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マレーシア研究関係文献目録
(2003 年 1 月～12 月)

この文献目録は、2003 年 1 月から 12 月までの期間に発表されたマレーシア研究に関わる文献を集
めたものです。全体を「書籍の部」と「論文の部」に分け、それぞれ著者・編者の五十音順に配列してあ
ります。
「マレーシア」については広い意味で捉えてあるため、現在の国家の枠組みで言えばインドネシア研
究やフィリピン研究などに分類されるものも一部含んでいます。また、「研究」についても狭く捉えず、学
術論文でなくてもマレーシア社会に対する理解を深める上で役立つと思われるものも含めています。原
則として日本国内で発表されたものを対象としていますが、JAMS 会員が国外で発表したものも採録し
てあります。
この文献目録は、JAMS 会員から事務局へ寄贈された書籍および論文をもとに、編集部で補った文
献一覧を加えて作成したものです。JAMS 会員から寄贈されたもの以外の文献については、西芳実、
國谷徹、坪井祐司、東條哲郎の各氏の協力によって多くの部分を収集することができました。書籍・論
文をご寄贈くださいました JAMS 会員のみなさん及び目録作成・文献収集に協力くださった上記の会
員各氏にこの場を借りて御礼申し上げます。
また、この文献目録に採録されるべきでありながら抜け落ちている文献にお気づきの場合には、編集
部までご一報いただければ幸いです。
なお、編集部で現物が確認できた文献については、いくつかのテーマに分けて、文献目録の後で内
容を簡単に紹介しています（紹介文中では敬称略とさせていただきます）。評者がそれぞれの問題関
心に沿って文献を紹介する方法をとっているため、紹介が各文献の筆者の執筆意図と必ずしも一致し
ないこと、また、同一の文献が複数の評者に取り上げられることがあります。なお、目録に採録した文献
をすべて取り上げているわけではありませんが、これは入手が困難で現物確認ができなかったなどの
理由によるものであり、内容に対する評価とは無関係であることをお断りしておきます。
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【書籍】
風野寿美子『シンガポールの女性たち：資本主義とアジア的価値観のはざまで』風野書房。
行動と研究のための女性協会／アウェア（アジア女性交流・研究フォーラム訳）『シンガポールの女性』アジ
ア女性交流・研究フォーラム。
ジェスダーソン、ジェイムス・Ｖ.（朴一訳）『エスニシティと経済：マレーシアにおける国家・華人資本・多国籍
企業』クレイン。
竹田軍郁『観光開発の手法と実践：ブルネイ観光マスタープラン作成をモデルとして』創英社。
富沢寿勇『王権儀礼と国家：現代マレー社会における政治文化の範型』東京大学出版会。
早瀬晋三『海域イスラーム社会の歴史：ミンダナオ・エスノヒストリー』岩波書店。
弘末雅士『東南アジアの建国神話』山川出版社。
モハメド・イドリス（安藤栄雄監訳、中本健一訳）『アジアの眼：NGO からの反グローバリズム』緑風出版。

【論文ほか】
青山亨「東南アジア島嶼部におけるインド系文字」『上智アジア学』20:11-23。
新井和広「資料紹介：20 世紀前半東南アジアのアラブ新聞・雑誌」『上智アジア学』20:63-73。
新井和広「コンピュータでジャウィを書く」『上智アジア学』20:383-390。
石川真由美「他者としての父：東マレーシア、サラワク州の国境地帯における婚外子の事例より」比較家族
史学会監修『父：家族概念の再検討に向けて』早稲田大学出版部、pp.106-130。
石田章「書評：安延久美『マレーシア稲作経営の新しい担い手』」『農業経済研究』75(1):23-25。
市 川 昌 広 「 サ ラ ワ ク 州 イ バ ン 村 落 の 世 帯 に み ら れ る 生 業 選 択 」 『 Tropics 』 （ 日 本 熱 帯 生 態 学 会 ）
12(3):201-219。
井出文紀「書評：山田満著『多民族国家マレーシアの国民統合：インド人の周辺化問題』」『立命館国際地
域研究』（立命館大学国際地域研究所）21:217-220。
岩崎育夫「マレーシアのクオック：マレー世界と華人世界のはざまで」『アジアの企業家』東洋経済新報社、
pp.1７9-223。
伊藤恵美子「勧誘行為に対する断り方の選択をめぐって：「マレー・ジレンマ」の検証」『言語文化学会論集』
（言語文化学会）21:75-84。
伊藤眞「サバのブギス移民」『人文学報』（東京都立大学人文学部）338:59-85。
猪口真大「マレーシアの資本移動規制の効果」『國民經濟雜誌』187(6):1-18。
上薗恒太郎「いじめに関するドイツ,マレーシア,日本の意識比較研究：連想調査によるオスナブリュック,ペナ
ン,長崎の大学生の調査」『長崎大学教育学部紀要（教育科学）』64:13-27。
