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概要
ミャンマーの歴史、自然、社会、文化、政治、経済について、それぞれの専門分野でミャンマーと深く関わる執筆者たちが解説。現在

2015年3月11日 . １７：３０に宿の前まで迎えがきて、バス停へ連れていってくれます。 ヤンゴンまでは、長ーい道のり。 画像. 途中の食事休憩で、サワー＆スイー
ト・チキンを食べました。 画像. ようやく見つけました、ダゴン・ビール。 これもミャンマーのビールです。 バスの中では、ほとんど眠れませんでした。 朝６時すぎ、ヤンゴ
ン到着。 ミャンマーを知るための60章 (エリア・スタディーズ125) 明石書店 田村 克己 amazon.co.jpで買う. Amazonアソシエイト by ミャンマーを知るための60章
(エリア・スタディーズ125) の詳しい.
Amazonで田村 克己, 松田 正彦のミャンマーを知るための60章 (エリア・スタディーズ125)。アマゾンならポイント還元本が多数。田村 克己, 松田 正彦作品ほ
か、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。またミャンマーを知るための60章 (エリア・スタディーズ125)もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
2017年12月13日 . 1985年 慶應義塾大学経済学部卒業 2008年 青山学院大学国際政治経済学研究科 国際経済学修士 1985年 日本経済新聞社入
社、産業部配属 1987年 シンガポール駐在記者 1992年 証券部 1998年 ハノイ支局長 2001年 国際部 2004年 日本経済研究センター アジア研究部主任研
究員 2009年 日本経済新聞シンガポール支局長 2011年 日本経済研究センター国際アジア研究部主任研究員 2016年 研究本部国際アジア研究部長兼
主任研究員 2017年 事務局長付国際化推進担当兼主任研究員.
政治・経済・社会>> ミャンマーを知るための60章 / 田村克己の通販なら通販ショップの駿河屋で！ゲーム・古本・DVD・CD・トレカ・フィギュアなど 通販ショップ
の駿河屋は、豊富な品揃え！最新から懐かしのレトロゲームまでなんでもあります！ぜひご利用ください！
. 史料に見る東南アジア大陸部の変動に関する研究』（文部科学省科学研究費補助金基盤研究（C)研究成果報告書）2003年（単著） ・桃木至朗・小川
英文・クリスチャン=ダニエルス・深見純生・福岡まどか・見市建・柳澤雅之・吉村真子・渡辺佳成編『東南アジアを知る事典』平凡社、2008年（共編著） ・桃
木至朗ほか編『海域アジア史研究入門』 岩波書店、2008年（共著） ・歴史学研究会編『世界史史料９ 帝国主義と各地の抵抗Ⅱ』岩波書店、2008年（共
著） ・田村克己・松田正彦編『ミャンマーを知るための60章』明石書店、.
ミャンマー 難民キャンプ潜入記. 本体1,200円＋税. ビルマの少数民族. 本体2,600円＋税. ピープルズ ミャンマー暮らしの日々. 本体1,400円＋税. Peoples in
the Winds of Change. 本体3,300円＋税. ミャンマーの国と民. 本体1,700円＋税. 未知なるミャンマー. 本体1,500円＋税. 国境に宿る魂. 本体2,400円＋税.
ミャンマー 難民キャンプ潜入記. 本体1,200円＋税. ビルマの少数民族. 本体2,600円＋税. ピープルズ ミャンマー暮らしの日々. 本体1,400円＋税. Peoples in
the Winds of Change. 本体3,300円＋税.
2017年4月18日 . アジア開発銀行年次報告 2015』 アジア開発銀行 2016. アジア開発銀行が毎年発行している報告書です。その年に行った主な開発支援プ
ロジェクトの概要が掲載. されています。また、国別・地域別の融資状況等のデータも見ることができます。 『アジア開銀総裁日記』 渡辺武／著 日本経済新聞
社 1973. アジア開発銀行初代総裁・渡辺武氏による回顧録です。同行の設立準備から、フィリピンに渡り初代総裁として. 組織の基礎作りに努めた６年間の
出来事を振り返っています。関連書として、第４代総裁.
参考文献. 伊東利勝編『ミャンマー概説』（めこん, 2011年3月）; 田村克己、根本敬『ビルマ』（暮らしがわかるアジア読本, 河出書房新社, 1997年2月）; 田村
克己、松田正彦『ミャンマーを知るための60章』（エリア・スタディーズ, 明石書店, 2013年10月）; 文化学園服飾博物館編『世界の伝統服飾』（文化出版局,
2001年11月）.
2015年7月1日 . ミャンマーのネット事情もやっとのことで、良くなり始めました。 外資のOOREDOO（カタール）とTELENOR（ノルウェー）の参戦もあり、MPTも重い
腰をあげたようです。 入札に負けたKDDIがMPTをサポートしていることも大きいと思いますが。 .
世界中どこでも配送料無料のYesAsia.comで「ミャンマーを知るための６０章 / エリア・スタディーズ １２５」を買おう！「田村克己／編著 松田正彦／編著」ほか
人気の「日本語の書籍」もあります。 - 北米サイト.
2014年3月30日 . 経団連自然保護基金からの一部支援を受け刊行された、Mother of life, the river AYEYARWADYは、ほぼ完売しました。現在、確実に
在庫があるのは、イギリスのネット書店NHBSです。 Books of "Mother of life, the river AYEYARWADY" (English and Burmese bilingual ver., partly
supported by KNCF) are almost sold-out. Now web bookstore NHBS has some numbers. 明石書店発行「ミャンマーを知るための60章」は、版を重ねて好
評発売中です。大西も動物の章を担当しています。
ミャンマーを知るための60章 (エリア・スタディーズ125)の感想・レビュー一覧です。
タイトル, ミャンマーを知るための60章. 著者, 田村克己, 松田正彦 編著. 著者標目, 田村, 克己, 1949-. 著者標目, 松田, 正彦. シリーズ名, エリア・スタディー
ズ ; 125. 出版地（国名コード）, JP. 出版地, 東京. 出版社, 明石書店. 出版年, 2013. 大きさ、容量等, 388p ; 19cm. 注記, 文献あり 年表あり. ISBN,
9784750339146. 価格, 2000円. JP番号, 22320358. トーハンMARC番号, 32997658. 出版年月日等, 2013.10. 件名（キーワード）, ミャンマー--社会. Ajaxloader 関連キーワードを取得中.. NDLC, GE581. NDC（9版）.
⑤『ミャンマーを知るための60章』田村克己・松田正彦編著（明石書店） 目次に戻る△. 八尾師 誠（はちおし まこと）東京外国語大学大学院総合国際学研
究院教授 著書：イラン近代の原像――英雄サッタール・ハーンの革命＜中東イスラム世界９＞』（東京大学出版会）、『イスラム社会のヤクザ――歴史を生き
る任侠と無頼』（共著、第三書館） ①『日本・アフガニスタン関係全史』前田耕作監修／関根正男編著（明石書店） 地を這うような地道な努力と、驚くべき
執念に支えられて成った本書は、今後の研究にとっても不可欠の.
