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図書館創設50周年記念資料展示会 展示資料リスト 

 

作成日付：2010年7月 

作成：日本貿易振興機構アジア経済研究所図書館 

 

今回の展示は全受賞作品と、当館所蔵の受賞者による単著ならびに受賞者同士の共著書を中心に構成してお

ります。一部を除き、文庫・新書類、当研究所の所内資料、Discussion paperは展示しておりません。 

 

なお、本リストは直近の受賞者から年代順（降順）に配列し、敬称は省略させていただきました。また、受

賞作品のうち雑誌論文につきましては本リストには掲載せず、「受賞作品リスト」に収録されておりますので

そちらをご参照ください。各論文は複写して簡易製本しております。どうぞお手に取ってご覧ください。 

 

書誌情報 請求記号 

河森 正人 

アジア諸国における地方政治の構造 / 岩崎育夫,河森正人,川中豪編. -- 日

本貿易振興会アジア経済研究所, 1999. -- (調査研究報告書 . 地域研究第 1

部). 

AA/352/Aj1 

タイの医療福祉制度改革 / 河森正人著. -- 御茶の水書房, 2009. AHTH/361.1/T5 

タイ : 変容する民主主義のかたち / 河森正人著. -- アジア経済研究所, 

1997.5. -- (アジアを見る眼 ; 95). 
Ja/321.7/A1005 

松村 圭一郎 

所有と分配の人類学 : エチオピア農村社会の土地と富をめぐる力学 / 松村

圭一郎著. -- 世界思想社, 2008. 
FEET/631.1/S1 

大泉 啓一郎 

老いてゆくアジア : 繁栄の構図が変わるとき / 大泉啓一郎著. -- 中央公論

新社, 2007. -- (中公新書 ; 1914). 
AA/312/O1 

通貨危機と会社法制度改革 -- 公開株式会社法改正の意義と限界 / 大泉啓一

郎[著]. -- 日本貿易振興会 アジア経済研究所, 2002.3. -- (研究双書 / ア

ジア経済研究所 [編] ; no.524)(タイの制度改革と企業再編 : 危機から再建

へ / 末廣昭編 ; 第 3 章). 

AHTH/338.93/Aj1 

途上国の高齢化を見据えて : 客員研究報告書「開発途上国の高齢化を見据え

てー新しい支援・協力への視座-」刊行記念. -- 国際協力機構国際協力総合研

修所, 2006. -- (総研 ; JR06-22 . JICA 公開セミナー報告書). 

C/362.6/T1 

松田 康博 

台湾における一党独裁体制の成立 / 松田康博著. -- 慶應義塾大学出版会, 

2006. 
AECH/32/T16 

日台関係史 : 1945-2008 / 川島真[ほか]著. -- 東京大学出版会, 2009. AECH/327/N6 

  

韓国における中間層の生成過程と社会意識 / 有田伸[著]. -- 日本貿易振興

会 アジア経済研究所, 2002.2. -- (研究双書 / アジア経済研究所 [編] ; 

no.521)(アジア中間層の生成と特質 / 服部民夫, 船津鶴代, 鳥居高編 ; 第

1 章). 

AA/323.3/Aj2(LCLN) 
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韓国 : 技術指導から生活・異文化体験まで / 本田洋編著 ; 月脚達彦 [ほか] 

著. -- 海外職業訓練協会, 2000. -- (海外・人づくりハンドブック / 海外職

業訓練協会編 ; 9). 

AEKO/331.86/K1 

学歴・選抜・学校の比較社会学 : 教育からみる日本と韓国 / 中村高康, 藤田

武志, 有田伸編著. -- 東洋館出版社, 2002.2. 
AEKO/37/G1 

韓国の教育と社会階層 : 「学歴社会」への実証的アプローチ / 有田伸著. --

東京大学出版会, 2006. 
AEKO/37/K2 

関 良基 

中国の森林再生 : 社会主義と市場主義を超えて / 関良基, 向虎, 吉川成美

著. -- 御茶の水書房, 2009. 
AECC/634/C6 

複雑適応系における熱帯林の再生 : 違法伐採から持続可能な林業へ / 関良

基著. -- 御茶の水書房, 2005. 
AHPH/634/F3 

杉村 和彦 

アフリカ農民の経済 : 組織原理の地域比較 / 杉村和彦著. -- 世界思想社, 

2004.2. 
FCCG/63/A5 

村上 勇介 

現代アンデス諸国の政治変動 : ガバナビリティの模索 / 村上勇介, 遅野井

茂雄編著. -- 明石書店, 2009. 
LS/32/G1 

 

LS/32/T1 

現代ペルーの社会変動 / 遅野井茂雄, 村上勇介編. -- 国立民族学博物館地

域研究企画交流センター, 2005.3. -- (JCAS 連携研究成果報告 ; 7). 
LSPE/30/G1 

 

LSPE/32/P5 

フジモリ時代のペルー : 救世主を求める人々、制度化しない政治 / 村上勇介

著. -- 平凡社, 2004.8. 
LSPE/323/F1 

佐藤 宏 

所得格差と貧困 / 佐藤宏著. -- 名古屋大学出版会, 2003.9. -- (シリーズ現

代中国経済 ; 7). 
AECC/339/S1 

The growth of market relations in post-reform rural China : a 

micro-analysis of peasants, migrants and peasant entrepreneurs / Hiroshi 

Sato. -- RoutledgeCurzon, 2003. -- (RoutledgeCurzon studies on the 

Chinese economy ; 1). 

AECC/63/G2 

佐藤 仁 

稀少資源のポリティクス : タイ農村にみる開発と環境のはざま / 佐藤仁著. 

-- 東京大学出版会, 2002.6. 
AHTH/634/K1 

資源を見る眼 : 現場からの分配論 / 佐藤仁編. -- 東信堂, 2008. -- (未来

を拓く人文・社会科学 ; 8). 
C/330.3/S18 

人々の資源論 : 開発と環境の統合に向けて / 佐藤仁編著. -- 明石書店, 

2008. 
G/338.91/H5 

Transboundary resources and environment in mainland Southeast Asia / 

edited by Jin Sato. -- [Shoukadoh], 2009. 
AH/361.98/T6 

貧困問題とは何であるか : 「開発学」への新しい道 / 下村恭民, 小林誉明編

著 ; 佐藤仁 [ほか執筆]. -- 勁草書房, 2009. 
C/339.1/H13 
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栗田 禎子 

 

Ar/32/A1001 

新しいアフリカ史像を求めて : 女性・ジェンダー・フェミニズム / 富永智津

子, 永原陽子編. -- 御茶の水書房, 2006. 
F/396.1/A8 

イスラーム地域の民衆運動と民主化 / 私市正年, 栗田禎子編. -- 東京大学

出版会, 2004.1. -- (イスラーム地域研究叢書 ; 3). 
G/321.7/I1 

中東 : 多元的中東世界への序章 / 栗田禎子編. -- 大月書店, 1999.4. -- 

(「南」から見た世界 / 木畑洋一 [ほか] 編 ; 04). 
M/32/C3 

近代スーダンにおける体制変動と民族形成 / 栗田禎子著. -- 大月書店, 

2001.2. 
MWSJ/323.1/K1 

大塚 和夫 

異文化としてのイスラーム : 社会人類学的視点から / 大塚和夫著. -- 同文

舘出版, 1989.10. 
Ja/297/Ot1 

イスラーム的 : 世界化時代の中で / 大塚和夫著. -- 日本放送出版協会, 

2000.11. -- (NHK ブックス ; 899). 
M/297/I34 

近代・イスラームの人類学 / 大塚和夫著. -- 東京大学出版会, 2000.9. M/297/K1 

水野 廣祐 

Rural industrialization in Indonesia : a case study of community-based 

weaving industry in West Java / by Kōsuke Mizuno. -- Institute of 

Developing Economies, 1996. -- (I.D.E. occasional papers series ; no. 31).

/677/Aj1001 

インドネシアの地場産業 : アジア経済再生の道とは何か? / 水野廣祐著. -- 

京都大学学術出版会, 1999.5. -- (地域研究叢書 ; 7). 
AHIO/62/I1 

インドネシアの西ジャワにおける農村繊維業の業態に関する研究 / 水野広

祐. -- [水野広祐?], 1993. 
AHIO/677.2/I1 

高根 務 

マラウイの小農 : 経済自由化とアフリカ農村 / 高根務著. -- 日本貿易振興

機構 アジア経済研究所, 2007. -- (研究双書 / アジア経済研究所 [編] ; 

No.561). 

FSMW/631.1/Aj1 

African rural livelihoods under stress : economic liberalization and 

smallholder farmers in Malawi / by Tsutomu Takane. -- Institute of 

Developing Economies (IDE), 2007. -- (I.D.E. occasional papers series ; 

no. 42). 

FSMW/631.1/Aj2 

ガーナ : 混乱と希望の国 / 高根務著. -- 日本貿易振興機構 アジア経済研

究所, 2003.11. -- (アジアを見る眼 ; 104). 
FWGH/30/Aj1 

The cocoa farmers of Southern Ghana : incentives, institutions, and change 

in rural West Africa / by Tsutomu Takane. -- Institute of Developing 

Economies, Japan External Trade Organization, 2002. -- (I.D.E. occasional 

papers series ; no. 37). 

FWGH/63/Aj1 

ガーナのココア生産農民 : 小農輸出作物生産の社会的側面 / 高根務著. -- 

日本貿易振興会 アジア経済研究所, 1999.10. -- (研究双書 / アジア経済研

究所 [編] ; no. 498). 

FWGH/633.74/Aj1 

アフリカとアジアの農産物流通 / 高根務編. -- 日本貿易振興会 アジア経済

研究所, 2003.3. -- (研究双書 / アジア経済研究所 [編] ; 530). 
C/633/Aj1 
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現代アフリカにおける国家,市場,農村社会 / 高根務編. -- 日本貿易振興会 

アジア経済研究所, 2000. -- (調査研究報告書 . 地域研究第 2部||チイキ ケ

ンキュウ ダイ 2 ブ ; 1999[2-06]). 

