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ラテンアメリカ・カリブ関連新刊図書
（2012年 5月～2013年 4月）

アイアールシー『メキシコ・ブラジル自動車産

業の実態 2012年版.』2012年 5月

アイラ、セサル（柳原孝敦訳）『わたしの物語』

松籟社、2012年 7月

青野利彦『「危機の年」の冷戦と同盟―ベルリ

ン、キューバ、デタント 1961–63年』有斐閣、

2012年 11月

青山和夫『“謎の文明”マヤの実像にせまる』

（NHKカルチャーラジオ　歴史再発見）NHK

出版、2012年 6月

青山和夫『古代マヤ　石器の都市文明［増補改

訂版］』京都大学学術出版会、2013年 3月

明石茂生・柿原智弘『日系企業のメキシコ進出

―ハリスコ州の事例を中心に』成城大学経済

研究所、2012年 3月

アギーレ・ジュニア、アダルベルト；ジョナサ

ン・H.ターナー（神田外語大学アメリカ研究

会訳）『アメリカのエスニシティ―人種的融

和を目指す多民族国家』明石書店、2013年 1

月

浅香幸枝『地球時代の日本の多文化共生政策―

南北アメリカ日系社会との連携を目指して』

明石書店、2013年 3月

浅川嘉富『改訂新版　最後の楽園　 PERU―秘

境・アマゾン源流写真集』ヒカルランド、2011

年 11月

麻生雅人・山本綾子編『ブラジル・カルチャー

図鑑―ファッションから食文化までをめぐる

旅』スペースシャワーブックス、2012年 12月

新木秀和編『エクアドルを知るための 60章』（第

2版）明石書店、2012年 12月

有井晴香・田村徳子・安念真衣子『地域社会と教

育―アジア・アフリカ・ラテンアメリカ地域

における成人の教育機会に関する比較研究』

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研

究科フィールドワーク・インターンシップ支

援室、2013年 3月

蟻川明男『なるほど世界地名事典〈5〉 中米・

南アメリカ』大月書店、2013年 2月

ARC国別情勢研究会『メキシコ―経済・貿易・

産業報告書〈2012-2013年版〉』2012年 6月

ARC国別情勢研究会『コロンビア―経済・貿易・

産業報告書〈2012/13年版〉』2012年 12月

ARC国別情勢研究会『ペルー―経済・貿易・産

業報告書〈2012-2013年版〉』2013年 2月

アルファブックス／アルファ企画『ラテンアメ

リカのレストラン―インテリアとグラフィッ

クデザイン集』アルファブックス／アルファ

企画、2013年 2月

石原豊一『ベースボール労働移民―メジャーリー

グから「野球不毛の地」まで』河出書房新社、

2013年 2月

伊東章『ことばの自転―コロンブスに習うスペ

イン語』鳥影社、2012年 9月

稲若健志『親子で学ぶアルゼンチンサッカース

ピリット―今より一歩先へ進むために始めよ

う！』随想舎 2012年 7月

印東道子編『人類大移動―アフリカからイース

ター島へ』朝日新聞出版、2012年 2月

上田義彦・原研哉『ペルー　アルパカ』良品計

画、DNPアートコミュニケーションズ発売、

2012年 11月

ウェレニケ、マリア（宇野和美訳）『パパとわた

し』光村教育図書、2012年 10月

エルティス、デイヴィッド；デイヴィッド・リ

チャードソン（増井志津代訳）『環大西洋奴隷

貿易歴史地図』東洋書林、2012年 6月
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大河トレイシィ『ペルー農村地域における協同

