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ラテンアメリカ・カリブ関連新刊図書
（2004年 4月～2005年 5月）

アシアイン、アウレリオ（鼓直・細野豊訳）『現

代メキシコ詩集』土曜美術社出版販売、2004

年 9月

アマー、アラン（広田明子訳）『ゲバラ―赤いキ

リスト伝説』原書房、2004年 10月

アルバレス、ロランド（西崎素子訳）『ゲバラの

国の日本人―キューバに生きた、赴いた日本

人 100年史』VIENT、2005年 1月

一牛雄司『大陸の伝説―シナリオ野口英世とペ

ルーの物語』文芸社、2005年 4月

市之瀬 敦『海の見える言葉 ポルトガル語の世

界』現代書館、2004年 11月

今井圭子編『ラテンアメリカ　開発の思想』日

本経済評論社、2004年 11月

ウィンパー（大貫良夫訳）『アンデス登攀記（下）』

岩波文庫、2005年 1月

ウィンパー（大貫良夫訳）『アンデス登攀記（上）』

岩波文庫、2004年 9月

上野清士『南のポリティカ―誇りと抵抗』ラテ

ィーナ、2004年 10月

内橋克人・佐野誠編『ラテン・アメリカは警告

する―「構造改革」日本の未来』新評論、2005

年 4月

卯野素路『ユダヤの人々・異聞―中南米編』新

風舎、2005年 2月

エルナンデス－サラサール、ダニエル（徐京植

執筆、飯島みどり執筆・訳）『グアテマラ　あ

る天使の記憶―ダニエル・エルナンデス－サ

ラサール写真集』影書房、2004年 4月

大森義彦『アメリカ南西部メキシコ系の文学―

作品と論評』英宝社、2005年 3月

尾崎曜子『世界の料理いただきまーす。ペルー・

アルゼンチン』アリス館、2004年 4月

遅野井茂雄・村上勇介編『現代ペルーの社会変

動』国立民族学博物館地域研究企画交流セン

ター、2005年 3月

梶田孝道『顔の見えない定住化―日系ブラジル

人と国家・市場・移民ネットワーク』名古屋

大学出版会、2005年 3月

加藤久子『アルゼンチン物語』東京図書出版会、

2004年 6月

加茂雄三編『ラテンアメリカ―ニュースを現代

史から理解する』自由国民社、2005年 1月

川坂俊一『コロンビア協力隊物語―辛くも楽し

い!?　バレーボール指導編』文芸社、2004年

7月

ガルシア、マヌエル・ドメック（津島勝二訳）『日

本海海戦から 100年―アルゼンチン海軍観戦

武官の証言』鷹書房弓プレス、2005年 4月

岸川毅・岩崎正洋編『アクセス地域研究Ｉ―民

主化の多様な姿』日本経済評論社、2004 年

6月

クッシング、リンカーン（友田葉子訳）『革命！

キューバ　ポスター集』ブルース・インター・

インターアクションズ、2004年 7月

国本伊代・小林志郎・小澤卓也『パナマを知る

ための 55章』明石書店、2004年 8月

国本伊代編『コスタリカを知るための 55章』明

石書店、2004年 4月

クラウセ、エンリケ（大垣貴志郎訳）『メキシコ

の百年 1810-1910―権力者の列伝』現代企画

室、2004年 11月

グラナード、アルベルト（池谷律代訳）『トラ

ベリング・ウィズ・ゲバラ―革命前夜　若き

日のゲバラが南米旅行で見た光景』学習研究

社、2004年 10月

ケント、アレグザンダー（高橋泰邦訳）『無法の
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カリブ海』早川書房、2005年 1月

