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ラテンアメリカ・カリブ関連新刊図書
（2011年 5月～2012年 4月）

青山和夫『マヤ文明―密林に栄えた石器文化』

岩波新書、2012年 4月

アギニス、マルコス（八重樫克彦・八重樫由貴

子訳）『逆さの十字架』作品社、2011年 6月

秋山芳郎『日本を元気にする国ブラジル』早稲

田出版、2011年 8月

アナワルト、パトリシア・リーフ（蔵持不三也

監訳）『世界の民族衣装文化図鑑〈2〉オセア

ニア・南北アメリカ・アフリカ編』柊風舎、

2011年 9月

アボット、エリザベス（樋口幸子訳）『砂糖の歴

史』河出書房新社、2011年 5月

荒井隆宏『ちょいラテンごはん―手軽で陽気な

レシピ』イマージュ（扶桑社）、2011年 10月

アラルコン、ダニエル（藤井光訳）『ロスト・シ

ティ・レディオ』新潮社、2012年 1月

ARC国別情勢研究会『ブラジル―経済・貿易・

産業報告書』ARC国別情勢研究会、2011年 7

月

ARC国別情勢研究会『チリ―経済・貿易・産業

報告書』ARC国別情勢研究会、2011年 9月

ARC国別情勢研究会『ベネズエラ―経済・貿

易・産業報告書』ARC国別情勢研究会、2012

年 1月

アルセ、レヒナルド・ウスタリス（服部綾乃・

石川隆介訳）『チェ・ゲバラ　最後の真実』武

田ランダムハウスジャパン、2011年 7月

アルバレス、フーリア；ファビアン・ネグリン

（神戸万知訳）『ひみつの足あと』岩波書店、

2011年 8月

アルファウ、フェリペ（青木純子訳）『ロコス亭

―奇人たちの情景』東京創元社、2011年 6月

安西洋之・中林鉄太郎『「マルちゃん」はなぜ

メキシコの国民食になったのか?―世界で売

れる商品の異文化対応力』日経 BP社、2011

年 8月

アンダーソン、ベネディクト（山本信人訳）『三

つの旗のもとに―アナーキズムと反植民地主

義的想像力』NTT出版、2012年 3月

安藤哲行『現代ラテンアメリカ文学併走―ブー

ムからポスト・ボラーニョまで』松籟社、2011

年 10月

池野浩史『ヤン衆唄と母国の雪―海を越えて見

えるもの』未知谷、2011年 5月

イソ製作所『マチュピチュに行ってきた!!』い

そっぷ社、2011年 11月

市川里美『じゃがいもアイスクリーム？』BL出

版、2011年 7月

伊藤伸幸『メソアメリカ先古典期文化の研究』

渓水社、2010年 2月

伊藤伸幸『中米の初期文明オルメカ』同成社、

2011年 5月

伊藤千尋『辺境を旅ゆけば日本が見えた』新日

本出版社、2012年 1月

今福龍太『レヴィ＝ストロース―夜と音楽』み

すず書房、2011年 7月

岩田宏『アネネクイルコ村へ―紀行文選集』み

すず書房、2011年 12月

インティライミ、ナオト『世界よ踊れ―歌って

蹴って！ 28ヶ国珍遊日記　南米・ジパング・

北米篇』幻冬舎、2011年 7月

ウィンズロー、ドン（東江一紀訳）『野蛮なやつ

ら』角川文庫、2012年 2月

ウィンター、ジャネット（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、2011年 3月

ウエダ、カルロス; “競馬の謎” 特捜班『日系三
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世カルロスのヤバすぎる競馬常識―初めて覚