2017年1月20日 . バングラデシュ人民共和国（以下、バングラデシュ）は南アジアに位置し、インドとミャンマーに接する国です。バングラデシュの人口密度は1,000
人/km2（日本の約3.6倍）を超え1)、（都市 . 福井大学の環境水理学研究室では、これらの問題を解決するために“太陽熱淡水化装置”の研究開発に取り組
んでいます7), 8)。バングラデシュの農村部のパイガサ地域では電気も水道もないため、コスト . 年12月15日参照. 2）大橋正明、村山真弓：バングラデシュを知
るための60章、明石書店、p. 20、2009. 3）国連.
2017年12月19日 . 移動と宗教実践ー地域社会の動態に関する比較研究 、日本語 、 京都大学地域研究統合情報センター 、 2015年03月 、 小島敬裕，
島村一平，小西賢吾，兼重努，藤本透子，王柳蘭，秀村研二，徐亦猛，和崎聖日，矢野秀武，片岡樹. その他 、 編著. 国境と仏教実践ー中国・ミャン
マー境域における上座仏教徒社会の民族誌 、日本語 、 京都大学学術出版会 、 2014年02月 、 小島敬裕. 単行本（学術書） 、 単著. ミャンマーを知るた
めの60章 、日本語 、 明石書店 、 2013年10月 、 田村克己・松田正彦編.
人気シリーズ「エリアスタディーズ」を含む. 計41点 が この冬搭載予定！ エリア・スタディーズ. 「 〜を知るための…章」. 書名. 著編者名. ISBN. ヨーロッパ. EU<
欧州連合>を知るための63章. 羽場 久美子ほか. 9784750339009. 現代スペインを知るための60章 . ミャンマーを知るための60章. 田村 克己ほか.
9784750339146. ラオスを知るための60章. 菊池 陽子ほか. 9784750333090. シンガポールを知るための65章 第3版. 田村 慶子ほか. 9784750338217. 現代イン
ドネシアを知るための60章. 間瀬 朋子ほか.
○7/7… ◇, 日常茶飯事に「日本サッカーの父、ウ・チョーディン」を掲載. ○6/9… ◇, イベント情報に「まるごとビルマ体験パック」の情報を追加. ○4/11… ◇, イベ
ント情報に「ダヂャン（水祭り）」の情報を追加. 【2013年】. ○12/16… ◇, リンクに「アズウェイビザセンター」を追加. ○11/16… ◇, 「ミャンマー祭り」でメースウィが１
２時ころに出演？（未確認情報）. ○11/1… ◇, イベント情報に「ミャンマー祭り」（メースウィ来日）の情報を追加. ○10/29… ◇, 書籍『ミャンマーを知るための60
章』の販売サイト（Amazon）へのリンク追加.
ミャンマーを知るための60章 - 田村克己 - 本の購入は楽天ブックスで。全品送料無料！購入毎に「楽天スーパーポイント」が貯まってお得！みんなのレビュー・
感想も満載。
主な著書に、『ラオスを知るための60章』（共著）などがある。 【ミャンマー編】 飯國有佳子（いいくに ゆかこ） 大阪外国語大学ビルマ語学科卒業後、在ミャン
マー日本大使館専門調査員、ミャンマー連邦教育省大学歴史研究センター客員研究員を経て、総合研究大学院大学文化科学研究科修了。博士（文
学）。法政大学、東京外国語大学非常勤講師を経て、2012年より大東文化大学国際関係学部講師。 著書に『現代ビルマにおける宗教的実践とジェン

ダー』（風響社、2011年）、『ミャンマーの女性修行者ティーラシン―出家と.
Notes, ミャンマーを知るためのブックガイド: p345-373 ミャンマー (ビルマ) を知るための年表: p374-379. Authors, 田村克己 <タムラ, カツミ> 松田正彦 <マツダ, マ
サヒコ>. Subjects, ミャンマー: ミャンマー -- 社会: Classification, :302.238. ID, 1000073694. ISBN, 9784750339146. NCID, BB13775741 WCLINK.
ミャンマーを知るための60章(エリア・スタディーズ) [全集叢書]の通販ならヨドバシカメラの公式サイト「ヨドバシ.com」で！レビュー、Q&A、画像も盛り沢山。ご購
入でゴールドポイント取得！今なら日本全国へ全品配達料金無料、即日・翌日お届け実施中。
研究代表者：松田 正彦, 研究期間 (年度)：2011 – 2013, 研究種目：若手研究(B), 研究分野：地域研究.
2017年1月27日 . 書籍の書影をクリックするか、以下の各タイトルからアクセスしてください。 IDやパスワードの入力は不要です。 ・いずれの書籍も、同時アクセス
数「3」です。接続できないときは、時間をおいてから 再度アクセスしてください。 ・このサービスは、学内ネットワーク経由の接続に限り、利用可能です。 ・今回追
加分は、タイトルの冒頭に □ を附して表示しています。 □ 静岡文化芸術大学 eBookコレクション 一覧 · □ 現代フィリピンを知るための61章【第2版】 · □ ミャン
マーを知るための60章 · □Gulliver's Travel in.
楽天市場-「ミャンマーを知るための60章」10件 人気の商品を価格比較・ランキング･レビュー・口コミで検討できます。ご購入でポイント取得がお得。セール商品・
送料無料商品も多数。「あす楽」なら翌日お届けも可能です。
著著、単著） カヤン女性の身体変工・装飾と価値体系―ミャンマー最深部に於ける2013-2014年生活実態調査より―（1-103頁） . 著著、共著） （タイ語）タイ
語読み：チュッタムラークームープーア ガーンスーッブサーンタックサ ガーンパリットクルーアングヌンホムプーンムアング チョンパオガリアンサゴー：日本語訳：スゴー・カレ
ンの伝統的な衣服を製作するための技術伝承マニュアル（pp.1-112） . 著著、分担執筆） 「教育・公立学校における就学とその後」『ミャンマーを知るための60
章』.
長田紀之. 日本貿易振興機構アジア経済研究所地域研究センター研究員。1980年生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科修了。英領期ミャンマー
の移民統制と都市社会に関する博士論文が第14回アジア太平洋研究賞受賞（2015年）。共著書に『ミャンマーを知るための60章』（明石書店、2013）、『アジ
ア動向年報2015』（アジア経済研究所、2015）等がある。
「2013年のミャンマー：改革が着実に進展する一方、目に見える成果を求める焦りも」アジア経済研究所編『アジア動向年報2014』, 2014 · 「変わるヤンゴン、残
すヤンゴン—都市開発の諸問題—」（特集：ミャンマー改革の3年—テインセイン政権の中間評価（2）—）『アジ研ワールド・トレンド』221, 2014. 「「カラー」とバ
マー—忘れられた南アジア系ディアスポラ」田村克己・松田正彦編『ミャンマーを知るための60章』明石書店, 2013; 「客体から主体へ: ミャンマー映画の再生（総
特集 混成アジア映画の海—時代と世界を映す.