F/63/Aj1 

アフリカの政治経済変動と農村社会 / 高根務編. -- 日本貿易振興会アジア

経済研究所, 2001.3. -- (研究双書 / アジア経済研究所 [編] ; no. 513). 
F/323/Aj1 

黒崎 卓 

Risk and household behavior in Pakistan's agriculture / by Takashi 

Kurosaki. -- Institute of Developing Economies, 1998. -- (I.D.E. 

occasional papers series ; no. 34). 

/631.1/A1001 

Milk, fodder, and the Green Revolution : the case of mixed farming in the 

Pakistan Punjab / Takashi Kurosaki. -- Pakistan Institute of Development 

Economics, [1996]. 

ASPK/63/M1 

開発のミクロ経済学 : 理論と応用 / 黒崎卓著. -- 岩波書店, 2001.2. -- (一

橋大学経済研究叢書 ; 50). 
C/338.92/K13 

唐 亮 

政治改革に関する研究 / 唐亮[著]. -- 日本貿易振興機構 アジア経済研究

所, 2004. -- (市場経済転換期の中国の政治過程 : 研究会中間成果報告 / 

佐々木智弘編 ; 第 1 章)(調査研究報告書 . 地域研究センター ; 

2003-IV-02). 

AECC/32/Aj1(LCLN) 

変貌する中国政治 : 漸進路線と民主化 / 唐亮著. -- 東京大学出版会, 

2001.9. 
AECC/323/H1 

現代中国の党政関係 / 唐亮著. -- 慶應義塾大学出版会, 1997.3. Ja/329.1/G1001 

重冨 真一 

The state and NGOs : perspective from Asia / edited by Shinichi Shigetomi. 

-- : hard cover, pbk. -- Institute of Southeast Asian Studies, 2002. 
AA/061/S1 

タイ農村の開発と住民組織 / 重冨真一著. -- アジア経済研究所 ,1996.10. 

-- (研究双書 / アジア経済研究所 [編] ; no. 467). 
Ja/711.3/A1001 

 

Vi/711.3/S1001 

Protest and social movements in the developing world / edited by Shinichi 

Shigetomi, Kumiko Makino. -- Edward Elger, 2009. 
C/323.25/Aj2 

グローバル化と途上国の小農 / 重冨真一編. -- 日本貿易振興機構 アジア経

済研究所, 2007. -- (研究双書 / アジア経済研究所 [編] ; No.560). 
C/631.1/Aj1 

The NGO way : perspective and experiences from Thailand / edited by 

Shinichi Shigetomi, Kasian Tejapira, Apichart Thongyou. -- Institute of 

Developing Economies, 2004. -- (ASEDP ; no. 69). 

AHTH/061/Aj1 

アジアの国家と NGO : 15 カ国の比較研究 / 重冨真一編著. -- 明石書店, 

2001.9. 
AA/061/A2 

Cooperation and community in rural Thailand : an organizational analysis 

of participatory rural development / by Shin'ichi Shigetomi. -- Institute 

of Developing Economies, 1998. -- (I.D.E. occasional papers series ; no. 

35). 

/711.3/A1006 

緒形 康 

危機のディスクール : 中国革命 1926～1929 / 緒形康著. -- 新評論, 

1995.10. -- (愛知大学国研叢書 ; 2-1). 
Ja/323.1/K39 



展示資料リスト 

5 

 

寺西 重郎 

経済開発と途上国債務 / 寺西重郎著. -- 東京大学出版会, 1995.12. Ja/332.4/K1005 

日本の経済発展と金融 / 寺西重郎著. -- 岩波書店, 1982.11. -- (一橋大学

経済研究叢書 ; 別冊). 
Ja/332/Te1 

工業化と金融システム / 寺西重郎著. -- 東洋経済新報社, 1991.6. Ja/332/Te2 

倉持 和雄 

現代韓国経済 : 進化するパラダイム / 環日本海経済研究所 (ERINA) 編. -- 

日本評論社, 2005.4. 
AEKO/33/G2 

現代韓国農業構造の変動 / 倉持和雄著. -- 御茶の水書房, 1994.2. Ja/63/Ku6 

白石 昌也 

Japanese relations with Vietnam, 1951-1987 / Masaya Shiraishi. -- 

Southeast Asia Program, 1990. -- (Southeast Asia program series ; no. 5).
/327/Co81 

The Vietnamese Phuc Quoc League and the 1940 insurrection / Masaya 

Shiraishi. -- COE-CAS, 2004. -- (Creation of new contemporary Asian 

studies : working paper ; 14). 

AHVM/323.2/V2 

The Nan'yō Gakuin : a Japanese institute in Saigon from 1942 to 1945 / 

Masaya Shiraishi. -- COE-CAS, 2004. -- (Creation of new contemporary Asian 

studies : working paper ; 13). 

AHVM/378/N1 

ベトナム民族運動と日本・アジア : ファン・ボイ・チャウの革命思想と対外

認識 / 白石昌也著. -- 巌南堂書店, 1993. 
Ja/323.1/S22 

ベトナム : 革命と建設のはざま / 白石昌也著. -- 東京大学出版会, 1993.1. 

-- (東アジアの国家と社会 / 猪口孝編 ; 5). 
Ja/323.1/S24 

加藤 博 

文明としてのイスラム : 多元的社会叙述の試み / 加藤博著. -- 東京大学出

版会, 1995.11. -- (中東イスラム世界 ; 6). 
Ja/297/Bu2 

イスラーム世界の危機と改革 / 加藤博著. -- 山川出版社, 1997.3. -- (世界

史リブレット ; 37). 
Ja/297/Is1003 

私的土地所有権とエジプト社会 / 加藤博著. -- 創文社, 1993.2. Ja/333/Ka4 

地図にない国 - Kawthoolei / 加藤博著. -- 同時代社, 1982.7. Ja/91/Ka14 

地図にない国からの報告 / 加藤博著. -- 晩声社, 1982.9. Ja/91/Ka19 

イスラム世界論 : トリックスターとしての神 / 加藤博著. -- 東京大学出版

会, 2002.4. -- (東洋叢書 ; 10). 
M/297/I30 

イスラム世界の常識と非常識 / 加藤博著. -- 淡交社, 1999.3. M/297/I6 

エジプト国開発援助のための基礎的社会経済データの蓄積と分析枠組みの構

築 : エジプトの統計事情と社会調査事情 / 加藤博. -- 国際協力事業団国際

協力総合研修所, 2002.3. -- (総研 ; JR 01 59). 

MWUA/001/E1 

エジプトの統計制度と統計事情 : 政府統計と統計機構を中心に / 加藤博

[著]. -- 一橋大学経済研究所, 1998.5. -- (Discussion paper / 一橋大学経

済研究所中核的拠点形成プロジェクト [編] ; No. D98-2). 

MWUA/311.3/E1 

鈴木 賢 

現代中国法入門 / 木間正道 [ほか] 著. -- 第 5 版. -- 有斐閣, 2009. -- (外

国法入門双書). 
AECC/34/G17 

現代中国相続法の原理 : 伝統の克服と継承 / 鈴木賢著. -- 成文堂, 1992.7. 

-- (アジア法叢書 ; 14). 
Ja/347.6/S2 

高橋 昭雄 

現代ミャンマーの農村経済 : 移行経済下の農民と非農民 / 高橋昭雄著. -- 

東京大学出版会, 2000.12. 
AHBR/63/G1 
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ビルマ・デルタの米作村 : 「社会主義」体制下の農村経済 / 高橋昭雄著. --

アジア経済研究所, 1992.11. -- (研究双書 / アジア経済研究所 [編] ; 423).
Ja/631.1/A20 

竹下 秀邦 

東南アジア諸国共産党の重要声明集(1974 年～75 年) / [竹下秀邦編・訳・監

修]. -- アジア経済研究所, 1975.11. -- (所内資料動向分析部 ; no. 75-2 . 

動向分析資料 ; no. 91). 

IDE/C-15/2 

シンガポール : リー・クアンユウの時代 / 竹下秀邦著. -- アジア経済研究

所, 1995.3. -- (アジア現代史シリーズ ; 4). 
Ja/959.5/A1 

石田 浩 

台湾経済の構造と展開 : 台湾は「開発独裁」のモデルか / 石田浩著. -- 第

2 版. -- 大月書店, 2003.8. 
AE/33/T3 

貧困と出稼ぎ : 中国「西部大開発」の課題 / 石田浩著. -- 晃洋書房, 2003.5. AECC/331.6/H1 

中国内陸農村の貧困構造と労働力移動 / 石田浩 [著] ; 多元的経済社会問題

研究班 [編]. -- 関西大学経済・政治研究所, 2002.9. -- (研究双書 ; 第 129

冊). 

AECC/711.3/C4 

アジアの中の台湾 : 政治・経済・社会・文化の変容 / 石田浩著. -- 関西大

学出版部, 1999.4. 
AECH/32/A1 

台湾民主化と中台経済関係 : 政治の内向化と経済の外向化 / 石田浩著. -- 

関西大学出版部, 2005. 
AECH/32/T14 

台湾経済の構造と展開 : 台湾は「開発独裁」のモデルか / 石田浩. -- 大月

書店, 1999.3. 
AECH/338.92/T3 

中国同族村落の社会経済構造研究 : 福建伝統農村と同族ネットワーク / 石

田浩著. -- 関西大学出版部, 1996.3. 
Ja/301.2/C1003 

中国農村社会経済構造の研究 / 石田浩著. -- 晃洋書房, 1986.5. Ja/301.2/I1 

中国農村の歴史と経済 : 農村変革の記録 / 石田浩著. -- 関西大学出版部, 

1991.3. 
Ja/301.2/I8 

中国農村経済の基礎構造 : 上海近郊農村の工業化と近代化のあゆみ / 石田

浩著. -- 晃洋書房, 1993.2. 
Ja/631.1/I8 

わがまま研究者の中国奮戦記 : 改革・開放下の中国レポート / 石田浩著. --

晃洋書房, 1994.6. 
Ja/91/Is8 

中西 徹 

経済発展におけるコミュニティと親族制度 : フィリピンと他のアジア諸国の

比較 : 試論 / 中西徹. -- 東京大学経済学部日本産業経済研究施設, 1996.6. 

