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ラテンアメリカ・カリブ関連新刊図書
（�		�年 
月～�	�	年 �月）

アギニス、マルコス（八重樫克彦・八重樫由貴

子訳）『天啓を受けた者ども』作品社、�	�	

年 �月

アストゥリアス、ミゲル・アンヘル（牛島信明

訳）『グアテマラ伝説集』岩波文庫、�		�年

��月

足立力也『平和ってなんだろう―「軍隊をすて

た国」コスタリカから考える』岩波ジュニア

新書、�		�年 
月

天木嘉清『アマゾンからの贈り物―矢毒クラー

レの旅』真興交易医書出版部、�	�	年 �月

$6'国別情勢研究会編『チリ―経済・貿易・産

業報告書』（$6'レポート新装版）リブロ国

別情勢研究会、�		�年 �月

$6'国別情勢研究会編『ベネズエラ―経済・貿

易・産業報告書』（$6'レポート新装版）リ

ブロ国別情勢研究会、�	�	年 �月

イシ、アンジェロ『ブラジルを知るための 
�

章』（第 �版）明石書店、�	�	年 �月

石井陽一『「帝国アメリカ」に近すぎた国々―ラ

テンアメリカと日本 』扶桑社新書、�		�年


月

石橋純編『中南米の音楽―歌・踊り・祝宴を生

きる人々』東京堂出版、�	�	年 �月

板垣真理子『ブラジル紀行―バイーア・踊る神々

のカーニバル』ブル－ス・インタ－アクショ

ンズ、�		�年 �	月

伊高浩昭『ラ米取材帖』ラティ－ナ、�	�	年


月

伊藤千尋『ゲバラの夢熱き中南米』（君の星は

輝いているか �-��. ��）シネ・フロント社、

�		�年 �	月

伊藤千尋『世界一周　元気な市民力』大月書店、

�		�年 �	月

伊藤千尋『一人の声が世界を変えた！』新日本

出版社、�	�	年 �月

今福龍太、サウダージ・ブックス『ブラジルから

遠く離れて ���
��			　クロード・レヴィ＝

ストロースのかたわらで』サウダージ・ブッ

クス、�		�年 
月

上原盛毅『ラテンの風にのって』文芸社、�		�

年 �月

エステバン、アンヘル他（野谷文昭訳）『絆と

権力―ガルシア＝マルケスとカストロ』新潮

社、�	�	年 �月

#��プロモーション編『メキシコ �	世紀絵画

展　日本メキシコ交流 �		周年記念』#��、

�		�年

#-A法人日本ガラパゴスの会『ガラパゴスのふ

しぎ』（サイエンス・アイ新書）ソフトバンク

クリエイティブ、�	�	年 �月

大江みはる『ペルー家庭料理の手引』日本ペルー

協会、�	�	年 �月

太田宏人編『��	年のアルバム―日本人ペルー

移住 ��	 周年記念誌』現代史料出版、�		�

年 �月

大場樹精『「アルゼンチン国民」創造／想像の

過程―フアン・バウティスタ・フスト（���
0

����）の著作を通した分析』上智大学イベロ

アメリカ研究所、�		�年 ��月

岡部恭宜『通貨金融危機の歴史的起源―韓国、

タイ、メキシコにおける金融システムの経路

依存』木鐸社、�		�年 ��月

A $評価有識者会議『エクアドル国別評価（第

三者評価）報告書  平成 �	年度外務省第三

者評価』�		�年 �月

大貫良夫・加藤泰建・関雄二編『古代アンデス―



ラテンアメリカ・カリブ関連新刊図書 ��

神殿から始まる文明』朝日選書、�	�	年 �月

小内透編『在日ブラジル人の労働と生活』（講座

トランスナショナルな移動と定住〈第 �巻〉

