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●﹃アジア経済研究所新聞マイクロフ

＊韓国＝ Dr. Park Jong-Hyoen
︵朴鍾賢
韓国国会図書館立法情報研究官︶他２
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平成 18 年度「発展途上国研究奨励賞」
候補作品公募のお知らせ
「発展途上国研究奨励賞」は、途上国に関する社会科学およびその周
辺分野の調査研究水準の向上と研究奨励に資するために、アジア経済
研究所が創設（昭和 55 年）したものです。平成 18 年度の候補作品を
次の要領で募集いたしますので、広くご応募、ご推薦をお願いします。
対

象：発展途上国の経済およびこれに関連する諸事情を調査また
は分析した著作とし、次の①あるいは②に該当するもの。
個人研究、共同研究の別は問わない。
①平成 17 年１月から同年 12 月までにわが国で公刊された
日本語または英語による図書、雑誌論文、調査報告、文
献目録。
②平成 17 年１月から同年 12 月までに海外で公刊された日
本人による英文図書。

応募方法： 作品１点につき１枚の官製はがき、FAX または E メール
を使用し ､
⑴著者名、⑵書名または論文名、⑶出版社名または掲載誌
名、⑷刊行年月、⑸推薦理由、⑹推薦者の住所、氏名 を明
記のこと。
※自薦の場合対象著作２部を送付のこと
応 募 先：〒 261 − 8545 千葉県千葉市美浜区若葉 3 − 2 − 2
日本貿易振興機構（ジェトロ）アジア経済研究所
研究支援部 成果普及課
FAX：043 − 299 − 9726 E メール：shourei@ide.go.jp
応募締切：平成 18 年 2 月 28 日まで
表

彰：平成 18 年 7 月 3 日
若干点を選定し、表彰状および副賞として 50 万円以内の賞
金または記念品を授与する。
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この件についてのお問い合せは下記にお願いいたします。
アジア経済研究所 研究支援部 成果普及課
TEL：（043）299 − 9536
FAX：
（043）299 − 9726
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