えた競馬用語は “テッパン” です』メタモル

出版、2011年 12月

宇佐見耕一『アルゼンチンにおける福祉国家の

形成と変容―早熟な福祉国家とネオ・リベラ

ル改革』旬報社、2011年 10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、2011年 3月

梅林宏道『非核兵器地帯―核なき世界への道筋』

岩波書店、2011年 9月

江國香織『金平糖の降るところ』小学館、2011

年 10月

エヴェレット、ダニエル・Ｌ.（屋代通子訳）『ピ

ダハン―「言語本能」を超える文化と世界観』

みすず書房、2012年 3月

大川隆法『2012年人類に終末は来るのか？―マ

ヤの「人類滅亡予言」の真相』幸福の科学出

版、2011年 8月

大空祥二『僕の大空　イヌワシになりたい』海

象社、2011年 9月

太田昌国『新たなグローバリゼーションの時代

を生きて』河合文化教育研究所、2011年 3月

太田竜『世界革命・革命児ゲバラ―マルクス主

義と現代』面影橋出版、2011年 5月

大野義明『大アマゾンを翔る―長く現地で暮し

た著者が綴った日本人の知らないブラジル』

栄光出版社、2011年 6月

岡田英男・金森誠也監修『マヤの大予言封印を

解く』ベスト新書、2011年 4月

オッペンハイマー、アンドレス（渡辺尚人訳）

『米州救出―ラテンアメリカの危険な衰退と

米国の憂鬱』時事通信出版局、2011年 7月

オニール、ジム（北川知子訳）『次なる経済大国

―世界経済を繁栄させるのは BRICsだけで

はない』ダイヤモンド社、2012年 2月

賀川真理『カリフォルニア政治とラティーノ―

公正な市民生活を求めるための闘い』晃洋書

房、2011年 5月

カステジャノス、マリア; 佐野直子; 敦賀公子

『たちあがる言語・ナワト語―エルサルバド

ルにおける言語復興運動』グロ－バル社会を

歩く研究会、新泉社、2012年 3月

カストロ、フアーナ;マリーア=アントニエタ・

コリンズ（伊高浩昭訳）『カストロ家の真実

―CIAに協力した妹が語るフィデルとラウー

ル』中央公論新社、2012年 3月

片桐はいり『グアテマラの弟』幻冬舎文庫、2011

年 2月

ガデア、イルダ（松枝愛訳）『チェ・ゲバラと歩

んだ人生』中央公論新社、2011年 11月

カルドーゾ、フェルナンド・エンリケ;エンソ・

ファレット（鈴木茂・受田宏之・宮地隆廣訳）

『ラテンアメリカにおける従属と発展―グロー

バリゼーションの歴史社会学』東京外国語大

学出版会、2012年 4月

ガレアーノ、エドゥアルド（飯島みどり訳）『火

の記憶 3　風の世紀』みすず書房、2011年

12月

関西学院大学博物館開設準備室編『アンデスの

デザイン Design in the Andes』関西学院大学

博物館開設準備室、2012年 4月

カンパナーリ、ホセ;ヘスース・シスネロス（寺

田真理子訳）『なにか、わたしにできること

は？』西村書店、2011年 10月

菊池務・畑惠子編『ラテンアメリカ・オセアニ

ア』ミネルヴァ書房、2012年 4月

菊池治男『開高健とオーパ！を歩く』河出書房

新社、2012年 2月

北原仁『占領と憲法―カリブ海諸国、フィリピ

ンそして日本』成文堂、2011年 11月

木村榮一『翻訳に遊ぶ』岩波書店、2012年 4月
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木村隆重『アンデス「葡萄のオイル」の詩』西

