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［編集後記］
○ 今年に入り，メキシコとベネズエラでは大統領選挙があり，
またパラグアイでは議会で現職のルゴ大統領が罷免されまし
た。 本号は，こうしたラテンアメリカにおける政治の変化を
中心とした論考と現地報告を掲載し，特集『ラテンアメリカ
政治の現状』としました。
○ 本号には論考を 5 本掲載しました。 最初の論考（坂口著）は，
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○ もうひとつの現地報告（清水著）は，ペルー特にリマの交通事
情に関するもので，報告者が自家用車を購入した際の経験に
基づき，同国における自動車販売の増加の様子や自動車保険
等に関して記されています。
○ 本号では，ブラジルにおける医療制度に関した資料（本田著）
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