組合と地域開発―アルトパロマル環境保全型

コーヒー農業協同組合の事例』上智大学イベ

ロアメリカ研究所、2012年 12月

大貫良夫・落合一泰・国本伊代・恒川惠市・松

下洋・福嶋正徳監修『新版　ラテンアメリカ

を知る事典』平凡社、2013年 3月

小倉英敬『マリアテギとアヤ・デ・ラ・トーレ

―1920年代ペルー社会思想史試論』新泉社、

2012年 10月

小澤典代『メキシコの刺繍―キュートな図案の

宝庫かわいい手仕事を訪ねて』誠文堂新光社、

2012年 11月

小沢弘明・三宅芳夫編『移動と革命―ディアス

ポラたちの「世界史」』論創社、2012年 9月

恩田陸『メガロマニア』角川文庫、2012年 9月

カスタネダ、カルロス（真崎義博訳）『ドン・ファ

ンの教え』太田出版、2012年 4月

カスタネダ、カルロス（真崎義博訳）『分離した

リアリティ』太田出版、2012年 4月

カスタネダ、カルロス（真崎義博訳）『イクスト

ランへの旅』太田出版、2012年 8月

カストロ・ルス、フィデル（山岡加奈子・田中

高・工藤多香子・富田君子訳）『フィデル・カ

ストロ自伝　勝利のための戦略―キューバ革

命の闘い』明石書店、2012年 9月

鹿住一夫『マイアミ発中南米紀行』京成社、2012

年 11月

嵐よういち『海外ブラックロード <南米地獄の

指令編>』彩図社、2012年 3月

カバッサ、ホセ・ルイス（八重樫克彦・八重樫

由貴子訳）『カンタ・エン・エスパニョール！

―現代イベロアメリカ音楽の綺羅星たち』新

評論、2012年 10月

川島幸夫『ハバナ・シガー、紫煙の誘惑ふたた

び』（改訂新版）現代書林、2012年 9月

川畑博昭『共和制憲法原理のなかの大統領中心

主義―ペルーにおけるその限界と可能性』日

本評論社、2013年 2月

漢那朝子『ベネズエラへふたたび―あぁ、愛すべ

きミ・ファミリアよ』諏訪書房/ノラ・コミュ

ニケーションズ、2013年 1月

北原靖明『カリブ海に浮かぶ島トリニダード・

トバゴ―歴史・社会・文化の考察』大阪大学

出版会、2012年 12月

京都ラテンアメリカ研究所編『ラテンアメリ

カ地域統合への挑戦 = XII simposio sobre

América Latina y el Caribe : 学校法人京都

外国語大学創立 65周年記念国際シンポジウ

ム』京都ラテンアメリカ研究所、2012年 12月

キローガ、オラシオ（甕由己夫訳）『野性の蜜―

キローガ短編集成』国書刊行会、2012年 5月

久野康成公認会計士事務所東京コンサルティン

グファーム KS International（久野康成監修）

『ブラジルの投資・M&A・会社法・会計税務・

労務』TCG出版、2013年 3月

クルーサ（モニカ・ドペルト絵〉（岡野富茂子・

岡野恭介訳】『道はみんなのもの』さ・え・ら

書房、2013年 1月

ゲバラ、エルネスト・チェ（柳原孝敦訳）『チェ・

ゲバラ革命日記』原書房、2012年 6月

コエーリョ、パウロ（クリスティーナ・オイティ

シカ絵、クレーン・ケン訳）『雲と砂丘の物

語』TOブックス、2012年 10月

コエーリョ、パウロ（山川紘矢・山川亜希子訳）

『ヴァルキリーズ』角川書店、2013年 2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

後藤純『ウン、ドス、ウン、ドス　南米のスイ

ス―ペルー・アンデス、コルディエラ・ブラ

ンカの山』本の泉社、2012年 10月
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後藤法子『アンデスの風ヨーロッパの旅』日本

