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見市建『インドネシア̶イスラーム主義のゆくえ̶』 …………………大形里美

＊上記価格は消費税込価格です。
＊ご購入・お問い合わせは、研究支援部成果普及課（出版物販売＝ Tel: 043-299-9735 Fax: 043-299-9736
e-mail：syuppan@ide.go.jp）まで。

▼出版物のご案内

川中豪編﹃ポスト・エドサ期

544

●研究双書

＊№

のフィリピン﹄二︑九四○円︵税込︶

天川直子・山田紀彦編﹃ラオ

３土曜日

日は休業︶

▼最近の主な海外来訪者

−研究所だより−

アジア経済研究所図書館主催

2005年度途上国理解市民フォーラム

もっと知ってほしい途上国
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:〜

−研究者が語るくらしとたべもの−

17

現地経験豊富なアジ研研究者が、開発途上国の人々の生活を身近に感じていただけるよう
にわかりやすく講演いたします。参加費は無料です。皆様お気軽にご参加ください。

:

00

図書館休館

00

皆様のご意見︑ご感想をお待ちしてお

住所︑
氏名︵ふりがな︶
︑
電話番号︵Ｆ

ります︒

ＡＸ番号またはＥメールアドレスでも

可︶をご記入の上︑編集部に郵便また

はＥメールでお送り下さい︒
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第3回

ペルーの飲み物
インカコーラと
ピスコ

第4回

イランの飲み物

11月10日
（木）
地域研究センター
清水 達也
14：00〜15：30
ラテンアメリカ研究グループ 研究員
ペルーを代表する飲み物がインカコーラとピスコ。黄色くてトロピカル・
コカコーラやペプシコーラよりも人
フルーツの味がするインカコーラは、
気があり、ペルー国民の味といわれる炭酸飲料です。一方、
ブドウの蒸
留酒であるピスコは、ペルーが新大陸におけるワインの主要生産地だ
った17世紀に生産が始まった歴史のある飲み物です。これらペルー独
特の飲み物とそれにまつわる産業の話などを紹介します。
地域研究センター
12月1日
（木）
岩 葉子
中東研究グループ 研究員
14：00〜15：30
イラン人は無類の紅茶好き。
どの職場にもお茶くみのおじさんがいて、
大きなサモワールにお茶を沸かしています。どろりとしたトルコ・コーヒー
も好まれますが、
これは飲むというより別の目的が…。イラン人の憩い
の場に欠かせない様々な飲み物を紹介します。

★講演終了後、ご希望の方にはアジ研図書館見学ツアーを実施いたします。
関係資料の展示を行っておりますので、どうぞご参加ください。
会場：独立行政法人 日本貿易振興機構 アジア経済研究所C21会議室
（千葉市美浜区若葉3−2−2）
★お申込み方法
参加ご希望の方は、
①「途上国理解市民フォーラム」参加希望回（複数可）
、
②氏名、
③連絡
先（住所、TEL、FAX）を下記宛にご連絡ください。定員：各回40名
アジア経済研究所図書館 資料サービス課
TEL：043−299−9716／FAX：043−299−9734／Email：LID@ide.go.jp

アジア経済研究所ホームページのご案内

アジア経済研究所ホームページには、研究活動の検索、出版物のオンライン注文、講演会
のご案内、図書館の蔵書検索などの機能が満載されています。『アジ研ワールド・トレンド』
バックナンバーの目次と「フォト・エッセイ」も見ることができます。是非ご活用下さい。

http://www.ide.go.jp

アジ研ワールド・トレンド No.122（2005．
11）
─52