2014年3月25日 . 主著書として、『暮らしがわかるアジア読本 ビルマ』（河出書房新社、1997年、根本敬との共編）、『文化の生産』（ドメス出版、2007年、編
著）、『ミャンマーを知るための60章』（明石書店、2013年、松田正彦との共編）、論文として、“Intimate Relationship in Burma” （East Asian Cultural Studies
22: 11-36, 1983年）、「『物』と『霊』」（米山俊直・伊藤幹治編『文化人類学へのアプローチ』ミネルヴァ書房、pp. 231-262、1988年）、「仏教の周縁にて－ビルマ
のナッとガイン」（田邊繁治編『アジアにおける宗教の.
第２章 国際機関とCLMV諸国（カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム） 49. 本章では、まず、CLMV 諸国の概要と .. ようになっており、各国経済について知る
上で、重要な資料となっている。 そのため、技術支援においても、 ... 60. る。つまり、外国の銀行がカンボジアに進出しやすいというメリットがある. 反面、中央銀
行の金融調節手段は限られている。中央銀行が物価抑制のため. に、民間銀行の貸し出しを制限しようとする場合、外貨建て預金の預金準備. 率の引き上
げが行われる。これが引き上げられると、民間銀行.
森枝『ベトナム・カンボジア・ラオス・ミャンマー』、p238; ^ 森枝『ベトナム・カンボジア・ラオス・ミャンマー』、pp236-238; ^ 田村、松田『ミャンマーを知るための60章』、
pp216-220; ^ 森枝『ベトナム・カンボジア・ラオス・ミャンマー』、p222; ^ 森枝『ベトナム・カンボジア・ラオス・ミャンマー』、p225; ^ 森枝『ベトナム・カンボジア・ラオス・
ミャンマー』、p230; ^ 森枝『ベトナム・カンボジア・ラオス・ミャンマー』、p223; ^ 落合「辛くない煮込み料理 ビルマのヒン」『アジア・カレー大全』、p74; ^ 落合「辛くな
い煮込み料理 ビルマのヒン」『アジア・.
2017年1月25日 . こんにちは、おこめです。 今回は、ミャンマー、特にカチン州を訪れる前に読んでおいてほしい本をご紹介したいと思います。 現地ですぐ役立つ
情報というよりも、ミャンマーという国、カチンという地域とそこに暮らす人々を理解するために読んでほしいと思うものを選んでいます。 このほか、これを読んでおいた
ほうがいいよ！というおススメが…
2014年04月 - 2017年03月, 日本水土総合研究所, 海外技術協力促進検討事業検討委員; 2014年01月 - 現在, 国際協力機構, ミャンマー国 シャン州北
部地域における麻薬撲滅に向けた農村開発プロジェクト 支援委員; 2016年04月 - 2017年03月, 国際農林業協働協会 (JAICAF), アジアにおける貧困削減
と持続的農業の推進のための技術指導事業（ミャンマー）」評価検討委員; 2013年03月 - 2015年09月, 国際協力機構, ミャンマー経済改革支援委員会 農
業・農村部会 支援委員; 2011年 - 現在, Journal of Burma.
加藤昌彦（2011）「第３章 カレン世界－第２節 言語・文学・歌謡」伊東利勝（編）『ミャ. ンマー概説』pp.269-287, 東京 : めこん . 加藤昌彦（2013）「ビルマ語と
少数民族語」田村克己・松田正彦（編）『ミャンマーを知る. ための 60 章』pp.180-183, 東京 : 明石書店 . Kato, Atsuhiko （2009）Basic vocabulary of

Htoklibang Pwo Karen with Hpa-an, Kyonbyaw, and. Proto-Pwo Karen forms. Asian and African Languages and Linguistics 4:169-218. Kurabe, Keita
（2015）Jinghpaw and related languages. In Kenneth.
下ビルマ（ Lower Burma, ビルマ語: ေအာက မ န မာပ ည ）はミャンマー（ビルマ）の地域名で、エーヤワディー川流域の平原部のうち下流域を指す。 目次. [非
表示]. 1 地理; 2 歴史; 3 脚注; 4 参考文献. 地理[編集]. 本来「上ビルマ」「下ビルマ」は明確な境界が存在しない地理的呼称として用いられていたが、ヤンゴ
ン地方域、バゴー地方域、エーヤワディ地方域、モン州に相当する地域「ペグー」がイギリスに割譲された後、明確な境界を持つ土地区分としての意味合いも有
するようになった。 下ビルマは熱帯雨林気候に.
最初の加盟国は、タイ，インドネシア，シンガポール，フィリピン，マレーシアで、1985年にブルネイが加わり、現在は10カ国（インドネシア，カンボジア，シンガポール，
タイ，フィリピン，ブルネイ，ベトナム，マレーシア，ミャンマー，ラオス）である。 . 文献→：奥島美夏，「来日する移住労働者：技能研修生から看護師・介護福祉
士候補まで」村井吉敬ほか（編）『現代インドネシアを知るための60章』明石書店、338-343頁；奥島美夏，「外国人看護師・介護福祉士候補の受け入れをめ
ぐる葛藤：EPAスキームにみる選抜方法・技能.
2003年 「『後住』少数民族としての山地民：問われる法的権利」『タイを知るための60章』（綾部恒雄・林行夫編、明石書店、145-150頁） 「ねじれた首都：山
地民にとってのもうひとつのバンコク」『アジア遊学』57巻（99-110頁） 2004年 “Citizens without Citizenship: Cultural Construction of National Policies toward

Ethnic Minorities in Thailand, Dynamics of Border Societies in Southeast Asia, Proceedings of International Symposium, K. Miyazaki ed., Research
Institute for Language and Cultures of Asia.
6 観光コースでないミャンマー<ビルマ> / 宇田 有三著 / 高文研 / 2015.4. 292.3/5189/2015. 7105686098. 7 ミャンマー / 阿曽村 邦昭編著 / 古今書院 / 2016.4.
292.3/5205/2016. 7107453470. 8 Myanmar (Burma) / Simon Richmond . [et al.]. / Lonely Planet, / 2014. F/292.3/M99/M. 7105679128. 9 ミャンマーを知るた
めの60章 / 田村 克己編著 / 明石書店 / 2013.10. 302.2/6055/2013. 7102966033. 10 こんなはずじゃなかったミャンマー / 森 哲志著 / 芙蓉書房出版 / 2014.7.
302.2/6105/2014. 7104273692.