-- (Discussion paper series ; 96-J-15). 

Ja/301.2/K1003 

スラムの経済学 : フィリピンにおける都市インフォーマル部門 / 中西徹著. 

-- 東京大学出版会, 1991.7. 
Ja/339.1/N1 

古田 元夫 

アジアのナショナリズム / 古田元夫著. -- 山川出版社, 1996.7. -- (世界史

リブレット ; 42). 
AA/323.1/A4 

ドイモイの誕生 : ベトナムにおける改革路線の形成過程 / 古田元夫著. -- 

青木書店, 2009. -- (シリーズ民族を問う ; 4). 
AHVM/338.98/D3 

ベトナムの現在 / 古田元夫著. -- 講談社, 1996.12. -- (講談社現代新書 ; 

1334). 
Ja/308/Be1001 

ベトナム人共産主義者の民族政策史 : 革命の中のエスニシティ / 古田元夫

著. -- 大月書店, 1991.2. 
Ja/323.1/F7 
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歴史としてのベトナム戦争 / 古田元夫著. -- 大月書店, 1991.3. -- (科学全

書 / 日本科学者会議編 ; 37). 
Ja/327.5/F9 

ベトナムからみた中国 / 古田元夫著. -- 日中出版, 1979.10. Ja/327/Fu4 

ホー・チ・ミン : 民族解放とドイモイ / 古田元夫著. -- 岩波書店, 1996. --

(現代アジアの肖像 ; 10). 
Ja/92/Ho1001 

ベトナムの世界史 : 中華世界から東南アジア世界へ / 古田元夫著. -- 東京

大学出版会, 1995.9. 
Ja/959.7/B1002 

Vi/327/V1004 

西島 章次 

APEC, FTAA and the Pacific Rim : a Latin American perspective / Shoji 

Nishijima. -- Kobe University, APEC Study Center . -- (Working paper 

series ; no. 12)(Discussion paper series). 

/330.2/A1006 

アルゼンチンのカレンシー・ボード制と通貨危機 / 西島章次[著]. -- 日本貿

易振興機構 アジア経済研究所, 2003.12. -- (金融政策レジームと通貨危機 : 

発展途上国の経験と課題 / 三尾寿幸編 ; 第 6 章)(研究双書 / アジア経済研

究所 [編] ; No.535). 

C/332/Aj3(LCLN) 

ラテンアメリカのインフレーション / 西島章次編. -- アジア経済研究所, 

1990.9. -- (研究双書 / アジア経済研究所 [編] ; 403). 
Ja/332.5/A4 

現代ラテンアメリカ経済論 : インフレーションと安定化政策 / 西島章次著. 

-- 神戸大学研究双書刊行会. -- (神戸経済学双書 / 神戸大学研究双書刊行会

編 ; 18). 

Ja/332.5/G1 

ブラジル経済の高度成長期の研究 / 西島章次著. -- 神戸大学経済経営研究

所, 1981.9. -- (研究叢書 / 神戸大学経済経営研究所編 ; 23). 
Ja/338.9/Ko38 

米山 喜久治 

適正技術の開発と移転 : マレーシア鉄鋼業の創設 / 米山喜久治著. -- 文眞

堂, 1990.10. 
Ja/62/Yo3 

石原 享一 

China's conversion to a market economy / by Kyōichi Ishihara. -- Institute 

of Developing Economies, 1993. -- (I.D.E. occasional papers series ; no. 

28). 

/338.9/Aj45 

Problems and perspectives on the reform of China's state-owned 

enterprises / Kyoichi Ishihara, ... [et al.]. -- Institute of Developing 

Economies, c1995. -- (Joint research programme series ; no. 111). 

/658.1/P56 

知と実践の平和論 : 国際政治経済学と地域研究 / 石原享一著. -- 明石書

店, 2007. 
G/327/C6 

岡崎 正孝 

イランにおける企業的農業の進展 / 岡崎正孝著. -- アジア経済研究所. -- 

(研究参考資料 ; 第 88 集). 
Ja/631.1/A8 

カナート イランの地下水路 / 岡崎正孝著. -- 論創社, 1988.11. MEIR/626/K1 

丸山 伸郎 

Industrialization and technological development in China / by Nobuo 

Maruyama. -- Institute of Developing Economies, 1990. -- (I.D.E. 

occasional papers series ; no. 24). 

/338.9/Aj29 

中国の工業化と産業技術進歩 / 丸山伸郎著. -- アジア経済研究所, 1988.7. 

-- (研究双書 / アジア経済研究所 [編] ; 373). 
Ja/338.9/Aj134 
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松田 芳郎 

中国経済統計方法論 : 変容と現状 / 松田芳郎著. -- アジア経済研究所. -- 

(研究双書 / アジア経済研究所 [編] ; 361). 
Ja/311.3/A6 

データの理論 : 統計調査のデータ構造の歴史的展開 / 松田芳郎著. -- 岩波

書店, 1978.9. -- (一橋大学経済研究叢書 ; 30). 
Ja/311/Ma1 

企業構造の統計的測定方法 / 松田芳郎著. -- 岩波書店, 1991.3. -- (一橋大

学経済研究叢書 ; 40). 
Ja/658/Hi2 

絵所 秀紀 

開発経済学とインド : 独立後インドの経済思想 / 絵所秀紀著. -- 日本評論

社, 2002.10. 
ASII/330.18/K1 

マハラノビスの遺産 : 「計画と市場」をめぐるネルー時代の経済思想 / 絵所

秀紀 [著]. -- 文部省科学研究費・特定領域研究(A)「南アジアの構造変動と

ネットワーク」, 2000.7. -- (Discussion Paper ; No.7). 

ASII/330.18/M1 

独立後インドの金融統計 / 絵所秀紀[著]. -- 法政大学比較経済研究所, 

2000.8. -- (Working paper / Institute of Comparative Economic Studies, 

Hosei University ; no. 84. 近現代アジア比較数量経済分析シリーズ ; no. 

2). 

ASII/332/D1 

離陸したインド経済 : 開発の軌跡と展望 / 絵所秀紀著. -- ミネルヴァ書

房, 2008. -- (シリーズ・現代経済学 ; 7). 
ASII/338.92/R5 

開発の政治経済学 / 絵所秀紀著. -- 日本評論社, 1997.11. G/338.92/K1 

現代インド経済研究 : 金融革命と経済自由化をめぐる諸問題 / 絵所秀紀著. 

-- 法政大学出版局, 1987. 
Ja/33/Es1 

インド型金融システムの形成と構造 / 絵所秀紀. -- 一橋大学経済研究所, 

1998.1. -- (Discussion paper / 一橋大学経済研究所中核的拠点形成プロジ

ェクト [編] ; D97-14). 

Ja/332/In1002 

開発経済学 : 形成と展開 / 絵所秀紀著. -- 法政大学出版局, 1991.5. Ja/338.9/Es1 

開発と援助 : 南アジア・構造調整・貧困 / 絵所秀紀著. -- 同文舘出版, 

1994.4. -- (ポリティカル・エコノミー). 
Ja/338.9/Es2 

安田 信之 

Disputes settlement mechanisms in Asia-Pacific region : APEC DMS and ASEAN 

DMS / Nobuyuki Yasuda. -- Nagoya University, Graduate School of 

International Development, APEC Research Center, 1997. -- (APEC 

discussion paper series ;. no. 13). 

/382/Di1001 

アジアの市場・組織・法 : 開発法学の形成に向けて / 安田信之[著]. -- [出

版者不明], 2004. 
AA/34/A9 

開発法学 : アジア・ポスト開発国家の法システム = Law and development : a 

study on legal systems of Asian post-developmental states / 安田信之著. 

-- 名古屋大学出版会, 2005.2. 

AA/34/K3 

東南アジア法 / 安田信之著. -- 日本評論社, 2000.10. AH/34/T1 

インドの契約法 / [安田信之著]. -- アジア経済研究所経済協力調査室, 

1971. -- (経済協力調査室 . 経済法委員会). 
IDE/ER-6/3 

ASEAN 法 : An introduction to ASEAN law / 安田信之著. -- 日本評論社, 

1996.8. 
Ja/34/As1001 

アジアの法と社会 / 安田信之. -- 三省堂, 1990. Ja/34/Ya1 

フィリピンの法・企業・社会 / 安田信之著. -- アジア経済研究所, 1985.3. --

(経済協力シリーズ ; 第 118 号 . 法律). 
Ja/658/Aj11 
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後藤 乾一 

原口竹次郎の生涯 : 南方調査の先駆 / 後藤乾一著. -- 早稲田大学出版部, 

1987. -- (早稲田人物叢書 ; 1). 
AEJA/92/Ha1 

`Returning to Asia': Japan-Indonesia Relations 1930s-1942 / Ken'ichi G. 

-- Ryukei Shyosha, 1997. 
AHIO/327/R1 

Multilayered postcolonial historical space : Indonesia, the Netherlands, 

Japan and East Timor / Goto Ken'ichi. -- COE-CAS, 2003. -- (Creation of 

new contemporary Asian studies : working paper ; 2). 

AHIO/341.3/M1 

「東」ティモール国際関係史 : 1900-1945 / 後藤乾一 [著]. -- みすず書房, 

1999.7. 
AHPT/327/H1 

火の海の墓標 : ある<アジア主義者>の流転と帰結 / 後藤乾一著. -- 時事通

信社, 1977.3. 
Ja/325.4/G2 

近代日本と東南アジア : 南進の「衝撃」と「遺産」 / 後藤乾一著. -- 岩波

書店, 1995.1. 
Ja/327.2/K8 

昭和期日本とインドネシア : 1930 年代「南進」の論理・「日本観」の系譜 / 

後藤乾一著. -- 勁草書房, 1986.3. 
Ja/327/Go4 

近代日本とインドネシア : 「交流」百年史 / 後藤乾一著. -- 北樹出版, 

1989.4. -- (フマニタス選書 / 早稲田大学社会科学研究所企画 ; 11). 
Ja/327/Go7 

日本占領期インドネシア研究 / 後藤乾一著. -- 龍溪書舎, 1989.10. Ja/341.3/G1 

永野 善子 

歴史と英雄 : フィリピン革命百年とポストコロニアル / 永野善子著. -- 御

茶の水書房, 2000.10. -- (神奈川大学評論ブックレット ; 11). 
AHPH/323.2/R1 

フィリピン銀行史研究 : 植民地体制と金融 / 永野善子著. -- お茶の水書

房, 2003.12. 
AHPH/332.1/F3 

Philippine "Colonial Banking" during the American period / by Yoshiko 

Nagano. -- University of the Philippines, School of Economics, 1999. --

(Discussion paper / University of the Philippines, School of Economics ; 

no. 9906). 

