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ラテンアメリカ・カリブ関連新刊図書
（2013年 5月～2014年 4月）

アダムス、マーク（森夏樹訳）『マチュピチュ

探検記―天空都市の謎を解く』青土社、2013

年 7月

新木秀和『先住民運動と多民族国家―エクアド

ルの事例研究を中心に』御茶の水書房、2014

年 3月

ARC国別情勢研究会『アルゼンチン―経済・貿

易・産業報告書〈2013-2014年版〉』2013年 5

月

ARC国別情勢研究会『ブラジル―経済・貿易・

産業報告書〈2013-2014年版〉』2013年 7月

ARC 国別情勢研究会『ベネズエラ―経済・貿

易・産業報告書〈2013-2014年版〉』2013年

11月

アルトバック、フィリップ・G.；バラン、ホル

ヘ編（米澤彰純監訳）『新興国家の世界水準大

学戦略―世界水準をめざすアジア・中南米と

日本』東信堂、2013年 5月

Arroyo A., Jesús; David Rodríguez A.; Anto-

nio Mackintosh R.; Salvador Carrillo R.; Taku

Okabe『グローバル化へのオルターナティヴ

な対応 = Desafíos y alternativas para la glob-

alización―メキシコの事例から』成城大学研

究機構グローカル研究センター、2013年 2月

石井章『多面体のメキシコ―1960年代～2000

年代』明文書房、2013年 10月

石井康恵『「メキシコ料理」の形成―1900年代

および 1920年代メキシコ市のレストラン広

告からの一考察』上智大学イベロアメリカ研

究所、2013年 1月

稲葉茂勝（乙牧三喜子絵・多田孝志監修）『さが

し絵で発見！世界の国々 12ブラジル』あす

なろ書房、2013年 12月

インファンテ、ギジェルモ・カブレラ（寺尾隆

吉訳）『TTT―トラのトリオのトラウマトロ

ジー』現代企画室、2014年 2月

ウィリアムズ、エリック（川北稔訳）『コロン

ブスからカストロまで〈1〉―カリブ海域史、

1492-1969』岩波現代文庫、2014年 1月

ウィリアムズ、エリック（川北稔訳）『コロン

ブスからカストロまで〈2〉―カリブ海域史、

1492-1969』岩波現代文庫、2014年 2月

上谷直克編『ポスト新自由主義期におけるラテ

ンアメリカの政治参加』（調査研究報告書）ア

ジア経済研究所、2013年 3月

上塚芳郎・中野順夫『上塚司のアマゾン開拓事

業』天園（非売品）、2013年 11月

宇佐美吉啓『地球で踊ろう! = DANCE

EARTH ―Change the World: Bhutan, Ja-

maica, Cuba, Mexico, America, Brazil and

Japan』A-Works、2013年 4月

エステベス、カルロス；カルロス・タイボ編（大

津真作訳）『反グローバリゼーションの声』晃

洋書房、2013年 11月

エドワーズ、ホルヘ（松本健二訳）『ペルソナ・

ノン・グラータ―カストロにキューバを追わ

れたチリ人作家』現代企画室、2013年 9月

大泉光一訳註・解説『支倉六右衛門常長「慶長

遣欧使節」研究史料集成第 2巻（「スペイン

国立シマンカス総文書館・インディアス総文

書館」「スペイン王立歴史アカデミー図書館」

「ヴァティカン機密文書館」「メキシコ国立公

文書館」所蔵文書、その他の史料）』雄山閣、

2013年 3月

大倉由布子『紡ぎ織りなす村落共同体アイデン

ティティ―グアテマラ、マヤ系先住民女性の

織物と伝統衣装より』上智大学イベロアメリ
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カ研究所、2013年 11月