ことから、ミャンマーの人口や少数民族の実態、仏教徒以外の宗教の割合等がどこまで把. 3. 2011 年以降の名目 GDP 総額、2012 年以降の実質 GDP 成
長率は IMF 推計値。GDP 成長率は◎まる. GDP 成長率はミャンマーチャットより算出。 4. （出典）田村克己、松田正彦編著「ミャンマーを知るための 60 章」.
5. ミャンマー移民・人口省が 2014 年 8 月 30 日に発表した中間発表ではミャンマーの総人口は 5,141 万. 人。従来約 6,000 万人と推計されていたが、その差
は主として近隣諸国への出稼ぎ労働者と考えられる.
37 現代中国を知るための 60 章 第 2. 版 (エリア・スタディーズ). 一般. 302.2/G34. 38 中国の暮らしと文化を知るための. 40 章(エリア・スタディーズ). 一般.
302.2/C62. 39 現代台湾を知るための 60 章(エリ. ア・スタディーズ). 一般. 302.2/A93. 40 現代の香港を . 60 大いなるモンゴル : 遊牧の民と. の対話. 一般.
302.2/Y31. 61 現代ベトナムを知るための 60 章. 一般. 302.2/G34. 62 ベトナム・カンボジア・ラオス・. ミャンマー（世界の食文化シリー. ズ）. リベラル. アーツ.
383/Se22-4. 63 カンボジアを知るための 60 章(エ.
制度宗教の人類学的研究。主な対象は上座仏教。主なフィールドはミャンマー(ビルマ)。 ◇関心①：宗教組織の経営。ある宗教が掲げる理想がいかに高邁
なものであったとしても、信徒がその理想の実現に向けて生きるためには、教義を学び、実践することを可能にするような具体的な「仕組み」が必要である。この
「仕組み」を考える上で、経済的な問題は避けて通れない。つまりヒト・モノ・カネ・情報といった資源を、どのように獲得・所有・使用するかという問題である。この
ような関心のもとで、これまで現代ミャンマーの上座.
また、数字は金額も通番もミャンマー数字とアラビア数字が併記されている。2004年10月には偽造防止のため、200、500、1,000チャット紙幣がリニューアルされ、
大きさも使いやすいように小さくされた。2009年には5000チャット紙幣が新発行され、2014年に .. 田村克己、根本敬『ビルマ』（暮らしがわかるアジア読本, 河出
書房新社, 1997年2月）; 田村克己、松田正彦『ミャンマーを知るための60章』（エリア・スタディーズ, 明石書店, 2013年10月）; 『もっと知りたいミャンマー』（綾部

恒雄、石井米雄編, 弘文堂, 1994年12月）.
書籍: ミャンマーを知るための60章 [エリア・スタディーズ 125],アニメ、ゲーム、アイドル関連商品のオンラインストア。フィギュアやグッズなど当店限定の商品や特典
いっぱい! 無料会員登録で会員価格や会員限定セールに参加！ 送料無料キャンペーンやブックカバーサービスを実施中！
ミャンマーを知るための60章 (エリア・スタディーズ125) 田村 克己 http://www.amazon.co.jp/dp/4750339148/ref=cm_sw_r_pi_dp_GdrNub18GW4S0. 黒髪と
美女の日本史 平松隆円（relationship between hairstyle and beautiful woman in japanese history; Ryuen Hiramatsu,
Phd.）http://www.amazon.co.jp/dp/4880653020/ref=cm_sw_r_pi_dp_GG4Rqb0YB2Q6M. The golden ratio should not need any introduction to those

who have studied math and design in school. Some designers apply.
(2012-04-28)[168p]吉田 英人三修社. 旅の指さし会話帳 (64) ラオス ここ以外のどこかへ！-アジア · ニューエクスプレス ラオス語 · D23 地球の歩き方 ラオス
2017~2018 · D23 地球の歩き方 ラオス 2016~2017 (地球の歩き方 D 23) · ラオスを知るための60章 (エリアスタディーズ85) (エリア・スタディーズ) · ミャンマー・カン
ボジア・ラオスのことがマンガで3時間でわかる本 (アスカビジネス) · ラオス 豊かさと「貧しさ」のあいだ―現場で考えた国際協力とNGOの意義 · ラオス観光公式ガ
イド · ラオスにいったい何があるという.
2015年1月24日 . 2011年3月の新政権発足以来、世界の耳目を集めているミャンマーとその魅力を、ミャンマーに長期滞在した日本人、また日本に留学や仕事
で長く暮らしているミャンマー人の執筆者が、その経験と知識にに裏付けされた視点から紹介する一書。 （ホーム > ミャンマーを知るための60章 明石書店HPよ
り）. 以前ノンフィクション作家高野秀行さんのブログで面白いとかかれているのを見て興味を持っていたが、ようやく読めた。 この「エリア・スタディーズ」というシリーズ
の本を読むのはこの本が初めてだが、.
ミャンマー・ルネッサンス : 経済開放・民主化の光と影 / 根本悦子, 工藤年博編著. 3, bookplus, 新ビルマからの手紙 : 1997～1998/2011 / アウンサンスーチー
著 ; 土佐桂子, 永井浩, 毎日新聞外信部訳. 4, bookplus, ビルマからの手紙 : 1995～1996 / アウンサンスーチー著 ; 土佐桂子, 永井浩訳. 5, bookplus, ミャ
ンマーを知るための60章 / 田村克己, 松田正彦編著. 6, bookplus, アウン・サン・スー・チーはミャンマーを救えるか? / 山口洋一, 寺井融著. 7, bookplus, ミャン
マーが見えてくる : パゴダと民主化 / 田島高志著.
ミャンマー専門コンサルティング会社のJ-SAT（ジェイサット）のプレスリリース情報ぺージ。
. 対象とした情報リテラシー教育に関する研究調査」『長崎短期大学研究紀要』、第22号、pp.111-118、2010年; ミヤッカラヤ、「海外におけるミャンマー上座部
仏教僧院の役割に関する調査研究ー日本を事例としてー」『長崎短期大学研究紀要』、第2３号、pp.６5-78、2011年; ミャッカラヤ （2013）「ミャンマーの観光
産業現状と発展可能性」『日本経済大学大学院紀要』、2013年3月、創刊号、pp.215-234; ミャッカラヤ（2013）「ヨーダヤーとタイ」田村 克己・松田 正彦; 編
著『ミャンマーを知るための60章』、明石書店、pp.40-44.
タイを知るための60章. 綾部恒雄、林行夫編著. 2003年5月刊 ４６判 352頁 明石書店 2,000円. タイの歴史、民族、社会、経済、宗教、言語、教育や、20世
紀後半からの急速な社会変化について、細かい項目を立て、60章にわたってそれぞれの専門家が執筆。現在のタイの . 第11章 タイとカンボジア―クメール文明
の光 第12章 タイとミャンマー―近くて遠い国 第13章 タイとマレーシア―国境の風景から 第14章 タイとラオス―国家間関係と地域間関係 第15章 タイと中国
―南シナ海世界をはさんだゆるやかな交流 4 タイの.
