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☆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。
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