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Kenkyusho Dayori What’s New about IDE-JETRO

アジ研図書館展示会
『アジアの伝記―激動のアジアに生きた人々の自伝・評伝・回顧録―』
のご案内
アジア経済研究所図書館は、設立以来50年にわたりアジア各国の発展に影
響を及ぼした政治家、思想家、実業家、文学者など多くの人々の伝記や回顧
録を収集してきました。これらの資料は人物の生き方を通して激動の時代の
社会、政治、経済を知る手がかりとなる重要な資料群です。これらの伝記・
回顧録の展示会を下記のとおり行います。毛沢東、ガンジー、鄧小平、アウ
ンサン・スー・チー、ベナジル・ブット、後藤新平の伝記をはじめ500冊を
展示します。伝記に掲載された興味深い写真や談話を手にとってご覧いただ
ければと思います。
期
間：２月１日（月）～２月25日（木） 10:00から18:00まで
開催期間中の休館日は http://www.ide.go.jp/Japanese/Library/Info/index.html でご確認ください
場
所：アジア経済研究所図書館1F（最寄り駅JR京葉線海浜幕張駅徒歩10分、JR総武線幕張駅徒歩20分）
展 示 資 料：	関連図書約500冊 国別・人物別に図書を並べ、特に重要な図書については簡単な説明文もつけて
展示いたします
問い合わせ：資料サービス課 TEL：043-299-9716 までお願いします
配 布 資 料：「アジアの伝記」出展資料目録

Base of Pyramid（BOP）ビジネスをテーマに３月東京でシンポジウム開催
発展途上国における社会課題解決型官民連携ビジネスモデルや市場としての途上国の可能性について我が国の企
業に普及し、啓発を図ることを目的として下記のとおりシンポジウムを開催いたします。
日
場

時：３月９日（火） 13:00から17:30まで（予定）
所：東京国際フォーラム・ホールB5
ＪＲ線 有楽町駅より徒歩1分 東京駅より徒歩5分
地下鉄 有楽町線 有楽町駅 日比谷線 銀座駅/日比谷駅 千代田線 二重橋前駅/日比谷駅
銀座線 銀座駅/京橋駅 三田線 日比谷駅

丸ノ内線 銀座駅

聴講無料／日英同時通訳サービスあり
詳しくは近日中にウェブサイトにてご案内いたします。http://www.ide.go.jp/Japanese/Event/index.html
お問い合わせ：成果普及課 TEL：043-299-9536

最近の海外来訪者
チリ＝Dr. Marcos Jaramillo（カトリック大学・アジア研究プログラム長）＝12月4日

アジア経済研究所賛助会へのお誘い
賛助会員アジア経済研究所の各種活動を幅広くご支援・ご賛同いただくとともに、その研究成果を最大限にご利用いただく
ための会員制度です。開発途上地域の諸問題に関する最新情報の提供をはじめ、セミナー、講演会、催し物のご案内、各種料
金の割引など、さまざまな特典があります。ぜひご入会ください。 年会費は、法人会員14万円、個人会員１万円です。
詳しくは TEL  成果普及課（賛助会担当） TEL：043-299-9536 E-mail：members@ide.go.jp までご連絡ください。
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３月号の特集の予告

『アジ研図書館50年の足跡と未来――蔵書構築・
情報発信の課題』
開発途上国研究資料センターを目指して歩んできたアジ研図書館の50
年を振り返り、
「現地主義」に基づいて構築した蔵書の特質とディジタ
ルライブラリーの未来を考える。
（３月１日刊行予定。タイトルは変更することがあります）

本誌に対する御意見、ご要望をおよせください。また、最近お読みになった特集、
記事でおもしろかったもの、お役にたったものなどお聞かせ願えればさいわいです。

Fax: 043-299-9736

email: syuppan@ide.go.jp
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新刊のご案内
研究双書 No.582

『ポスト民主化期の台湾政治−陳水扁政権の 8 年−』

若林正丈編

2000年、歓喜に包まれて生まれた陳水扁政権は、何故、2008年、失望にまみれて
退場することになったのか。台湾と東アジアにとって、この８年間は何だったのか。

序章 李登輝が残したコンテキスト――ポスト民主化期の「憲政改革」
第 1 章 陳水扁の政権運営 小笠原欣幸
第２章 金権政治の再編と政治腐敗 松本充豊
第３章 国民党の政権奪回――馬英九とその選挙戦略 松本充豊
第４章 台湾における多文化主義政治と運動
張茂桂（田上智宣・竹内孝之・佐藤幸人訳）
第５章 ポスト民主化期における租税の政治経済学
佐藤幸人
第６章 「選挙上手」はどの政党だったのか？――台湾立法院選挙集票構造の分析
若畑省二
第７章 改善の「機会」は存在したか？――中台対立の構造変化 松田康博
第８章
「最良の関係」から「相互不信」へ――米台関係の激変 松田康博
第９章 国際空間の拡大？――「実体」としての国際参加
竹内孝之
ISBN 978-4-258-04582-2 ￥4,200＋税

