
 
常設展示(第39回) 

 

 

世界の“紛争”地域を読書する 
―アジアを中心に― 

 

9月28日(火)～10月22日(金) 
 
 
 

冷戦終結後も世界の様々な地域で民族や宗教などをめぐる紛争や対立が続いています。

その状況を様々なマスコミが報道していますが、「この紛争・対立について、もうちょっと

知りたい」と思うこともあるのではないでしょうか。今回は、アジアで生じているいくつ

かの紛争・対立に関して、その歴史的背景を読ませてくれる資料の一部を展示してみまし

た。「この紛争・対立にはこのような側面もあるのか」という収穫が得られるかもしれませ

ん。 

 

展示資料リスト 

 
［世界全般］ 

○．ベーシック／世界の紛争地図 

日本経済新聞社編 東京 日本経済新聞社 1992 146p <A74-E158> 

 
○．世界紛争地図－－激動の世界を一望する 

伊藤 正孝編 東京 岩波書店 1992 71p <A74-E146> 

 
○．世界紛争地図 

アンドリュー・ボイド著 辻野 功、藤本 篤訳 大阪 創元社 1989 223p 

<A74-E39> 

 
○．世界の軍事情勢 1991～1992 

英国国際戦略研究所編 東京 メイナード出版編集部 1993 300, 23p 

 <A651-E75> 
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［東チモール］ 

○．チモール知られざる虐殺の島 

田中 淳夫著 東京 彩流社 1988 250p <GE535-E1> 

 
○．悲劇の島・東チモール 

島田 昱郎著 東京 築地書館 1990 156p <GE535-E4> 

 
○．ナクロマ－－東ティモール民族独立小史 

古沢 希代子，松野 明久著 東京日本評論社 1993 279p <GE535-E10> 

 
○．調査と情報 第 218 号(東チモール問題の諸様相と今後の課題) 

東京 国立国会図書館調査及び立法考査局 <Z1-403> 

 
［チベット］ 

○．チベット白書 

チベット問題を考える会編訳 東京 日中出版 1989 149p <A68-C9-E3> 

 
○．北京週報 30 巻 52 号，31 巻 2,5,7,8,11 号 

北京 北京週報社 <Z6-190> 

 
○．チベット通信 

東京 ダライ・ラマ法王日本代表部事務所 <Z8-3923> 

 
○．チベット入門 

ペマ・ギャルポ著 東京 日中出版 1991 220p <GE431-E27> 

 
［カンボジア］ 

○．カンボジア戦記－－民族和解への道 

富山 泰著 東京 中央公論社 1992 200p <GE556-E14> 

 
○．調査と情報 第 179 号(カンボジア紛争の構図) 

東京 国立国会図書館調査及び立法考査局 <Z1-403> 
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○．活気づくベトナム、カンボジア 

東京 平和・安全保障研究所 1992 66p <A76-E54> 

 
○．カンボジア黙示録 

井川 一久編著 東京 田畑書店 1987 463p <GE556-E1> 

 
○．ポル・ポト派とは？ 

小倉 貞男［著］ 東京 岩波書店 1993 63p <GE556-E18> 

 
○．カンボジア現代史 

ウィルフレッド・バーチェット著 土生 長穂［ほか］訳 

東京 連合出版 1991 255p <GE556-E12> 

 
○．キーワードで追うカンボジア紛争 

丸山 庸雄著 東京 梨の木舎 1992 189, 5p <GE556-E16> 

 
○．カンボジア－－問題の歴史的背景 

和田 正名著 東京 新日本出版社 1992 222p <GE556-E15> 

 
○．クメールの地に平和を 

荒井 利明著 東京 読売新聞社 1990 215p <GE556-E7> 

 
その他 

 

［カシミール］ 

○．70 年代以降のカシミール問題 

［東京］ 外務省アジア局南西アジア課 1992 129p <A99-I2P1-E1> 

 
［中東］ 

○．戦いの時和平の時－－中東紛争起源史 

大石 悠二著 東京 PMC出版 1992 546p <A81-E70> 

 
○．中東のエスニシティ－－紛争と統合 

宮治 一雄編 東京 アジア経済研究所 1987 197P <GE711-E5> 
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○．中東政治史概説－－パレスチナをめぐって 

八木 安著 名古屋 中部日本教育文化会 1986 340p <GE711-E1> 

 
○．イラク・クウェート紛争と今後の展望 

東京 総合研究開発機構 1992 142p <A81-E74> 

 
○．ベイルート 1982 

広河 隆一写真・編 ダマスカス PLO中央評議会 1983 95p <GE741-E1> 

 
○．湾岸戦争全記録 

東京 毎日新聞社 1991 162P <A81-E34> 

 
○．中東アナリシス 

板垣 雄三編 東京 第三書館 1991 530p <GE711-E29> 

 
○．誰にでもわかる中東 

小山 茂樹著 東京 時事通信社 1992 352p <GE711-E25> 

 
○．中東新時代のパラダイム 

マーク・ヘラー，サリー・ヌセイベ共著 立山 良司，中島 勇訳 1992 257, 7p

 <GE761-E46> 

 
○．クルド民族－－中東問題の動因 

S.C.ペレティエ著 前田 耕一訳 東京 亜紀書房 1991 280p <GE711-E13> 

 
○．中東世界－－国際関係と民族問題 

岡崎 正孝編 京都 世界思想社 1992 242p <GE711-E23> 

 
○．ユダヤ・アラブ三〇〇〇年の闘い 

吉村 作治原案・監修 古城 武司作画 

東京 ティビーエス・ブリタニカ 1991 249p <GE711-E17> 

 
その他 
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