文学館、2012年 10月

小林克己『世界遺産一度は行きたい 100選　南

北アメリカ・オセアニア』JTBパブリッシン

グ、2012年 8月

五味太郎『言葉図鑑　にほんご・えいご・ポル

トガルご・スペインご』偕成社、2013年 3月

コム・ブレイン『ブラジル・ロシア・インド鉄鋼

企業年鑑　 2013』コム・ブレイン出版部（通

産資料出版会）、2013年 2月

コルタサル、フリオ（木村榮一訳）『遊戯の終わ

り』岩波文庫、2012年 6月

コルタサル、フリオ（木村榮一訳）『秘密の武

器』岩波文庫、2012年 7月

斉藤泰雄『教育における国家原理と市場原理―

チリ現代教育政策史に関する研究』東信堂、

2012年 5月

坂木司『大きな音が聞こえるか』角川書店、2012

年 11月

さかぐちとおる『メキシコー世界遺産と音楽舞

踊を巡る旅』柘植書房新社、2012年 10月

阪本拓人・保城広至・山影進『ホワイトハウス

のキューバ危機―マルチエージェント・シュ

ミレーションで探る核戦争回避の分水嶺』書

籍工房早山、2012年 3月

佐藤清隆『チョコレートの散歩道―魅惑の味の

ルーツを求めて』エレガントライフ、2013年 2

月

佐野誠『99%のための経済学　教養編―誰もが

共生できる社会へ』新評論、2012年 12月

佐野誠『99%のための経済学　理論編―「新自

由主義サイクル」、TPP、所得再分配、「共生

経済社会」』新評論、2013年 3月

サンフアン日本ボリビア協会『サンフアン日本

人移住地もうひとつの移住史―入植初期あの

日々の記憶と記録の断片』2012年 9月

資生堂企業文化部編『神話のことば―ブラジル

現代写真展』資生堂企業文化部、2012年 10月

篠原愛人『アメリゴ＝ヴェスプッチ』清水書院、

2012年 8月

渋沢栄一記念財団研究部編『実業家とブラジル

移住』不二出版、2012年 8月

志水宏吉・山本ベバリーアン・鍛治致・ハヤシ

ザキカズヒコ編『「往還する人々」の教育戦

略―グローバル社会を生きる家族と公教育の

課題』明石書店、2013年 1月

シモセ、ペドロ（細野豊訳）『ぼくは書きたいの

に、出てくるのは泡ばかり―ペドロ・シモセ

詩集』現代企画室、2012年 10月

秦邦生・中井亜佐子・富山太佳夫・溝口昭子・

早川敦子編『「終わり」への遡行―ポストコロ

ニアリズムの歴史と使命』英宝社、2012年 3

月

ジン、ハワード；アンソニー・アーノブ編（寺

島隆吉・寺島美紀子訳）『肉声でつづる民衆の

アメリカ史〈上巻〉』明石書店、2012年 6月

ジン、ハワード；アンソニー・アーノブ編（寺

島隆吉・寺島美紀子訳）『肉声でつづる民衆の

アメリカ史〈下巻〉』明石書店、2012年 6月

杉野俊子編『アメリカ人の言語観を知るための

10章―先住民・黒人・ヒスパニック・日系の

事例から』大学教育出版、2012年 10月

杉山三郎・嘉幡茂・谷口智子・丹羽悦子編、愛知

県立大学多文化共生研究所編『アイデンティ

ティーの構築、脱構築、そして再構築―メキ

シコ、テオティワカンとチョルーラのモニュ

メント 2千年史』愛知県立大学多文化共生研

究所、2013年 3月

鈴木紀・滝村卓司編『国際開発と協働― NGO

の役割とジェンダーの視点』明石書店、2013

年 2月

関野吉晴『インカの村に生きる―地球ものがた
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り』ほるぷ出版、2012年 10月