―定住化する在日ブラジル人と地域社会）御

茶の水書房、�		�年 ��月

小内透編『在日ブラジル人の教育と保育の変容』

（講座トランスナショナルな移動と定住〈第

�巻〉―定住化する在日ブラジル人と地域社

会）御茶の水書房、�		�年 ��月

小内透編『ブラジルにおけるデカセギの影響』

（講座トランスナショナルな移動と定住〈第

�巻〉―定住化する在日ブラジル人と地域社

会）御茶の水書房、�		�年 ��月

小澤卓也『コーヒーのグローバル・ヒストリー

―赤いダイヤか、黒い悪魔か』ミネルヴァ書

房、�	�	年 �月

加賀美充洋『貧困国への援助再考―ニカラグア

草の根援助からの教訓』アジア経済研究所、

�		�年 �	月

カステジャーノス・モヤ、オラシオ（寺尾隆吉

訳）『崩壊』現代企画室、�		�年 ��月

カストロ、フィデル（安濃一樹訳）『同志諸君Z

―フィデル・カストロ反グローバリズム演説

集』こぶし書房、�		�年 �	月

加藤隆浩編『ラテンアメリカの民衆文化』行路

社、�		�年 �月

加藤信夫『リポート　バイオ燃料と食・農・環

境―ブラジル・欧米・タイから』創森社、�		�

年 �月

門倉貴史『反米経済―凋落するアメリカに追随

してはいけない』-�-研究所、�		�年 �月

金澤康郎『パナマの日曜日―はぐれ社員うたか

た駐在日記』アンディアモ、�		�年 �月

金森薫『金森薫の世界情勢マンスリー 	�	�―

成長国群ラテンアメリカの実態と今後』日経

ラジオ社、�		�年 �月

ガルシア＝マルケス、ガブリエル（旦敬介訳）

『生きて、語り伝える』新潮社、�		�年 �	月

上川内嘉久丸『中米の風―家庭崩壊からはじまっ

たダンディ不良オヤジの命ガケ的中米紀行Z 』

ブックコム、�		�年 �月

神田外語大学国際社会研究所編『グローカリゼー

ション―国際社会の新潮流』神田外語大学出

版局、�		�年 �月

協同総合研究所いのちとくらし『キュ－バ・メ

キシコ視察報告書―全日本民医連・総研いの

ちとくらし共催』�	�	年 �月

金七紀男『ブラジル史』東洋書店、�		�年 �月

工藤真由美・森幸一・山東功・李吉鎔・中東靖

恵『ブラジル日系・沖縄系移民社会における

言語接触』ひつじ書房、�		�年 �月

クマーラ、アーナンダ・牛田千鶴『国際協力に

おける自立のための技術教育と起業家育成の

可能性―スリランカとニカラグアの比較を中

心に』現代図書、�		�年 �月

クロイ、アニタ；ウルリッヒ・オスレンダ－『コ

ロンビア』（ナショナルジオグラフィック世

界の国）ほるぷ出版、�		�年 ��月

くろさわようこ『南米こころの細道』ドメス出

版、�		�年 �月

�*4『�*4―チカーノになった日本人』東京キ

ララ社[改訂版、�		�年 
月

高知新聞社編集局企画・編『南へ―高知県人中

南米移住 �		年』高知新聞社、�		�年 ��月

国際協力機構『開発調査実施済案件現状調査個

別調査案件要約表�中南米地域』国際協力機

構、�		�年 �月

国際農林業協働協会『海外農業情報調査分析事

業　アフリカ・ロシア・東欧・中南米等地域

事業実施報告書�平成 �	年度』国際農林業協

働協会、�		�年 �月

国際貿易投資研究所編『ブラジルの消費市場と
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新中間層の形成�平成 �	年度』国際貿易投資