太田尚樹『支倉常長遣欧使節もうひとつの遺産

―その旅路と日本姓スペイン人たち』山川出

版社、2013年 8月

大辻都『渡りの文学―カリブ海のフランス語作

家、マリーズ・コンデを読む』法政大学出版

局、2013年 12月

大野美夏・藤坂ガルシア千鶴『彼らのルーツ―

サッカー「ブラジル」「アルゼンチン」代表選

手の少年時代』実業之日本社、2014年 2月

岡村淳『忘れられない日本人移民―ブラジルへ

渡った記録映像作家の旅』港の人、2013年 4

月

岡本まい『危ない世界の歩き方―危険な海外移

住編』彩図社、2013年 9月

奥宮清人・稲村哲也編『続・生老病死のエコロ

ジー―ヒマラヤとアンデスに生きる身体・こ

ころ・時間』昭和堂、2013年 3月

小田博志・関雄二編『平和の人類学』法律文化

社、2014年 3月

越智道雄『カリフォルニアからアメリカを知る

ための 54章』明石書店、2013年 6月

落合一泰『トランス・アトランティック物語―旅

するアステカ工芸品』山川出版社、2014年 2

月

オネッティ、フアン・カルロス（寺尾隆吉訳）

『別れ―フィクションのエル・ドラード』水声

社、2013年 10月

梶村啓二『使者と果実』日本経済新聞出版社、

2013年 2月

カッツ、デイヴィッド（森本幸代訳）『ソリッ

ド・ファンデーション―語り継がれるジャマ

イカ音楽の歴史』Du BOOKS、2012年 12月

加藤薫『イコンとしてのチェ・ゲバラ―＜英雄

的ゲリラ＞像と＜チェボリューション＞のゆ

くえ』新評論、2014年 2月

加藤千晴著・加藤孝編『ニカラグアの子どもた

ち青年海外協力隊（平成 22年度 2次隊）の

記録―友をたし（+）愛をかけ（×）悲しみを

ひき（-）心をわけよう（÷）』私家版、2013

年 12月

上村英明・木村真希子・塩原良和編（市民外交

センター監修）『市民の外交―先住民族と歩

んだ 30年』法政大学出版局、2013年 2月

カメの笛の会『ブラジルのむかしばなし<2>』

東京子ども図書館、2013年 3月

カメの笛の会『ブラジルのむかしばなし<3>』

東京子ども図書館、2013年 3月

ガルシア=マルケス、ガブリエル（木村榮一訳）

『ぼくはスピーチをするために来たのではあ

りません』新潮社、2014年 4月

ガルシア=マルケス、ガブリエル；メンドーサ・

プリニオ・アプレーヨ（木村榮一訳）『グアバ

の香り―ガルシア=マルケスとの対話』岩波

書店、2013年 9月

ガルシア・マルケス、バルガス・ジョサ（寺尾

隆吉訳）『疎外と叛逆―ガルシア・マルケスと

バルガス・ジョサの対話』水声社、2014年 3

月

川上重人『革命下のキューバにチェ・ゲバラの

歌声が響く』本の泉社、2013年 7月

菊池良生『皇帝銃殺―ハプスブルグの悲劇メキ

シコ皇帝マクシミリアン一世伝』河出書房文

庫、2014年 1月

北野浩一編『ラテンアメリカの土地制度とアグ

リビジネス』（調査研究報告書）アジア経済研

究所、2013年 3月

木村榮一『謎ときガルシア=マルケス』新潮社、

2014年 5月

木村快『共生の大地アリアンサ―ブラジルに協

同の夢を求めた日本人』同時代社、2013年 8

月
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キューバ友好円卓会議編『キューバ医療の現場

を見る』同時代社、2013年 12月