海出版、2012年 1月

キュ－バのこどもたち; こやま峰子『たからも

のがいっぱい！』フレーベル館、2012年 2月

草野大希『アメリカの介入政策と米州秩序―複

雑システムとしての国際政治』東信堂、2011

年 12月

国本伊代;ロメロ・ヘオルヒーナ;安井伸『ラテ

ンアメリカ旅行記』弘学社、2011年 4月

国本伊代編『現代メキシコを知るための 60章』

明石書店、2011年 7月

クライスト、ハインリヒ・フォン（種村季弘訳）

『チリの地震』河出文庫、2011年 8月

クライン、ハーバート・Ｓ.（星野靖子訳）『ボ

リビアの歴史』創土社、2011年 7月

クロイ、アニタ;マシュー・テイラー『グアテマ

ラ』（ナショナルジオグラフィック世界の国）

ほるぷ出版、2011年 11月

黒川直樹・田中厚子・楠原生雄編『世界の建築・

街並みガイド 6　アメリカ・カナダ・メキシ

コ』エクスナレッジ、2012年 2月

小泉達治『バイオエネルギー大国ブラジルの挑

戦』日本経済新聞出版社、2012年 1月

コッペル、ダン（黒川由美訳）『バナナの世界

史―歴史を変えた果物の数奇な運命』太田出

版、2012年 1月

小日向明『カメのこうらはなぜ？ひびだらけ―

ブラジルのおはなし』朝文社、2011年 9月

駒井洋・小倉充夫編『ブラック・ディアスポラ』

明石書店、2011年 5月

コム・ブレイン出版部編『ブラジル・ロシア・

インド鉄鋼企業年鑑〈2011〉』コム・ブレイ

ン出版部（通産資料出版会）、2011年 11月

近藤仁之『ラテンアメリカ銀と近世資本主義』

行路社、2011年 8月

酒井伸雄『文明を変えた植物たち―コロンブス

が遺した種子』NHK ブックス、2011年 8月

椎名誠『国境越え』新潮社、2012年 3月

篠原一編『討議デモクラシーの挑戦―ミニ・パブ

リックスが拓く新しい政治』岩波書店、2012

年 1月

柴田哲孝『オーパ！の遺産』祥伝社、2011年 7

月

島田泉・篠田謙一編『インカ帝国―研究のフロ

ンティア』東海大学出版会、2012年 3月

清水達也編『変容する途上国のトウモロコシ需

給―市場の統合と分離』アジア経済研究所、

2011年 10月

ジョハンセン、ブルース・E.（平松紘監訳）『世

界の先住民環境問題事典』明石書店、2010年

11月

白石絢子『アマゾン、シングーへ続く森の道』

ほんの木、2012年 3月

杉山悦子『マヌエル・アルバレス・ブラボ写真集

―メキシコの幻想と光』岩波書店、2011年 5

月

杉山三郎 『ロマンに生きてもいいじゃないか

―メキシコ古代文明に魅せられて』風媒社、

2012年 1月

杉山三郎・嘉幡茂・渡部森哉『古代メソアメリ

カ・アンデス文明への誘い』風媒社、2011年 6

月

杉山知子『移行期の正義とラテンアメリカの教

訓―真実と正義の政治学』北樹出版、2011年

10月

管啓次郎（港千尋・写真）『コロンブスの犬』河

出文庫、2011年 10月

須藤元気『自分が変われば世界が変わる―呪術

師ルハン・マトゥスの教え』講談社、2012年 4

月

須藤元気『レボリューション』講談社文庫、2012

年 5月
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セゼール、エメ;フランソワーズ・ヴェルジェス

（立花英裕・中村隆之訳）『ニグロとして生き

る―エメ・セゼ－ルとの対話　サピエンティ

ア』法政大学出版局、2011年 10月

染田秀藤・関雄二・網野徹哉編『アンデス世界

―交渉と創造の力学』世界思想社、2012年 4

月

高野潤『インカの食卓―古代から続く台地の恵

み』平凡社、2011年 9月

高橋慎一『ライフスタイル・オブ・キューバ―

キューバの流儀』繊研新聞社、2011年 7月

高松ルミ子『魚を食べないキューバ人―大使夫

人のキューバ滞在記』グリーン・プレス、2011

年 9月

竹久野生『空とぶ絵師―アンデスから雲にのっ

て』オフィス K、2011年 4月

竹村淳『ラテン音楽名曲名演ベスト 111』（増補

改訂版）アルテスパブリッシング、2011年 6

月

田所清克・伊藤奈希砂『ブラジル文学序説―文

学を通して見えてくるこの国のかたちと国民

心理』国際語学社、2011年 6月

田中三郎『フィデル・カストロの「思索」―人

類の経験を背負う人』同時代社、2011年 9月

田村さと子『百年の孤独を歩く―ガルシア=マ

ルケスとわたしの四半世紀』河出書房新社、

2011年 4月

田家康『世界史を変えた異常気象―エルニーニョ

から歴史を読み解く』日本経済新聞出版社、

2011年 8月

地球の歩き方編集部『中米〈2011-2012年版〉』

（改訂第 9版）ダイヤモンド・ビッグ社、2011

年 7月

地球の歩き方編集部『カンクン―リビエラ・マ

ヤ　コスメル』（改訂第 7版）ダイヤモンド・

ビッグ社、2011年 9月

地球の歩き方編集部『アルゼンチン・チリ〈2012-

2013年版〉』（改訂第 8版）ダイヤモンド・ビッ

グ社、2011年 10月

地球の歩き方編集部『ブラジル・ベネズエラ

〈2012-2013年版〉』（改訂第 7版）ダイヤモン

ド・ビッグ社、2011年 11月

地球の歩き方編集部『ペルー・ボリビア・エク

アドル〈2012-2013年版〉』（改訂第 8版）ダ

イヤモンド・ビッグ社、2012年 1月

チャオ、ラモン（エビハラヒロコ訳）『チェの

さすらい』トランジスター・プレス、2011年

10月

デ・アシス、マシャード（武田千香訳）『ブラ

ス・クーバスの死後の回想』光文社古典新訳

文庫、2012年 5月

デスノエス、エドムンド（野谷文昭訳）『低開発

の記憶』白水社、2011年 6月

寺澤辰麿『ビオレンシアの政治社会史―若き国

コロンビアの “悪魔払い”』アジア経済研究所、

2011年 11月

テルファー、D. J.; R.シャープリー（阿曽村邦

昭・鏡武訳）『発展途上世界の観光と開発』古

今書院、2011年 5月

天理大学アメリカス学会『アメリカス世界のなか

のメキシコ』天理大学出版部（萌書房）、2011

年 12月

戸井十月『ゲバラ最期の時』集英社文庫、2012

年 1月

外川奈美『ブラジル商標制度』発明協会、2011

年 10月

苫米地英人; フィデル・カストロ・ディアスバ

ラールト『もう一歩先の世界へ―脱資本主義

の革命が始まった』徳間書店、2011年 7月

豊歳直之『パラグアイにかけた夢―豊歳直之・

わが人生』かまくら春秋社、2011年 10月

中瀬洋子『アマゾンの空飛ぶ日本語教師』無明
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舎出版、2012年 1月

