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マレーシア研究関係文献目録
(2004 年 1 月～12 月)

この文献目録は、2004 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、
菅原由美、國谷徹、坪井祐司の各会員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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石川登「歴史のなかの民族境界：ボルネオ島西部国境社会における村落と国家」加藤剛編著『変容する東
南アジア社会：民族・宗教・文化の動態』めこん、2004.10、pp.21-59。
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大橋亜由美「書評奥野克巳著『「精霊の仕業」と「人の仕業」：ボルネオ島カリス社会における災い解釈と対
処法』」『アジア経済』アジア経済研究所、46(2):98-101。
奥村みさ「都市国家における心象風景：シンガポールの都市再開発にみるポストコロニアル・ナショナリズム」
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落合恵美子・山根真理・宮坂靖子「変容するアジア諸社会における育児援助ネットワークとジェンダー：中
国・タイ・シンガポール・台湾・韓国・日本」『教育学研究』日本教育学会、71(4):382-398。
小野澤純「アブドラ新政権下のマレーシア：「2020 年ビジョン」の完成に向けて

」『海外事情』拓殖

大学海外事情研究所、52(10):2-20。
小野林太郎「ボルネオ島東岸域における新石器持代遺跡の諸特徴とその系譜：遺物組成・生計戦略・立地
環境からの比較と検討」『東南アジア考古学』24:19-52。
鏡味治也「書評 小國和子著『村落開発支援は誰のためか：インドネシアの参加型開発協力に見る理論と
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樫村あい子「日本占領下「昭南島」における日本語教育：エスニシティ構造の変化に着目して」『植民地教育
史研究年報』7:63-138。
加藤剛「現代インドネシアの文化政策と地域アイデンティティ：リアウ州のムラユ化の政治過程」加藤剛編著
『変容する東南アジア社会：民族・宗教・文化の動態』めこん、2004.10、pp.371-459。
加藤亮・斉藤達也・増田美砂「ボルネオ奥地における観光開発の可能性：サラワク州バリオを事例として」
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ア』473:4-7。
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國分圭介「マレーシアにおける経済発展と産業立地:国内プロダクトサイクル仮説と検証：1947 年～2000
年」『東アジア研究』山口大学大学院東アジア研究科、3:21-58。
國分圭介「マレーシアにおける産業クラスターと人口移動：1970～2000 年」『国際開発研究』国際開発学会、
13(1):71-81。
國分圭介「マレーシアにおける投資環境の地域間格差：在マレーシア日系製造業企業 52 社に対するアン
ケート調査に基づく分析」『東洋文化研究所紀要』東京大学東洋文化研究所、146:284-246。
小島正剛「結社の自由は夢物語か：マレーシアに見る移住労働者の境遇」『労働レーダー』労働問題研究
会議、28(7):36-38。
小林和夫「インドネシアにおける「伝統」の実践とポリティクス：新秩序体制下のゴトン・ロヨン(相互扶助)と都
市住民組織 RT/RW の夜警をめぐって」『社会学評論』日本社会学会、55(2):98-114。
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坂 部 望 「 シ ン ガ ポ ー ル に お け る IT 関 連 立 法 の 一 例 」 『 苫 小 牧 駒 澤 大 学 紀 要 』 苫 小 牧 駒 澤 大 学 、
12:87-112。
櫻谷勝美「マレーシア経済の現段階：マハティール首相が達成したもの」『三重大学法経論叢』三重大学社
会科学学会、21(2):67-89。
貞好康志「ジャワで〈華人〉をどう識るか：同化政策 30 年の後で」加藤剛編著『変容する東南アジア社会：民
族・宗教・文化の動態』めこん、2004.10、pp.61-92。
佐藤考一「マレーシア・シンガポールの華人社会」『シンガポール』日本シンガポール協会、
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協会、2004(3):25-30。
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応」『中国研究月報』中国研究所、58(10):1-14。
篠崎香織「シンガポール華人商業会議所の設立(1906 年)とその背景：移民による出身国での安全確保と出
身国との関係強化」『アジア研究』アジア政経学会、50(4):38-54。
Sim Choon Kiat「シンガポールの教育とメリトクラシーに関する社会学的研究：再加熱装置としての技術教
育校」『教育社会学研究』東洋館出版社、74:269-288。
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