
No. タイトル関連情報 アジ研図書館図書ラベル

1 アジアの障害者 / 中西由起子著. -- 現代書館, 1996.5. Ja/36/Aj1001

2
アジアの障害者雇用法制 : 差別禁止と雇用促進 / 小林昌之編. -- 日本貿易振興機構

アジア経済研究所, 2012. -- (アジ研選書 / アジア経済研究所 [編] ; No. 31).
AA/36/Aj3

3
アジア諸国の障害者法 : 法的権利の確立と課題 / 小林昌之編. -- 日本貿易振興機構

アジア経済研究所, 2010. -- (研究双書 / アジア経済研究所 [編] ; No. 585).
AA/36/Aj1

4

アフリカの医療・障害・ジェンダー : ナイジェリア社会への新たな複眼的アプロー

チ / 落合雄彦, 金田知子編著. -- 晃洋書房, 2007. -- (龍谷大学国際社会文化研究所

叢書 ; 4).

FWNR/361.1/A2

5
ピア・ボランティア世界へ : ピア(仲間)としての障害者の国際協力 / 久野研二編著. 

-- 現代書館, 2012.
C/36/P5

6
ろう文化の歴史と展望 : ろうコミュニティの脱植民地化 / パディ・ラッド著 ; 長尾

絵衣子 [ほか] 訳. -- 明石書店, 2007.
G/36/R4

7
経済開発論 : 研究と実践のフロンティア / 高橋基樹, 福井清一編. -- 勁草書房, 

2008. -- (勁草テキスト・セレクション).
C/338.92/K41

8
車いすがアジアの街を行く : アジア太平洋障害者センター(APCD)の挑戦 / 二ノ宮

アキイエ著. -- ダイヤモンド・ビッグ社, 2010.
AA/36/K1

9
国際連合と障害者問題 : 重要関連決議・文書集 / 中野善達編. -- エンパワメント研

究所, 1997.
G/36/K7

10
障害と開発 : 途上国の障害当事者と社会 / 森壮也編. -- 日本貿易振興機構アジア経

済研究所, 2008. -- (研究双書 / アジア経済研究所 [編] ; no. 567).
C/36/Aj7

11
障害と開発の実証分析 : 社会モデルの観点から / 森壮也, 山形辰史著. -- 勁草書房, 

2013. -- (開発経済学の挑戦 ; 4).
C/36/S13

12
障害学への招待 : 社会、文化、ディスアビリティ / 石川准, 長瀬修編著. -- 明石書

店, 1999.
G/36/S16

13
障害者の社会開発 : CBRの概念とアジアを中心とした実践 / 中西由起子, 久野研二

著. -- 明石書店, 1997.10.
AA/36/S4

14
途上国障害者の貧困削減 : かれらはどう生計を営んでいるのか / 森壮也編. -- 岩波

書店, 2010.
C/36/T2

15

南アジアの障害当事者と障害者政策 : 障害と開発の視点から / 森壮也編. -- 日本貿

易振興機構アジア経済研究所, 2011. -- (アジ研選書 / アジア経済研究所 [編] ; 

No.27).

ASA/36/Aj2

16
貧困削減戦略再考 : 生計向上アプローチの可能性 / 山形辰史編. -- 岩波書店, 

2008. -- (アジア経済研究所叢書 ; 4).
C/339.1/Aj4

17

Disability and development : learning from action and research on disability 

in the majority world / edited by Emma Stone. -- : pbk.. -- Disability Press, 

1999.

C/36/D3

☆本リストは、『障害と開発の実証分析 :　社会モデルの観点から』（森壮也・山形辰史著. 勁草書房 2013）

   の参考文献から著者のおすすめ図書を中心に選択しました。

☆アジア経済研究所図書館で閲覧できますし、ご所属の大学図書館を通じで取り寄せも可能ですので、どうぞ

　ご利用ください。

日本貿易振興機構アジア経済研究所図書館

2014年6月23日
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18
Disability and poverty : a global challenge / edited by Arne H. Eide and 

Benedicte Ingstad ; : hardcover. -- Policy, 2011.
C/36/D7

19

In or out of the mainstream? : lessons from research on disability and 

development cooperation / editied by Bill Albert. -- The Disability Press, 

2006.

C/36/I2

20

Outcast from social welfare : adult disability, incapacity and development in 

rural south India / Susan Erb and Barbara Harriss-White. -- Books for 

Change, 2002.

ASII/36/O1

21

Poverty reduction for the disabled in China : livelihood analysis from the 

data of the second China national sample survey on disability / Masayuki 

Kobayashi and Soya Mori eds. = 中国残疾人扶贫研究. -- Institute of 

Developing Economies, IDE-JETRO, 2009. -- (Joint research programme 

AECC/36/Aj3

22

Poverty reduction for the disabled in the Philippines : livelihood analysis 

from the data of PWDs in Metro Manila / Soya Mori, Celia Reyes, Tatsufumi 

Yamagata. -- Institute of Developing Economies (IDE-JETRO), 2009. -- 

(Joint research programme series ; no. 151).

AHPH/36/Aj1

23 World report on disability. -- World Health Organization, 2011. G/36/W8

＜アジ研ワールド・トレンド＞
障害と開発に関する国連総会ハイレベル会合 -- 障害包摂的な開発を目指して

 (フォトエッセイ)
2014年６月号　

特集 ：アジアの障害者立法—国連障害者権利条約への対応 2010年10月号

特集：開発途上国の障害者—統計と生計 2009年9月号 

特集：国際機関における「障害と開発」の最新の動きを探る 2008年6月号

特集：障害と開発－開発のイマージング・イシュー 2006年12月号
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