中村四郎『ドゥラードスの記憶―ブラジル・南

マット・グロッソ州ドゥラードス市滞在記』

文芸社、2012年 5月

中村隆之編『フランス語圏カリブ海文学小史―

ネグリチュードからクレオール性まで』風響

社、2011年 12月

中村八郎・吉田太郎『「防災大国」キューバに世

界が注目するわけ』築地書館、2011年 11月

永合正和『日本人ここにあり―アンデス文明研

究の先達、天野芳太郎氏を思いて』文芸社、

2011年 9月

名波正晴『検証・チリ鉱山の 69日、33人の生

還―その深層が問うもの』平凡社、2011年 8

月

並木伸一郎『決定版　 2012年マヤ予言の謎』学

研パブリッシング、2011年 12月

西島章次・浜口伸明『ブラジルにおける経済自

由化の実証研究』神戸大学経済経営研究所、

2011年 3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、2011年 4月

西田ひろ子編『ブラジル人生徒と日本人教員の

異文化コミュニケーション』風間書房、2011

年 2月

二宮康史『ブラジル経済の基礎知識』（第 2版）

日本貿易振興機構、2011年 7月

日本インターナショナルフレイトフォワーダー

ズ協会『メキシコ物流事情調査』2012年 3月

日本・コロンビア経済連携協定（EPA）研究会編

『日本・コロンビア経済連携協定（EPA）研究

会報告書』日本貿易振興機構、2011年 10月

ネルーダ、パブロ（吉田加南子・竹久野生訳）

『二〇〇〇年』未知谷、2010年 12月

農業・食品産業技術総合研究機構近畿中国四国

農業研究センター編『ヤーコン料理集―アン

デス高地が育んだフラクトオリゴ糖がいっぱ

いの』（再版）美巧社、2011年 10月

野谷文昭編『日本の作家が語るボルヘスとわた

し』岩波書店、2011年 9月

バジェホ、フェルナンド（久野量一訳）『崖っぷ

ち』松籟社、2011年 12月

パチェーコ、ホセ・エミリオ; マリオ・バルガ

ス＝リョサ;カルロス・フエンテス;オクタビ

オ・パス; ミゲル・アンヘル・アルトゥリア

ス（安藤哲行・鈴木恵子・鼓直・野谷文昭・

牛島信明訳）『ラテンアメリカ五人集』（改訂

新版）集英社文庫、2011年 7月

早田英志・釣崎清隆『エメラルド王』新潮社、

2011年 6月

バルガス＝リョサ、マリオ（西村英一郎訳）『密

林の語り部』岩波文庫、2011年 10月

バルガス＝リョサ、マリオ（八重樫克彦・八重

樫由貴子訳）『悪い娘の悪戯』作品社、2012

年 1月

バルマセーダ、カルロス（柳原孝敦訳）『ブエノ

スアイレス食堂』白水社、2011年 10月

火野葦平,レオポルド・ルゴネス;吉村昭（牛島

信明訳）『架』百年文庫、ポプラ社、2011年

10月

平島征也『魔境マットグロッソ―アマゾン・ラ

プラタ分水嶺』不知火書房、2012年 1月

平山和充『裏読み世界遺産―カラー版』ちくま

プリマー新書、2010年 10月

ファーマー、ポール・エドワード（豊田英子訳）

『権力の病理　誰が行使し誰が苦しむのか―

医療・人権・貧困』みすず書房、2012年 4月

プイグ、マヌエル（野谷文昭訳）『蜘蛛女のキ

ス』集英社文庫、2011年 5月

フェルナンデス、アルフォンソ・リナーレス（金

子一雄訳）『あなたの人生には使命がある』PHP

研究所、2011年 2月
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フエンテス、カルロス（寺尾隆吉訳）『澄みわた