AHPH/332.1/P1 

植民地期フィリピン貿易構造の再検討 : いわゆる「アジア間貿易」との関係

を中心として / 永野善子[著]. -- 一橋大学経済研究所, 1998.2. -- 

(Discussion paper / 一橋大学経済研究所中核的拠点形成プロジェクト 

[編] ; No. D97-24). 

AHPH/382/S1 

フィリピン社会経済史関係解題つき文献目録 : 19 世紀後半から第一次大戦前

まで / 永野善子著. -- 総合研究(A)「資本主義世界市場の形成」研究組織, 

1980.1. -- (総合研究(A)「資本主義世界市場の形成」に関する文献目録シリ

ーズ ; no.1). 

Ja/016/Na4 

フィリピン経済史研究 : 糖業資本と地主制 / 永野善子著. -- 勁草書房, 

1986.8. 
Ja/633.6/N5 

砂糖アシエンダと貧困 : フィリピン・ネグロス島小史 / 永野善子著. -- 勁

草書房, 1990.3. 
Ja/664.1/N7 

小島 麗逸 

Urbanization and urban problems in China / by Reeitsu Kojima. -- Institute 

of Developing Economies, 1987. -- (I.D.E. occasional papers series ; no. 

22). 

/301.2/A64 

現代中国の経済 / 小島麗逸著. -- 岩波書店, 1997.12. -- (岩波新書 ; 新赤

版 533). 
AECC/33/G5 
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世界の中のアジア・中国 / 小島麗逸著. -- 大東文化大学国際関係学部現代ア

ジア研究所, 1996.3. -- (アジア入門シリーズ ; 1). 
AECC/33/S4 

中国の経済と技術 / 小島麗逸著. -- 勁草書房, 1975.3. Ja/33/Ko19 

原 洋之介 

現代アジア経済論 / 原洋之介著. -- 岩波書店, 2001.3. -- (岩波テキストブ

ックス). 
AA/33/G4 

エリア・エコノミックス : アジア経済のトポロジー / 原洋之介著. -- NTT

出版, 1999.3. -- (ネットワークの社会科学). 
AA/330.1/E1 

東アジア経済戦略 : 文明の中の経済という視点から / 原洋之介著. -- NTT

出版, 2005. -- (ネットワークの社会科学). 
AA/330.191/H4 

アジア型経済システム : グローバリズムに抗して / 原洋之介著. -- 中央公

論新社, 2000.10. -- (中公新書 ; 1555). 
AE/33/A1 

新東亜論 / 原洋之介著. -- NTT 出版, 2002.3. AE/330.2/S2 

開発経済論 / 原洋之介著. -- 岩波書店, 1996.10. -- (岩波テキストブック

ス). 
C/338.92/K4 

アジア・ダイナミズム : 資本主義のネットワークと発展の地域性 / 原洋之介

著. -- NTT 出版, 1996.10. -- (ネットワークの社会科学). 
Ja/33/Aj1008 

クリフォード・ギアツの経済学 : アジア研究と経済理論の間で / 原洋之介

著. -- リブロポート, 1985.10. -- (社会科学の冒険 ; 4). 
Ja/338.9/Ha10 

アジア経済論の構図 : 新古典派開発経済学をこえて / 原洋之介著. -- リブ

ロポート, 1992.5. -- (社会科学の冒険 ; 13). 
Ja/338.9/Ha12 

東南アジア諸国の経済発展 : 開発主義的政策体系と社会の反応 / 原洋之介

著. -- 東京大学東洋文化研究所, 1994.3. -- (東京大学東洋文化研究所報

告 ; ). 

Ja/338.9/To63 

加々美 光行 

中国の民族問題 : 危機の本質 / 加々美光行著. -- 岩波書店, 2008. -- (岩

波現代文庫 ; 学術 ; 194). 
AECC/323.1/C28 

知られざる祈り : 中国の民族問題 / 加々美光行著. -- 新評論, 1992.3. AECC/323.1/S7 

歴史のなかの中国文化大革命 / 加々美光行著. -- 岩波書店, 2001.2. -- (岩

波現代文庫 ; 学術 ; 44). 
AECC/323.2/R4 

中国世界 / 加々美光行著. -- 筑摩書房, 1999.11. -- (21 世紀の世界政治 / 

猪口孝編 ; 3). 
AECC/327/C16 

漂泊中国 : 転換期アジア社会主義論 / 加々美光行著. -- 田畑書店, 1988.3. Ja/32/Ka7 

現代中国の挫折 : 文化大革命の省察 / 加々美光行編. -- アジア経済研究

所, 1985. -- (研究双書 / アジア経済研究所 [編] ; 331. 文化大革命の省

察). 

Ja/323.2/A12 

逆説としての中国革命 : <反近代>精神の敗北 / 加々美光行著. -- 田畑書店, 

1986. -- (現代アジア叢書). 
Ja/323/Ka8 

現代中国の黎明 : 天安門事件と新しい知性の台頭 / 加々美光行著. -- 学陽

書房, 1990.3. 
Ja/323/Ka9 

市場経済化する中国 / 加々美光行著. -- 日本放送出版協会, 1993.4. -- (NHK

ブックス ; 664). 
Ja/338.9/Ka52 

大木 昌 

病と癒しの文化史 : 東南アジアの医療と世界観 / 大木昌著. -- 山川出版

社, 2002.9. -- (Historia ; 008). 
AHIO/361.1/Y1 

インドネシア社会経済史研究 : 植民地期ミナンカバウの経済過程と社会変化 

/ 大木昌著. -- 勁草書房, 1984.2. 
Ja/33/Ok6 
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末廣 昭 

Capital accumulation and industrial development in Thailand / by Akira 

Suehiro. -- Chulalongkorn University Social Research Institute, 1985.
/338.9/Ch100 

Capital accumulation in Thailand, 1855-1985 / Suehiro Akira. -- Centre 

for East Asian Cultural Studies, c1989. 
/338.9/Hi21 

アジア政治経済論 : アジアの中の日本をめざして / 末廣昭, 山影進編. -- 

NTT 出版, 2001.2. 
AA/330.191/A23 

キャッチアップ型工業化論 : アジア経済の軌跡と展望 / 末廣昭著. -- 名古

屋大学出版会, 2000.11. 
AA/338.92/K2 

Catch-up industrialization : the trajectory and prospects of East Asian 

economies / Akira Suehiro ; translated by Tom Gill. -- NUS Press, 2008.
AA/338.924/C1 

進化する多国籍企業 : いま、アジアでなにが起きているのか? / 末廣昭著. --

岩波書店, 2003.11. -- (新世界事情). 
AA/658.114/S1 

タイ統計制度発達史序論 : 国家統計局, 人口センサス, 国民所得 / 末廣昭 

[著]. -- Institute of Economic Research, Hitotsubashi Unversity, 1999.12. 

-- (Discussion paper / 一橋大学経済研究所中核的拠点形成プロジェクト 

[編] ; No. D99-6). 

AHTH/311.3/T1 

Capital accumulation in Thailand, 1855-1985 / Suehiro Akira. -- Silkworm 

Books, 1996. 
AHTH/338.92/C1 

タイの制度改革と企業再編 : 危機から再建へ / 末廣昭編. -- 日本貿易振興

会 アジア経済研究所, 2002.3. -- (研究双書 / アジア経済研究所 [編] ; 

524). 

AHTH/338.93/Aj1 

タイの経済政策 : 制度・組織・アクター / 末廣昭, 東茂樹編. -- 日本貿易

振興会 アジア経済研究所, 2000.1. -- (研究双書 / アジア経済研究所 [編] ; 

502). 

AHTH/338.98/Aj2 

Family business gone wrong? Ownership patterns and corporate performance 

in Thailand / Akira Suehiro. -- Asian Development Bank Institute, 2001. 

-- (ADB Institute working paper series ; no. 19). 

AHTH/658.11/F1 

現地調査報告 : タイ : 難民問題 : 追放から受入へ / 末広昭著. -- アジア

経済研究所, 1979. -- (経済開発分析プロジェクト・チーム ; no. 54-2). 
IDE/ED-2/2 

タイ繊維産業 : 輸出産業への可能性 / 末廣昭著. -- アジア経済研究所, 

1980. -- (経済開発分析プロジェクト・チーム ; no. 54-6). 
IDE/ED-2/6 

タイにおける労働力調査と事業所調査 / 末廣昭. -- 一橋大学経済研究所, 

1997.9. -- (Discussion paper / 一橋大学経済研究所中核的拠点形成プロジ

ェクト [編] ; D97-10). 

Ja/331/Ta1002 

戦前期タイ鉄道業の発展と技術者形成 / 末廣昭著. -- 重点領域研究「総合的

地域研究」総括班, 1996. -- (総合的地域研究成果報告書シリーズ ; No.15 . 

地域発展の固有論理). 