研究所、�		�年 �月

国分拓『ヤノマミ』日本放送出版協会、�	�	年

�月

小林隆平『中南米ギター名曲の旅 ��� ' 付改

訂新版 �楽譜�』現代ギター社、�		�年 �月

小林隆平『中南米ギター名曲の旅 ��� �楽譜� 』

現代ギター社、�		�年 �月

坂口安紀編『途上国石油産業の政治経済分析』

（アジア経済研究所叢書）岩波書店、�	�	年

�月

佐川町教育委員会『ブラジル日本移民の父　「水

野龍」展』佐川町 �高知県�、�		�年 �月

桜井三枝子『グローバル化時代を生きるマヤの

人々―宗教・文化・社会』明石書店、�	�	年

�月

櫻田大造『対米交渉のすごい国―カナダ・メキ

シコ・#Vに学ぶ』光文社新書、�		�年 �月

実松克義『アマゾン文明の研究―古代人はいか

にして自然との共生をなし遂げたのか』現代

書館、�	�	年 �月

篠崎務『トロツキー暗殺と米ソ情報戦―野望メ

キシコに散る』社会評論社、�		�年 ��月

篠田武司・宇佐見耕一編『安心社会を創る―ラ

テン・アメリカ市民社会の挑戦に学ぶ』新評

論、�		�年 �月

島田法子編『写真花嫁・戦争花嫁のたどった道

―女性移民史の発掘』明石書店、�		�年 �月

清水達也編『食料危機と途上国におけるトウモ

ロコシの需要と供給』（調査研究報告書）アジ

ア経済研究所、�	�	年 �月

清水透・横山和加子・大久保教宏編『ラテンア

メリカ　出会いのかたち』慶應義塾大学出版

会、�	�	年 �月

志水宏吉編『エスニシティと教育』（リーディン

グス　日本の教育と社会�第 ��巻）日本図書

センター、�		�年 
月

下田哲朗（アデマ－ル・ペレイラ・マリーニョ

監修）『図解ブラジルの練習―南米の強豪ク

ルゼイロに学ぶ』東邦出版、�		�年 �月

衆議院『投資の促進、保護及び自由化に関する

日本国とペルー共和国との間の協定（条約第

�号）に関する資料  外務参考資料』衆議院

調査局外務調査室、�		�年 �月

書肆マコンド『ガルシア・マルケスひとつ話』

エディマン、�		�年 �月

「新興諸国における高齢者の生活保障システム」

研究会編『新興諸国における高齢者をめぐる

問題と現状』日本貿易振興機構アジア経済研

究所、�		�年 �月

鈴木美也子『ブラジル×ジャパン』書肆侃侃房、

�		�年 �月

スティーブンズ、ジョン・ロイド（児嶋桂子訳）

『中米・チアパス・ユカタンの旅―マヤ遺跡探

索行 ����～�	　�上�』人文書院、�	�	年

�月

スティーブンズ、ジョン・ロイド（児嶋桂子訳）

『中米・チアパス・ユカタンの旅―マヤ遺跡探

索行 ����～�	　�下�』人文書院、�	�	年

�月

生長の家（世界聖典普及協会）『肉食と世界平

和を考える ��� �		�年・ブラジルにおける

世界平和のための生長の家国際教修』生長の

家、�	�	年 �月

瀬尾温知『ブラジル流（ル）』東洋出版、�		�

年 ��月

世田谷美術館『ホセ・グァダルーペ・ポサダ　

��
�0����』世田谷美術館、�		�年

全日本民主医療機関連合会視察団『医師たちが

見たキューバ医療の秘密―「いのちの平等」

を実現した品格の国』かもがわ出版、�		�年

�月
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ダーウィン、チャールズ（荒川秀俊訳）『ビーグ

ル号世界周航記―ダーウィンは何をみたか』

講談社学術文庫、�	�	年 �月

ダイヤモンド・ビジネス企画編『ザ・ジュエル

フルーツ―アマゾンの新しい宝石アサイと健

康フルーツ』ダイヤモンド・ビジネス企画、

�		�年 �月

高野潤『マチュピチュ―天空の聖殿　カラー版』

中公新書、�		�年 �月

高橋均・網野徹哉『ラテンアメリカ文明の興亡』

中公文庫、�		�年 ��月

田崎健太・下田昌克『辺境遊記―キューバ、リ

