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［編集後記｜The chief editor’s notes］
○ 本号は，新興国の中でも躍進著しいブラジルを特集にしまし
た。近田論稿は，「新しいブラジル」と題され，近年注目さ
れだした政治，経済，社会におけるブラジルの「新しい」側
面に注目したものです。舩木論稿は，今後のブラジル経済に
きわめて大きな影響を与えるであろう，リオデジャネイロ沖
合に広がる海底油田開発の状況に関する報告です。河合論稿
は，ブラジル国内の地域格差の問題，特に北東部の雇用問題
を扱っています。
○ 本年 3 月 11 日の東日本大震災は，人々の暮らしに甚大な被
害を与え，復興は始まったばかりです。北野論稿は，2010
年 2 月 27 日にチリで起きた地震からの復興状況を解説して
います。なお，同地震に対するピニェラ政権の対応は，弊誌
Vol.27, No.1 にも掲載されております。ご関心のある方はご
参照下さい。
○ ベネズエラから帰国したばかりの坂口安紀氏は，チャベス政
権による同国の地方分権化の状況を報告しています。また，
上谷直克論稿は，最近のポピュリズムに関する議論を紹介し
ています。

アジア経済研究所, 2011年
（ダウンロード可）

野村友和「ブラジルにおける男女間賃金格差に関す
る研究 ― 職業内格差と職業機会格差」
（『アジア経済』2010年12月号）

清水達也・星野妙子・北野浩一「特集 市場構造
の変化と産業組織―ラテンアメリカのブロイラー・イン
テグレーション―」
（『アジア経済』2010年10月号）

坂口安紀「『21 世紀の社会主義』の風景―ベネズ
エラ―（フォトエッセイ）
」
（『アジ研ワールドトレンド』2011年8月号）

山岡加奈子「ハーシーチョコレートとキューバ―ヘルシー
村・ヘルシー鉄道・製糖工場（フォトエッセイ）
」
（『アジ研ワールドトレンド』2011年7月号）

村井友子「ラテンアメリカコレクション—アメリカと日本
の関連図書館とアジ研図書館」
（『アジ研ワールドトレンド』2011年3月号）

○ 石井章氏（Vol.27, No.2）と濱口伸明氏（Vol.28, No.1）に続き，
本号では専修大学の狐崎知己氏に「地域研究の楽しみ」と題
するエッセイを寄稿していただきました。
○ 今年度当研究所ではラテンアメリカ関係の研究会として「コ
スタリカ総合研究」（山岡加奈子主査）および「ラテンアメ
リカにおける「排除された者たち」の政治参加」（上谷直克
主査）を実施中です。
○ 本年 7 月に弊誌編集委員の清水達也氏が任期 2 年の予定でペ
ルー・リマに赴任しました。研究テーマは「アンデス地域に
おける農産物流通の構造変化」です。8 月にはベネズエラ・
カラカスに赴任していた坂口安紀氏が帰国し，9 月より当研
究所地域研究センター・ラテンアメリカ研究グループの配属
となり，弊誌編集委員に就任しました。

上谷直克編『ラテンアメリカにおける「排除された者
たち」の政治参加』調査研究報告書

（宇佐見耕一）

◇ インフォメーション｜Information
［最近のアジア経済研究所の出版物］

清水達也編『変容する途上国のトウモロコシ需給 —市
場の統合と分離—』

田中 高「キューバ 貿易統計、外交文書の調査体験記」
（『アジ研ワールドトレンド』2011年3月号）

岡田 勇「ボリビア図書館情報—ボリビア研究者のた
めの主要図書館案内」
（『アジ研ワールドトレンド』2011年3月号）

宇佐見耕一「アルゼンチンのペロン関係資料」
（『アジ研ワールドトレンド』2011年3月号）

アンドレア・ロペス「ブラジルの高齢化と老年学（異
文化 言い分 EVEN）
」
（『アジ研ワールドトレンド』2010年10月号）

Tatsuya SHIMIZU, Development of Broiler Integration
in Peru, IDE Discussion Papers No.298, 2011.
Lopes, Andrea, Volunteer Work and Aging: A
Comparative Study among American, Brazilian, and
Japanese Seniors, IDE Discussion Papers, 近刊
出版物の入手については，
アジア経済研究所のホームページ
（http://www.
ide.go.jp/Japanese/Publish/）
をご覧下さい。一部の出版物はダウンロー
ドできます。

研究双書No.596, アジア経済研究所, 2011年

宇佐見耕一編『新興諸国における高齢者生活保障制
度 ― 批判的社会老年学からの接近』
研究双書No.594, アジア経済研究所, 2011年
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