Ja/385/Se1001 

タイの企業集団 / 末廣昭著. -- 盤谷日本人商工会議所, 1986.8. -- (資料 ; 

No. 163). 
Ja/658/Ba1 

大岩川 和正 

現代イスラエルの社会経済構造 : パレスチナにおけるユダヤ人入植村の研究 

/ 大岩川和正著. -- 東京大学出版会, 1983.2. 
Ja/334/Oi1 

細野 昭雄 
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El pensamiento económico del Dr. Raúl Prebisch / Akio Hosono. -- Instituto 

de Estudios Económicos de Asia, 1965. 
IDE/R-16/1 

日本とラテン・アメリカの貿易 : 最近の動向と問題点 / 細野昭雄著. -- ア

ジア経済研究所, 1973. -- (統計参考資料 ; No.76). 
IDE/S-12/9 

ラテンアメリカの経済 / 細野昭雄著. -- 東京大学出版会, 1983. Ja/33/Ho12 

APEC と NAFTA : グローバリズムとリジョナリズムの相克 / 細野昭雄著. -- 

有斐閣, 1995.11. 
Ja/330.2/A1003 

米州におけるリジョナリズムと FTA / 細野昭雄著. -- 神戸大学経済経営研究

所, 2002.2. -- (研究叢書 / 神戸大学経済経営研究所編 ; 59). 
L/330.2/B1 

山内 昌之 

歴史と外交 / 山内昌之著. -- 中央公論新社, 2007. -- (中公叢書). AEJA/327/R1 

帝国と国民 / 山内昌之著. -- 岩波書店, 2004.3. G/32/T1 

イスラームと日本政治 / 山内昌之著. -- 中央公論新社, 2000.7. -- (中公叢

書). 
G/327/I3 

帝国の終末論 : 文明と衝突のパラダイム / 山内昌之著. -- 新潮社, 

1996.12. 
Ja/008/Te1001 

イスラムとアメリカ / 山内昌之著. -- 岩波書店, 1995.11. Ja/297/Is19 

現代のイスラム : 宗教と権力 / 山内昌之著. -- 朝日新聞社, 1983.3. -- (朝

日選書 ; 225). 
Ja/297/Ya2 

スルタンガリエフの夢 : イスラム世界とロシア革命 / 山内昌之著. -- 東京

大学出版会, 1986.12. -- (新しい世界史 ; 2). 
Ja/297/Ya3 

神軍緑軍赤軍 : ソ連社会主義とイスラム / 山内昌之著. -- 筑摩書房, 

1988.2. 
Ja/297/Ya4 

イスラムのペレストロイカ / 山内昌之著. -- 中央公論社, 1992.11. -- (中

公叢書). 
Ja/297/Ya5 

ソ連・中東の民族問題 : 新しいナショナリズムの時代 / 山内昌之著. -- 日

本経済新聞社, 1991.9. 
Ja/323.1/Y12 

瀕死のリヴァイアサン : ペレストロイカと民族問題 / 山内昌之著. -- TBS

ブリタニカ, 1990.2. 
Ja/323.1/Y6 

新・ナショナリズムの世紀 : 分裂する国家と民族の行方を探る / 山内昌之

著. -- PHP 研究所, 1992.6. 
Ja/323.1/Y9 

オスマン帝国とエジプト : 1866-67 年クレタ出兵の政治史的研究 / 山内昌之

著. -- 東京大学出版会, 1984.5. 
Ja/327/Ya20 

イスラムとロシア : その後のスルタンガリエフ / 山内昌之著. -- 東京大学

出版会, 1995.5. -- (中東イスラム世界 ; 1). 
Ja/92/Su13 

戦争と外交 : イラク・アメリカ・日本 / 山内昌之著. -- ダイヤモンド社, 

2003.1. 
M/327/S8 

納得しなかった男 : エンヴェル・パシャ中東から中央アジアへ / 山内昌之

著. -- 岩波書店, 1999. 
METU/92/En1 

鈴木 佑司 

東南アジアの危機の構造 / 鈴木佑司著. -- 勁草書房, 1982.10. Ja/323/Su3 

東南アジアの危機の構造 / 鈴木佑司著. -- 新版. -- 勁草書房, 1988.4. Ja/323/Su4 

土屋 健治 

インドネシア : 思想の系譜 / 土屋健治著. -- 勁草書房, 1994.11. Ja/32/In6 

インドネシア民族主義研究 : タマン・シスワの成立と展開 / 土屋健治著. --

創文社, 1982.2. -- (東南アジア研究叢書 ; 17). 
Ja/323.1/T15 

西向 嘉昭 
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ラテンアメリカ経済統合の理論と現実 / 西向嘉昭著. -- 神戸大学経済経営

研究所, 1969. -- (研究叢書 / 神戸大学経済経営研究所編 ; 15). 
Ja/330.2/N12 

ラテン・アメリカ経済統合論 : その理論的・実証的研究 / 西向嘉昭著. -- 神

戸大学研究双書刊行会, 1981. -- (神戸経済学双書 / 神戸大学研究双書刊行

会編 ; 12). 

Ja/330.2/N21 

ブラジルの工業化とインフレーション / 西向嘉昭著. -- アジア経済研究所. 

-- (アジア経済調査研究双書 ; 第109集)(アジア経済研究所出版物 / アジア

経済研究所[編] ; 第 378 号). 

Ja/332.5/A1 

水野 浩一 

社会発展と近代化 : 社会・文化人類学的接近 / J.L.ピーコック, A.T.カーシ

ュ著 ; 水野浩一訳. -- ミネルウﾞァ書房, 1975.3. 
Ja/30/Pe1 

タイ農村の社会組織 / 水野浩一著. -- 創文社, 1981.1. -- (東南アジア研究

叢書 ; 16). 
Ja/301.2/M12 

東南アジアを考える / 市村真一編. -- 創文社, 1973.12. Ja/32/Ic2 

自由の国 : タイ事情 / 中村孝志編. -- 天理教東南アジア研究室, 1975. Ja/30/Te1 

アジア経済研究所総合研究開発機構受託調査プロジェクトチーム 

アジア諸国の急速な工業化とわが国の対応 : 韓国、台湾、香港、シンガポー

ルを中心として / アジア経済研究所[編] 
Ja/338.9/Aj99 

川口 融 

アメリカの対外援助政策 : その理念と政策形成 / 川口融著. -- アジア経済

研究所. -- (アジア経済調査研究双書 ; 243). 
Ja/341.2/A23 

永積 昭 

The dawn of Indonesian nationalism : the early years of the Budi Utomo, 

1908-1918 / by Nagazumi Akira. -- Institute of Developing Economies, 1972. 

-- (I.D.E. occasional papers series ; no. 10). 

/323.1/A29 

アジアの多島海 / 永積昭著. -- 講談社, 1977. -- (世界の歴史 ; 13). AH/95/A1 

オランダ東インド会社 / 永積昭著. -- 近藤出版社, 1971. -- (世界史研究双

書 ; 6). 
AHIO/991.0/O1 

Bangkitnya nasionalisme Indonesia : budi utomo 1908-1918 / Akira 

Nagazumi. -- Pustaka Utama Grafiti, 1989. -- (Seri terjemahan 

KITLV-LIPI). 

In/323.1/B1001 

月は東に日は西に : 東南アジアと日本のあいだ / 永積昭著. -- 同文館出

版, 1987. 
Ja/001/Na1 

インドネシア民族意識の形成 / 永積昭著. -- 東京大学出版会, 1980.10. -- 

(歴史学選書 ; 2). 
Ja/323.1/N12 

東南アジア歴史散歩 / 永積昭著. -- 東京大学出版会, 1986.6. Ja/95/Na6 

片倉 もとこ 

「移動文化」考 : イスラームの世界をたずねて / 片倉もとこ著. -- 日本経

済新聞社, 1995.1. 
Ja/297/Id1 

アラビア・ノート : アラブの原像を求めて / 片倉もとこ著. -- 日本放送出

版協会, 1979.11. -- (NHK ブックス ; 356). 
Ja/39/Ka8 

加納 啓良 

Land tenure system and the Desa community in nineteenth-century Java / 

Hiroyoshi Kanō. -- Institute of Developing Economies, 1977. -- (IDE 

special paper ; no. 5). 

/333/Aj2 
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現代インドネシア経済史論 : 輸出経済と農業問題 / 加納啓良著. -- 東京大

学東洋文化研究所, 2003.11. -- (東京大学東洋文化研究所報告)(東洋文化研

究所紀要 ; 別冊). 

AHIO/33/G4 

Indonesian exports, peasant agriculture and the world economy, 

1850-2000 : economic structures in a Southeast Asian state / Hiroyoshi 

Kano ; : pbk : [Ohio University Press], : pbk : [NUS ], : [NUS ]. -- Ohio 

University Press, 2008. -- (Research in international studies . Southeast 

Asia series ; no. 118). 

AHIO/33/I7 

植民地期インドネシアの貿易統計 : 1909-1923 年 : 相手国別品目別データの

編纂 / 加納啓良[著]. -- 一橋大学経済研究所, 1998.2. -- (Discussion 

paper / 一橋大学経済研究所中核的拠点形成プロジェクト [編] ; No. 

D97-26). 

AHIO/382/S1 

Pagelaran : anatomi sosial ekonomi pelapisan masyarakat tani di sebuah 

desa Jawa Timur / Hiroyoshi Kano. -- Gadjah Mada University Press, 1990.
In/301.21/P1001 

パグララン : 東部ジャワ農村の富と貧困 / 加納啓良著. -- アジア経済研究

所, 1979.2. -- (研究参考資料 ; no.272). 
Ja/301.2/A4 

サワハン : 「開発」体制下の中部ジャワ農村 / 加納啓良著. -- アジア経済

研究所, 1981.4. -- (研究双書 / アジア経済研究所 [編] ; no.299). 
Ja/301.2/A6 

揺れる多島国家 : スハルト体制の 15 年 / 加納啓良著. -- 教育社, 1979.8. 