る大地』現代企画室、2012年 3月

福嶋伸洋『魔法使いの国の掟―リオデジャネイ

ロの詩と時』慶應義塾大学出版会、2011年 6

月

福山瑛子『キューバにかかる虹』柏艪舎（星雲

社）、2011年 7月

藤坂ガルシア千鶴『ストライカーのつくり方―

アルゼンチンはなぜ得点を量産できるのか』

講談社現代新書、2011年 6月

二村久則編『コロンビアを知るための 60章』明

石書店、2011年 6月

プッチ、マリオ＝アロンソ（溝口美千子訳）『し

なる力―あなたは、あなたが思うより強い』

講談社、2011年 11月

フランクリン、ジョナサン（共同通信社国際情

報編集部訳）『チリ 33人―生存と救出、知ら

れざる記録』共同通信社、2011年 3月

ブイトラゴ、ハイロ; ラファエル・ジョクテン

グ（宇野和美訳）『エロイーサと虫たち』さ・

え・ら書房、2011年 9月

ブラジル日本移民百周年記念協会・ブラジル日

本移民百年史編纂委員会編『ブラジル日本人

移民百年史　第三巻　生活と文化編 (1)』風

響社、2010年 12月

ブラジル連邦共和国政府文化省編集主幹：アル

ナウド・ニスキエ『ブラジルを識る 100キー

ワード “100 palavras para conhecer melhor o

Brasil”』2011年

プラセンシア、サルバドール（藤井光訳）『紙の

民』白水社、2011年 8月

ブラッドベリ、レイ（仁賀克雄訳）『お菓子の髑

髏―ブラッドベリ初期ミステリ短篇集』ちく

ま文庫、2012年 5月

ブランコ、カミーロ・カステーロ（小川尚克訳）

『破滅の恋―ある家族の記憶』彩流社、2011

年 10月

フンボルト、アレクサンダー・フォン（木村直

司編訳）『フンボルト　自然の諸相―熱帯自

然の絵画的記述』（原書第三版）ちくま学芸文

庫、2012年 2月

ベサニーリャ、クララ（横山玲子訳）『アステ

カ・マヤの神々―古代の神と王の小事典〈3〉』

学芸書林、2011年 12月

ベラミー、オリヴィエ（藤本優子訳）『マルタ・ア

ルゲリッチ―子供と魔法』音楽之友社、2011

年 5月

ペンギンパンダ『ひとりぼっちのジョージ』ひ

さかたチャイルド、2011年 7月

細谷広美編『ペルーを知るための 66章』（第 2

版）明石書店、2012年 2月

堀田英夫『スペイン語圏の形成と多様性』朝日

出版社、2011年 10月

堀越芳昭『協同組合の社会経済制度―世界の憲

法と独禁法にみる』日本経済評論社、2011年 7

月

堀坂浩太郎・内多允『ブラジルの民族系民間企

業―経済成長下、力をつける企業アクター』

国際貿易投資研究所、2011年 3月

堀坂浩太郎・谷洋之編『メキシコ革命の 100年

―歴史的総括と現代的意義 2シンポジウム・

講演』（メキシコ日本友好 400周年記念行事：

記録集　 2009-2010）上智大学イベロアメリ

カ研究所、2012年

ボルヘス、ホルヘ・ルイス（野谷文昭訳）『七つ

の夜』岩波文庫、2011年 5月

ボルヘス、ホルヘ・ルイス（鼓直訳）『詩という

仕事について』岩波文庫、2011年 6月

ボルヘス、ホルヘ・ルイス（篠田一士訳）『砂の

本』（改訂新版）集英社文庫、2011年 6月

ボルヘス、ホルヘ・ルイス（中村健二訳）『汚辱

の世界史』岩波文庫、2012年 4月
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本間善久『身近なニョモのきざし―アルゼンチ