組原洋『旅の深層―行き着くところが、行きた

いところアフリカ、ブラジル、ダバオ回遊』

学文社、2013年 10月

栗本斉『アルゼンチン音楽手帖』Du BOOKS発

行・ディスクユニオン発売、2013年 6月

グリロ、ヨアン（山本昭代訳）『メキシコ麻薬戦

争―アメリカ大陸を引き裂く「犯罪者」たち

の叛乱』現代企画室、2014年 3月

黒木暢『オーラ、オーラ、アミーゴス―ペルー

アマゾン交流記』鉱脈社、2013年 8月

黒田悦子『メキシコのゆくえ―国家を超える先

住民たち』勉誠出版、2013年 7月

ケネディ、ロバート（毎日新聞社外信部訳）『13

日間―キューバ危機回顧録』中公文庫、2014

年 4月

小池洋一『社会自由主義国家―ブラジルの「第

三の道」』新評論、2014年 3月

兒島峰『アンデスの都市祭礼―口承・無形文化

遺産「オルロのカーニバル」の学際的研究』

明石書店、2014年 1月

コルタサル、フリオ（寺尾隆吉訳）『対岸―フィ

クションのエル・ドラード』水声社、2014年 2

月

サエール、フアン・ホセ（寺尾隆吉訳）『孤児

―フィクションのエル・ドラード』水声社、

2013年 5月

坂口安紀編『2012年ベネズエラ大統領選挙と地

方選挙―今後の展望』（情勢分析レポート）ア

ジア経済研究所、2013年 8月

さかぐちとおる『ラテンアメリカ鉄道の旅―情

熱の地を走る列車に乗って』彩流社、2013年 7

月

坂本司『大きな音が聞こえるか』角川書店、2012

年 11月

桜井三枝子・中原篤史編『ホンジュラスを知る

ための 60章』明石書店、2014年 3月

サンミゲル、イネス（加藤薫編・訳、野田典子

訳）『黄金郷を求めて―日本人コロンビア移

住史』神奈川大学出版会、2014年 2月

下薗昌記『ジャポネス・ガランチード―日系ブ

ラジル人、王国での闘い』ガイドワークス、

2013年 11月

ジョン、キーン（森本醇訳）『デモクラシーの生

と死（上）』みすず書房、2013年 11月

ジョン、キーン（森本醇訳）『デモクラシーの生

と死（下）』みすず書房、2013年 11月

白根全『月刊たくさんのふしぎ―マチュピチュ

をまもるアンデス文明 5000年の知恵』福音

館書店、2013年 10月

鈴木美和子『文化資本としてのデザイン活動―

ラテンアメリカ諸国の新潮流』水曜社、2013

年 7月

関雄二『アンデスの文化遺産を活かす―考古学

者と盗掘者の対話』臨川書店、2014年 2月

高野潤『驚きのアマゾン―連鎖する生命の神秘』

平凡社新書、2013年 12月

高野半里『天城峠への道―伊豆の踊子、樋口一

葉、お龍ゆかりの地から中国・南米・イタリア

へ』アーツ・アンド・クラフツ、2013年 11月

武居台三『世界の絶景アルバム 101南米・カリ

ブの旅』ダイヤモンド・ビッグ社、2013年 3

月

多田孝志監修（稲葉茂勝著、こどもくらぶ編）

『さがし絵で発見！世界の国ぐに〈12〉ブラ

ジル』あすなろ書房、2013年 12月

田中克佳『踊る！ブラジル―私たちの知らなかっ

た本当の姿』小学館、2014年 3月

田中慎二『移民画家半田知雄―その生涯』サン

パウロ人文科学研究所（ブラジル日本移民百

周年記念『人文研研究叢書』第 9号）、2013
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年 5月

