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児童労働の地をゆく

田部 昇 著
1,470 円（本体価格 1,400 円 ) ／新書判／ 2010 年 2 月発行／ ISBN978-4-258-05112-0
インドの手織りカーペット、宝飾品、伝統的染織品の生産現場には学校にも通わずに働く
幼い子ども達の姿がある。1990 年代に行ったフィールド調査に基づきインドにおける児童労働の
実態を報告し、開発論の視点から「いま、なぜ児童労働か」を問う。（アジアを見る眼シリーズ 112）

新しい ASEAN―地域共同体とアジアの中心性を目指して―
山影 進 編
1,260 円（本体価格 1,200 円）／新書判／ 2011 年 12 月発行／ ISBN978-4-258-05114-4
1967 年の設立から現在までの ASEAN の歴史を辿るとともに、これからどこに向かおうとしているのか？
ＡＳＥＡＮを多面的に展望する。「変わりつつあるＡＳＥＡＮ」の解説書。（アジアを見る眼シリーズ 114）

ビオレンシアの政治社会史―若き国コロンビアの “悪魔払い” ―
寺澤 辰麿 著
1,575 円（本体価格 1,500 円）／新書判／ 2011 年 11 月発行／ ISBN978-4-258-05113-7
「世界屈指の危険な国」「麻薬、誘拐、殺人の国」などマイナスイメージがつきまとうコロンビア。
大使として 3 年間を当地で暮らした筆者が政治史、社会史の両面からコロンビアの真実の姿を
説き明かしていく。（アジアを見る眼シリーズ 113）
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アジア経済研究所の公式見解を示すものではありません。

●佐藤百合研究員が
「第16回国際開発研究大来賞」
を受賞

■いまアフリカでなにがおこっているのか・日本はどうすべきか

佐藤百合当研究所地域研究センター長が著した『経済大国インドネ

講師：平野克己（上席主任調査研究員）

シア』（中公新書）が今年度の「国際開発研究

収録日：2012年2月22日（水曜日）

大来賞」を受賞し

ました。同賞は、多様化する国際開発ニーズに対応し新たな指針を
提示する研究を奨励するため、一般財団法人国際開発機構（FASID）

●アジア経済研究所図書館のご案内

の初代評議会会長を務めた元外務大臣大来佐武郎氏を記念して、

今月号から新しい連載「アジ研図書館を使い倒す」を開始いたしま

平成9年に創設されたものです。同書は第24回アジア太平洋賞・大

した。発展途上国にご関心のあるかたは、来館し書架を巡り実際に

賞（毎日新聞社、一般財団法人アジア調査会主催）を受賞しており

本や雑誌を手にとって見ることをお勧めいたします。東京駅から京

ダブル受賞の栄誉に浴することになりました。内容については、小

葉線快速で30分とすこし遠いですが、来館の価値はあります。ご利

誌2012年1月号（No.196）の新刊案内をご覧ください。

用は無料、個人会員であれば貸し出しもできます。

http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Periodicals/W̲

■開館時間

午前10時〜午後6時

比較的すいている午前中のご来館をお勧めします。

trend/201201.html

■休館日 日曜日、祝日

●ワールドトレンドがより早くウェブサイドにアップ

第2、第4、第5土曜日

10月号より小誌のウェブサイト上での公開はつぎのとおりとなります。

月末最終日（ただし土・日・祝日と重なる場合は前日）

■特集、分析リポート以外の記事：発行月の翌月1日

年末年始

■特集、分析リポート：発行月の翌々月の1日

■交通機関

当該日が土日、祝日に当たる場合は、その前の平日

JR京葉線海浜幕張駅下車徒歩10分、
JR総武線幕張駅徒歩20分

●ウェブサイトで講演会を動画で配信
http://www.ide.go.jp/Japanese/Dogachannel/index.html

●国際シンポジウム
「新時代の中国―成熟社会に向けて」のご案内

■アジアにおける海上輸送と港湾の現状

日時：1月25日（金曜日） 13：00〜16：30

講師：池上寛（新領域研究センター 企業・産業研究グループ）

場所：国連大学ウ・タント国際会議場

収録日：2012年9月18日（火曜日）

基調講演

■アジアにおける環境問題とビジネス展開
（新領域研究センター 環境・資源研究グループ長）
収録日：2012年9月18日（火曜日）

参加費：4,000円、会員・学生

2,000円

くわしくは研究所ウェブサイトをご覧ください。
http://www.ide.go.jp/Japanese/Event/Sympo/130125.html

■韓半島の統一と日本の未来
講師：朴

張文魁氏（中国国務院発展研究中心企業研究所研究員・副所長）
デイビッド・シャンブー氏（ジョージ・ワシントン大学教授）

講師：小島道一

世逸（韓国先進化財団

理事長）

収録日：2012年7月27日（金曜日）

2013 年 2 月号特集の予告

個人会員入会のご案内

「亡命する政治指導者たち」
本特集では、政治指導者の亡命判断、および亡命先での生活など、
権力喪失後の政治指導者の姿をドキュメントする。その姿を通じて、
翻ってその国の政治変動の震度や、時代ごとに特徴的な国際的な
権力支えあいのネットワークや、国内法と国際法、さらには各国の
権力関係を照射したい。
（2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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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。
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e-mail：members@ide.go.jp
アジ研ワールドトレンド編集委員
林 哲三郎（委員長）
、相沢伸広、内川秀二、木村公一朗、佐藤千鶴子、
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真田孝之
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