石油天然ガス・金属鉱物資源機構金属資源開発

本部金属企画調査部『コロンビア共和国の投

資環境調査 2011年』2012年 2月

石油天然ガス・金属鉱物資源機構金属資源開発

本部金属企画調査部『メキシコ合衆国の投資

環境調査 2012年』2012年 4月

高木善之『キューバの奇跡―孤島に生まれた幸

せの国』地球村出版、2013年 1月

高野潤『カラー版　インカ帝国―大街道を行く』

中央新書、2013年 1月

高野秀行『移民の宴―日本に移り住んだ外国人

の不思議な食生活』講談社、2012年 11月

高山順子『アンデスの青い空』アットワークス、

2012年 5月

武居台三『世界の絶景アルバム 101―南米・カ

リブの旅』（地球の歩き方フォトブック）ダイ

ヤモンド・ビッグ社、2013年 3月

武田千香『千鳥足の弁証法―マシャード文学か

ら読み解くブラジル世界』東京外国語大学出

版会、2013年 3月

田中みきお『コロンブスの終の棲家ドミニカ共

和国』サンライズ出版、2012年 5月

旦敬介『旅立つ理由』岩波書店、2013年 3月

地球の歩き方編集部『メキシコ〈2013–2014年

版〉』（改訂第 16版）ダイヤモンド・ビッグ

社、2012年 9月

地球の歩き方編集部『キューバ＆カリブの島々

〈2013-2014年版〉』（改訂第 12版）ダイヤモ

ンド・ビッグ社、2012年 10月

月尾嘉男『地球千年紀行―先住民族の叡智』ア

サヒビール（清水弘文堂書房）、2012年 4月

恒川邦夫『《クレオール》な詩人たち <1>』思

潮社、2012年 4月

坪谷美欧子・小林宏美編『人権と多文化共生の

高校―外国につながる生徒たちと鶴見総合高

校の実践』明石書店、2013年 3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、2012年 5月

帝国書院編集部『世界の国々 <7> 南アメリカ

州』帝国書院、2012年 3月

寺尾隆吉『魔術的リアリズム―20世紀のラテン

アメリカ小説』水声社、2012年 10月

寺神戸曠『テロ！―ペルー派遣農業技術者殺害

事件』東京図書出版、2013年 5月

テラン、ボストン（田口俊樹訳）『暴力の教義』

新潮文庫、2012年 9月

東京都議会議会局調査部調査情報課編『東京都

議会海外調査報告―平成 23年度―ブエノス

アイレス（アルゼンチン共和国）コロニア・

デル・サクラメント（ウルグアイ東方共和国）

リオデジャネイロ・サンパウロ（ブラジル連

邦共和国）』2012年 3月

ドミンゲス、マルコ（松浦芳枝訳）『プレミアム

テキーラ』駒草出版、2012年 9月

中桐規碩『ブラジルの日本人　日本のブラジル

人』丸善書店岡山シンフォニービル店出版サー

ビス、2012年 8月

中田英樹『トウモロコシの先住民とコーヒーの

国民―人類学が書きえなかった「未開」社会

』有志舎、2013年 3月

中西直樹『仏教海外開教史の研究』不二出版、

2012年 9月

永野善子編『植民地近代性の国際比較―アジア・

アフリカ・ラテンアメリカの歴史経験』御茶

の水書房、2013年 3月

中東照雄『アマゾンばか―世捨て人的バックパッ

カー』地球丸、2013年 2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

西沢利栄・小池洋一・本郷豊・山田祐彰『アマ
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ゾン―保全と開発』（普及版）朝倉書店、2012