上薗恒太郎「学校に関するドイツ、マレーシア、日本の意識比較研究：連想調査によるオスナブリュック、ペ
ナン、長崎の調査」『長崎大学教育学部紀要（教育科学）』65:13-27。
上杉富之「マレーシア・サバ州における「越境」への社会・文化的対応：文化協会の動態に見る民族の再編
成」『成城文藝』(成城大學文藝學部)(180):41-94。
上原秀樹「地域開発における貧困・資源管理の政策的課題と環境教育：多民族社会のマレーシア、サバ州
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を事例として」『日本大学経済学部経済科学研究所紀要』33:31-41。
宇高雄志「マレーシアの住宅政策について」『住宅』（日本住宅協会）52(7):72-78。
宇高雄志「ゆれるアジアの町並み保存(3)シンガポール：クリーン&グリーンを超えて」『日本ナショナルトラス
ト報』（日本ナショナルトラスト）405:2-5。
宇高雄志「ゆれるアジアの町並み保存(4)マレーシア：多民族社会とヘリテージ」『日本ナショナルトラスト報』
（日本ナショナルトラスト）406:4-7。
内田雅子「日本・マレーシアの食事場面における母親の意識比較」『発達研究』17:115-127。
内堀基光「サラワク・イバン社会における小家族の構成と機略的行為」『アジア･アフリカ言語文化研究』
65:1-18。
梅崎創「マレーシア：「三兎」を追う者」『アジ研ワールド・トレンド』9(10):13-16。
梅崎創「通貨危機以前のマレーシアにおける金融・為替レート政策」三尾寿幸編『金融政策レジームと通貨
危機：発展途上国の経験と課題』日本貿易振興機構アジア経済研究所、pp.93-134。
太田真治「味の素の国際マーケティング：フィリピン・マレーシア編」『中京商学論叢』49(2):169-195。
小川史・日暮トモ子・鴨川明子「「内発的発展論」と文化的葛藤：日本、中国、マレーシアの事例から」『早稲
田大学大学院教育学研究科紀要・別冊』10(2):203-213。
小木裕文「シンガポール華人社会の新しい変容」『地理』（古今書院）48(8):23-28。
小木裕文「中国新移民とシンガポール華人社会」『立命館国際研究』15(3):567-579。
OKUSHIMA Mika「Commentary on the Sebuku Document: Local History from the Perspective
of a Minor Polity of Coastal Northeast Borneo」『上智アジア学』20:149-172。
奥田英信・橋本英俊・村上美智子「マレーシア商業銀行の確率的費用関数の推計と銀行再編への政策的
なインプリケーション」『アジア経済』44(9):2-20。
奥野克巳「サラワク先住民プナン社会における疾病、林道封鎖、NGO」『経済学雑誌』104(2):37-52。
鬼丸武士「阿片・秘密結社・自由貿易：19 世紀シンガポール、香港でのイギリス植民地統治の比較研究」
『東南アジア研究』（京都大学東南アジア研究センター）40(4):502-519。
郭俊海「日本のテレビ番組の視聴とその影響：シンガポールの場合」『日本語学』（明治書院）
22(12):36-45。
上東輝夫「太平洋戦争期の北ボルネオにおける英・豪軍捕虜の「死の行進」について」『NUCB journal of
economics and information science』（名古屋商科大学総合経営・経営情報学部）47(2):345-352。
鴨川明子「中等教育生徒の進路分化：マレーシア・ペラ州の事例から」京都大学大学院教育学研究科 比
較教育学研究室『アジア教育研究報告』4:3-14。
鴨川明子「ジェンダーを考える：比較教育研究の分析カテゴリーとして」早稲田大学比較教育研究会編
『「Body Educational」－比較教育研究試論 早稲田大学比較教育研究会研究紀要』1:140-149。
鴨川明子「後期中等教育段階における生徒の性役割観と進路選択：マレーシア・ペラ州の実地調査より」日
本比較教育学会『比較教育学研究』29:152-169。
KAMOGAWA Akiko. ““Colorful” Voices: An Empirical Study on Meaning of Higher Education in
Malaysia”. Full Paper CD-ROM, The 4th Comparative Education Society of Asia (CESA)
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Biennial Conference. 22 July 2003. Indonesia University of Education, Bandung, Indonesia.