田沼幸子『革命キューバの民族誌―非常な日常

を生きる人びと』人文書院、2014年 3月

タンストール、トリシア（原賀真紀子訳）『世界

でいちばん貧しくて美しいオーケストラ―エ

ル・システマの奇跡』東洋経済新報社、2013

年 9月

ヂ・アンドラーヂ、マリオ（福嶋伸洋訳）『マク

ナイーマ―つかみどころのない英雄』松籟社、

2013年 6月

地球の歩き方編集部『中米: グアテマラコスタ

リカベリーズエルサルバドルホンジュラス

ニカラグアパナマ〈2014-2015年版〉』ダイ

ヤモンド・ビッグ社、2013年 10月

地球の歩き方編集部『アルゼンチンチリ〈2014-

2015年版〉』（改訂第 16版）ダイヤモンド・

ビッグ社、2013年 10月

地球の歩き方編集部『ブラジル ベネズエラ

〈2014-2015年版〉』ダイヤモンド・ビッグ社、

2014年 2月

千葉県アジア・アフリカ・ラテンアメリカ連帯

委員会『見た、聞いた！―キューバ改革最前

線』千葉県アジア・アフリカ・ラテンアメリ

カ連帯委員会、2013年 9月

チン、ジェイソン（福岡伸一訳）『ガラパゴス

Galapagos』講談社、2013年 6月

辻本昌弘『語り―移動の近代を生きるあるアル

ゼンチン移民の肖像』新曜社、2013年 9月

TAC出版ワールドカップ PJ編『ブラジルワー

ルドカップ観戦ガイド―完全版』TAC、2014

年 4月

寺尾隆吉編『抵抗と亡命のスペイン語作家たち』

洛北出版、2013年 11月

東京都現代美術館『驚くべきリアル The mar-

velous real: スペイン、ラテンアメリカの現代

アート―MUSACコレクション』東京都現代

美術館、2014年

ドク・ヨーコ『天使と翔ける冒険旅行〈13〉メ

キシコ合衆国』ブックコム、2013年 10月

ドノソ、ホセ（寺尾隆吉訳）『境界なき土地―

フィクションのエル・ドラード』水声社、2013

年 7月

中川学『群馬県ブラジル町に住んでみた―ラテン

な友だちづくり奮闘記』KADOKAWA、2013

年 10月

中島宏『ブーゲンビリア―遥かなる大地（上）』

文藝春秋、2011年 12月

中島宏『ブーゲンビリア―遥かなる大地（中）』

文藝春秋、2012年 7月

中島宏『ブーゲンビリア―遥かなる大地（下）』

文藝春秋、2013年 2月

永武ひかる『世界のともだち 03 ブラジル―陽

気なカリオカミゲル』偕成社、2013年 12月

中原圭介『新興国（中・韓・印・露・ブラジル）

経済総くずれ―日・米は支えきれるか』李白

社、2013年 9月

中村和恵『日本語に生まれて―世界の本屋さん

で考えたこと』岩波書店、2013年 11月

中村隆之『カリブ-世界論―植民地主義に抗う複

数の場所と歴史』人文書院、2013年 8月

日本国際文化学会『インターカルチュラル〈12〉

特集：ラテンアメリカの移民文化を語る』（日

本国際文化学会年報）日本国際文化学会、風

行社、2014年 3月

日本在外企業協会『海外派遣者ハンドブック中

南米編』（CD 版）日本在外企業協会、2014

年 2月

日本貿易振興機構『穀物調査（アルゼンチン）』

（農水産情報研究会会員資料）日本貿易振興

機構農林水産・食品部・農林水産・食品調査

課、2013年 3月

野々山真輝帆編『ラテンアメリカ傑作短編集―
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中南米スペイン語圏文学史を辿る』彩流社、