ンのこびとたち』柏艪舎発行・星雲社発売　

2011年 5月

マギー監修『本当に怖いマヤの予言』イースト・

プレス、2011年 12月

マクドナルド、クレイグ（池田真紀子訳）『パン

チョ・ビリャの罠』集英社文庫、2011年 10月

マッキンタイアー、ベン（藤川芳朗訳）『エリザ

ベート・ニーチェ―ニーチェをナチに売り渡

した女』（新装復刊）白水社、2011年 5月

松久玲子『メキシコ近代公教育におけるジェン

ダー・ポリティクス』行路社、2012年 1月

松本栄次『写真は語る―南アメリカ・ブラジル・

アマゾンの魅力』二宮書店、2012年 4月

丸山浩明編『パンタナール―南米大湿原の豊穣

と脆弱』海青社、2011年 9月

丸山康則『ブラジルに流れる「日本人の心の大

河」』モラロジー研究所、2011年 12月

三雲健『大地震とテクトニクス―メキシコを中

心として』京都大学学術出版会、2011年 5月

水谷裕佳『先住民パスクア・ヤキの米国編入―

越境と認定』北海道大学出版会、2012年 3月

三田千代子『グローバル化の中で生きるとは―

日系ブラジル人のトランスナショナルな暮ら

し』上智大学出版 （ぎょうせい）、2011年

10月

本井慶次郎『コロンブスとカリブ海』文芸社、

2011年 8月

安原毅・牛田千鶴・加藤隆浩編『メキシコ　そ

の現在と未来』行路社、2011年 9月

柳原孝敦『映画に学ぶスペイン語―台詞のある

風景』東洋書店、2011年 6月

山岡加奈子編『岐路に立つキューバ』岩波書店、

2012年 2月

ヤマグチ、アナ・エリーザ『在英ブラジル人に

ついての基礎的調査研究』上智大学イベロア

メリカ研究所、2012年

山本紀夫『天空の帝国インカ―その謎に挑む』

PHP新書、2011年 7月

弓貞子『エクアドルの青い空の下で―JICAシニ

アボランティアとして』一粒書房、2011年 7

月

ラフェリエール、ダニー（立花英裕訳）『ハイチ

震災日記―私のまわりのすべてが揺れる』藤

原書店、2011年 9月

ロセーロ、エベリオ（八重樫克彦・八重樫由貴

子訳）『無慈悲な昼食』作品社、2012年 2月

和田進『南アメリカの街角にて―青春随想録』

東洋出版、2010年 10月

渡部公正『一期一会の人と街―172日間夫婦の

船旅紀行』けやき出版、2011年 2月

亘崇詞『アルゼンチンサッカーの思考力』サッ

カー小僧新書、白夜書房、2011年 6月

『イミグランツ <Vol.04>―多文化情報誌特集：

東日本大震災と在日外国人 EPAを問い直す

「開国」か』移民情報機構（凡人社）、2011年 8

月

『キュリオマガジン 147号特集: ラテンアメリ

カの至宝』フジインターナショナルミント、

彩流社、2011年 6月

『週刊世界遺産　 No.51―最新版メキシコ:メ

キシコ・シティの歴史地区』講談社、2011年 6

月

『週刊世界遺産　No.81―最新版アルゼンチン・

ブラジル』講談社、2012年 1月

『週刊世界遺産　 No.84―最新版グアテマラ』

講談社、2012年 2月

『週刊世界遺産　 No.91―最新版メキシコ:グ

アナフアトの歴史地区とメキシコ中・北部の

遺産』講談社、2012年 4月

『週刊一度は行きたい世界の博物館 12メキシ

コ国立人類学博物館』朝日新聞出版、2011年
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10月

＜編集部より＞

複数の情報源を検索することで、2011年 5月

から 2012年 4月までの日本語図書（本誌第 18

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。