オ・デ・ジャネイロ、小笠原諸島、ツバル、カ

トマンズ、サハリン、南大東島、ダラムサラ』

英治出版、�	�	年 �月

チャトウィン、ブルース、カルロス・フエンテ

ス（安藤哲行・芹沢真理子訳）『パタゴニア／

老いぼれグリンゴ』（池澤夏樹編集世界文学

全集 �0�）河出書房新社、�		�年 �月

津崎至・廣瀬ひとみ『「キューバ」を考える―

ピースボートに乗ってみたら……』文芸社、

�		�年 
月

坪居壽美子『かなりやの唄―ペルー日本人移民

激動の一世紀の物語』連合出版、�	�	年 �月

寺神戸曠『ボリビア移民の真実』芙蓉書房出版

、�		�年 �	月

土井淑平『アメリカ新大陸の略奪と近代資本主

義の誕生―イラク戦争批判序説』編集工房朔、

�		�年 ��月

東京外国語大学多言語・多文化教育研究センター

編『共生社会に向けた協働のモデルづくり―

長野県上田市、企業・日系ブラジル人家族の

調査から見えてきた第二世代育成の視点�「阿

部・井上班」	�年度活動』東京外国語大学多

言語・多文化教育研究センター、�		�年 ��月

ドブズ、マイケル（布施由紀子訳）『核時計零時

１分前―キューバ危機 ��日間のカウントダ

ウン』日本放送出版協会、�	�	年 �月

内藤耕・吉田太郎・岸上祐子・枝廣淳子・石川

英輔『江戸・キューバに学ぶ“真”の持続型社

会』（9\&ブックス）日刊工業新聞社、�		�

年 �月

ナウエン、ヘンリ・C���（宮本憲訳）『グアテマ

ラ物語―恐怖の国における愛』聖公会出版、

�		�年 �月

中川文雄・田島久歳・山脇千賀子編『ラテンアメ

リカン・ディアスポラ』明石書店、�	�	年 �

月

長倉洋海『鳥のように、川のように―森の哲人

アユトンとの旅』徳間書店、�		�年 ��月

中西忠勇『石川県・第 ��番目の村から―ブラ

ジル移民 �	周年に寄せて  気骨ある日本男

子の一生の記録』（私製版）、�		�年

中畑貴雄『メキシコ経済の基礎知識』日本貿易

振興機構、�	�	年 �月

中村征夫『ガラパゴス』新日本出版社、�		�年

�	月

ニェト�ロペス、ホセ�デ�ヘスス、リゴベルト

ニェト�ロドリゲス、タニア カレニョ�キン

グ、 マリア�デル�ソコロベタンコート�ス

アレス（国本伊代監訳・島津寛訳）『メキシコ

の歴史　メキシコ高校歴史教科書（世界の教

科書シリーズ）』明石書店、�		�年 �月

日経リサーチ『在ブラジル日系企業における現

地スタッフの給料と待遇に関する調査� �		�

ブラジル編（&�� ���1�< �5 �������� ��) �"0

+��<"��. !���P.� 5�� ����� �.�� �� C�+�����

��"+����� �� 9��=��）』日経リサーチ、�		�年

日本経済研究所『皮革産業振興対策調査等（海

外皮革産業実態調査（メキシコ））報告書� 平

成 �	年度』日本経済研究所、�		�年 �月

日本経済調査協議会『資源国ブラジルと日本の
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対応』日本経済調査協議会、�		�年 �月

ネーヴェス、マウロ『メキシコ革命に関連する

メキシコ長編フィクション映画作品目録』上

智大学イベロアメリカ研究所、�	�	年 �月

農林水産省農林水産政策研究所編『行政対応特

別研究「二国間」研究資料� 第 �号　オース

トラリア,アルゼンチン  平成 �	年度カント

リーレポート』農林水産省農林水産政策研究

所、�		�年 �月

拝野寿美子『ブラジル人学校の子どもたち―「日

本かブラジルか」を超えて』ナカニシヤ出版、

�	�	年 �月

9�2.��, C�"�� '�[ ����?�D� ������[ C��?� A.�

編『日本・ブラジル文化交流―言語・歴史・

移民（'��.���� *2������ !�.D��� 9��=�� ��)

