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人なからしめん」

マを取り上げて解説するとともに関連サイト、関連出版物などにリンクが

■教育政策と児童労働

設定されています。途上国をとりまく様々な問題、課題が把握できます。

■国際人口移動

www.ide.go.jp/Japanese/Research/Theme/

■ジェンダー より自由に生きるために

禁止だけが能ではない

故国を去るには理由がある

■グローバリゼーション―文化と社会 世界は均質化するのか、それとも…
経

済
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■社会保障
■障害
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知的財産権と開発途上国

成長の中心、民主化の中心、そして国家の将来像
開発研究の原点と目標

■金融―開発金融 金は天下の回りもの、うまく集めてスムーズに回すために

■不平等

■金融―債務問題 「国の借金」でクビが回らなくなってしまったら

■保健

■金融―通貨危機

■HIV/AIDS

多様化する理論と忘れ去られた対応策

共生と協働に向けた不平等削減
貧困と疾病（ill-health）の悪循環克服に向けて
保健・医療分野にとどまらない問題

■金融―マイクロファイナンス 貧しい人々に、無担保で小額の資金を
政
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基本は繊維、電子は初級から上級まで、みな
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■国際産業連関

経済発展を進めるのは誰？

世界に広がる産業の輪

治

■アフリカ政治

貧困削減に活かすためのルールづくり
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■貿易・投資

なぜかれらは貧しいのか

モノ、カネは利潤を求めて国境を越える

政治のなかの宗教

■社会運動

民主主義の最低条件
分権か集権か

■途上国と国際関係 開発途上国の対外行動はどのように決定されるのか？
■紛争と平和構築

■マクロ経済―景気循環

途上国と景気循環がどう結びつくのか？

■民主化

■マクロ経済―経済成長

大きく育て広く分かちあうために

■民族

なぜ起こるのか、どうすればいいのか

民主主義を「作る」試みと、それを超えるもの
身近で、実はあいまいなもの

■マクロ経済―経済予測
法制度

■マクロ経済―財政

■法制度
社

会

■障害と法

■援助研究

援助の実務と研究を橋渡しする

■環境

2011 年 11 月号特集の予告

「インド民主主義体制のゆくえ：挑戦と変容」
経済成長だけに関心が集中しがちなインド。しかし、インドは1947年の
独立以来、開発途上国の中ではほぼ一貫して自由民主主義体制を維持し
てきた数少ない国でもあるのだ。独立時、貧困や様々な分裂要因を抱え
ていたインドが、基本的に自由な政治活動を許し、そして選挙、議会、司
法などの民主主義を支える諸制度を維持してきたことは特筆に値する。
本特集では、今もなお試行錯誤しつつ適応進化をつづけるインド民主
主義体制の抱える様々な問題点を選挙政治という本流分野ではなくインド
民主主義体制のマージナルな領域に焦点をあてて分析を行いたい。分析
結果を比較的に分かりやすい形で読者にとどけるしたい。
（11月15日刊行
予定。タイトルは変更することがあります。
）
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