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▶第36回発展途上国研究奨励賞に２作品が選定
発展途上国に関する優れた研究を奨励する目的で与えら
れる「発展途上国研究奨励賞」（ジェトロ・アジア経済
研究所主催）に今年度は以下の２作品が選定されました。
去る７月１日にジェトロ本部におきまして表彰式およ
び受賞者による講演会が行われました。
＜受賞作＞
●『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）
著者 林 載桓（イム ジェファン）氏
●『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）
（ミヤチ
タカヒロ）氏
著者 宮地隆廣
なお、受賞記念講演会の内容は本誌10月号および11月
号に掲載する予定です。
講演中の林載桓氏（左）
と宮地隆廣氏（下）

【お詫びと訂正】

本誌８月号の目次および66ページに誤りがありました。
（誤）「アジ研図書館を使い倒す
（正）「アジ研図書館を使い倒す

お詫びして訂正します。

第30回」

資料展：
「開発途上国の写真集展－多様な開発途上国の
姿・かたち－」
開催期間：2015 年７月21 日（火）から2015 年９月
30 日（水）まで
展示場所：約500 点余を１階に展示
入場無料
〒261-8545 千葉県千葉市美浜区若葉3-2-2
TEL：043-299-9500（代表）
アジア経済研究所図書館 交通案内
• JR 京葉線
海浜幕張駅：北口から徒歩約10分
（海浜幕張駅－東京駅快速約30分）
• JR 総武線
幕張駅：南口から徒歩約20分
幕張本郷駅：海浜幕張駅行きバス約12分→

徒歩約10分
• 京成電鉄
京成幕張駅：徒歩約20分
京成幕張本郷駅：海浜幕張駅行きバス約12分→

徒歩約10分
アクセス地図は下記サイトに掲載されています。
http://www.ide.go.jp/Japanese/Info/Direct/

第31回」

2015年10月号特集の予告
「本の森への道案内」

研究者がそれぞれ３冊の書籍を取り上げ、それに沿って論を
展開するエッセイ集。あるテーマについて３冊の本を紹介す
るという形もあれば、一見すると関係なさそうな３冊の本を
下敷きにして何らかの主張を述べるような形もあり。十人十
色の読書案内を提供します。

（９月15日刊行予定。タイトルは変更することがあります。）

アジ研ワールド・トレンド
第21巻第９号

▶発展途上国の写真集展の開催（アジ研図書館）
研究所図書館は発展途上国研究の知識インフラを提供
する図書館として、資料展等を通じ、知名度向上に向け
て努力しております。今回は、下記のとおり来館者数が
最も多く見込まれる夏休みの時期を対象に、当館所蔵の
写真集500 点余を一括展示いたします。是非、ご来館く
ださい。
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《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》
前田茂樹（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
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アジア経済研究所新刊のご案内

変動するラテンアメリカ諸国の情勢を的確に分析し
長期にわたる社会発展の諸相を考察する

ラテンアメリカ・レポート2015 Vol.32 No.1
本体価格 1,200 円 + 税 /B5 判 /84pp. / 2015 年 6 月発行 ( 年 2 回 6 月・12 月発行）

■フォーラム

キューバ革命の「理想」は潰えたのだろうか
／田中

■論考

高

ウルグアイ 2014 年大統領・国会議員選挙―『拡大戦線の時代』
到来か―

／内田みどり

ブラジルの選挙における便乗効果

／菊池啓一

2014 年ボリビア総選挙―MAS による一党優位政党体制の確
立―

／舟木律子

アルゼンチンの社会保障における協同組合・互助会の役割
／宇佐見耕一
メキシコにおける政権交代と外交の変容

／ロメロ・イサミ

メキシコからアメリカ合衆国への移民―ユカタン州の事例にみる出身地と移住先を
結ぶネットワーク―

／渡辺

暁

■資料紹介
新木秀和著『先住民運動と多民族国家̶エクアドルの事例研究を中心に̶

／清水達也

山崎真治著『メキシコ先住民の反乱̶破れ去りし者たちの記録̶』 ／米村明夫
石黒馨・初谷譲次編著『創造するコミュニティ̶ラテンアメリカの社会関係資本̶』
／坂口安紀
金七紀男著『図説ブラジルの歴史』 ／近田亮平
ラテン・アメリカ政経学会編『ラテン・アメリカ社会科学ハンドブック』 ／村井友子
星野妙子著『メキシコ自動車産業のサプライチェーン̶メキシコ企業の参入は可能か̶』
／馬場香織
宇佐見耕一・牧野久美子編著『新興諸国の現金給付政策̶アイディア・言説の視点から̶』
／宇佐見耕一
上谷直克編著『「ポスト新自由主義期」ラテンアメリカにおける政治参加』 ／上谷直克

好評発売中
2014 年のアジア 23 カ国・地域の動向を経済、政治、対外関係にわたり分析

『アジア動向年報 2015』
本体価格 6,300 円 + 税 /A5 判 /672pp. / 2015 年 5 月発行 / ISBN9784258010158
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