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政治・社会 

1 
アウンサン・スーチー 著; マイケル・

アリス 編; ヤンソン由実子 訳 
自由 集英社 1991 

A11-

B12-E1 

2 工藤年博 編 

ミャンマー経済の実像 : なぜ軍政は

生 き 残 れ た の か  ( ア ジ 研 選 書  ; 

no.12) 

アジア経済研究所 2008 
DC244-

J1 

3  Constitution of the Republic of 

the Union of Myanmar (2008)  

Printing & Pub. 

Enterprise, Ministry of 

Information 

2008 
CB12-

211-B1 

4 中西嘉宏 著 

軍政ビルマの権力構造 : ネー・ウィン

体制下の国家と軍隊 1962-1988 

(地域研究叢書 ; 20) 

京都大学学術出版会 2009 
GE581-

J6 

5 守屋友江 監訳 

ビルマ仏教徒民主化蜂起の背景と弾

圧の記録 : 軍事政権下の非暴力抵

抗 (世界人権問題叢書 ; 71) 

明石書店 2010 
HM71-

J3 

6 Christopher Roberts 

ASEAN's Myanmar crisis : 

challenges to the pursuit of a 

security community / 

Christopher Roberts  

Institute of Southeast 

Asian Studies 
2010 - 

7 工藤年博 編 

ミャンマー政治の実像 : 軍政 23 年の

功罪と新政権のゆくえ (アジ研選書 ; 

no.29) 

アジア経済研究所 2012 
A11-

B12-J2 

8 工藤年博 編 
ポスト軍政のミャンマー : 改革の実像 

(アジ研選書 ; no. 39) 

アジア経済研究所 2015 
GE581-

L21 

9 根本敬 著 

アウンサンスーチーのビルマ : 民主化と

国民和解への道 (岩波現代全書 ; 

051) 

岩波書店 2015 
GE581-

L15 

10 
長田紀之, 中西嘉宏, 工藤年博 

著 

ミャンマー2015 年総選挙 : アウンサ

ンスーチー新政権はいかに誕生したの

か (情勢分析レポート ; no. 27) 

アジア経済研究所 2016 
GE581-

L26 

11 

edited by Adam Simpson, 

Nicholas Farrelly and Ian 

Holliday 

Routledge handbook of 

contemporary Myanmar 

(Routledge handbooks)  

Routledge/Taylor & 

Francis Group 
2018 

GE581-

P112 

12 伊野憲治 著 

ミャンマー民主化運動 : 学生たちの

苦悩、アウンサンスーチーの理想、民の

こころ 

めこん 2018 
GE581-

L37 

13 Andrew Selth 

Secrets and power in 

Myanmar : intelligence and the 

fall of General Khin Nyunt  

ISEAS-Yusof Ishak 

Institute 
2019 

AB12-

311-P1 

14 

edited by Lisa Brooten, Jane 

Madlyn McElhone, Gayathry 

Venkiteswaran 

Myanmar media in transition : 

legacies, challenges and 

change 

ISEAS Yusof Ishak 

Institute 
2019 

UC41-

P54 

このリストはリサーチ・ナビ 

「アジア情報室ミニ展示」にも掲載しています。  
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15 土佐桂子, 田村克己 編 
転換期のミャンマーを生きる : 「統制」

と公共性の人類学 

風響社 2020 
GE581-

M6 

16 中西嘉宏 著 
ロヒンギャ危機 : 「民族浄化」の真相 

(中公新書 ; 2629) 

中央公論新社 2021 A58-M6 

17  

「緊急特集 ミャンマーでクーデター発

生! 懸念される日本企業への影響」

（ Asia market review 

33(3)=774:2021.2.15 p.10-

15） 

重化学工業通信社 2021 
Z3-

2820 

18 アジア調査会 [編] 

「未完のクーデター、兆す「革命」 : ミ

ャンマー政変を考える」（アジア時報 

52(6)=567:2021.6 p.20-31） 

アジア調査会 2021 Z8-741 

経済・ビジネス実務・統計 

19 ARC 国別情勢研究会 編集 
ミャンマー (ARC レポート : 経済・貿

易・産業報告書 ; 2020/21) 

