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吾郷健二『農産物貿易自由化で発展途上国はどう

なるか―地獄へ向かう競争』明石書店、�	�	年

�月

阿部修二『「銀街道」紀行―メキシコ植民地散

歩』未知谷、�	�	年 �月

天野尚『最後のアマゾン―天野尚写真集』小学

館、�	�	年 �月

アリアス、フアン（八重樫克彦・八重樫由貴子

訳）『パウロ・コエーリョ―巡礼者の告白』新

評論、�	��年 �月

(0-国別情勢研究会『アルゼンチン―経済・貿

易・産業報告書』(0-国別情勢研究会、�	�	年

�月

(0-国別情勢研究会『メキシコ―経済・貿易・産

業報告書』(0-国別情勢研究会、�	�	年 �月

(0-国別情勢研究会『コロンビア―経済・貿易・

産業報告書』(0-国別情勢研究会、�	�	年

��月

(0-国別情勢研究会『ペルー―経済・貿易・産

業報告書』(0-国別情勢研究会、�	��年 �月

板垣真理子『キューバへ行きたい』（とんぼの

本）新潮社、�	��年 �月

伊藤百合子『すばらしき出会いの �	年―昭和

の一外交官一家の内外生活史』現代企画室、

�	�	年 ��月

井堂彰人『伝統養蜂（���1�����!��"）と近代

養蜂（"1���!��"）のはざまで―メキシコ合衆

国カンペチェ州ラ・モンターニャ地域におけ

る養蜂文化』上智大学イベロアメリカ研究所、

�	�	年 ��月

稲吉佳子『メキシコの壺―稲吉佳子歌集』なが

らみ書房、�	�	年 �月

井上章一『ハゲとビキニとサンバの国―ブラジ

ル邪推紀行』新潮社新書、�	�	年 �	月

宇佐見耕一編『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』アジ

ア経済研究所、�	��年 �月

牛田千鶴『ラティーノのエスニシティとバイリ

ンガル教育』明石書店、�	�	年 �月

宇都宮徹壱『日本代表の冒険―南アフリカから

ブラジルへ』光文社新書、�	��年 �月

エドゥアルド・フェレル、マック＝グレゴル（北

原仁訳）『憲法訴訟法―ヨーロッパとラテン・

アメリカにおける学問としての起源と発展』

成文堂、�	�	年 �月

江原裕美編『国際移動と教育―東アジアと欧米

諸国の国際移民をめぐる現状と課題』明石書

店、�	��年 �月

オッペンハイム、ジョアンヌ；ファビアン・ネ

グリン（宇野和美訳）『ポインセチアはまほう

の花―メキシコのクリスマスのおはなし』光

村教育図書、�	�	年 �月

オネッティ、フアン・カルロス（寺尾隆吉訳）

『屍集めのフンタ』現代企画室、�	��年 �月

カストロ、フィデル（越川芳明訳）『カストロは

語る』青土社、�	�	年 ��月

カストロ、フィデル；イグナシオ・ラモネ（伊

高浩昭訳）『フィデル・カストロ―みずから語

る革命家人生（上）』岩波書店、�	��年 �月

カストロ、フィデル；イグナシオ・ラモネ（伊

高浩昭訳）『フィデル・カストロ―みずから語

る革命家人生（下）』岩波書店、�	��年 �月

加藤薫『ディエゴ・リベラの生涯と壁画』岩波

書店、�	��年 �月

ガルシア・フジサカ、チズル『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
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ガルシア＝マルケス、ガブリエル（旦敬介訳）

『誘拐の知らせ』ちくま文庫、�	�	年 ��月

川田順造『「悲しき熱帯」の記憶―レヴィ＝ス

トロースから �	年』中央公論新社、�	�	年

�	月

川名英之『世界の環境問題　第 �巻　極地・カ

ナダ・中南米』緑風出版、�	�	年 �月

漢那朝子『ミ・ファミリア―悲しいのに笑い、

泣きながら踊ったベネズエラの日々』ノラ・

コミュニケーションズ、�	�	年 �月

気象影響・利用研究会編『エルニーニョ・ラニー

ニャ現象―地球環境と人間社会への影響』成

山堂書店、�	�	年 ��月

木村榮一『ラテンアメリカ十大小説』岩波新書、

�	��年 �月

キューバ教育省編（後藤政子訳）『キューバの歴

史―キューバ中学校歴史教科書　先史時代か

ら現代まで』明石書店、�	��年 �月

キロガ、オラシオ（野々山真輝帆訳）『愛と狂気

と死の物語―ラテンアメリカのジャングルか

ら』彩流社、�	�	年 �月

クビ、パブロ；ハビエル・ポンセ・レイバ編『エクア

ドルと日本―太平洋の隣国』%�1���!"�"�� �"