-- (入門新書 . 時事問題解説 ; no.274). 
Ja/323/Ka4 

インドネシア繚乱 / 加納啓良著. -- 文藝春秋, 2001.3. -- (文春新書 ; 

163). 
AHIO/323/I13 

村井 吉敬 

小さな民からの発想 : 顔のない豊かさを問う / 村井吉敬著. -- 時事通信

社, 1982.2. 
Ja/30/Mu2 

渡邉 利夫 

開発経済学入門 / 渡辺利夫著. -- 東洋経済新報社, 2001.5. AA/338.92/K6 

アジア経済の構図を読む / 渡辺利夫著. -- 日本放送出版協会, 1998.4. -- 

(NHK ライブラリー ; 83). 
AE/338.92/A1 

エル・サルバドル和平交渉 / 渡辺利夫著. -- [渡辺利夫], [序 1992.8]. Ja/323.2/N29 

開発経済学研究 : 輸出と国民経済形成 / 渡辺利夫著. -- 東洋経済新報社, 

1978.3. 
Ja/330.1/Wa3 

開発経済学 : 経済学と現代アジア / 渡辺利夫著. -- 第 2 版. -- 日本評論

社, 1996.4. 
Ja/338.9/Ka1006 

現代韓国経済分析 : 開発経済学と現代アジア / 渡辺利夫著. -- 勁草書房, 

1982.3. 
Ja/338.9/Wa10 

成長のアジア停滞のアジア / 渡辺利夫著. -- 東洋経済新報社, 1985.5. -- 

(東経選書). 
Ja/338.9/Wa12 

開発経済学 : 経済学と現代アジア / 渡辺利夫著. -- 日本評論社, 1986. Ja/338.9/Wa14 

アジア経済をどう捉えるか / 渡辺利夫著. -- 日本放送出版協会, 1989.2. --

(NHK ブックス ; 568). 
Ja/338.9/Wa15 

西太平洋の時代 : アジア新産業国家の政治経済学 / 渡辺利夫著. -- 文芸春

秋, 1989.1. 
Ja/338.9/Wa16 

転換するアジア / 渡辺利夫著. -- 弘文堂, 1991.9. Ja/338.9/Wa19 

マレーシアの所得分配構造 / 渡辺利夫著. -- アジア経済研究所, 1975. -- 

(研究参考資料 ; 244). 
Ja/339.2/A1 
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低開発国経済援助論 / 渡辺利夫著. -- アジア経済研究所 アジア経済出版局

(発売), 1969. -- (アジアを見る眼 ; 33). 
Ja/341.2/A11 

越澤 明 

中国における土地政策・住宅政策の展開と発展に関する研究 : 1949 年～2002

年 計画経済から市場経済への転換と住宅・不動産の発展 / 越澤明[著] ; 第

一住宅建設協会編. -- 第一住宅建設協会, 2003.4. -- (調査研究報告書). 

AECC/333/C5 

滿州都市計畫史之研究 / 越沢明作 ; 黄世孟譯. -- 國立台灣大學土木工程學

研究所都市計畫研究室, 1986. -- (都市計畫史研究系列). 
Ch/711.4/G1 

中國東北都市計畫史 / 越沢明作 ; 黄世孟譯. -- 大佳出版社. Ch/711.4/Z1015 

植民地満州の都市計画 / 越沢明著. -- アジア経済研究所, 1978.12. -- (研

究参考資料 ; 271). 
Ja/711.4/A2 

大連の都市計画史 : 1898-1945 年 / 越沢明[著]. -- 越沢明, [1984]. Ja/711.4/K1 

中国の都市政策と都市計画(1)-(3) / 越沢明[著]. -- [土地住宅問題研究セン

ター], [1978]. 
Ja/711.4/K3 

哈爾浜(はるぴん)の都市計画 : 1898-1945 / 越沢明著. -- 総和社, 1989.2. Ja/711.4/K6 

満州国の首都計画 : 東京の現在と未来を問う / 越沢明著. -- 日本経済評論

社, 1988.12. -- (都市叢書). 
Ja/711.4/K7 

中國의 都市計劃 : 滿州의 都市論 / 越澤明 著 ; 張侯鎬 編譯. -- 泰林文

化社, 2000. 
Ko/711.4/J1001 

辻井 博 

A bibliography on rural development in monsoon Asia : draft 1977 / compiled 

by Hayao Fukui, Hiroshi Tsujii, & Masuo Kuchiba. -- Association of 

Development Research and Training Institutes of Asia and the Pacific, 

1977. -- (Information service series ; no. 18). 

/016/As6 

A preliminary bibliography on rural development and technological 

innovations in Asia / compiled by Shinichi Ichimura & Hiroshi Tsujii. --

Asian Association of Development Research and Training Institutes, 1976. 

-- (Information service series ; no. 14). 

/016/As7 

Rice economy and rice policy of South Vietnam, economic and statistical 

analysis / by Hiroshi Tsujii. -- Center for Southeast Asian Studies, 1976. 

-- (Discussion paper / Center for Southeast Asian Studies, Kyoto 

University ; no. 87). 

/633.1/K20 

Rice economy and rice policy of South Vietnam, economic and statistical 

analysis / by Hiroshi Tsujii. -- Center for Southeast Asian Studies, 1976. 

-- (Discussion paper / Center for Southeast Asian Studies, Kyoto 

University ; no. 87). 

/633.1/K20 

佐藤 宏 

Uneasy federation : the political economy of central budgetary transfers 

in South Asia / by Hiroshi Satō. -- Institute of Developing Economies, 

1994. -- (I.D.E. occasional papers series ; no. 29). 

/352/Aj2 

インドの教育財政統計:1951-52～1995-96 / 佐藤宏[著]. -- 法政大学比較経

済研究所, 2000.11. -- (Working paper / Institute of Comparative Economic 

Studies, Hosei University ; no. 91. 近現代アジア比較数量経済分析シリー

ズ ; no. 9). 

ASII/37/I2 
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タイのインド人社会 : 東南アジアとインドの出会い / 佐藤宏著. -- アジア

経済研究所, 1995.3. -- (アジアを見る眼 ; 92). 
Ja/325.1/A9 

インド経済の地域分析 / 佐藤宏著. -- 古今書院, 1994.12. Ja/33/In15 

清川 雪彦 

アジアにおける近代的工業労働力の形成 : 経済発展と文化ならびに職務意識 

/ 清川雪彦著. -- 岩波書店, 2003.2. -- (一橋大学経済研究叢書 ; 別冊). 
AA/331/A6 

近代製糸技術とアジア : 技術導入の比較経済史 / 清川雪彦著. -- 名古屋大

学出版会, 2009. 
AA/677.37/K1 

蚕品種の改良と普及伝播 / 清川雪彦著. -- 国際連合大学, 1980 印刷. -- (国

連大学人間と社会の開発プログラム研究報告 / 国際連合大学編 ; 46). 
Ja/62/Un3 

神原 達 

中国の石油と天然ガス / 神原達著. -- 日本貿易振興会 アジア経済研究所, 

2002.12. -- (アジアを見る眼 ; 103). 
AECC/622.32/Aj1 

ネパールの歴史と社会 / 神原達 [著]. -- 日本ネパール協会, 1994. -- 

(Nepal study series / Nepal study series 発行委員会編 ; no.8). 
Ja/323/Ni29 

田辺 繁治 

Ecology and practical technology : peasant farming systems in Thailand 

/ Shigeharu Tanabe. -- : Bangkok, : Cheney. -- White Lotus, 1994. 
/631.1/E1001 

Peasant farming systems in Thailand : a comparative study of rice 

cultivation and agricultural technology in Chiangmai and Ayutthaya / by 

Shigeharu Tanabe ; v. 1, v. 2. -- Supplied by British Library Document 

Supply Centre, 1981. -- (British thesis). 

/631.5/T2 

山下 彰一 

Inter-city cooperation between China and Japan in transferring 

environmental technologies / Shoichi Yamashita. -- Hiroshima University, 

APEC Study Center . -- (APEC working paper series ;. no. 1997-3)(IDEC 

research paper series). 

/361.9/I1008 

The process of industrial development / Shoichi Yamashita. -- Institute 

of Developing Economies, 1975. -- (統計参考資料 ; no. 101). 
IDE/S-20-2/5 

アジアを語る : 13 人の視点 / 山下彰一ほか著 ; 中国新聞社編. -- 中国新

聞社, 1994.1. 
Ja/308/Ch20 

躍進するアジアの産業クラスターと日本の課題 / 山下彰一, S.ユスフ編. -- 

創文社, 2008. -- (ICSEAD 研究叢書 ; 6). 
AA/62/Y1 

Growing industrial clusters in Asia : serendipity and science / edited 

by Shahid Yusuf, Kaoru Nabeshima, Shoichi Yamashita. -- World Bank, 2008. 

-- (Directions in development ; Private sector development). 

AA/338.96/G1 

梅原 弘光 

フィリピンの農村 : その構造と変動 / 梅原弘光著. -- 古今書院, 1992.5. Ja/301.2/U1 

アジアの土地制度と農村社会構造 / 滝川勉, 斉藤仁編著. -- アジア経済研

究所. -- (調査研究報告双書 ; 167). 
Ja/631.1/A12 

松下 洋 

ペロニズム・権威主義と従属 : ラテンアメリカの政治外交研究 / 松下洋著. 

-- 有信堂高文社, 1987.2. 
Ja/323/Ma4 
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La democratización argentina en 1983 : observaciones preliminares / 

Hiroshi Matsushita. -- Centro de Estudios de América Latina, 1987. -- 

(Working paper)(Monografía / Centro de Estudios de América Latina, 

Universidad de Nanzan ; no. 4). 

LSAG/321.7/D3 

大野 徹 

現代のアジア / 大野徹著. -- 晃洋書房, 2001.4. AA/32/G4 

アジアの農地制度と食糧 / 大野徹著. -- 晃洋書房, 2005.4. AA/333.01/A1 

ビルマの社会と経済 / 大野徹著. -- アジア経済研究所. -- (アジアを見る

眼 ; 43). 
Ja/30/Aj4 

知られざるビルマ : イラワジ川に民族と歴史をたずねて / 大野徹著. -- 増

補改訂版. -- 芙蓉書房, 1981.11. -- (シルクロード叢書). 
Ja/91/On2 

ビルマ(ミャンマー)語辞典 / 大野徹著. -- 大学書林, 2000.9. #N/A 

清水 学 

中央アジア世界とアフガニスタン : 交流と断絶 / 清水学[著]. -- 日本貿易

振興機構 アジア経済研究所, 2004. -- (アフガニスタン研究基礎ノート / 鈴

木均編 . 地域研究センター). 