ARC 国別情勢研究会 2020 
DC244-

M3 

20 
工藤年博, 大木博巳, 国際貿易

投資研究所 編著 

アウンサンスーチー政権下のミャンマー

経済 : 最後のフロンティアの成長戦略 

文眞堂 2020 
DC244-

M2 

21 関満博 編 
ミャンマー/日本企業の最後のフロンティ

ア  

新評論 2020 
DE151-

M77 

22  ミャンマーの投資環境 

国際協力銀行産業ファイナン

ス部門中堅・中小企業ファイナ

ンス室 

2018 
DE151-

L786 

23 国際情報化協力センター 編 アジア情報化レポート 国際情報化協力センター 2020 
Z71-

N765 

24 ブレインワークス, 上条詩郎 編著 ミャンマー成長企業 50 社 カナリア書房 2013 
DH15-

L2 

25  
ミ ャ ン マ ー 日 系 企 業 年 鑑  = 

Japanese companies in 

Myanmar 

COMM Bangkok 2013 
D4-

L158 

26 杉田浩一, 行方國雄 著 実践ミャンマー進出戦略立案マニュアル ダイヤモンド社 2016 
DE151-

L440 

27  

在アジア日系企業における現地スタッフ

の給料と待遇に関する調査 = The 

survey of salaries and 

employment benefits for local 

staff in Japanese companies in 

Asia  

日経リサーチ 2019 
DH331-

M59 

28 深山沙衣子 著 

ミャンマーに学ぶ海外ビジネス40のルー

ル : 善人過ぎず、したたかに、そして

誠実に 

合同フォレスト 2016 
DE151-

L456 

29  

ミャンマーの日常 : ヤンゴン生活者の

暮らし調査リポート 2012 : ホームビジ

ットによる生活者実態調査からミャンマ

ーのポテンシャルを探る : ヤンゴン生活

者の「今」を知るために 

日経リサーチ 2012 
EF11-

L17 

30  Myanmar Japon business  

95:2021.5 

Myanmar Japon 2021 
Z72-

K398 

31  ヤンゴンスタイル  日本貿易振興機構 2013 
Y111-

L287 

https://ndlonline.ndl.go.jp/
https://id.ndl.go.jp/bib/030343854
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https://id.ndl.go.jp/bib/030330261
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https://id.ndl.go.jp/bib/030253927
https://id.ndl.go.jp/bib/030381976
https://id.ndl.go.jp/bib/030381976
https://id.ndl.go.jp/bib/029253523
https://id.ndl.go.jp/bib/000007818413
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https://id.ndl.go.jp/bib/024743257
https://id.ndl.go.jp/bib/027095263
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https://id.ndl.go.jp/bib/024335107
https://id.ndl.go.jp/bib/024335107
https://id.ndl.go.jp/bib/024335107
https://id.ndl.go.jp/bib/024335107
https://id.ndl.go.jp/bib/024335107
https://id.ndl.go.jp/bib/029011584
https://id.ndl.go.jp/bib/029011584
https://id.ndl.go.jp/bib/024630343
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32 

authors and cartography, 

Roberto Bianchini [and five 

others]; reviewers and 

editors, Werner Haug [and 

six others]; data processing 

and IT team, Arij Dekker 

[and five others]; GIS and 

mapping, Daw Lin Lin Mar 

[and five others] 

Census atlas Myanmar : the 

2014 Myanmar population and 

housing census  

Department of 

Population, Ministry of 

Labour, Immigration and 

Population 

2017 
YP51-

P129 

33 

Frauke Kraas, Regine 

Spohner, Aye Aye Myint [and 

13 others] 

Socio-economic atlas of 

Myanmar 

Franz Steiner Verlag 2017 
GE581-

P114 

34 
Ministry of National Planning 

and Economic Development 
Myanmar statistical yearbook  

Central Statistical 

Organization 
2019 

Z61-

G672 

文化・芸術 

35 フジタヴァンテ 編 
ミャンマー : 慈しみの文化と伝統 

(Vente ars)  

東京美術 1997 
GE581-

G10 

36 高谷紀夫 著 
ビルマの民族表象 : 文化人類学の

視座から 

法藏館 2008 
G131-

J14 

37  アジアの民話 大日本絵画巧芸美術 1978 KJ6-3 

38 南田みどり 編訳 
二十一世紀ミャンマー作品集 (アジア

の現代文芸 ; ミャンマー 9)  

大同生命国際文化基金 2015 KL46-L2 

39 အရငဇ်နကာဘဝိသံ 
ရုပ်စံဗုုဒ္ ဓသာသနာဝင ်

（仮訳：仏陀伝） 

ဗုဒ္ဓဘာသာကလ ာဏယဝုအသ

င််း 
1951 

Y746-

Z15 

40 
edited by Sylvia Fraser-Lu 

and Donald M. Stadtner 
Buddhist art of Myanmar  Asia Society 2015 - 

41 伊東照司 著 ビルマ仏教遺跡 柏書房 2003 
HM111-

H25 

42  
ミャンマー連邦共和国調査報告書 : 