コールター、キャサリン（林啓恵訳）『カリブよ

り愛をこめて』二見書房、2005年 2月

コエーリョ、パウロ（旦啓介訳）『悪魔とプリ

ン嬢』角川文庫、2004年 9月

小滝富雄『メキシコのわらじ』文芸社、2005年

1月

コルミエ、ジャン（太田昌国監修、松永りえ訳）

『チェ・ゲバラ―革命を生きる』創元社、2004

年 12月

早乙女勝元『キューバに吹く風母と子でみる』

草の根出版会、2004年 11月

佐々木修『難解の楽園・中南米―日本人が知ら

ないこんな世界があった』新風舎、2004 年

5月

佐竹謙一『ラテンアメリカ現代演劇集』水声社、

2005年 1月

実松克義『衝撃の古代アマゾン文明―第五の大

河文明が世界史を書きかえる』講談社、2004

年 8月

シック、アンナ・ステラ（鈴木裕子訳）『白いイ

ンディオの想い出―ヴィラ＝ロボスの生涯と

作品』トランスビュー、2004年 10月

志村昭郎『私はコロンビア・ゲリラに二度誘拐

された』ランダムハウス講談社、2004年 12月

管啓次郎『オムニフォン―〈世界の響き〉の詩

学』岩波書店、2005年 2月

世界経済情報サービス『コロンビア』ARC レ

ポート、2005月 3月

関雄二・青山和夫編『岩波　アメリカ大陸古代

文明事典』岩波書店、2005年 5月

染田秀藤・篠原愛人監修（大阪外国語大学ラテ

ンアメリカ研究会訳）『ラテンアメリカの歴史

―史料で読み解く植民地時代』世界思想社、

2005年 5月

タウンゼント、リチャード・F（増田義郎監修

訳）『「図説」アステカ文明』創元社、2004年

8月

竹内佐知子『月の涙とアルゼンチン―南米移住

悲喜劇を越えて』川辺書林、2004年 4月

竹元正美『「米百俵」海を渡る―中米・ホンジュ

ラスの“サムライ”が感涙を呼んだ』日之出

出版、2004年 6月

田中三郎『フィデル・カストロ―世界の無限の

悲惨を背負う人』同時代社、2005年 2月

田中高『内戦後の平和構築をいかに進めるか―

エルサルバドルの事例研究』国際協力総合研

修所、2004年 6月

田中高編『エルサルバドル・ホンジュラス・ニ

カラグアを知るための 45章』明石書店、2004

年 8月

醍醐麻沙夫『アマゾン河の食物誌』集英社、2005

年 3月

大門茂行『CUBA―光と影』新風舎、2004 年

11月

チェ・ゲバラ、エルネスト（棚橋加奈江訳）『チェ・

ゲバラ　モーターサイクル南米旅行日記』現

代企画室、2004年 9月

チェ・ゲバラ、エルネスト（棚橋加奈江訳）『モー

ターサイクル・ダイアリーズ』角川文庫、2004

年 9月

チェ・ゲバラ、エルネスト（棚橋加奈江訳）『チェ・

ゲバラ　ふたたび旅へ―第 2回AMERICA放

浪日記』現代企画室、2004年 11月

角山幸洋『グァテマラの染織マヤ文明後継者た

ちの生活』関西大学出版部、2004年 11月

戸井十月『チェ・ゲバラの遥かな旅』集英社、

2004年 10月

戸部良也『強くて楽しいキューバ―カストロの

国の体験記』風人社、2005年 3月

中王子聖『チリの闇―行方不明者を持った家族

の証言』彩流社、2005年 3月
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中川文雄・山田睦男編『植民地都市の研究』国

