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ラテンアメリカ福祉国家論序説

（研究双書 515）

宇佐見 耕一編／本体価格 3,400 円＋税／ 2001 年 3 月発行／ ISBN978-4-258-04515-0
将来的なラテンアメリカ福祉国家像形成を視野に入れつつ、ラテンアメリカ諸国の雇用政策と社会保障政策の
背景、特徴、問題点などを検討する。

新興工業国の社会福祉―最低生活保障と家族福祉

( 研究双書 548)

宇佐見 耕一編／本体価格 4,600 円＋税／ 2005 年 11 月発行／ ISBN978-4-258-04548-8
新興工業諸国等における社会福祉制度はどのような特色を有し、いかなる背景で形成されていったのか。特に
対象を最低生活保障と家族の社会福祉に絞り分析を加える。

新興工業国における雇用と社会保障

（研究双書 565）

宇佐見 耕一編／本体価格 3,700 円＋税／ 2007 年発行／ ISBN978-4-258-04565-5
いま社会では「働き方」が問われている。本書ではアジア、アフリカ、ラテンアメリカ新興工業国での非典型
雇用のあり方と、その従事者に対する社会保障の問題を論じている。

障害と開発―途上国の障害当事者と社会―

（研究双書 567）

森 壮也編／本体価格 4,200 円＋税／ 2008 年発行／ ISBN978-4-258-04567-9
アジアとアフリカにおける障害当事者の社会と法制度などを国連等世界の動きも交えて分析・解説。開発学と
障害学の双方の視点を踏まえた「障害」への新たな視点を提供。

アジア諸国の障害者法―法的権利の確立と課題―

（研究双書 585）

小林 昌之編／本体価格 2,900 円＋税／ 2010 年発行／ ISBN978-4-258-04585-3
アジア 7 カ国の障害者法の発展状況を国連障害者権利条約に照らして考察。権利に基づくアプローチを視点に
各国における障害者の権利確立の現状と課題を明らかにする。

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 594）

宇佐見 耕一編／本体価格 3,400 円＋税／ 2011 年発行／ ISBN978-4-258-04594-5
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批判的社会老年学を切り口として解明を試みている。
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セレモニー後、人民大会堂にて、中国の少数民族グループの代表。
2011年3月5日の北京の全国人民代表大会(NPC)のオープニング
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