MEAF/32/Aj4#N/A 

アラブ社会主義の危機と変容 / 清水学編. -- : [非売品]. -- アジア経済研

究所, 1992.3. -- (研究双書 / アジア経済研究所 [編] ; no. 419). 
Ja/32/Aj33 

中央アジアの市場経済化 : カザフスタンを中心に / 清水学､ 松島吉洋編. 

-- アジア経済研究所, 1996.3. -- (研究双書 / アジア経済研究所 [編] ; 

461. 市場経済化). 

Ja/338.9/Ch1001 

中東新秩序の模索 : ソ連崩壊と和平プロセス / 清水学編. -- アジア経済研

究所. -- (研究双書 / アジア経済研究所 [編] ; 481). 
Ja/327/Aj1005 

変貌する中東の政治構造 : オイルショック後の10年 / 清水学編. -- アジア

経済研究所. -- (研究双書 / アジア経済研究所 [編] ; no.330). 
Ja/32/Aj22 

カスピ海石油開発と地域再編成 / 清水学編. -- アジア経済研究所, 1998.3. 

-- (アジ研トピックリポート ; ト 9-07). 
Ja/622.3/A1001 

中央アジア : 市場化の現段階と課題 / 清水学編. -- アジア経済研究所, 

1998.3. -- (研究双書 / アジア経済研究所 [編] ; 489. 市場経済化). 
Ja/335/Aj1006 

The Caspian Basin oil and its impact on Eurasian power games / edited by 

Manabu Shimizu. -- Institute of Developing Economies, 1998. -- (IDE spot 

survey). 

/622.3/A1005 

尾上 悦三 

中国経済入門 / 尾上悦三著. -- 東洋経済新報社, 1980.6. AECC/33/C58 

中国(Mainland)の対外貿易統計に関する国連資料の利用法について / 尾上悦

三[著]. -- アジア経済研究所, 1964.10. -- (所内資料調査研究部 ; No.39-2 . 

石川研究会 ; No.1). 

IDE/R-13/3 

やさしい中国経済入門 : 八億人の市場と経済のしくみ / 尾上悦三著. -- 日

本実業出版社, 1971. 
Ja/33/On1 

中国産業構造委員会報告. -- アジア経済研究所, 1963.10. -- (昭和 37 産業

構造 / アジア経済研究所 [編] ; no. 7). 
Ja/63/Aj2 

中国の産業立地に関する研究 / 尾上悦三著. -- アジア経済研究所, 1971. --

(アジア経済調査研究双書 ; 195). 
Ja/91/Aj1 

浜口 恒夫 

パキスタン・バングラデシュ / 加賀谷寛, 浜口恒夫著. -- 山川出版社, 1977. 

-- (世界現代史 ; 10 . 南アジア現代史). 
ASA/32/M5 



展示資料リスト 

18 

 

持続的発展と国際協力 / 河合明宣, 浜口恒夫著. -- 放送大学教育振興会, 

2003.3. -- (放送大学教材 ; 1542524-1-0311). 
ASA/338.92/J1 

インド経済 / 西口章雄, 浜口恒夫編. -- 新版. -- 世界思想社, 1990.11. --

(Sekaishiso seminar). 
Ja/33/In13 

インド経済 : 発展と再編 / 西口章雄, 浜口恒夫編. -- 世界思想社, 1986.6. 

-- (Sekaishiso seminar). 
Ja/33/Ni139 

前田 成文 

東南アジアの組織原理 / 前田成文著. -- 勁草書房, 1989.4. -- (東南アジア

学選書 / 岩田慶治 [ほか] 監修 ; 12). 
Ja/301.1/Ma11 

森 利一 

インドの開発行政 / 森利一,落合淳隆著. -- アジア経済研究所. -- (研究参

考資料 ; 222). 
Ja/351.6/A2 

速水 佑次郎 

Development economics : from the poverty to the wealth of nations / Yujiro 

Hayami. -- Clarendon Press, 1997. 
/338.9/De1035 

Japanese agriculture under siege : the political economy of agricultural 

policies / Yujiro Hayami ; : hardcover, : pbk.. -- Macmillan, 1988. --

(Studies in the modern Japanese economy). 

AEJA/63/J1 

Development economics : from the poverty to the wealth of nations / Yujiro 

Hayami. -- : hbk, : pbk. -- 2nd ed. -- Oxford University Press, 2001.
C/338.92/D30 

開発経済学 : 諸国民の貧困と富 / 速水佑次郎著. -- 新版. -- 創文社, 

2000.8. -- (現代経済学選書 / 熊谷尚夫監修 ; 11). 
C/338.92/K15 

The concepts and measurements of national income / Yujiro Hayami. -- 

Foundation for Advanced Studies on International Development (FASID), 

2001. -- (Educational software ; no. 2000-001). 

G/339.3/C1 

開発経済学 : 諸国民の貧困と富 / 速水佑次郎著. -- 創文社, 1995.12. -- 

(現代経済学選書 / 熊谷尚夫監修 ; 11). 
Ja/338.9/Ka1004 

日本農業の成長過程 / 速水佑次郎著. -- 創文社, 1973.7. -- (数量経済学選

書 ; 7). 
Ja/63/Ha4 

稲木 絹代 

農業発展における市場メカニズムの再検討 / 速水佑次郎編. -- アジア経済

研究所, 1988.5. -- (研究双書 / アジア経済研究所 [編] ; 368). 
Ja/631.1/A17 

小池 賢治 

経営代理制度論 / 小池賢治著. -- アジア経済研究所, 1979.5. -- (研究参考

資料 ; no.278). 
Ja/658/Aj9 

矢野 暢 

東南アジア世界の構図 : 政治的生態史観の立場から / 矢野暢著. -- 日本放

送出版協会, 1984.8. -- (NHK ブックス ; 463). 
Ja/001/To1001 

タイ・ビルマ現代政治史研究 / 矢野暢著. -- [正], 別冊. -- 京都大学東南

アジア研究センター, 1968. -- (東南アジア研究双書 ; 2). 
Ja/323/Ya2 

東南アジア世界の論理 / 矢野暢著. -- 中央公論社, 1980.3. -- (中公叢書). Ja/323/Ya4 

「南進」の系譜 / 矢野暢著. -- 中央公論社, 1975.10. -- (中公新書 ; 412). Ja/325.3/Y9 
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日本の南洋史観 / 矢野暢著. -- 中央公論社, 1979.8. -- (中公新書 ; 549). Ja/327.2/Y3 

東南アジア政策 : 疑いから信頼へ / 矢野暢著. -- サイマル出版会, 1978. Ja/327/Ya12 

冷戦と東南アジア / 矢野暢著. -- 中央公論社, 1986.5. -- (叢書国際環境 ; 

第 1 期). 
Ja/327/Ya21 

日本の「南進」と東南アジア / 矢野暢著. -- 日本経済新聞社, 1975. Ja/327/Ya8 

南北問題の政治学 / 矢野暢著. -- 中央公論社, 1982.12. -- (中公新書 ; 

677). 
Ja/330.1/Ya13 

田中 忠治 

タイ社会の全体像 : 地域学の試み / 田中忠治著. -- 日中出版, 2008. AHTH/30/T8 

タイ : 歴史と文化 : 保護-被保護関係と倫理 / 田中忠治著. -- 日中出版, 

1988.1. 
Ja/008/Ta4 

タイ入門 / 田中忠治著. -- 日中出版, 1988.1. Ja/32/Ta10 

タイ社会の論理 / 田中忠治著. -- 日中出版, 1981.1. -- (新タイ事情 / 田

中忠治著 ; 上). 
Ja/323.3/T4 

タイ社会の底流 / 田中忠治著. -- 日中出版, 1981.1. -- (新タイ事情 / 田

中忠治著 ; 下). 
Ja/323.3/T4 

タイの農業開発 : 開発政策と農村の現状 / 田中忠治著. -- アジア経済研究

所, 1965.3. -- (研究参考資料 ; 第 82 集). 
Ja/711.3/A1 

アジア経済研究所長期成長調査室 

アジアの経済成長と域内協力 / [アジア経済研究所編]. -- アジア経済研究

所, 1965. -- (研究参考資料 ; 第 87 集). 
Ja/382/Aj19 

田中 拓男 

アジア経済の発展経路 : 計量的分析 / 田中拓男著. -- 文眞堂, 2000.9. AA/338.92/A12 

開発論--こころの知性 : 社会開発と人間開発 / 田中拓男著. -- 中央大学出

版部, 2006. 
C/338.92/K34 

国際貿易と直接投資 : 国際ミクロ経済のモデルと検証 / 田中拓男著. -- 有

斐閣, 1995.6. 
Ja/330.1/Ko62 

小林 文男 

Education in building Chinese socialism : theory and reality in the 

transitional period / Fumio Kobayashi. -- Institute of Developing 

Economies, 1976. -- (IDE special paper ; no. 1). 

/37/Aj1 

中国現代史の断章 / 小林文男著. -- 谷沢書房, 1986. AECC/32/C51 

中国往還 : 現代史の視点 / 小林文男著. -- 勁草書房, 1991.5. Ja/32/Ko17 

中国現代史の周辺 / 小林文男著. -- アジア経済研究所, 1976.3. -- (アジア

を見る眼 ; 50). 
Ja/323/Aj6 

日中関係への思考 / 小林文男著. -- 勁草書房, 1993.1. Ja/327/Ko25 

中国現代史の課題 / 小林文男著. -- 勁草書房, 1979. AECC/32/C50 

古賀 正則 

南アジア北東部における国際河川 / 古賀正則[著]. -- 日本貿易振興機構 ア

ジア経済研究所, 2004. -- (東部南アジア地域の地域関係 : 研究会中間成果

報告 / 荒井悦代編 . 地域研究センター). 