立民族学博物館地域研究企画交流センター、

2005年 3月

南山大学ラテンアメリカ研究センター編『ラテ

ンアメリカの諸相と展望』行路社、2004 年

12月

西島章次・細野昭雄編『ラテンアメリカ経済論』

ミネルヴァ書房、2004年 5月

ネルーダ、パブロ（田村さとこ訳）『ネルーダ詩

集』思潮社、2004年 8月

ネルーダ、パブロ（野谷文昭訳）『マチュピチュ

の頂』書肆山田、2004年 11月

原田金一郎『周辺部としてのラテンアメリカを

歩く―中米、カリブ、ペルー紀行 30years』大

村書店、2004年 6月

バルガス＝リョサ、マリオ（野谷文昭訳）『フ

リアとシナリオライター』図書刊行会、2004

年 5月

土方美雄『マヤ／アステカミステリー＆ファン

タジーツアー』新紀元社、2004年 8月

フェレ、ロサリオ（松本楚子訳）『呪われた愛』

現代企画室、2004年 9月

藤岡美恵子・中野憲志編『グローバル化に抵抗

するラテンアメリカの先住民族』現代企画室、

2005年 4月

フレイレ、ジルベルト（鈴木茂訳）『大邸宅と奴

隷小屋―ブラジルにおける家父制家族の形成

（上・下）』日本経済評論社、2005年 3月

風呂本惇子『カリブの風―英語文学とその周辺』

鷹書房弓プレス、2004年 10月

ブカイ、ホルヘ（麓愛弓訳）『寓話セラピー―

目からウロコの 51話』めるくまーる、2005

年 1月

ブラジル民族文化研究センター『サッカーを愛

する人のブラジル・ポルトガル語―Brasil』国

際語学社、2004年 11月

星野妙子編『ファミリービジネスの経営と革新

―アジアとラテンアメリカ』日本貿易振興機

構アジア経済研究所、2004年 11月

ボルヘス、ホルヘ・ルイス（斉藤幸男訳）『エ

ル・オトロ、エル・ミスモ』水声社、2004年

10月

牧野直也『レゲエ入門 ON BOOKS 21』音楽之

友社、2005年 4月

マットロウ、ジョン・Ｖ『メキシコの現代建築』

六耀社、2005年 3月

松岡秀明『ブラジル人と日本宗教』弘文堂、2004

年 12月

松下洋・乗浩子編『［全面改訂版］ラテンアメ

リカ　政治と社会』新評論、2004年 6月

松田米雄『リマ紀聞』ゆい出版、2004年 5月

松本八重子『地域経済統合と重層的ガバナンス

―ラテンアメリカ、カリブの事例を中心に』

2005年 2月

マルコス副司令官（小林致広訳）『ラカンドン密

林のドン・ドゥリート―カブト虫が語るサパ

ティスタの寓話』現代企画室、2004年 4月

マルコス副司令官（小林致広訳）『老アントニオ

のお話―サパティスタと反乱する先住民族の

伝承』現代企画室、2005年 5月

マルコス副司令官＆イボン・ル・ボ（佐々木真

一訳）『サパティスタの夢』現代企画室、2005

年 4月

マルティ、ホセ（青木康征・柳沼孝一郎訳）『ホ

セ・マルティ選集 2飛翔する思想』日本経済

評論社、2005年 2月

村尾徹也『遠い日―異国、ブラジル』碧天舎、

2004年 11月

村上勇介『フジモリ時代のペルー―救世主を求

める人々、制度化しない政治』平凡社、2004

年 8月

八杉佳穂『マヤ文字を書いてみよう読んでみよ
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う』白水社、2005年 2月

八杉佳穂編『マヤ学を学ぶ人のために』世界思

想社、2004年 10月

山崎眞次『メキシコ　民族の誇りと闘い―多民

族共存社会のナショナリズム形成史』新評論、

2004年 9月

山瀬暢士『マヤ文字』メタ・ブレーン、2005年

2月

山本伸『カリブ文学研究入門』世界思想社、2004

年 4月

横堀洋一『ゲバラ青春と革命』作品社、2005年

2月

吉田栄人編『メキシコを知るための 60章』明

石書店、2005年 2月

ラウス、アーヴィング（杉野目康子訳）『タイノ

人―コロンブスが出会ったカリブの民』法政

大学出版局、2004年 12月

ル・クレジオ（菅啓次郎訳）『歌の祭り』岩波書

店、2005年 3月

ルイテン、ジョゼフ・M（中牧弘允・荒井芳広・

河野彰・古谷嘉章・東明彦訳）『ブラジル民

衆本の世界』増補版、御茶の水書房、2004年

7月

ロビラ、ギオマル（柴田修子訳）『メキシコ先

住民女性の夜明け』日本経済評論社、2005年

3月

＜編集部からのコメント＞

この文献リストでは、当該期間中に出版され

たラテンアメリカ・カリブ地域に関連する単行

本を広く採録している。ウェブサイトなどを含

む各種の情報源を活用して文献データを収集し

たが、原物を直接確認できなかったものが当然

あるため、もとよりすべての文献を網羅できた

ものではない。

研究出版が中心だが、それ以外の文献も含ま

れている。一応、出版月で対象を決めたが、た

だ正確な出版月のデータを入手でき難かったこ

とや思わぬ見落としなどによって、いくらかの

間違いが含まれているかもしれない。それに、

5月現在までの文献としたが、この点でも精確

は期しがたかった。

読者の中には、本リストにご自分の労作が入

っていないことに気づかれる方がいるかもしれ

ないが、その場合はご寛恕いただければ幸いで

ある。

こうした点をふまえつつ、本リストを何ら活

用していただければと思う。 □■