（キト市）、�	�	年

神代修『キューバ史研究―先住民社会から社会

主義社会まで』文理閣、�	�	年 �月

グラン、ディビット（近藤隆文訳）『ロスト・シ

ティＺ―探検史上、最大の謎を追え』日本放

送出版協会、�	�	年 �月

グリーン、ジェン；デビッド・Ｊ．ハワード『ジャ

マイカ』ほるぷ出版、�	�	年 �月

コエーリョ、パウロ（武田千香訳）『ポルトベー

ロの魔女』角川文庫、�	��年 �月

小林致広『メキシコ・ラカンドン密林地域にお

ける先住民族の自治・自立の試み―持続的開

発と多様なサパティスモ』神戸市外国語大学

外国学研究所、�	�	年 �月

コルタサル他『短篇コレクション %（池澤夏樹＝

個人編集世界文学全集第 �集）』河出書房新

社、�	�	年 �月

コロンブス（林屋永吉訳）『コロンブス　全航海

の記録』岩波文庫、�	��年月

今野華都子『ペルーの遺跡と洗心の旅―今野華

都子がナビゲート』ヴォイス、�	�	年 �月

佐竹眞明編『在日外国人と多文化共生』明石書

店、�	��年 �月

芝崎みゆき『マヤ・アステカ遺跡へっぴり紀行

―メキシコ・グアテマラ・ホンジュラス・ベ

リーズの旅』草思社、�	�	年 �月

芝崎みゆき『古代マヤ・アステカ不可思議大全』

草思社、�	�	年 �月

下田哲朗；アデマール・ペレイラ・マリーニョ

『サッカー王国ブラジル流正しいマリーシア

―ブラジルでは当たり前なのに日本では行わ

れないこと』東邦出版、�	�	年 �月

ジャネット、ウィンター（福本友美子訳）『ろば

のとしょかん―コロンビアでほんとうにあっ

たおはなし』集英社、�	��年 �月

シャモワゾー、パトリック（塚本昌則訳）『カリ

ブ海偽典―最期の身ぶりによる聖書的物語』

紀伊国屋書店、�	�	年 ��月

杉本有朋『ガリンペイロ（採金夫）体験記―ア

マゾンのゴールドラッシュに飛び込んだ日本

人移民』近代文藝社、�	�	年 �月

鈴木孝憲『�	�	年のブラジル経済』日本経済新

聞出版社、�	�	年 ��月

須藤昭子『ハイチ復興への祈り―�	歳の国際支

援』岩波ブックレット、�	�	年 �	月

関雄二『アンデスの考古学』（改訂版）同成社、

�	�	年 �月

総務省大臣官房企画課『メキシコの行政』総務

省大臣官房企画課、�	�	年 �月
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たかのてるこ『キューバでアミーゴ！』幻冬舎