C�+��）』（ブラジル・シンポジウム �		�）国

際日本文化研究センター、�		�年 ��月

バ－ジェ・モレリオ、ペドロ・アントニオ；大

金とおる（吉野ゆき子訳）『リアル・キューバ

音楽―キューバ人が教える人生の楽しみ方』

ヤマハミュ－ジックメディア、�		�年 �	月

畑惠子・山崎眞次編『ラテンアメリカ世界のこ

とばと文化』成文堂、�		�年 �月

初谷譲次『アメリカス世界を生きるマヤ人―向

こう岸からのメキシコ史』天理大学出版部、

�		�年 ��月

早川智三『パラグアイ音楽名曲選―パラグアイ

歌曲 �		選アルパ独奏曲 
	選』知玄社、�	�	

年 �月

バルガス・ジョサ、マリオ（寺尾隆吉訳）『嘘か

ら出たまこと』現代企画室、�		�年 �月

ビオイ＝カサレス、アドルフォ（大西亮訳）『メ

モリアス―ある幻想小説家の、リアルな肖像』

現代企画室、�	�	年 �月

東菜奈『中南米』（新版）（行ってみたいなあん

な国こんな国〈�〉）岩崎書店、�	�	年 �月

ブカイ、ホルへ；マルコス・アギニス（八重樫克

彦・八重樫由貴子訳）『御者（エル・コチェー

ロ）―人生の知恵をめぐるライブ対話』新曜

社、�		�年 �月

深田毅二『ゴキブリ経営法―激動のブラジル社

会で生き残った「しぶとさ」』ケイアンドケイ

プレス、�	�	年 �月

藤坂ガルシア千鶴『マラドーナ　新たなる闘い

―アルゼンチン代表、ワールドカップ予選��


日の軌跡』河出書房新社、�	�	年 �月

『仏教海外開教史資料集成　南米編　第 �巻』

（編集復刻版）不二出版、�		�年 �	月

『仏教海外開教史資料集成　南米編　第 �巻』

（編集復刻版）不二出版、�		�年 �	月

『仏教海外開教史資料集成　南米編　第 �巻』

（編集復刻版）不二出版、�		�年 �	月

プロマー・ジャパン『既発効 *-$（日メキシコ

*-$、日マレーシア *-$及び日タイ *-$）の

効果と今後の展開に関する調査』（平成 �	年

度自由貿易協定情報調査分析検討事業）プロ

マー・ジャパン、�		�年 �月

ベタンク－ル、イングリッド；メラニ－・デロ

ワ・ベタンク－ル；ロレンソ・デロワ・ベタ

ンク－ル（三好信子訳・解説）『ママンへの手

紙―コロンビアのジャングルに囚われて』新

曜社、�		�年 �月

北伯日本語普及センター『アマゾンの学び舎　

アマゾン移住 �	周年記念文集』北伯日本語

普及センター、�		�年 �月

細江英公[ マリオ・ディアス『キューバと日本

―細江英公 ＆ マリオ・ディアス作品展　日

本・キューバ外交関係樹立�	周年記念』C'44

フォトサロン、�		�年 ��月

北海道南米移住史編集委員会編『北海道南米移

住史』北方圏センター、�		�年 �月

堀坂浩太郎・岸川毅編『メキシコ革命の �		年
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―歴史的総括と現代的意義』上智大学イベロ