The purpose of this study is to examine, based on a case study in Myanmar, the challenges to be addressed in exporting Japanese first-language
education to countries overseas. The author visits Myanmar for around 30 days every year as an adviser on first-language education for the Japan
International Cooperation Agency's (JICA) “Project for Curriculum Reform at Primary Level of Basic Education in Myanmar”. Through these visits, the
following strengths of first-language.
ミャンマーを知るための60章 (エリア・スタディーズ125) 田村 克己 http://www.amazon.co.jp/dp/4750339148/ref=cm_sw_r_pi_dp_GdrNub18GW4S0.
ミャンマーを知るための６０章 （エリア・スタディーズ）/田村 克己/松田 正彦（社会・時事・政治・行政） - ミャンマーの歴史、自然、社会、文化、政治、経済につ
いて、それぞれの専門分野でミャンマーと深く関わる執筆者たちが解説。現在の日本におけるミャン.紙の本の購入はhontoで。
第 9 章. ミャンマー ― 国家および国軍の安全保障上の課題. ティン・モン・モン・タン. はじめに. 1948 年1 月に英国から独立を勝ち取った後のミャンマーは常に反
乱に悩まさ. れてきた。その中には主権国家となる前から始まっていたものもある1。独立後. まもないミャンマーでは、 . 外から生じる脅威と認識したものに対応す
るための軍事力に固執してきたので. ある。 1 ラカイン（アラカン）の分離独立派 . 5 ただし、60年代半ばから70年代後半にかけて、武装反乱勢力、特に共産党
の増大に対抗. するため、多少の組織変更と.
2014年3月8日 . 【定価30％OFF】 中古価格￥1500（税込） 【￥660おトク！】 ミャンマーを知るための６０章／田村克己，松田正彦【編著】／中古本・書籍
／ブックオフオンライン／ブックオフ公式通販・買取サイト。1500円以上のご注文で送料無料。
. 差別カーストの人々、日本のODAとNGOなど。 著書・論文, ：, 『コソボ難民救援ーNGOが国際赤十字で考えたこと』国際協力出版会、『｢不可触民｣と教
育：インド・ガンディー主義の農地改革とブイヤーンの人びと』明石書店、『国際協力プロジェクト評価』国際開発ジャーナル社、『進化する国際協力ＮＰＯ：アジ
ア・市民・エンパワーメント』明石書店、『バングラデシュを知るための60章』明石書店、『改訂版 NPOマネジメント』放送大学教育振興会、『グローバル化・変革
主体・NGO』新評論、『アジアの市民社会とNGO』晃洋書房.
2013年10月15日 . 0

Reviewshttps://books.google.com/books/about/%E3%83%9F%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%92%E7%9F%A5%E3%82%8B%E3
id=mSP6nQEACAAJ. What people are saying - Write a review. We haven't found any reviews in the usual places. Bibliographic information. QR code
for ミャンマーを知るための60章. Title, ミャンマーを知るための60章. Editors, 田村克己, 松田正彦.
2016年6月9日 . 京都精華大学人文学部非常勤講師。戦争や紛争地など戦火のなかの市民を視点に取材活動。イラク、シリア、レバノン、コソボ、トルコ、アフ
ガニスタン、ミャンマーなど、写真、ビデオで取材、発表。テレビのニュースリポートや新聞、雑誌、ラジオ、講演会を通して伝えている。共著に「現代イラクを知るた
めの 60章」（明石書店）など。映画「ザルミーナ・公開処刑されたアフガニスタン女性」を監督（2004）。「イスラムに生きる～公開処刑されたアフガニスタン女性」
（NHK総合）、「イスラム国」(IS関連)取材で、.
2017年11月10日 . ミャンマー情報あつめ。 [お知らせ] LINEスタンプたくさん描いてるよ！見て行ってね！ ミャンマー語ネコさん - LINE スタンプ | LINE STORE 旅
の指さし会話帳44ミャンマー (ここ以外のどこかへ!) 作者: 浅井美衣 出版社/メーカー: 情報センター出版局 発売日: 2003/04/24 メディア:…

1. K. Odaka (Ed.), The Myanmar Economy: Its Past, Present and Prospects, Springer, Atsuko Mizuno. 'Chapter 8.Economic Relations between Myanmar
and China'. pp.195-224, 2015.11. 2. 田村克己, 松田正彦, 『ミャンマーを知るための60章』, 明石書店, 水野敦子 「ミャンマーと中国」 pp.308-312, 2013.10. 3.
尾高煌之助、工藤年博、久保公二、小山昌久、嶋田晴行、藤田幸一、松田正彦、三重野文晴、水野明日香、水野敦子, 『ミャンマー経済の新しい光』,
勁草書房, 水野敦子「ミャンマーの対中経済関係－.
楽天市場-「ミャンマーを知るための60章 (エリア・スタディーズ125)」5件 人気の商品を価格比較・ランキング･レビュー・口コミで検討できます。ご購入でポイント取
得がお得。セール商品・送料無料商品も多数。「あす楽」なら翌日お届けも可能です。
ARCレポート : 経済・貿易・産業報告書 : ミャンマー / ARC国別情勢研究会[編] ; 2013/14. -- ARC国別情勢., 2013. C/104/32/A, 12144663. 中国, 現代中
国経済 / 劉敬文, 任雲, 肖厳華著. -- 朝日出版社, 2015. /105/32/L, 12240818. 習近平時代の中国経済 / 大西康雄著. -- 日本貿易振興機構アジア経済
研究所, 2015. /105/32/O, 12242707. 人民元の正体 : 中国主導「アジアインフラ投資銀行」の行末 / 田村秀男著. -- マガジンランド, 2015. /105/38.9/T,
12241170. 内モンゴルを知るための60章 / ボルジギン・ブレン.
【2016年10月発売】 ISBNコード 9784750344133. 価格：2,160円（本体：2,000円＋税）. 在庫状況：在庫あり（1～2日で出荷）. 買い物かごに入れる · 欲しい
ものリストに追加する · アメリカ先住民を知るための６２章. エリア・スタディーズ １４９. 阿部珠理. 明石書店 (Ｂ６) 【2016年09月発売】 ISBNコード
9784750344195. 価格：2,160円（本体：2,000円＋税）. 在庫状況：出版社よりお取り寄せ（1週間程度で出荷）. 買い物かごに入れる · 欲しいものリストに追加
する. コスタリカを知るための６０章 第２版. エリア・スタディーズ ３７.
