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▶第37回アジア経済研究所 発展途上国研究奨励賞候
補作品公募のお知らせ（2016年度）

●発表・表彰

「発展途上国研究奨励賞」は、途上国に関する社会科学
およびその周辺分野の調査研究水準の向上と研究奨励に資
するために、アジア経済研究所が創設（1980年）したも
のです。
2016年度の候補作品を次の要領で募集いたしますので、
広くご応募、ご推薦をお願いいたします。

●選考対象

発展途上国の経済およびこれに関連する諸事情を調査ま
たは分析した著作とし、次の①あるいは②に該当するもの。
個人研究、共同研究の別は問いません。
①2015年１月から同年12月までに国内で公刊された日
本語または英語による図書、雑誌論文、調査報告、文
献目録。
②2015年１月から同年12月までに海外で公刊された日
本人による英文図書。

●応募方法

作品１点につき１枚の推薦書に記入し、郵送、ファック
スまたは E メールでご送付ください。
推薦書はホームページ
http://www.ide.go.jp/Japanese/Award/ よりダウンロード
できます。自薦の場合は、対象著作２部をご送付ください。

●応 募 先

〒261-8545 千葉県千葉市美浜区若葉3-2-2 日本貿易
振興機構（ジェトロ）アジア経済研究所
研究支援部 成果普及課 奨励賞係
FAX：043-299-9722 E-Mail アドレス：shourei@ide.go.jp

●応募締切

2016年２月29日（月）
2016年４月号特集の予告

「
『パリ協定』後の気候変動対応」
「国連気候変動枠組み条約」第21回締約国会議（COP21）の「パリ協
定」により今後の気候変動政策はどのような影響を受け、どのよう
な方向性を帯びていくのか。現状および今後の課題について先進国
のみならず、新興国および途上国の観点から検討する。気候変動交
渉に関心を持つ研究者のほか、外交、経済、環境等の各分野におけ
る実務経験者や NGO の観点も加え、多角的な視点から「パリ協定」
後の気候変動対応を検討することを目指す。
（３月15日刊行予定。タイトルは変更することがあります。
）
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2016年７月１日（木）に表彰式を行います。若干の点
数を選定し、表彰状および副賞として50万円以内の賞金ま
たは記念品を授与します。
お問い合わせは下記にお願いいたします。
アジア経済研究所 研究支援部 成果普及課
TEL：043-299-9536 FAX：043-299-9722

近年の受賞作品

第35回（2014年度）
●日下渉著『反市民の政治学―フィリピンの民主主義と道徳』
（法政大学出版局）
●佐久間寛著『ガーロコイレ―ニジェール西部農村社会を
めぐるモラルと叛乱の民族誌』（平凡社）
第36回（2015年度）
●林載桓著『人民解放軍と中国政治：文化大革命から鄧小平へ』
（名古屋大学出版会）
●宮地隆廣著『解釈する民族運動―構成主義によるボリビアと
エクアドルの比較分析―』（東京大学出版会）

▶図書館資料展「アジ研流読書案内―研究の原点を読
む」のご案内

小誌2012年４月号および2015年10月号の特集「アジ研
流読書案内―研究者が薦める３冊」、「本の森への道案内」
におきましてアジア経済研究所の研究員、ＯＢが推薦した
書籍約80点を展示いたします。是非、ご来館いただきこの
機に書籍の現物にふれてみてはいかがでしょうか。
●開催期間：2016年３月１日（火）～４月27日（水）
●開催場所：アジア経済研究所図書館（JR 京葉線海浜幕張
駅から徒歩約10分、JR 総武線幕張駅から徒歩約20分）
●閉館日、開館時間につきましては下記ウェブサイトをご
参照くださいますようお願いいたします。
www.ide.go.jp/Japanese/Library/

《個人会員》ご入会のご案内
『アジ研ワールド・トレンド』の配付をはじめとする様々なサービスを
ご提供する個人会員制度がございます。年会費は10,000円です。

サービス内容は以下のとおりです。

■「アジ研ワールド・トレンド」（月刊）送付

■ アジア経済研究所図書館蔵書貸出（登録が必要となります）

■ アジア経済研究所出版物
（単行書）
１点を追加配付いたします。
■ 各種料金割引（講演会受講料、図書館複写料金など）
■ 講演会等の開催の事前案内

詳細は http://www.ide.go.jp/Japanese/Members をご覧下さい
お問い合わせ先 成果普及課 賛助会担当まで
Tel: 043-299-9536
e-mail: members@ide.go.jp

《アジ研ワールド・トレンド編集委員会》
佐藤百合（委員長）
、片岡真輝、山口真美、荒神衣美、渡邊祥子、
近田亮平、塚田和也、磯野生茂、小林磨理恵、野村茂樹、新田淳一、
安倍 誠、真田孝之

ジェトロ・アジア経済研究所の
出版物や報告書の多くは、

http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/download.html

PDF ファイルで無料公開しています。

刊行後 5 年を経過した単行書は全文公開しています
アジ研選書

研究双書

基礎研究成果を
とりまとめた
途上国研究専門書

アジアを見る眼

理論から現場まで、
専門家からビジネス
マン・学生まで、
幅広い分野でニーズ
に応える解説書

読者層を学生、一般
社会人に設定し、
発展途上地域に
ついての幅広い知識
をわかりやすく提供

その他、随時公開しています。

刊行後 1 年を経過した定期刊行物は全文公開しています
アジア経済

アジ研ワールド・トレンド

開発途上国に関する和文機関誌
̶論文、研究ノート、資料等を
掲載

アジアなど開発途上地域の
政治・経済・社会の分析情報誌

ラテンアメリカ
レポート

※１カ月半後に全文公開中

Web 雑誌

変動する
ラテンアメリカ諸国
の情勢を考察する
専門誌

※アジア経済研究所ホームページにて公開中

アフリカ
レポート

中東 レビュー
中東・イスラーム
世界の政治経済
情報分析のための
ウェブ雑誌

アフリカ諸国の直
面する問題を
政治・経済・社会
の動きから解説
http://www.ide.go.jp/Japanese/
Publish/Periodicals/Africa/index.
html

http://www.ide.go.jp/Japanese/
Publish/Periodicals/Me̲review/i
ndex.html

報告書・レポート
IDE Discussion Papers

海外研究員レポート

VRF Series

調査研究報告書

開発途上国研究に関する新しいアイディアや知見を世
界に向けて迅速に発信し、活発な議論を喚起すること
を目的とした論文草稿。
アジア経済研究所に滞在する海外の客員研究者による
レポートで、それぞれのテーマに
おいて日本との関わりを視点においたものも
多数あります。
（英文／一部和文あり）

世界各国の研究機関に派遣中の研究員による、赴任地
の政治、経済、社会等の諸事情に関するエッセー。

各研究会が取りまとめた中間報告書等を毎年公開して
います。

アジ研新刊のご案内
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