苅込俊二「ポストマハティールのマレーシア経済」『国際金融』1108:52-57。
苅込俊二「マレー・ジレンマの克服が経済再活性化のカギ」『世界週報』84(30):12-15。
川島緑「序論：ジャウィ文書の可能性」『上智アジア学』20:1-10。
KAWASHIMA Midori「Commentary on a Maranao Petition: Letter of Haji Bogabong, 1934」『上智
アジア学』20:211-228。
川端隆史「マハティール政権：その政治過程と次世代への課題」『月刊マレイシア』467:4-7。
神波康夫「持続可能な発展：マレーシアにおけるバイオマスの役割：パームオイル・バイオマスの意味」『アジ
ア太平洋研究科論集』（早稲田大学アジア太平洋研究センター）6:51-84。
神波康夫「マレーシアにおけるオイルパーム・バイオマス廃棄物利用の現状と可能性」『森林利用学会誌』
（森林利用学会）18(2):103-108。
岸脇誠「独立初期マレーシアの経済開発と国民統合」『東アジア研究』36:87-113。
吉良仁秀「マレーシアにおけるガス田開発」『石油技術協会誌』68(6):489-495。
黒田景子「南タイ、ソンクラーのサムロン橋碑文について」『上智アジア学』20:93-110。
桑原尚子「マレーシア：消費者苦情審判所における紛争処理」『アジ研ワールド・トレンド』9(8):16-19.
郡山力郎「我が国のキャリア開発の実際的課題：イギリス、アメリカ、シンガポール及びマレーシアの実態調
査」『職業能力開発研究』21:61-122。
小磯滋「マレーシアに進出した完成品メーカーによる部品輸出の解禁：投資先国の法令・制度改善に関す
る政策提言の余地と意義」『常磐国際紀要』（常磐大学国際学部）7:185-195。
國分圭介「マレーシアの産業立地と州間経済格差：タイル係数による分解分析、1970-90 年」『国際開発研
究』12(1):17-31。
駒村康平「シンガポール・マレーシアの社会保障」広井良典・駒村康平編『アジアの社会保障』東京大学出
版会、pp.173-226。
齋藤千恵「ナショナリティとエスニシティ：シンガポールのトバ・バタック人キリスト教徒アイデンティティ」『南方
文化』（天理南方文化研究会）30:21-44。
齋藤硯「マレーシアの通貨危機発生と金融危機：連鎖的な対ドル相場の売り圧力で危機発生」『日韓資本
市場』214:32-42。
坂部望「情報都市形成と法に関する一考察：マレーシアの事例から」『苫小牧駒澤大学紀要』10:185-228。
櫻谷勝美「「東アジア経済圏」を阻むアメリカと東アジア諸国の反応：頓挫したマレーシアの EAEC 構想をて
がかりとして」『季刊経済研究』25(4):47-58。
佐藤考一「マレーシア・シンガポールのマレー人社会」『シンガポール』（日本シンガポール協会）
2003(4):24-30。
佐藤考一「マレーシア・シンガポールのインド人社会」『シンガポール』（日本シンガポール協会）
2003(2):30-37。
佐藤良子「海外駐在員妻の異文化適応：在マレーシア海外駐在員妻の事例研究からみる現状と課題」『グ
ローバル経営』267:22-25。
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塩谷さやか「マレーシアにおける「エア・アジア」の経営戦略と事業展開：アジアの新規格安航空会社の展望
と我が国への教訓」『海運経済研究』（日本海運経済学会）37:131-142。
塩谷さやか「東アジア経済グループ(EAEG)構想に見る「マハティール主義」：1980 年代のマハティールの
諸政策と EAEG 構想の関連性に関する一考察」『アジア太平洋研究科論集』(早稲田大學大學院アジ
ア太平洋研究科)6:203-228。
篠崎香織「書評：金子芳樹著『マレーシアの政治とエスニシティ』」『アジア研究』49(1):112-117。
清水芳見「マレー語、英語、アラビア語：マレー・ムスリム村落に見るブルネイの言語政策」『総合政策研究』
（中央大学出版部）10:313-323。
正保勇「マレーシア語のコピュラ Adalah と Ialah に関する一考察」『東京外大東南アジア学』(8):1-18.