ミャンマーを知るための60章 (エリア・スタディーズ125). 著者田村 克己,松田 正彦; 価格￥ 1,894(2018/01/22 00:55時点); 出版日2013/10/18; 商品ランキング
73,424位; 単行本396ページ; ISBN-104750339148; ISBN-139784750339146; 出版社明石書店. 執筆陣が多彩、扱っている情報も歴史・文化・自然と多岐
に渡っており、ミャンマー入門書としては打ってつけです。この手の本は書いてある内容を鵜呑みにするのではなく、目次を見て論点を整理するのに役立ちます。
Amazon.com で、ミャンマーを知るための60章 (エリア・スタディーズ125) の役立つカスタマーレビューとレビュー評価をご覧ください。ユーザーの皆様からの正直で公
平な製品レビューをお読みください。
著書, 単著, 『ミャンマー農村とマイクロファイナンス－貧困層によりそう金融プロジェクト』, 風響社, 2010年. 論文等, 単著, 「農村の変化－貧困の現状と解決へ
の試み」, 田村・松田編著『ミャンマーを知るための６０章』明石書店、pp.138-142, 2013年. 単著, ”Microfinance for the Poor: a case study of Self-Reliance
Groups in Myanmar”, Bulletin of Gunma Prefectural Women's University,Vol.34,pp.102-112, 2013年. 単著, 「日本における少子化対策の未来」, 『デー

リィマン』Vol.62, No.6,p.70, 2012年.
2015年11月3日 . 田村克己 Katsumi Tamura. 総合研究大学院大学理事、国立民族学博物館名誉教授. 東京大学大学院社会学研究科文化人類学
専攻修士課程修了後、鹿児島大学、金沢大学、国立民族学博物館などにて、研究教育にあたる。ビルマ（ミャンマー）を中心に東南アジア大陸部や中国南
部などで、文化人類学の調査を行う。主著書に『レッスンなきシナリオ』（風響社）、共編著に『暮らしがわかるアジア読本ビルマ』（河出書房新社）、『ミャンマーを
知るための60章』（明石書店）などがある。 igarashi rina.
2013年10月25日 . 講師紹介＞. 専門は、東南アジア文化人類学。70年代後半から調査を行っているビルマ（ミャンマー）を中心に、東南アジア大陸部及び中
国南部などで、現地調査にもとづく研究を進めている。著書に「レッスンなきシナリオ」（近刊、風響社）、編著書に「ミャンマー（ビルマ）を知るための60章」（2013
年、明石書店）、「文化の生産」（1988年、ドメス出版）などがある。
2016年1月25日 . 琉球大学農学部林業科を卒業後、1990年から95年にかけてJICAの専門家としてミャンマーで勤務。その後、フリーランスとして毎年ミャンマー
を訪れ写真撮影や調査に携わる。「Mother of life, the river AYEYARWADY」「ゾウと巡る季節」「ゾウと生きる森」「The Light of the Jungle」「ミャンマーを知
るための60章（共著）」など、多種の本を出版。現在、写真随筆家、森林インストラクターとして活躍。 注１ ミッソンダム ミャンマー最大河川エーヤワディ川の上
流、カチン州のミッソンに中国電力投資公司（CPI）.
住友商事の事業「世界中から熱い眼差しが向けられているミャンマー」をご紹介します。 . 新しくなったMPTのサービスを国民に知ってもらうために、新しいCMを
放送するなど広報活動にも積極的です」と現場でMPTの事業に携わる紅野吉章（ネットワーク事業本部）は語る。 MPTの直販店 . 当社が自動車事業で第
一歩を踏み出したのは、ミャンマー向けの日野自動車製バス輸出であった。60年以上前にこの国でビジネスを開始し、今日もなおミャンマーで自動車ビジネスを
続けており、深い結びつきを感じずにはいられない。
2017年4月6日 . 国際農林業協働協会 (JAICAF) アジアにおける貧困削減と持続的農業の推進のための技術指導事業（ミャンマー）」評価検討委員. 2013
年3月. -. 2015年9月. 国際協力機構 ミャンマー経済改革支援委員会 農業・農村部会 支援委員. 2011年. -. 現在. Journal of Burma Studies. 国際アドバ
イザリーボード委員 日本担当編集委員. 論文. テキストで表示12>. タイにおけるミャンマー人移民労働者の実態と問題の構図－南タイ・ラノーンの事例から－.
藤田幸一・遠藤環・中西嘉宏・山田美和. 東南アジア研究.
世界最大のプロフェッショナルコミュニティであるLinkedInでHTET HTET NU HTAYさんのプロフィールを表示HTET HTETさんのプロフィールには5件の求人が掲
載されています。LinkedInでHTET HTETさんのプロフィールや誰とつながりがあるかをチェックしましょう。
2015年11月18日 . 増田知子（2010）「第 5 章 ミャンマー軍事政権の教育政策」、工藤年博編『ミャンマー軍事政権の. 行方』アジア経済研究所. Mizzima
News (2014). Myanmar students to hold emergency meeting over education law (October. 10, 2014). ナンミャケーカイン（2013）「日本で学ぶこと・日本で働
くこと：「国づくり」としての人材育成」、. 田村克己・松田正彦編著『ミャンマーを知るための 60 章』明石書店. Naw Say Phaw Waa (2014a).'Enigmatic' bill

criticized for centralized higher education control.
2016年12月、ミャンマーで一般市民との音楽のワークショップをやるためにヤンゴンとマンダレーを調査しました。以下のテキストは2017年2月22日に国際交流基金
で行った報告会を元に再構成したものです。登壇者は田村克己さん、大友良英さん、森永泰弘さん、司会進行は有馬恵子が行いました。 有馬｜2016年12
月にミャンマーで行った調査のなかから、主にマンダレーについて報告したいと思います。本日はミャンマーの専門家で国立民族学博物館の元副館長の田村克
己先生にお越しいただいています。一緒に調査.
田村克己・松田正彦編著『ミヤンマーを知るための 60 章』明石書店、2013 年。 3. JICA （株）パデコ アイ・シー・ネット『ミヤンマー国 教育セクター情報収集・
確. 認調査ファイナルレポート』2013 年。 4. 根本悦子・工藤年博編著『ミヤンマー・ルネッサンス』コモンズ、2013 年. 5. JETRO 『世界貿易投資報告書 2014
年度 ミヤンマー編』2014 年。 6. 根本 敬『物語ビルマの歴史』中公新書、2014 年。 7. アジア経済研究所『アジア動向年報 2014』独立行政法人日本貿易振
興機構、2014 年。 8. ヤンゴン日本人会『2014 年版.
2013年10月18日 . ミャンマーを知るための60章 (エリア・スタディーズ125)の詳細です。明石書店が販売しています。価格は￥ 1894です。アイテムの詳細やクチコ
ミ情報を知ることができます。
ミャンマーを知るための60章』田村克己、松田正彦/編著（2013.10 明石書店)の第56章で執筆参加. ミャンマーのさまざまな分野に長年かかわってきた約70名の
専門家が執筆している本書において、僭越ながら第56章でミャンマーの豊かな資源について書かせていただきました。 本書の内容は歴史から社会、経済まで幅
広く、ミャンマーという国を知る入門書として最適です。白黒ですが写真も多く、読みやすい構成となっていますので、専門書という堅苦しい雰囲気がなく、専門的
理解が得られるお勧めの1冊です！ 表紙画像.
