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▶近藤則夫研究員が樫山奨学財団の第10回「樫山純三賞」
を受賞

近藤則夫アジア経済研究所

Bulletin Board
な全体像を、叙述的分析と統計的分析によって見通しよく
描いた待望の著作。

地域研究センター南アジア研

▶林載桓氏の著作が「アジア・太平洋賞」特別賞を受賞し

現代政治・社会論、農村開発

第36回発展途上国研究奨励賞（アジア経済研究所主催）

究グループ長（専門：インド

行政、比較政治学、選挙分析）

の著による『現代インド政治
多様性の中の民主主義』
（名

古屋大学出版会）が第10回「樫
山純三賞」を受賞しました。

公益財団法人樫山奨学財団

は、 昭 和52年（1977年 ） に

意欲ある社会有用な人材の育成を目的に設立された奨学財
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情勢を的確に捉え、それらに対処できうる人材をひとりで
も多く育成することが大切だと考えており、樫山純三賞は

その遺志を活かすものとして、財団設立30周年を記念し
て平成18年度（2006年）に新設しました。国際的視野に
立った社会有益な図書を表彰し、その業績を一層広く世に

ました

を受賞した林載桓（イム・ジェファン）青山学院大学国際
政治経済学部准教授の『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）が第27回アジア・

太平洋賞の特別賞を受賞しました。アジア・太平洋賞（主
催：毎日新聞社、（社）アジア調査会）は、アジア太平洋

地域の政治、経済、文化などに関する優れた本を著した研
究者、実践者に贈られるものです。

なお7月の発展途上国研究奨励賞授賞式で行われた林載

桓氏の受賞記念講演の内容につきましては当誌2015年10

月号（No.240）に掲載されております。また下記のサイ
トでも閲覧が可能ですのでご覧ください。

http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Periodicals/
W_trend/201509.html

知らしめる事を通じて、上記のような人材育成に資するこ
とを目的にしております。
《受賞作品の概要》

12億の人口を抱え、民族・宗教的にも経済的にも多様

なインドはどのように動いているのか？――インド政治の
ダイナミズムは、実は経済成長以上の驚異である。独立か

講演中の林氏

ら現在までの民主主義体制の構造変化を軸に、巨大で複雑
2016年２月号特集の予告
「太平洋島嶼国の持続的開発と国際関係」

太平洋島嶼国の国際プレゼンスの増加が多くの分野で顕著で
ある。また太平洋島嶼国間の地域協力の動きも進展している。
一方、多くの島嶼国は国家としての脆弱性を抱えており、自
然災害への対応や廃棄物管理など持続可能な開発への取り組
みが課題となっている。本特集では、太平洋島嶼国をめぐる
国際関係の変化と持続的開発の方向性を探る。
（１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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（英文／一部和文あり）
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ラオスにおける国民の支持獲得過程―国会を通じた不満吸収と
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ドイモイ期ベトナムにおける国会の刷新と政治的機能／石塚二葉
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分断と選挙への影響―／山田裕史

表紙写真：コロンボ・フォートの新聞スタンド（撮影：荒井悦代）

独裁体制をとらえる視座―正当性維持の視点から―／山田紀彦
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フォトエッセイ ● ミャンマー歳時記

2016

特集 内戦後のスリランカ経済―持続的発展のための諸条件

トレンド・リポート●金正恩時代の「朝鮮式経済管理方法」を読み解く
●錯綜するラテンアメリカの地域統合―その動向と直面する課題―

1
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―持続的発展のための諸条件―

1

月号

内戦後のスリランカ経済

特集

２０１６

ワールド・トレンド

ワールド・トレンド 1 月号

発展途上国の明日を展望する分析情報誌

アジ研 ワールド・トレンド

アジ研

コロンボの中心部にあるジャヤワルダナセンターの日本博物館内にある、
ジャヤワルダナ氏の胸像。1951年のサンフランシスコ講和会議にセイロン
代表として出席。
「憎悪は憎悪によって止むことはなく、慈愛によって止む」
という仏陀の言葉を引用し、対日賠償請求権を放棄し、
日本が国際社会に
復帰する契機となった（撮影：荒井悦代）
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