ASA/30/Aj1 

南アジア都市関係文献目録 / 古賀正則[編]. -- 古賀正則, 1991.3. Ja/016/Mi6 

第三世界をめぐるセグリゲーションの諸問題 / 一橋大学[編], 1987.3. Ja/301.2/H6 
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現代インドの展望 / 古賀正則, 内藤雅雄, 中村平治編. -- 岩波書店, 

1998.5. 
Ja/321.7/G1002 

加藤 淳平 

日本の文化交流 : 新しい理念を求めて / 加藤淳平著. -- サイマル出版会, 

1988.10. 
Ja/008/Ka7 

板垣 雄三 

石の叫びに耳を澄ます : 中東和平の探索 / 板垣雄三著. -- 平凡社, 1992.7. Ja/323.1/I17 

イスラーム誤認 : 衝突から対話へ / 板垣雄三著. -- 岩波書店, 2003.9. M/327/I11 

深沢 宏 

インドの貿易・イギリスからの投資・通貨制度関係解題つき資料・文献目録 : 

19 世紀中葉から第 1次大戦前まで / 深沢宏著. -- 総合研究(A)「資本主義世

界市場の形成」研究組織, 1981.1. -- (総合研究(A)「資本主義世界市場の形

成」に関する文献目録シリーズ ; no.4). 

Ja/016/Fu1 

インド農村社会経済史の研究 / 深沢宏著. -- 東洋経済新報社, 1987.12. Ja/301.2/F5 

インド共和国における国民的統合の政治経済 : 中央政府と地方政府 / 深沢

宏[著]. -- エグゼクティブ・アカデミー, 1986. -- (エグゼクティブ・アカ

デミー・シリーズ). 

Ja/321/Fu2 

インド社会経済史研究 / 深沢宏著. -- 東洋経済新報社, 1972.5. Ja/33/Fu6 

インド断章 / 深沢宏著. -- 日貿出版社, 1986.6. Ja/91/Fu7 

歴史の現在と地域学 : 現代中東への視角 / 板垣雄三著. -- 岩波書店, 

1992.11. 
Ja/001/It3 

村上 敦 

開発経済学 / 村上敦著. -- ダイヤモンド社, 1971. C/338.92/K24 

東南アジア経済の悩み / 村上敦著 ; バンコク日本人商工会議所[編]. -- バ

ンコク日本人商工会議所, 1974. -- (資料 ; No.97). 
Ja/33/Ba6 

インドの工業発展と日印貿易 / 村上敦著. -- アジア経済研究所. -- (研究参

考資料 ; 第 116 集). 
Ja/382.1/A4 

受賞者による共著作 

国際開発とグローバリゼーション / 西川潤, 高橋基樹, 山下彰一編著. -- 

日本評論社, 2006. -- (シリーズ国際開発 ; 第 5 巻). 
C/338.92/K30 

地域研究と「発展」の論理 / 矢野暢編集責任. -- 弘文堂, 1993.12. -- (講

座現代の地域研究 / 矢野暢編集代表 ; 4). 
Ja/001/Ko9/4 

日本イメージの交錯 : アジア太平洋のトポス / 山内昌之, 古田元夫編. -- 

東京大学出版会, 1997.8. -- (UP 選書 ; 275). 
AEJA/327/N6 

国際社会の中の日本 / 倉持和雄,白石昌也編 ; 第 1部, 第2部. -- 横浜市立

大学一般教育委員会, 1990.3-1991.3. -- (シリーズ一般教育のひろば ; 

no.1,no.2). 

Ja/327/Yo7 

経済 / 小島麗逸, 石原享一編. -- 岩波書店, 1994.9. -- (原典中国現代史 ; 

第 3 巻). 
Ja/308/Ge5/3 

5 分野から読み解く現代中国 : 歴史・政治・経済・社会・外交 / 家近亮子, 唐

亮, 松田康博編著. -- 晃洋書房, 2005.4. 
AECC/30/G7 

中国農家における公正と効率 / 辻井博、松田芳郎、浅見淳之編著. -- 多賀出

版, 2005.2. 
AECC/631.1/C4 

大メコン圏 (GMS) を中国から捉えなおす / 末廣昭 [ほか編著]. -- 東京大

学社会科学研究所現代中国研究拠点, 2009. -- (現代中国研究拠点研究シリー

ズ = ISS contemporary Chinese studies ; no. 3). 

AECC/330.19/D1 
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東南アジア華僑社会変動論 / 河部利夫編. -- アジア経済研究所. -- (研究参

考資料 ; 183). 
Ja/325.2/A5 

東南アジア農村階層の変動 / 梅原弘光, 水野広祐編. -- アジア経済研究所. 

-- (研究双書 / アジア経済研究所 [編] ; 431). 
Ja/631.1/A22 

東南アジアの経済開発と土地制度 / 水野広祐 , 重冨真一編. -- アジア経済

研究所, 1997.3. -- (研究双書 / アジア経済研究所 [編] ; 477). 
Ja/333/Aj1001 

植民地経済の繁栄と凋落 / 加納啓良責任編集. -- 岩波書店, 2001.12. -- (岩

波講座東南アジア史 / 池端雪浦 [ほか] 編集委員 ; 第 6 巻). 
AH/95/I1/6 

国民国家形成の時代 / 後藤乾一責任編集. -- 岩波書店, 2002.2. -- (岩波講

座東南アジア史 / 池端雪浦 [ほか] 編集委員 ; 第 8 巻). 
AH/95/I1/8 

「開発」の時代と「模索」の時代 / 末廣昭責任編集. -- 岩波書店, 2002.3. --

(岩波講座東南アジア史 / 池端雪浦 [ほか] 編集委員 ; 第 9 巻). 
AH/95/I1/9 

東南アジアの文化 / 前田成文責任編集. -- 弘文堂, 1991.9. -- (講座東南ア

ジア学 / 矢野暢企画・編集代表 ; 第 5 巻). 
Ja/001/Ko7/5 

東南アジアの思想 / 土屋健治責任編集. -- 弘文堂, 1990.12. -- (講座東南

アジア学 / 矢野暢企画・編集代表 ; 第 6 巻). 
Ja/001/Ko7/6 

東南アジアの政治 / 矢野暢編集責任. -- 弘文堂, 1992.3. -- (講座東南アジ

ア学 / 矢野暢企画・編集代表 ; 第 7 巻). 
Ja/001/Ko7/7 

東南アジアの国際関係 / 矢野暢編集責任. -- 弘文堂, 1991.7. -- (講座東南

アジア学 / 矢野暢企画・編集代表 ; 第 9 巻). 
Ja/001/Ko7/9 

『植民地雑誌』(Koloniaal Tijdschrift)所収論文目録 / 加納啓良, 大木昌

編. -- 東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター, 1984.12. -- (東洋

学文献センター叢刊 ; 第 43 輯). 

Ja/014.3/T10 

中部ジャワ農村の経済変容 : チョマル郡の85年 / 加納啓良編. -- 東京大学

東洋文化研究所, 1994.3. -- (東京大学東洋文化研究所報告)(東洋文化研究所

叢刊 / 東京大学東洋文化研究所編 ; 第 14 輯). 

Ja/301.2/T38 

インドネシアの経済 / テー・キアン・ウィー編 ; 加納啓良 [ほか] 訳. -- め

こん. 
Ja/33/Th1 

インドネシア : 揺らぐ群島国家 / 後藤乾一編 ; 倉沢愛子, 村井吉敬, ディ

ディ・クワルタナダ[著]. -- 早稲田大学出版部, 2000.11. -- (アジア太平洋

研究選書 ; 1). 

AHIO/32/I5 

A rice village saga : three decades of green revolution in the Philippines 

/ Yujiro Hayami and Masao Kikuchi. -- : uk, : us, : IRRI. -- Macmillan.
AHPH/711.3/R1 

フィリピンの環境とコミュニティ : 砂糖生産と伐採の現場から / 永野善子, 

葉山アツコ, 関良基著. -- 明石書店, 2000.9. 
AHPH/63/F2 

ナショナリズムと国民国家 / 土屋健治編. -- 東京大学出版会, 1994.9. -- 

(講座現代アジア / 山田辰雄, 渡辺利夫監修 ; 1). 
Ja/323/Ko11 

東南アジアの政治と文化 / 土屋健治, 白石隆編. -- 東京大学出版会, 

1984.3. -- (国際関係論のフロンティア ; 3). 
Ja/327/Ts6 

Asian village economy at the crossroads : an economic approach to 

institutional change / Yujiro Hayami, Masao Kikuchi ; : ja. -- University 

of Tokyo Press, 1981. 

AA/63/A16 

現代アジアの戦争 : その原因と特質 / 森利一編著. -- 啓文社, 1993.9. Ja/327.5/M14 

現代インドネシアの社会と文化 / 増田与 ; 後藤乾一 ; 村井吉敬著. -- 現

代アジア出版会, 1979.5. 
Ja/30/Ma1 

自由の国 : タイ事情 / 中村孝志編. -- 天理教東南アジア研究室, 1975. Ja/30/Te1 
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移民から市民へ : 世界のインド系コミュニティ / 古賀正則, 内藤雅雄, 浜

口恒夫編. -- 東京大学出版会, 2000.5. 
ASII/325.1/I2 

タイの公開会社法の変遷について -- 1992 年の改正点と通貨危機以降の改正

の論点. -- 日本貿易振興会 アジア経済研究所, 2001. -- (タイ経済危機と企

業改革 / 末広昭, 東茂樹編 . 地域研究第 1部). 

AHTH/658.11/Aj1 

イスラームを学ぶ人のために / 山内昌之, 大塚和夫編. -- 世界思想社, 

1993.11. 
Ja/297/Is15 

アジアとラテンアメリカ : 新たなパートナーシップの構築 / 西島章次, 堀

坂浩太郎, ピーター・スミス編著. -- 彩流社, 2002.7. 
AA/327/A19 

ラテンアメリカ経済論 / 西島章次, 細野昭雄編著. -- ミネルヴァ書房, 

2004.4. -- (現代世界経済叢書 ; 7). 
L/33/R5 

ラテンアメリカにおける政策改革の研究 / 西島章次, 細野昭雄編著. -- 神

戸大学経済経営研究所, 2003.2. -- (研究叢書 / 神戸大学経済経営研究所

編 ; 62). 

L/338.98/R3 

 