2014年 1月

パス、オクタビオ（阿波弓夫・伊藤昌輝・三好

勝監訳）『太陽の石』文化科学高等研究院出版

局、2014年 4月

長谷川ニナ『独立以後 19世紀末までのメキシコ

の印刷文化研究における最近の研究動向（El

estudio del impreso Mexicano decimonónico

en años recientes）』上智大学イベロアメリカ

研究所、2014年 2月

畠山重篤（エレナ・ヒサコ・トイダ訳）『Vovô

Ostra e Shiguebô（カキじいさんとしげぼう）』

カキの森書房、2013年 6月

服部圭郎『ブラジルの環境都市を創った日本人

―中村ひとし物語』未来社、2014年 3月

原芳市『天使見た街 A sedução dos anjos（写真

集）』Place M、2013年 8月

土方美雄『エル・ミラドールへ、そのさらに彼

方へ―メソアメリカ遺跡紀行』社会評論社、

2014年 2月

平田美咲編（佐藤英人協力）『国際理解に役立つ

世界のお金図鑑〈3〉北米・中南米・アフリ

カ』汐文社、2013年 10月

ファーマー、ポール（岩田健太郎訳）『復興する

ハイチ―震災から、そして貧困から　医師た

ちの闘いの記録 2010-11』みすず書房、2014

年 3月

藤原幸一『ガラパゴスに木を植える―世界自然

遺産第一号を守れ!』岩崎書店、2013年 9月

古沢昌之『「日系人」活用戦略論―ブラジル事業

展開における「バウンダリー・スパナー」と

しての可能性』白桃書房、2013年 12月

ペルーアンデス登山遠征隊『ペルーアンデス登

山報告書―富山県山岳連盟創立 65周年記念

事業 2013』ペルーアンデス登山遠征隊、2013

年 12月

細川周平編『コレクション・モダン都市文化〈第

93巻〉南米への移民』ゆまに書房、2013年

12月

ボラーニョ、ロベルト（松本健二訳）『売女の人

殺し』（ボラーニョ・コレクション）白水社、

2013年 10月

ボラーニョ、ロベルト（久野量一訳）『鼻持ちな

らないガウチョ』（ボラーニョ・コレクショ

ン）白水社、2014年 3月

ポルテス、アレハンドロ；ルベン・ルンバウト

（村井忠政訳）『現代アメリカ移民第二世代の

研究―移民排斥と同化主義に代わる「第三の

道」』明石書店、2014年 1月

ボルヘス、ホルヘ・ルイス（木村榮一訳）『ボル

ヘス・エッセイ集』平凡社、2013年 10月

ボルヘス、ホルヘ・ルイス編（内田吉彦・井上

輝夫・由良君美・中野美代子・牛島信明・鼓

直訳）『新編バベルの図書館 6 ラテンアメリ

カ・中国・アラビア編』日本図書刊行会、2013

年 7月

前原深・前原弘道『築城を語る―パラグアイに

実現した奇跡の日本の城』中央公論事業出版、

2014年 1月

マシャード・ジ、アシス（武田千香訳）『ドン・

カズムッホ』光文社古典新訳文庫、2014年 2

月

松井正子『遠い眼差し―郷愁のブラジルとポル

トガル』窓社、2014年 4月

松原俊雄『メキシコ紀行―サボテンと多肉植物

を見る』松原企画、2014年 1月

丸山浩明編『ブラジル』（世界地誌シリーズ 6）

朝倉書店、2013年 10月

右田マリアナ春美『マリアナ先生の多文化共生

レッスン―ブラジルで生まれ、日本で育った

少女の物語』明石書店、2013年 7月

水口博也『AMAZON DOLPHIN―アマゾンの
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ピンクドルフィン』シータス発行・丸善出版

発売、2013年 11月

水谷さるころ『35日間世界一周!! part 4南米・

天空都市編』イースト・プレス、2013年 12月

宮坂浩見撮影『TRANS. MEXICO/FINLAND―

岡本玲写真集』集英社、2013年 6月

宮沢うらら『つくって楽しい! 世界のスイーツ

〈4〉北・南アメリカのスイーツ』汐文社、2013

年 10月

宮地隆廣『解釈する民族運動―構成主義による

ボリビアとエクアドルの比較分析』東京大学

出版会、2014年 1月

宮野啓二『南・北アメリカの比較史的研究―南・

北アメリカ社会の相違の歴史的根源』御茶の

水書房、2013年 10月

村岡奈弥『おいしい！キヌアレシピ』成美堂出

版、2014年 2月

「モアイプロジェクト実行委員会」編『モアイ

の絆―チリ・イースター島から南三陸町への

贈り物』言視舎、2013年 7月

山岡加奈子編『岐路に立つコスタリカ―新自由

主義か社会民主主義か』アジア経済研究所、

2014年 2月

山崎圭一『進化する政治経済学―途上国経済研

究ノート』レイライン、2013年 3月

山田篤美『真珠の世界史―富と野望の五千年』

中公新書、2013年 8月

吉田友和・松岡絵里『世界一周デート―魅惑の

ヨーロッパ・北中南米編』幻冬舎、2014年 4

月

ラス・カサス（染田秀藤訳）『インディアスの破

壊についての簡潔な報告』（改版）岩波文庫、

2013年 8月

渡辺和彦『ラテン・クラシックの情熱―スペイ

ン・中南米・ギター・リュート』水曜社、2013

年 5月

『季刊中南米マガジン』26、中南米マガジン、

2013年 7月

『別冊専門料理 SPECIALITES <2013>南米ガ

ストロノミーの衝撃／進化＆深化する新北欧

料理』柴田書店、2013年 9月

『トランジット』21号「美しきアルゼンチン」

講談社、2013年 6月

『るるぶ―メキシコ』JTBパブリッシング、2013

年 8月

『るるぶ―ブラジル・アルゼンチン』JTBパブ

リッシング、2013年 12月

＜編集部より＞

複数の情報源を検索することで、2013年 5月か

ら 2014年 4月までの日本語図書（本誌第 20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、出版月については参考としてください。