シャムスル・アムリ・バハルディン(多和田裕司訳)「マレー世界における植民地的知と都市性：社会的空間と
しての「マレー」にかんする認識論的考察」大阪市立大学大学院文学研究科アジア都市文化学教室編
『アジア都市文化学の可能性』清文堂出版、pp.17-39。
杉本均、Beh Siew Kee「マレーシアにおける就学前教育の実践と改革動向：英語教育を中心に」『京都大
学大学院教育学研究科紀要』49:92-107。
鈴木早苗「マレーシア：FTA 政策と ASEAN 外交」『アジ研ワールド・トレンド』9(2):20-23。
鈴木陽一「英米地球戦略のなかの東南アジア：「東南アジア」の概念の生成と変容」『国際学論集』
50:25-42。
関嘉勝「マレーシア、製造業投資の外資出資規制を撤廃」『JMC』2003 年 9 月：62-65。
高橋美由紀「シンガポール華人の子ども達の言語教育と言語習得」『中部学院大学・中部学院大学短期大
学部研究紀要』（中部学院大学総合研究センター）4:55-65。
武島良成「書評：明石陽至編『日本占領下の英領マラヤ・シンガポール』」『歴史の理論と教育』（名古屋歴
史科学研究会）115:23-27。
立花敏ほか「森林認証制度の可能性：国際的森林認証の動向とインドネシア・マレーシアの試み」
井上真編『アジアにおける森林の消失と保全』中央法規出版、pp.272-291。
立花敏「木材産業の地域経済への貢献：マレーシアの事例｣井上真編『アジアにおける森林の消失と
保全』中央法規出版、pp.202-218。
店田廣文「複合民族国家マレーシアにおける都市化と高齢化問題」『人口と開発』82:22-29。
田部井信芳「アジアにおける知識集約的産業の育成について：シンガポールを中心にして」『那須大学都市
経済研究年報』（那須大学都市経済研究センター）3:89-100。
田村慶子「サバの華語教育と華人社会」『北九州大学法政論集』30(3･4):31-55。
田村慶子「マレーシアの NGO とジェンダーの主流化」『アジア女性研究』（アジア女性交流・研究フォーラ
ム）12:50-58。
田和正孝「小規模漁業の漁獲に関する一考察：マレー半島沿岸漁村の事例から」『人文論究』（関西学院大
学人文学会）53(3):83-101。
多和田裕司「マレーシアにおける多宗教共存の現状：法的、制度的側面を中心に」『人文研究』
54(8):27-41。
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多和田裕司「マレーシアにおける多宗教共生にかんする実態調査研究：クアラルンプール都市空間を例と
して」『都市文化研究』（大阪市立大学大学院文学研究科都市文化研究センター）1:161-163。
TAN, Samuel K. 「The Surat Sug: The Jawi Tradition in the Philippines 」 『 上智 ア ジ ア 学 』
20:197-210。
綱島（三宅）郁子「マレーシアにおけるキリスト教とマレー（シア）語の関係」『多言語社会研究会 年報』
1:105-123。
寺畑喜朔「植民地時代の東南アジア各地の医療制度(3)英国領北ボルネオ、サワラクにおける医療制度」
『医譚』（日本医史学会関西支部）80:4836-4838。
東長靖「アラビア文字による他言語表記とアラビア文字文化圏」『上智アジア学』20:25-44。
鳥居高「マハティール政権下の開発政策とイスラーム」『アジア研究』49(1):19-36。
鳥居高「マレーシアにおける”開発”政策策定・実行メカニズム：マハティール政権を中心に」『法学新報』（中
央大学出版部）110(3･4):627-654。
鳥居高「マレーシアにおけるイスラーム経済制度の展開：イスラーム銀行を中心にして」青木保ほか編『市
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