文庫、�	�	年 �月

高橋大輔『ロビンソンの足あと―�	年かけて漂

流記の家を発見するまで』日経ナショナルジ

オグラフィック社、�	�	年 �月

武田尚子『チョコレートの世界史―近代ヨーロッ

パが磨き上げた褐色の宝石』中公新書、�	�	年

��月

田島久歳・武田和久編『パラグアイを知るため

の �	章』明石書店、�	��年 �月

田中英子『-G3(―( :*&+& '%(0I』同時代

社、�	�	年 �月

田中祐二・小池洋一編『地域経済はよみがえる

か―ラテン・アメリカの産業クラスターに学

ぶ』新評論、�	�	年 ��月

ダンティカ、エドウィージ（佐川愛子訳）『骨狩

りのとき』作品社、�	�	年 ��月

チェ・ゲバラ、エルネスト（太田昌国訳）『マル

クス＝エンゲルス素描』現代企画室、�	�	年

�月

地球の歩き方編集室編『世界遺産　ガラパゴス諸

島　完全ガイド』ダイヤモンド社、�	��年�月

デッカー、ザイラ；デービッド・Ｊ．ロビンソ

ン『ブラジル』ほるぷ出版、�	�	年 ��月

テルズ、エドワード・Ｅ．（伊藤秋仁・富野幹雄

訳）『ブラジルの人種的不平等―多人種国家に

おける偏見と差別の構造』明石書店、�	��年

�月

天理大学附属天理参考館海外民族室編『神々の

物語が息づくメキシコ―古代文明の記憶』天

理大学出版部、�	�	年 �月

トロ、マヌエル・ピノ（大纒玲子・真砂冬愛・美

馬しょうこ・矢田陽子訳）『��人―チリ落盤

事故の奇跡と真実』主婦の友社、�	��年 �月

中川浩志『パトリシア―ドミニカ・ラリマール

のブルー』文芸社、�		�年 �月

中野達司『メキシコの悲哀―大国の横暴の翳に』

松籟社、�	�	年 ��月

西島章次・小池洋一編『現代ラテンアメリカ経

済論』ミネルヴァ書房、�	��年 �月

西田ひろ子『ブラジル人生徒と日本人教員の異文

化間コミュニケーション』風間書房、�	��年

�月

西村富明『こころ豊かな国キューバ―9��� 1��

�� -�#"』本の泉社、�	�	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 �	�	』

�	�	年 �月

日本貿易振興機構『在中南米日系進出企業の経

営実態調査〈�		�年度調査〉』ジェトロオン

デマンドブックス、�	�	年 �月

日本貿易振興機構海外調査部『在中南米日系進出

企業の経営実態調査　第 ��回』�	��年 �月

日本貿易振興機構農林水産部・農林水産調査課

『メキシコにおける日本食品市場調査　平成

��年度』�	�	年 �月

野村哲也『カラー版　パタゴニア―世界でもっ

とも美しい大地』中公新書、�	��年 �月

野谷文昭編『メキシコの美の巨星たち―その多

彩でユニークな世界』東京堂出版、�	��年

�月

ハインズ、ジェフリー（阿曽村邦昭・阿曽村智

子訳）『宗教と開発―対立か協力か？』麗澤大

学出版会、�	�	年 ��月

パス、オクタビオ（牛島信明訳）『弓と竪琴』岩

波文庫、�	��年 �月

原田清編（二宮正人監訳）『ブラジルの日系人』

ニッケイ新聞社（サンパウロ市）、�	�	年 �月

バルガス＝リョサ、マリオ（木村榮一訳）『緑の

家（上）』岩波文庫、�	�	年 �月

バルガス＝リョサ、マリオ（木村榮一訳）『緑の

家（下）』岩波文庫、�	�	年 �月
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バルガス＝リョサ、マリオ（八重樫克彦・八重

