研究資源

アジア・アフリカの言語文化に関す
る情報資源
IRCプロジェクト
「アジア・アフリカの言語文化に関する情報資源の蓄積・加工・公開と、
そ
れを活用した共同研究手法の開発・国際学術交流の推進」
というIRC（情
報資源利用研究センター）
の設置目的に合致した研究を本研究所内で毎
年度募集し、
審査を経て「IRCプロジェクト」
として支援しています。
http://www.aa.tufs.ac.jp/ja/about/organization/irc/

Information Resources on
Languages and Cultures of
Asia and Africa
IRC Projects
The Information Resources Center (IRC) promotes and supports
the digitization and compilation of various information resources of
the languages and cultures of Asia and Africa. IRC supports projects
that are proposed by the ILCAA staff. IRC also provides support
for digitizing and publicizing the results of various activities of the
Institute, such as the Intensive Language Courses.
http://www.aa.tufs.ac.jp/en/about/organization/irc/

オンライン研究資源
本研究所における共同研究や、個人の研究の成果として、
デジタル化さ
れた辞書・データベースなどのコンテンツや研究ツールをオンラインで公開し
ています。
これは、
国内外の研究者向けに研究資料や成果を公開し、
さらな
る研究に供することを目的としているものです。
http://www.aa.tufs.ac.jp/ja/projects/on-line/
資料展示（企画展・オンライン展示等）
本研究所スタッフが収集したアジア・アフリカの言語と文化に関する貴重
な資料や、
それらの資料をもとに行われた研究の成果を広く一般に公開す
るために企画展を実施しています。
http://www.aa.tufs.ac.jp/ja/event/exhibitions/
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On-line Resources
The results of ILCAA’s Joint Research Projects and those by
the research staff include online dictionaries and databases that are
made available on the Institute’s website to be used by external
researchers and by the general public.
http://www.aa.tufs.ac.jp/en/projects/on-line/

Public Exhibitions
ILCAA occasionally holds special exhibitions for the general
public, to display the Institute’s collection of rare materials on the
languages and cultures of Asia and Africa, and also the results of
research on such materials.
http://www.aa.tufs.ac.jp/en/event/exhibitions/

Research Resources

出版物
して公開しています。研究機関あるいは研究者の方々には多くのものを無
償で頒布しています。

『アジア・アフリカ言語文化研究』
（年2回発行）
国内外で高い評価を得ているAA研発行の国際学術雑誌です。所外の
研究者を含む編集専門委員会（p.41）
が編集に携わり、
国内および海外か
ら投稿され査読を経た、
言語学・歴史学・文化人類学に関する高水準の論
文を掲載しています。

アジア・アフリカ諸言語の記述研究の成果を発信するために2006（平成
18）年に創刊された査読付き学術雑誌です。一次データに基盤を置いた研
究成果の共有により言語の構造的多様性を明らかにし、
その記述と理論
両面に貢献することを目的としています。

NUSA: Linguistic Studies of Languages in and around Indonesia
（年2回発行）
AA研とインドネシアのアトマ・ジャヤ大学言語文化センターとの共同編集
により刊行している国際学術雑誌です。
インドネシア周辺の言語に関する学
術論文を掲載しています。

AA研が主催する共同研究の研究報告が中心となっています。

「言語研修テキスト」
AA研で毎年行われる言語研修で用いるために、担当講師が独自に作
成したテキストです。
「アジア・アフリカ基礎語彙集」
基礎的な語彙集から辞書まで、
多岐にわたるフィールド語彙調査の成果

『フィールドプラス』
（年2回発行）

NUSA: Linguistic Studies of Languages in and around Indonesia
NUSA is a biannually published, peer-reviewed journal. This
is the product of a joint cooperation agreement between the PKBB
(Centre for Culture and Language Studies) of Atma Jaya Catholic
University of Indonesia in Jakarta, Indonesia, and ILCAA.

Area and Cultural Studies
It mainly includes the outcomes of Joint-research projects of
ILCAA.

Language Course Materials
They are the textbooks and materials developed for Intensive
Language Courses, all developed originally by the instructors for
each course.
Asian and African Lexicon
The series contains the results of field research by the staff and
affiliated researchers of ILCAA. The content varies from basic word
lists to extensive dictionaries.

の過程で得られた経験を、
様々な角度から紹介します。

FIELDPLUS
A publically available biannual magazine of the ILCAA is being
published since January 2009. The authors are external contributors
and ILCAA staff and joint-researchers specializing in humanities. It
features various activities and experiences of researchers investigating
diverse themes from across the world.

http://www.aa.tufs.ac.jp/ja/publications/

http://www.aa.tufs.ac.jp/en/publications/

2009（平成21）年に創刊された一般向けの雑誌です。AA研スタッフ・共
同研究員を始め、人文科学以外の研究者も執筆陣に迎え、世界のあらゆ
る場所をフィールド
（調査地）
とする研究者たちの新しい発想・取り組みやそ

Training and Capacity Building / 研究者養成

を査読を経て出版しています。

Asian and African Languages and Linguistics (AALL)
AALL is an annual refereed linguistic journal first issued in
2006. In principle, it deals with descriptive studies on minority
languages in Asia and Africa, based on the original data mainly
obtained by the author's own fieldworks.

Research Resources / 研究資源

「地域・文化研究」

Journal of Asian and African Studies
It is a biannually published, peer-reviewed journal on linguistics,
history, and cultural anthropology. The submitted papers, from both
within Japan and abroad, are reviewed by the editorial committee of
the journal that includes researchers within and outside the Institute.

Joint Research / 共同研究

『アジア・アフリカの言語と言語学』
（AALL）
（年1回発行）

ILCAA publishes peer-reviewed journals, results of joint
research projects and of individual researches, results of dictionarycompiling projects, and materials developed for Intensive Language
Courses. Most of the publications are distributed gratis to academic
institutions and researchers.

Overview / 概要

本研究所では、
査読付きの学術誌、
共同研究および個人研究によるさま
ざまな成果、
そして、言語研修や辞典編纂などの事業の成果を数多く出版

Publications
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