アメリカ研究所、�	�	年 �月

前村ウルタ－ド、マリ－；エクトル・ソラ－レ

ス前村（伊高浩昭監修、松枝愛訳）『革命の

侍―チェ・ゲバラの下で戦った日系二世フレ

ディ前村の生涯』長崎出版、�		�年 �月

��?���� #�?��、�������『聖なる谷―空中都市

マチュピチュを超えて』書肆侃侃房、�		�年


月

舛方周一郎『ブラジルにおける難民保護政策の

形成―国際人権規範の国内受容と多元化する

政策決定過程』上智大学イベロアメリカ研究

所、�		�年 �	月

増田義郎・青山和夫『古代アメリカ文明―アス

テカ・マヤ・インカ』山川出版社、�	�	年 �月

松下冽『現代メキシコの国家と政治―グローバ

ル化と市民社会の交差から』御茶の水書房、

�	�	年 �月

松森奈津子『野蛮から秩序へ―インディアス問

題とサラマンカ学派』名古屋大学出版会、�		�

年 
月

丸山めぐみ『ラテンアメリカ・サハラ以南アフ

リカ・東南アジアの環境問題』オアシス書房、

�		�年 �月

丸山康則『ジャポネース・ガランチード―希望

のブラジル、日本の未来』モラロジ－研究所、

�	�	年 �月

三浦光『ボリビア人の詩人に招かれた ��人の

招待客』（非売品）�		�年

宮城県人ブラジル移住 �		周年記念誌制作実行

委員会編『赤い大地を拓く―ブラジル移住・

宮城県人の �		年』未来の東北博覧会記念国

際交流基金、�		�年 �月

目黒謙一『ブラジル在住高齢者移民―認知症の

調査を通じて見た物語と歴史』新興医学出版

社、�	�	年 �月

八木啓代・吉田憲司『キューバ音楽』（増補新

版）青土社、�		�年 �月

茂木健一郎『熱帯の夢』集英社新書ヴィジュア

ル版、�		�年 �月

山岡加奈子編『ラウル政権下のキューバ』（調査

研究報告書）アジア経済研究所、�	�	年 �月

山口正邦『ブラジル技術移住者が見た世界』柏

企画、�		�年 
月

山代義雄『南米憧憬』文芸社、�	�	年 �月

山田儀一・山田洋子『私たちの夢の舞台―世界

一周＆南米と南洋クルーズ』弘報印刷自費出

版センタ－、�		�年 �	月

山本喜誉司賞記念誌編集委員会編『山本喜誉司

賞の歩み―ブラジル日本移民�		周年記念／

ブラジル農業発展に貢献してきた先駆者達』

ブラジル日本文化福祉協会山本喜誉司賞選考

委員会、�		�年 �月

山本紀夫編『ドメスティケーション―その民族

生物学的研究』人間文化研究機構国立民族学

博物館、�		�年 �月

「ようこそチリへ」改訂版発行委員会『ようこ

そチリへ　 94*# J*#4 A $ '�4@* �		�』

日智商工会議所、�		�年 �月

吉田太郎『「没落先進国」キューバを日本が手本

にしたいわけ』築地書館、�		�年 �	月

吉永拓哉『ヤンキー記者、南米を行く』扶桑社、

�		�年 �月

米虫紀子『ブラジルバレーを最強にした「人」

と「システム」』東邦出版、�		�年 ��月

リブロ国別情勢研究会編『ブラジル―経済・貿

易・産業報告書』（$6'レポート新装版）リ

ブロ国別情勢研究会、�		�年 �月

レストレーポ、ラウラ（松本楚子[サンドラ・モ

ラーレス・ムニョス訳）『サヨナラ―自ら娼婦

となった少女』現代企画室、�		�年 �月

早稲田大学野球部『ブラジル遠征―友情� 第 �



�
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回（�		�）』（早稲田大学野球部第 �回渡伯記

録集）非売品、�		�年 �月

渡部森哉『インカ帝国の成立―先スペイン期ア

ンデスの社会動態と構造』（南山大学学術叢

書）春風社、�	�	年 �月

ワタリウム美術館編『ルイス・バラガンの家―

世界の名作住宅をたずねる』新潮社（とんぼ

の本）、�		�年 ��月

ワンカール（吉田秀穂訳）『タワンティンスーユ

の闘い―インカの抵抗五百年史  ケスワイマ

ラのスペインに対する五百年戦争の歴史』面

影橋出版、�		�年 �月

『@496$6Q �����?� #���	
　特集：ラテンア

メリカの文化学』文化科学高等研究院、�	�	

年 �月

＜編集部より＞

複数の情報源を検索することで、�		�年 
月

から �	�	年 �月までの日本語図書（本誌第 ��

号の未掲載分を含む）を対象にリストを作成し

ました。情報源によりデータが異なる場合もあ

るため、出版月についてはあくまでも参考とし

てください。




