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▶発展途上国研究奨励賞受賞作品決まる

時

第34回「発展途上国研究奨励賞」は、次の著作に与えられるこ
とが決まりました。

『中国共産党の支配と権力
―党と新興の社会経済エリート』
（慶應義塾大学出版会）
著者 鈴木 隆（愛知県立大学外国語学部中国学科准教授）
表彰式7月1日、ジェトロ本部にて開催され、受賞者による講演が
おこなわれました。

▶夏期公開講座（東京）開催のご案内

今年も、7月18日から8月30日にかけて12コース開催いたします。
7月18日 コース1 東アジア統合の経済学Ⅰ
7月19日 コース2 「アラブの春」：夢と現実
7月22日 コース3 児童労働撤廃のさらなる進展に向けて
7月23日 コース4 アジアの障害者雇用法制
7月29日 コース5 地 域社会の組織力―住民参加型農村開発
のための地域社会分析―
8月 1 日 コース6 ポスト・チャベスのラテンアメリカ急進左派
政権
8月 2 日 コース7 タイ2011年大洪水―経験から何を学ぶか
8月20日 コース8 韓国新政権の経済政策課題
8月21日 コース9 東アジア統合の経済学Ⅱ
8月27日 コース10 グ
 ローバル化、国際関係の変動に翻弄され
る南アジアの社会と経済：パキスタン、
インド、
スリランカ
8月29日 コース11 東
 アジアにおけるビジネス環境の変化と企
業の対応
8月30日 コース12 アフリカにおける貧困削減と雇用：若者と
女性を中心に

2013 年 8 月号特集の予告
開発途上国では、コイン（硬貨）の発行や流通、退蔵に、先進国
とは異なる様々な事情やエピソードがあり、コインから垣間見るこ
とのできる様々な途上国事情を考察し、紹介する。
（8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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▶夏期公開講座（大阪）開催のご案内

大阪におきましても下記のとおり5コース開催いたします。
7月17日 コース1 アジアにおける省エネ家電の普及による電
力抑制の可能性
7月24日 コース2 新・新興国バングラデシュ入門
7月26日 コース3 アジアにおける国際物流の潮流
7月31日 コース4 中国の最新政治経済動向
8月2日 コース5 ミャンマーの経済発展を展望する

時
間：午後1時30分〜午後4時20分
開催場所：大 阪商工会議所会議室（大阪市中央区本町橋2番8
号）
受 講 料：1コース当たり 一般2,000円/人
アジ研賛助正会員、ジェトロメンバーズ、農水産情報
研究会会員：2名まで無料。
3人目から2,000円/人
アジ研賛助会個人利用会員、学生：1,000円/人
お問い合わせ：アジア経済研究所成果普及課
電話043-299-9536

個人会員入会のご案内

「途上国とコイン」

第19巻第7号

間：午前11：00〜午後4：45（コースによって終了時刻
がことなります。）
開催場所：ジェトロ本部 5階 ABCD会議室（東京都港区赤坂
1丁目12番32号）
受 講 料：1コース当たり 一般4,000円/人
アジ研賛助会正会員、ジェトロメンバーズ、農水産情
報研究会会員：1口につき先着2名まで無料。
3人目から4,000円/人
アジ研賛助会個人利用会員、学生：2,000円/人
お問い合わせ：アジア経済研究所成果普及課
電話043-299-9536

アジ研ワールド・トレンド No.214（2013. 7）

『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資料貸出（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点追加配付いたします
●各種料金割引
〈例〉・出版物を直接ご注文のとき1割引でご購入できます
・講演会受講料の割引 例：4,000円→2,000円
●ファックスによる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》
長島忠之（委員長）、任哲、鈴木有理佳、土屋一樹、岡 奈津子、児玉由佳、
山岡加奈子、内川秀二、相沢伸広、青山由紀子、高橋宗生、野村茂樹、
新田淳一、真田孝之

アフリカレポート
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
※No.51（2013 年）より、Web 雑誌として公開中。

http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Periodicals/Africa/index.html
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