樫由貴子訳）『チボの狂宴』作品社、�	�	年

��月

バルガス＝リョサ、マリオ（杉山晃訳）『都会と

犬ども』新潮社、�	�	年 ��月

バルガス＝リョサ、マリオ（旦敬介訳）『世界終

末戦争』新潮社、�	�	年 ��月

原田金一郎『貧困からの脱出―ペルー、ビジャ・エ

ルサルバドル市の体験』ふくろう出版、�	�	年

�	月

晩豊彦『マーノ・デ・サントの帰郷―アルゼン

チンサッカーに生きたある日本人の物語』文

藝書房文庫、�	�	年 �月

日高てる『めきしこの蕋―日高てる詩集』竹林

館、�	�	年 �月

ピトル、セルヒオ（大西亮訳）『愛のパレード』

現代企画室、�	��年 �月

ビラ＝マタス、エンリーケ（木村榮一訳）『ポー

タブル文学小史』平凡社、�	��年 �月

ファルク・レジェス、メルバ；エクトル・パラ

シオス（服部綾乃・石川隆介訳）『グアダラハ

ラを征服した日本人―��世紀メキシコに生き

たフアン・デ・パエスの数奇なる生涯』現代

企画室、�	�	年 ��月

フェルナンデス＝アルメト、フェリペ（関口篤

訳）『����コロンブス―逆転の世界史』青土

社、�	�	年 ��月

福井千鶴『南米日系人と多文化共生―移民 �		年

…その子孫たちと現代社会への提言』沖縄観

光速報社、�	�	年 �月

ブラジル日本移民百周年記念協会『ブラジル日

本移民百年史〈第３巻　生活と文化編 �〉』風

響社、�	�	年 ��月

星野妙子『メキシコのビジネスグループの進化

と適応―その軌跡とダイナミズム』アジア経

済研究所、�	�	年 �	月

ヘルマン、フアン（寺尾隆吉訳）『価値ある痛

み』現代企画室、�	�	年 �月

細野昭雄『南米チリをサケ輸出大国に変えた日

本人―ゼロから産業を創出した国際協力の記

録』ダイヤモンド社、�	�	年 �月

細野昭雄・田中高編『エルサルバドルを知るた

めの ��章』明石書店、�	�	年 �月

前山隆『文学の心で人類学を生きる―南北アメ

リカ生活から帰国まで十六年』御茶の水書房、

�	�	年 ��月

真島一郎『�	世紀＜アフリカ＞の個体形成―南

北アメリカ・カリブ・アフリカからの問い』

平凡社、�	��年 �月

増田義郎『黄金の世界史』講談社学術文庫、

�	�	年 ��月

松井太郎・西成彦・細川周平編『うつろ舟―ブ

ラジル日本人作家　松井太郎小説選』松籟社、

�	�	年 �月

松本八重子『地域統合、国家主権とグローバリ

ゼーション』中央公論事業出版、�		�年 �月

丸山浩明編『ブラジル日本移民―百年の軌跡』

明石書店、�	�	年 �月

峰岸昭志『最新ラテン・アメリカン・ダンス・

バリエーション』山と渓谷社、�	��年 �月

三好準之助『南北アメリカ・スペイン語』大学

書林、�	�	年 �月

三浦伸昭『カリブ海のドン・キホーテ―フィデ

ル・カストロ伝』文芸社、�	�	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『ラテンに学ぶ幸せな生き方』講談社

α新書、�	�	年 �月

安田浩一『ルポ　差別と貧困の外国人労働者』

光文社新書、�	�	年 �月

ヤマザキマリ『世界の果てでも漫画描き―〈�〉
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キューバ編』集英社、�	�	年 �月

山城興勝『ウチナーンチュの生き方を探る―私

の南米取材記』琉球新報社、�	�	年 ��月

山田真一『貧困社会から生まれた“奇跡の指揮

者”―グスターボ・ドゥダメルとベネズエラの

挑戦』ヤマハミュージックメディア、�	��年

�月

山本厚子『パナマ運河百年の攻防―��	�年建設

から返還まで』藤原書店、�	��年 �月

山本紀夫編『トウガラシ讃歌』八坂書房、�	�	年

�月

ラウリー、マルカム（斎籐兆史監訳、渡辺暁・山

崎暁子訳）『火山の下』白水社、�	�	年 �月

リー、ロバート（原公章・野呂有子訳）『多文

化アメリカ文学―黒人・先住民・ラティーノ

／ナ・アジア系アメリカのフィクションを比

較する』冨山房インターナショナル、�	�	年

��月

レヴィ＝ストロース、クロード（川田順造訳）

『ブラジルへの郷愁』中央公論新社、�	�	年

�	月

ロセーロ、エベリオ（八重樫克彦・八重樫由貴

子訳）『顔のない軍隊』作品社、�	��年 �月

渡戸一郎・井沢泰樹『多民族化社会・日本―〈多

文化共生〉の社会的リアリティを問い直す』

明石書店、�	�	年 �月

和田昌親『ブラジルの流儀―なぜ「��世紀の主

役」なのか』中公新書、�	��年 �月

渡邊奈々『チェンジメーカー―社会起業家が世

の中を変える』日経 3:社、�	�	年 �月

ヲゥパー、ウィリー『リアル・ブラジル音楽』ヤ

マハミュージックメディア、�	�	年 �月

『月刊　ソトコト』�	�	年 �月号「特集　環境

大陸　ブラジル入門」、木楽舎発行、�	�	年

�月

『-�<�!� >�� ��　特集：メキシコが変えた二

人の男』スイッチ・パブリッシング、�	�	年

�	月

『週刊世界遺産 >���―最新版　ペルー』講談

社、�	�	年 �月

『週刊世界遺産 >����―最新版　エクアドル』

講談社、�	�	年 �	月

『中近東、南米の女男平等は？（あごら ���号）』

3&-出版部、�	�	年 �	月

『トランジット』��号「美しきメキシコの神秘

世界」講談社、�	�	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。