ミャンマーを知るための60章. フォーマット: 図書; タイトルのヨミ: ミャンマー オ シル タメ ノ 60ショウ; 責任表示: 田村克己, 松田正彦編著; 言語: 日本語; 出版情
報: 東京 : 明石書店, 2013.10; 形態: 388p : 挿図, 肖像 ; 19cm; 著者名: 田村, 克己(1949-) <DA01307803> · 松田, 正彦 <DA17853096>. シリーズ名: エリ
ア・スタディーズ ; 125 <BA38432522>; 書誌ID: BB13775741; ISBN: 9784750339146 [4750339148] GoogleBooks webcatplus; 主題: ミャンマー.
ミャンマー国境域」（第1部 国境域の特徴）落合雪野（編著）『国境と少数民族』, めこん, 25-32, 2014, 978-4-8396-0280-2. 5, 著書, 「紫煙がつなぐ平原と高
原」（第2部 植物からモノへ タバコ→巻き煙草）落合雪野，白川千尋（編著）『ものとくらしの植物誌―東南アジア大陸部から』, 臨川書店, 112-130, 2014,
978-4-653-04221-1. 6, 著書, 『ミャンマーを知るための６０章』, 田村克己，松田正彦, 明石書店, 2013, 978-4750339146. 7, 著書, 「イネとマメ―人と自然が織
りなす多彩な農業」田村克己，松田正彦（編著）『.
ミャンマーを知るための６０章/田村克己のセル本は【TSUTAYA 店舗情報】です。
目次 : １ 歴史/ ２ 自然/ ３ 社会/ ４ 文化/ ５… Pontaポイント使えます！ | ミャンマーを知るための60章 エリア・スタディーズ | 田村克己 | 発売国:日本 | 書籍 |
9784750339146 | HMV&BOOKS online 支払い方法､配送方法もいろいろ選べ､非常に便利です！
ラオスはインドシナ半島の内陸国でタイ、ベトナム、中国、ミャンマー、カンボジアの五カ国と国境を接しています。 .. 開発―質的改善の2つの側面, IDE-JETRO,
2012年02月; ラオスにおける国民国家建設―理想と現実, 矢野順子, 共著, 第4章 国家建設過程における理想的国民像の変化―道徳教科書の分析を中
心に, IDE-JETRO, 2011年; ラオスを知るための60章, 矢野順子, 共著, 第46、48、49章, 2010年12月; 国民語が「つくられる」とき―ラオスの言語ナショナリズムと
タイ語, 矢野順子, 単著, 風響社, 2008年11月.
2015年3月25日 . これでもう迷わない！“ミャンマー” 【著者】週間ダイヤモンド社 【定価】1,900円＋税; ミャンマーを知るための“６０章” 【著者】田村克己、松田
正彦 【定価】2,000円＋税; “ミャンマー”いま、いちばん知りたい国【著者】中村羊一郞 【定価】1,600円＋税; “ミャンマーの黎明”国際関係と変革の現代史【著
者】津守 滋 【定価】2,500円＋税; こんなはずじゃなかった“ミャンマー” 【著者】森 哲志 【定価】1,700円＋税; “ミャンマーステイ” 【著者】黒宮ニイナ 【定
価】1,500円＋税.
2017年5月14日 . 21世紀アメリカ社会を知るための67章現代アメリカ社会を知るための60章アメリカの歴史を知るための63章 第３版アメリカのヒスパニック=ラ
ティーノ社会を知るための60章アメリカ先住民を知るための62章大統領選からアメリカを知るための57章ニューヨークからアメリカを知るための76章カリフォルニアから
アメリカを知るための54章カナダを知るための60章現代カナダを知るための57章ケベックを知るための54章.
目次. １ 歴史２ 自然３ 社会４ 文化５ 政治６ 経済. 著者紹介. 田村克己［タムラカツミ］ 鹿児島大学、金沢大学を経て、国立民族学博物館。総合研究大
学院大学教授併任。ビルマ（ミャンマー）を中心に東南アジア大陸部や中国南部などで、文化人類学の調査・研究を行なう 松田正彦［マツダマサヒコ］ 立命館
大学国際関係学部准教授。京大の熱帯農学研究室に学び、国際協力機構（ＪＩＣＡ）の長期派遣専門家などを経て、２００６年より現職。ミャンマーの農業
や農村に関心。博士（農学）（本データはこの書籍が刊行された当時に.
. 和喜 平山武章 橋口尚武 高谷紀夫 川崎晃稔, 541; 1990年09月, 南西日本の歴史と民俗（島社会・生活・コスモロジー-屋久島中間の社会誌） , 第一書
房, 1990年, 09, 単行本（学術書）, 共編著, 山下欣一 三島格 長澤和俊 荒木博之 中村明蔵 高谷紀夫, 678; 2013年10月, ミャンマーを知るための60章（国
家と民族-多民族国家の構図と行方）, 明石書店, 2013年, 10, 単行本（一般書）, 共編著, 田村克己 松田正彦 高谷紀夫 外66名, 389; 2015年08月, アジ
アの文化遺産〜過去・現在・未来（ミャンマーの文化政策ービルマ.
1, bookweb, もっと知りたいビルマ / 綾部恒雄, 永積昭編. 2, bookweb, ビルマからの手紙 : 1995-1996 / アウンサンスーチー著 ; 土佐桂子, 永井浩訳. 3,
bookweb, 新ビルマからの手紙 : 1997-1998/2011 / アウンサンスーチー著 ; 土佐桂子, 永井浩, 毎日新聞外信部訳. 4, bookweb, ビルマ : 「発展」のなかの人
びと / 田辺寿夫著. 5, bookweb, アウン・サン・スー・チーはミャンマーを救えるか? / 山口洋一, 寺井融著.
2013年10月15日 . 2011年3月の新政権発足以来、世界の耳目を集めているミャンマーとその魅力を、ミャンマーに長期滞在した日本人、また日本に留学や仕
事で長く暮らしているミャンマー人の執筆者が、その経験と知識に裏付けされた視点から紹介する一書。 【執筆者一覧】. 阿雲 登美子（あうん・とみこ） アパレル
関係（洋服の製図）の仕事を行なっていたが、東南アジアにひかれ旅をするなかでミャンマーに魅され、1996～2001年滞在。2000年ミャンマー人男性と結婚。現
在、神戸・新長田でミャンマーカレーの店を営む。
2015年5月23日 . ミャンマーを知るための60章 (エリア・スタディーズ125). 著者田村 克己,松田 正彦; 価格￥ 1,894(2018/01/19 14:20時点); 出版日

2013/10/18; 商品ランキング221,762位; 単行本396ページ; ISBN-104750339148; ISBN-139784750339146; 出版社明石書店.
