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アジ研だより
表紙写真：インド、デリーの図書館（写真：Blickwinkel／アフロ）
本誌に掲載されている記事などの内容や意見は、外部原稿を含め、執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいは
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。

▶アジア経済研究所で開催した講演会、セミナー
の一部について動画配信を行っています

●ミャンマービジネスセミナー
―変わるミャンマーの政治経済（76分）
講 師：工藤年博（アジ研東南アジアⅡ研究グループ長）
収録日：2011年12月15日
●金融危機が及ぼす途上国経済への影響
―リーマンショック、欧州ソブリン危機を背景として―
（85分）
講 師：国宗浩三（アジ研金融・財政研究グループ長）
収録日：2011年12月1日
●台湾の最新動向（66分）
講 師：池上 寛（アジ研企業・産業研究グループ）
収録日：2011年11月1日

4カ月で首相辞任 2012年1月6日
●「開く」中国、「動く」人々、「越える」経済
1月6日

2012年

▶アジ研図書館資料展

『史料 満鉄と満洲事変』出版記念企画―
「山﨑元幹文書と満洲事変」― 3月29日まで開催

アジア経済研究所図書館では、満鉄の最後の総裁だっ
た山﨑元幹が保管していた3000ページ以上に及ぶ満鉄の
業務文書を所蔵しています。この「山﨑元幹文書」には
満鉄が満洲事変とどう関わったかを克明に記録した第一級
の一次史料が多数含まれています。
昨秋、この大部分を『史料 満鉄と満洲事変―山﨑元
幹文書』（上巻・下巻）にまとめ、岩波書店から刊行しま
した。今回、これを記念して資料展を開催します。はじめ
▶ホ ームページで最新のレポートを掲載してい て明らかになった満洲事変直後の満鉄の対応に関する文
ます。
書を中心に平易な解説を付け、関連書籍類とともに展示
●国際ワークショップ 『国際産業連関分析のフロンティア』 します。
（2012月2月1日）発表資料 2012年2月15日
●ベトナムの工業化と中国のインパクト 2012年2月15日 ▶データリソースをウェブを通じて提供しています
●中国：改革・開放の加速を提唱した「南巡講話」20周 ●AGE File アフリカ成長企業ファイル
●アジア諸国の重要日誌
年を素通りする胡錦濤政権 2012年2月14日
●貿 易指数・貿易単価・金額・数量指数表、交易条件
●インドの鉄鉱石違法採掘問題 2012年2月6日
指数表
●ブラジル経済動向レポート（2012年1月）
海外とは対照的に回復傾向の国内景気 2012年2月6日 ●アジア各国の主要経済指標1969〜
●最新経済統計―アジア各国・地域（本誌掲載）
●ペ ルー：遺伝子組み換え作物の導入を10年間停止
●バングラデシュのニットウェア産業・企業データ（2001
2012年2月3日
年実施）
●中国外交部档案館における史料公開の現状 2012年1
●カンボジアの縫製業産業・企業データ（2003年実施）
月30日
●フィリピン：名誉なランキングの背景にある格差 2012 ●エイズ・結核・マラリアの関連の薬の特許出願データ
年1月10日
●ペルー情勢報告（2011年12月）：ウマラ政権、わずか

2012 年 4 月号特集の予告
「アジ研流読書案内―研究者が薦める3冊」
アジ研の研究者およびOBが読者に薦める本をご紹介いたしま
す。
（4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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個人会員入会のご案内
『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2割引でご購入できます
（定期刊行物を除く）
・講演会受講料の割引例：4,000円→2,000円
●ファックスにて事前に講演会開催案内をご連絡いたします
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
○発行後1年を経過した号は下記ウェブサイトで公開しております。
www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Periodicals/W_trend/backnumber.html

○小誌へのご意見、ご要望をお寄せ下さい。
FAX 043-299-9736 email：wtrnd@ide.go.jp
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