研究双書 No.583

『開発途上国と財政−歳入出、債務、ガバナンスにおける諸課題−』

柏原千英編

途上国政府が財政改善を行うのは、なぜ困難なのか。税制から金融政策、債務問題や
ガバナンスなど、多様な要因と問題の所在を事例・理論研究の双方から解明する。
序章 開発途上国と財政をめぐる問題の諸側面
柏原千英
第 I 部 歳入（税収）と再分配における制度設計と改革
第１章 フィリピンにおける租税制度の課題
鈴木有理佳
第２章 ベトナムにおける市場経済化と政府間歳入割当 花井清人
第３章 エジプトにおける外生的レント収入と財政運営 土屋一樹
第４章 韓国における経済危機以降の財政運用―特徴とその評価―
鞠重鋪
第５章 インフレ税，成長に伴う通貨発行益 ( シニョリッジ ) と途上国財政 国宗浩三
第 II 部 中長期的課題としての債務管理
第６章 マレーシアにおける公的債務管理の制度的枠組み
中川利香
第７章 フィリピンにおける公的債務管理と財務行政の課題 柏原千英
第 III 部 ガバナンスおよび貧困削減と財政
第８章 財政ガバナンスに関するマクロ経済分析
小山田和彦
第９章 ジェンダー予算とガバナンス
野上裕生
ISBN 978-4-258-04583-9 ￥3,600＋税

アジ研選書 18

現代中国分析シリーズ 3

池上彰英・寳劔久俊 編

『中国農村改革と農業産業化』

中国経済のアキレス腱と言われる「三農問題」
。しかし農村改革と農業産業化によって、
農村部も大きく変化している。本書は一次資料 と現地調査からその実態を解き明かす。

序章 農村改革の展開と農業産業化の意義
池上 彰英・寳劔 久俊
第Ⅰ部 中国農村改革の展開とその実態
第 1 章 農業問題の転換と農業保護政策の展開
池上 彰英
第 2 章 農業構造の転換と農村金融改革
陳 剣波・池上 彰英
第 3 章 農村労働力の非農業就業と農民工政策の変遷
第 4 章 中国における食品安全政策・政府の管理体制の現状と課題 ―主要な法律・政策の整備状況―
第Ⅱ部 農業産業化による農業生産構造の変容
第 5 章 農業生産構造の変化と農産物流通システムの変容
菅沼 圭輔
第 6 章 農産物市場における龍頭企業と農民の取引関係―豚肉産業を事例に― 渡邉真理子
第 7 章 農民専業合作組織の変遷とその経済的機能
寳劔 久俊
第 8 章 農業産業化と農村リーダー ―農民専業合作社成立の社会的文脈―
田原 史起
ISBN 978-4-258-29018-5 ￥3,300＋税

「アジアを見る眼」シリーズ
田部
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森
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No.112

『インド

児童労働の地をゆく』

インドの伝統的手織りカーペット、宝飾品、染織品。そ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 年代に実施した生産現場での詳細な調査に基づきインドにおける児童労働の実態を報告、いま、なぜ児童労働か、を問う。
序章 児童労働の地をゆく／第 1 章 いま、なぜ、児童労働か／第 2 章 シバカシ村のマッチ工女−なぜ子どもの労働が
必要とされるのか／第 3 章 タール砂漠の児童労働−技能承継・債務労働・不就学／第 4 章 ガンジス平野のカーペット村―
ミルザプル・バードイ村のドゥーリー織り／第 5 章 カルカッタのスラムと児童労働―ハウラー橋からスラムへの道
第 6 章 西ガーツ山脈を越える児童労働―ウディピ村から街の厨房へ／第 7 章 不就学児童労働を考える―なぜ、子どもは
学校に行けないのか／終章 インドの経験―もうひとつの「野麦峠」
ISBN 978-4-258-05112-0 ￥1,400＋税
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