06年12月21日から28日まで、「メコン川流域開発と人権」フィールドワークを北タイを中心に実施しました。チェンライをスタート地点にメーサイ、チェンセーン、パヤ
オ、チェンマイ、メーホーンソーン、メーサリアン、ターク、メーソット、ピサヌロークへと約1,500kmの旅程でした。また07年3月2日から9日まで、「タイの人権問題と人
権NGOの活動に学ぶ」スタディツアーを実施し、メーソットのミャンマー(ビルマ)難民キャンプの実情などを視察しました。今回の調査活動の目的は、(1)タイ?ラオ
ス-ミャンマー?中国国境地域のメコン河.
. や、ンガピ（ミャンマー語で、ンガは魚、ピは圧する）と呼ばれる塩辛のペーストの製造過程で得られるのが、魚醤ンガピャーイェーです。 魚醤は、飛行機内に持ち
込んで没収されることもあるくらい匂いは強烈ですが、アミノ酸、グルタミン酸、イノシン酸、ペプチド、タウリン等の含有量が高く旨味があり、米食が中心のメコンの
国々には、なくてはならない調味料なのです。 （以下を参考にしました）. 石井米雄監修『ベトナムの事典』 同朋舎 （1999） 今井昭夫・岩井美佐紀編著『現
代ベトナムを知るための60章』 明石書店 （2004）
2013.10 「ビルマ語と少数民族語」田村克己・松田正彦編『ミャンマーを知るための60章』pp.180-183, 東京:明石書店. 2016.3 「列島縦断！日本全国イチオ
シ方言・栃木県」『日本語学』35.3:80-81. (尻上がりイントネーションと自発形式について述べた). ＜学会・研究会発表＞ 1996.10.12 "On the Burmese
particle -ha_." 国際シナ・チベット言語学会議(ICSTLL), ライデン大学. 1997.2.24 「栃木方言話者の言語意識」 近代における象徴としての言語, 国立民族
学博物館. 1997.9.28 「カレン語の声調分岐」 音韻に関する通.
ミャンマー、ピュー族の古代都市シュリー・クシェートラ：記憶、伝承、遺産と村落共同体. はじめに. 本稿で扱うのは、ミャンマーのピュー族の古代都市群の１つ
シュリー・ . 日本ではこれまでシュリー・クシェートラを中心として書かれた論文は、私が知る限りでは皆. 無で、世界的に見てもシュリー・クシェートラについての学術
論文や論文の一 .. 岡野賢二（2013）「第２章 ピューとビルマの『始まり』」、田村克己、松田正彦編『ミャンマーを知るための60章』. 明石書店、pp.22-26． 奥平
龍二（1994）「歴史的背景」、綾部恒雄・石井.
田村克己に関連した本. ミャンマーを知るための60章 (エリア・スタディーズ125) 松田 正彦 明石書店; レッスンなきシナリオ―ビルマの王権、ミャンマーの政治 田
村 克己 風響社; ビルマ (暮らしがわかるアジア読本) 河出書房新社. >> 「田村克己」を解説文に含む用語の一覧. >> 「田村克己」を含む用語の索引. 田村
克己のページへのリンク.
データの出典が明記されているため、そちらから原典（資料または、ウェブサイト）にあたることで新しいデータを入手するなど、情報源情報としても利用できる。 主
要指標、 .. 第2部国地域別編」で約60カ国・地域の経済・貿易・投資動向について現地統計をもとに分析。 .. を知るための60*章 / 明石書店 *書籍により章
の数は異なる, エリア・スタディシリーズ。日本語資料が少ない国・地域の一般情報を得ることができる。（例：ウガンダを知るための53章 新しいウィンドウで開きま
す ）. The report : ○○ Oxford Business Group
世界大百科事典．1981 年版． 平凡社，1981 - 1983. 031. Se. 中央図書館. 国際開発. ほか. 東南アジアを知る事典：ベト. ナム+カンボジア+ラオス+タ. イ
+ミャンマー+マレーシア+. ブルネイ+シンガポール+イ. ンドネシア+フィリピン /. 石井米雄 [ほか] 監修．新訂 . 名古屋大学にある図書をOPACで探す。 資料情
報. 請求記号. 配架場所. もっと知りたいベトナム /. 桜井由躬雄編．弘文堂，1995. 292.31. Sa. 中央図書館. 国際開発. ほか. 現代ベトナムを知るための. 60
章 / 今井昭夫，岩井美佐. 紀編著．明石書店，2004.
アジア経済史、ミャンマー経済が専門。 東京大学大学院 経済学研究科 博士（経済学）. <主要業績> 「植民地経済と現代経済－過去のパターンからの脱
却はなるか」、田村・松田編『ミャンマーを知るための60章』、明石書店、2013年. 「独立後の経済政策の理念と植民地時代の残滓―フラーミンの「余剰のはけ
口論」－」尾高・三重野編『ミャンマー経済の新しい光』、勁草書房、2012年. "Identifying the 'agricultyrists' in the Burma Delta in the colonial period: A

new perspective on agriculturists based on a village.
ミャンマーを知るための60章」（明石書房）発売されました。 内容紹介 2011年3月の新政権発足以来、世界の耳目を集めているミャンマーとその魅力を、ミャン
マーに長期滞在した日本人、また日本に留学や仕事で長く暮らしているミャンマー人の執筆者が、その経験と知識にに裏付けされた視点から紹介する一書。 私
は第５８章 物価の現実と所得水準 を担当させて頂きました。 このすごい執筆者の方々の中に混ぜて頂き光栄です。 １．歴史、２．自然、３．社会、４．文化、
５．政治、６．経済と、まさしくミャンマーを知るための６０.
2014年9月25日 . 確か『ミャンマーを知るための60章（エリア・スタディーズ125、明石書店）』だったと思いますが（うろ覚えにてすみません）第六結集は独立直後の
威信を掛けた一大プロジェクトだったと書かれていて、細かい数字は忘れましたが非常に大規模な結集だったようです。 略字つながりですがVipassana Research
Institute第六結集版の略字の違いには大混乱です。。。 CSCD、CS4、VRIとか言われていて、みんな同じ版を指しているらしいのです（涙目）。 * CSCDは
CS（第六結集）のCD版の事で、CSCD3.
2017年3月31日 . スポーツ人類学、民族スポーツ、伝統スポーツ、東南アジア、ミャンマー、チンロン、伝承 . 2013/10 共著 ミャンマーを知るための60章 pp.221225 · 2013/03 共著 ライフデザイン学 pp.164-165、総頁数243 · 2012/03 単著 チンロンの神髄－ミャンマー伝統の球技－ 総頁数72：DVD付属：2時間の映像
収録 · 2010/06 共著 「知る」スポーツ事始め pp.8－11、pp.147－156、総頁数243 · 2010/04 共著 ライフデザイン学入門（第3版） p.123、総頁数202. 全て表
示する（29件）. 2010/03 共著 【翻訳】.