文化遺産国際協力コンソーシアム平

成 23 年度協力相手国調査 

文化遺産国際協力コンソーシ

アム 
2013 

K275-

L56 

43 中村浩 著 ぶらりあるきミャンマー・ラオスの博物館 芙蓉書房出版 2016 
UA31-

L144 

44 

essays & photography, 

Wunna Kyaw Htin artist Hla 

Myint Swe 

Homeland : traditional culture 

and customs of Myanmar 

ethnics  

Spirit Asia Pte., Ltd. 2014 - 

45  

Textiles from Burma : featuring 

the James Henry Green 

collection / edited by Elizabeth 

Dell and Sandra Dudley  

Philip Wilson 2003 - 

46 Than Htun (Dedaye) 

Lacquerware journeys : the 

untold story of Burmese 

lacquer 

River Books 2013 - 

47 福岡アジア美術館 編 

ガンゴー・ヴィレッジと 1980 年代・ミャン

マーの実験美術 = Gangaw village 

and experimental art in 1980s 

Burma : もっと自由に! (現代アジア

の作家 = Contemporary Asian 

artist ; 6)  

福岡アジア美術館 2012 
KC16-

L173 

https://ndlonline.ndl.go.jp/
https://id.ndl.go.jp/bib/030344939
https://id.ndl.go.jp/bib/030344939
https://id.ndl.go.jp/bib/030344939
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https://id.ndl.go.jp/bib/000001385757
https://id.ndl.go.jp/bib/026953734
https://id.ndl.go.jp/bib/026953734
https://id.ndl.go.jp/bib/029345988
https://id.ndl.go.jp/bib/029345988
https://id.ndl.go.jp/bib/026634607
https://id.ndl.go.jp/bib/000004290498
https://id.ndl.go.jp/bib/024614762
https://id.ndl.go.jp/bib/024614762
https://id.ndl.go.jp/bib/024614762
https://id.ndl.go.jp/bib/027444335
https://id.ndl.go.jp/bib/026577646
https://id.ndl.go.jp/bib/026577646
https://id.ndl.go.jp/bib/026577646
https://id.ndl.go.jp/bib/000007670189
https://id.ndl.go.jp/bib/000007670189
https://id.ndl.go.jp/bib/000007670189
https://id.ndl.go.jp/bib/000007670189
https://id.ndl.go.jp/bib/025088926
https://id.ndl.go.jp/bib/025088926
https://id.ndl.go.jp/bib/025088926
https://id.ndl.go.jp/bib/024358943
https://id.ndl.go.jp/bib/024358943
https://id.ndl.go.jp/bib/024358943
https://id.ndl.go.jp/bib/024358943
https://id.ndl.go.jp/bib/024358943
https://id.ndl.go.jp/bib/024358943
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48 森枝卓士 著 
ベトナム・カンボジア・ラオス・ミャンマー 

(世界の食文化 ; 4)  

農山漁村文化協会 2005 
GE511-

H31 

49 田中義隆 著 

ミャンマーの教育 : 学校制度と教育

課程の現在・過去・未来 (明石ライブ

ラリー ; 164) 

明石書店 2017 
FB56-

L27 

全般・参考図書 

50 田村克己, 松田正彦 編著 
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 2013 
GE581-

L7 

51 伊東利勝 編 ミャンマー概説 めこん 2011 
GE581-

J13 

52 阿曽村邦昭, 奥平龍二 編著 ミャンマー : 国家と民族  古今書院 2016 
GE581-

L23 

53 栗原富雄 編著 
ミャンマー = Myanmar : 〈Yangon 

Press〉で読み取る現実と真実 

人間の科学新社 2016 
GE581-

L33 

54  
るるぶミャンマー : ヤンゴン バガン マン

ダレー インレー湖 (るるぶ情報版 ; 

A14. Asia) 

JTB パブリッシング 2019 
Y77-

M504 

55 地球の歩き方編集室 編集 地球の歩き方 ダイヤモンド・ビッグ社 2020 
Y77-

M1587 

56 宇田有三 著 
観光コースでないミャンマー〈ビルマ〉 (も

っと深い旅をしよう) 

高文研 2015 
GE581-

L16 

57 加藤昌彦 著 ニューエクスプレス+ビルマ語 白水社 2019 
YU51-

M69 

58 大野徹 著 日本語ビルマ語辞典 大学書林 1995 
KL42-

G1 

59 Donald M. Seekins 

Historical dictionary of Burma 

(Myanmar) (Historical 

dictionaries of Asia, Oceania, 

and the Middle East)  

Rowman & Littlefield 2017 
GE8-

P218 

60 

compiled by U Myo Thant 

(Maung Hsu Shin); edited by 

U Thaw Kaung 

Biographical dictionary of 

twentieth century Myanmar 

writers  

Myanmar Book Centre 2017 KL42-P6 

61  
က က်းမံ ု(The Mirror Daily) 

(10407):2021.6.17 

ပပညက် ာငစ်ပုမနမ်ာနိငုင်ကံ ာ်

အစိ်ုးရပပန ်ကာ်းကရ်းဝနက်က ်းဌာန

စာ မ််း နငှ့်် စာနယဇ်င််းလပ်ုငန််း 

2021 
Y746-

SN-3 
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