⽇ジャ-ナル 20(46), p107-109, 1978-11-17
41

悠久の⼀千年を貫く殉教の系譜--凶弾,サダト⼤統領襲う (暗殺のイスラム政治学)
牟⽥⼝ 義郎
朝⽇ジャ-ナル 23(43), p6-11, 1981-10-23
42

中東・新たな対⽴の構造--またもイスラエルのお家芸電撃的「⼒の論理」
牟⽥⼝ 義郎 , 浅井 久仁⾂
朝⽇ジャ-ナル 24(27), p110-118, 1982-06-25
43

敵対から併存へと動き始めた?「エルサレムの⺠」 (中東新地図をどう読むか)
⼭本 七平 , 牟⽥⼝ 義郎
朝⽇ジャ-ナル 24(39), p16-22, 1982-09-24
44

⾏きつく先は「第⼆のベトナム」--レバノン爆弾テロの意味するもの(世界の焦点)
牟⽥⼝ 義郎
世界週報 64(46), p4-5, 1983-11-15
45

中東安定化の条件 (焦点:混迷の中東)
中⼭ 賀博 , ⼩⼭ 茂樹 , 牟⽥⼝ 義郎
国際問題 (291), p49-64, 1984-06
46

「共存」への橋をかけよう--ユダヤ⼈がアラブの歌を,パレスチナ⼈がユダヤの歌を歌った国際シンポジウム〔含 シンポジウムの要約〕
牟⽥⼝ 義郎 , 広河 隆⼀
朝⽇ジャ-ナル 27(26), p22-26, 1985-06-21
47

宣戦布告なき,戦争の時代--世界宗教戦争の背景を読む
牟⽥⼝ 義郎 , 倉⽥ 保雄 , 森本 哲郎
潮 (318), p104-117, 1985-10
48

地中海上の⼤活劇・全5幕--「平和は遠くなりにけり」--PLOは再び舞台に⽴てるのか?
牟⽥⼝ 義郎
世界週報 66(46), p12-17, 1985-11-12
49

南⼗字星わが⻘春の墓標
牟⽥⼝ 義郎
潮 (328), p342-349, 1986-08
50

イスラムの包容性について--特に中世バグダ-ドを中⼼に--⽇本⼈の間に存在する偏⾒を分析する
牟⽥⼝ 義郎
駒沢⼤学仏教学部論集 (17), p1-17, 1986-10
機関リポジトリ
51

8 国際コミュニケーション : 中東をめぐる国際報道の諸問題
牟⽥⼝ 義郎 , 鶴⽊ 真
新聞学評論 36(0), 155-156, 1987
J-STAGE

52

乳⾹,アラビアのロレンス,そして太陽エネルギ- (サウジアラビア潜⼊)
牟⽥⼝ 義郎 , ⼤村 次郷
すばる 9(6), p98-108,117〜123, 1987-06
53

イブン・バットゥ-タIbn Battutaのモルジブ紀⾏--インド洋の島国の⽣きた中世社会史
牟⽥⼝ 義郎
成蹊⼤学⽂学部紀要 (24), p28-72, 1988
54

⽣誕100年で甦るアラビアのロレンス⼈気
牟⽥⼝ 義郎
潮 (352), p154-163, 1988-08
55

⾳楽家が起こした⽂化⾰命 : 9〜10世紀のコルドバを中⼼に (講演会要旨)
牟⽥⼝ 義郎
Mare Nostrum 2, 94, 1989-12-31
56

「アラビアのロレンス」と⽇本⼈--その書誌学的アプロ-チ
牟⽥⼝ 義郎
成蹊⼤学⽂学部紀要 (26), p245-262, 1990
57

⽇本⼈が知らない中東の「常識」 (中東危機<特集>)
倉⽥ 保雄 , 清⽔ 学 , 牟⽥⼝ 義郎
中央公論 105(10), p86-97, 1990-10
58

アジア難⺠救済の先頭に (中東危機への教訓と対応<特集>) -- (「中東危機」と貢献策)
牟⽥⼝ 義郎
公明 (346), p118-120, 1990-11
59

戦後の中東政治⼒学を読む (ポスト湾岸戦争へ<特集>)
牟⽥⼝ 義郎
中央公論 106(4), p116-125, 1991-04
60

ここがわからない 湾岸戦争15の⼤疑問
牟⽥⼝ 義郎 [他]
⽂芸春秋 69(4), p128-142, 1991-04
61

パレスチナ問題をサミットの場に!--占領地指導者に聞く⽶「中東和平構想」の誤算
ハティ-ブ ガッサン アル , 牟⽥⼝ 義郎
朝⽇ジャ-ナル 33(30), p72-75, 1991-07-19
62

世界の中のアラブ--その歴史的役割 (イスラ-ムの社会・⽂化・宗教<特集>)
牟⽥⼝ 義郎
東洋学術研究 31(2), p32-46, 1992
63

<瞑想紀⾏>「⽔彩画的⾵景」--『旅のアラベスク』より
牟⽥⼝ 義郎
紫明 (4), 84-87, 1999-03
64

エジプト沖の「沈める都」--21世紀のポンペイか
牟⽥⼝ 義郎
季刊アラブ (94), 22-24, 2000
65

対談 20世紀の⽇本と中東
岩永 博 , 牟⽥⼝ 義郎
季刊アラブ (95), 2-5, 2000

66

ピアノコンチェルトーク(102)⽥村宏(ピアニスト)×牟⽥⼝義郎(中東報道者の会会⻑)
⽥村 宏 , 牟⽥⼝ 義郎
ショパン 17(8), 76-80, 2000-08
67

第6回 中東を知るセミナー--⽂明をはぐくむ地中海世界
伊東 俊太郎 , 牟⽥⼝ 義郎
中東研究 (467), 2-22, 2000-10
68

本誌〔アラブ〕編集委員座談会 アメリカの同時多発テロと対テロ戦争
牟⽥⼝ 義郎 , 北村 ⽂夫 , 清⽔ 学 [他]
季刊アラブ (99), 2-5, 2001
69

クレオパトラは招く
牟⽥⼝ 義郎
⽂芸春秋 79(7), 82-84, 2001-07
70

昭和マスコミ史秘話 危機を救った⼆⼈の新聞記者(上)
上原 光晴
マスコミ市⺠ (506), 56-69, 2011-03
71

藤⾨の⼋書⽣ : 第⼀⾼等学校教授時代の阿藤伯海
定⾦ 恒次 , 安達 励⼈
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