【正誤情報】『21 世紀国際社会を考える――多層的な世界を読み解く 38 章』のお詫びと訂正
『21 世紀国際社会を考える――多層的な世界を読み解く 38 章』において、下記の誤りがございました。謹
んで訂正いたします。
＊10 頁 9 行目
（誤）振興独立国家
（正）新興独立国家
＊35 頁 33～34 行目
（誤）遺伝子組み換え食品に対する日本の政策変更の分析――の軸の移動に注目
（正）遺伝子組み換え食品に対する日本の政策変更の分析――論争の軸の移動に注目
＊50 頁 7～8 行目
（誤）2008 年のリーマンショックが露呈した
（正）2008 年のリーマンショックで露呈した
＊52 頁 28 行目
（誤）概念の拡大／（拡充）
（正）概念の拡大（拡充）
＊60 頁の［図］2017 年 7 月時点で展開中の国連 PKO ミッション
（誤）⑨MINUSTAH（国連ハイチ安定化ミッション）
（正）⑨MINUJUSTH（国連ハイチ司法支援ミッション）
＊62 頁 21～22 行目
（誤）第 3 の「自衛を除く武力の不行使」についても、「自衛と任務の防衛」にとされ、
（正）第 3 の「自衛を除く武力の不行使」についても、「自衛と任務の防衛」とされ
＊80 頁 25 行目
（誤）高坂は問 1 でふれた w ……
（正）高坂は問 1 でふれた……
＊95 頁 19～21 行目
（誤）この逆転現象の萌芽はすでにあり、また 2065 年までに移民はその子孫とあわせて、
（正）
「この逆転現象の萌芽はすでにあり、
」を削除
＊112 頁 27 行目
（誤）モルドヴァ国際機関から
（正）モルドヴァは国際機関から
＊118 頁 1～2 行目
（誤）さらに前述の募集停止例外令によって
（正）さらに前述の募集停止令によって
＊140 頁 19～20 行目
（誤）首脳会議の開催し
（正）首脳会議を開催し
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＊145 頁 23 行目
（誤）現加盟国
（正）原加盟国
＊146 頁 21 行目
（誤）南シナ領有権海問題
（正）南シナ海領有権問題
＊147 頁 1～2 行目
（誤）冷戦期においては日本が ASEAN は重要な数少ないパートナーだった。
（正）冷戦期において日本は ASEAN の数少ない重要なパートナーだった。
＊149 頁 18～19 行目
（誤）中国は世界経済との関わり深め
（正）中国は世界経済との関わりを深め
＊188 頁の写真キャプション
（誤）
（2016 年 4 月

筆者撮影）

（正）
（2016 年 6 月 4 日

筆者撮影）

＊193 頁 16 行目
（誤）ハワイ社会の最下層に陥っているの自己責任論の問題である。
（正）ハワイ社会の最下層に陥っているハワイ人の自己責任論の問題である。
＊197 頁 7～8 行目
（誤）植民地主義と住民運動
（正）植民地主義と先住民運動
＊209 頁の［図］パキスタンの周辺
（誤）北部地域
（正）ギルギット・バルティスターン州
（誤）アーザード・ジャンムー、カシュミール
（正）アーザード・ジャンムー・カシュミール
（誤）ロクエッタ
（正）クエッタ
＊209 頁 13 行目
（誤）北部地域が組み込まれている
（正）ギルギット・バルティスターン州が組み込まれている。
＊211 頁 18 行目
（誤）明暗である。
（正）明白である。
＊215 頁 14 行目
（誤）世界的にムスリムの資金への流れへの監視が強まって
（正）世界的にムスリムの資金の流れへの監視が強まって
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＊217 頁 30 行目
（誤）高橋伸夫編（2004）『アジアの「核」と私たち』
（正）高橋伸夫編（2014）『アジアの「核」と私たち』
＊242 頁 14～15 行目
（誤）首脳会議も開催化され
（正）首脳会議も開催され
＊269 頁 34 行目
（誤）Asian Rural Sociology V,
（正）Asian Rural Sociology
＊273 頁 5 行目
（誤）近代的技術を学びんで
（正）近代的技術を学んで
＊277 頁 7 行目
（誤）女性の暴力となりうるのである。
（正）女性への暴力となりうるのである。
＊277 頁 10 行目
（誤）ダウリー高額化がする反面、
（正）ダウリーが高額化する反面、
＊302 頁 22～23 行目
（誤）ケースは少なくない近年、
（正）ケースは少なくない。近年、
＊304 頁 18 行目
（誤）器用さとたくましをもっており、
（正）器用さとたくましさをもっており、
＊305 頁 13 行目
（誤）生じるところが、
（正）生じるどころか、
＊322 頁
（誤）ダル・アルイスラーム
（正）ダルル・イスラーム
＊325 頁 17～18 行目
（誤）
「カティバ・ヌサンタラ・リッド・イスラミック・ダウラー」
（Katibah Nusantara Lid Islamic
Dawlah）
（正）
「カティーバ・ヌサンタラ・リ・ダウラ・イスラーミーヤ」
（Katibah Nusantara Lid
Daulah Islamiyyah）
＊326 頁 5 行目
（誤）カティバ・ヌサンタラのシリアでの武力行使だけでなく
（正）カティバ・ヌサンタラはシリアでの武力行使だけでなく
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＊339 頁 32 行目
（誤）テロ予防を中心に――？」
（正）テロ予防を中心に――」
＊344 頁の［図 2］ナショナルレベル調整機構
（誤）人道カントーチーム
（正）人道カントリーチーム
（誤）クスター間調チーム
（正）クラスター間調整チーム
（誤）クスター主導機関代表
（正）クラスター主導機関代表
＊347 頁 24 行目
（誤）ハンドランー
（正）ハンドラー
＊357 頁 19 行目
（誤）ダビーク
（正）ダービク
＊390 頁 9 行目
（誤）日本に上陸した第二次世界大戦後には
（正）日本に上陸し、第二次世界大戦後には
＊390 頁 13～16 行目
（誤）第三次産業
（正）第一次産業
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