年 8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 2013

ブラジル編』2013年

日伯協会編『日本からブラジルへ―移住 100年

の歩み』2012年 12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

野村哲也『世界の四大花園を行く―砂漠が生み

出す奇跡』中公新書、2012年 9月

萩原正芳『ソムリエ・ドクター旅行記―ガラパ

ゴス、コロンビアへの旅』丸善プラネット、

2012年 9月

橋本謙『中米の知られざる風土病「シャーガス

病」克服への道―貧困の村を襲う昆虫サシガ

メの駆除に挑んだ国際プロジェクト』ダイヤ

モンド・ビッグ社、2013年 2月

服部津貴子監修、こどもくらぶ編『世界遺産に

なった食文化 4（マヤ文明から伝わるメキシ

コ料理）』WAVE出版、、2013年 3月

林生馬『テキーラ大鑑』廣済堂出版、2012年 7

月

バルガス＝リョサ、マリオ（西村英一郎訳）『継

母礼賛』中公文庫、2012年 10月

バルガス＝リョサ、マリオ（木村榮一訳）『アン

デスのリトゥーマ』岩波書店、2012年 11月

バルガス＝リョサ、マリオ（西村英一郎訳）『ド

ン・リゴベルトの手帖』中公文庫、2012 年

12月

樋口直人編『日本のエスニック・ビジネス』世

界思想社、2012年 11月

平原哲也『日本時間―日系社会向けのラジオ番

組. 中南米諸国編』[出版地不明]、2012年 6

月

ファチオ、レオナルド（上野洋子訳）『情熱を秘

めて―メッシ評伝』東邦出版、2012年 8月

プイグ、マヌエル（内田吉彦訳）『リタ・ヘイ

ワースの背信』（新装版第 2版）国書刊行会、

2012年 8月

フィッティング、エリザベス（里見実訳）『壊

国の契約―NAFTA下メキシコの苦悩と抵抗』

農山漁村文化協会、2012年 8月

フエンテス、カルロス（八重樫克彦・八重樫由

貴子訳）『誕生日』作品社、2012年 9月

藤田和子・松下冽編『新自由主義に揺れるグロー

バル・サウス―いま世界をどう見るか』ミネ

ルヴァ書房、2012年 10月

藤巻秀樹『「移民列島」ニッポン―多文化共存社

会に生きる』藤原書店、2012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

布施直佐『楽々サンパウロ　 2011/2012』Editora

Kojiro Ltda.、2011年 12月

ブラウン、モニカ（ジョン・パッラ絵）（斉藤規

訳）『こないかな、ロバのとしょかん』新日本

出版社、2012年 10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

フランコ、ホルヘ（田村さと子訳）『パライソ・

トラベル』河出書房新社、2012年 8月

フリーズ、カート・マイケル；クレイグ・クラフ

ト；ゲイリー・ポール・ナバーン（田内しょ

うこ訳）『トウガラシの叫び―〈食の危機〉最

前線をゆく』春秋社、2012年 11月

古川春秋『ホテルブラジル』角川書店、2012年 8

月

細川周平『日系ブラジル移民文学〈１〉日本語

の長い旅』みすず書房、2012年 12月

細川周平『日系ブラジル移民文学〈２〉日本語

の長い旅―評論』みすず書房、2013年 2月
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ホドロブスキー、アレクサンドロ（青木健史訳）

『リアリティのダンス』文遊社、2012年 10月

ボラーニョ、ロベルト（野谷文昭・内田兆史・

久野量一訳）『2666』白水社、2012年 10月

堀坂浩太郎『ブラジル　跳躍の軌跡』岩波新書、

2012年 8月

ボルヘス、ホルヘ・ルイス（鼓直訳）『ブロディー

の報告書』岩波文庫、2012年 5月

本郷豊・細野昭雄『ブラジルの不毛の大地「セ

ラード」開発の奇跡―日伯国際協力で実現し

た農業革命の記録』ダイヤモンド社、2012年 7

月

真木悠介『定本真木悠介著作集 <1> 気流の鳴

る音』岩波書店、2012年 10月

町田宗博・金城宏幸・宮内久光編『躍動する沖

縄系移民―ブラジル、ハワイを中心に』彩流

社、2013年 3月

マチャノバ『マチャノバがゆく―のーてん記 in

スペイン&メキシコ』文芸社、2012年 6月

松井太郎・西成彦・細川周平編『遠い声―ブラ

ジル日本人作家松井太郎小説選・続』松籟社、

2012年 7月

松下冽『グローバル・サウスにおける重層的ガ

ヴァナンス構築―参加・民主主義・社会運動』

ミネルヴァ書房、2012年 10月

松原英治『クリーン開発メカニズム（CDM）を

活用した農村開発―パラグアイ及びベトナム

の事例』国際農林水産業研究センター、2012

年 2月

松原好次・山本忠行編『言語と貧困―負の連鎖

の中で生きる世界の言語的マイノリティ』明

石書店、2012年 8月

マトゥテ、アナ・マリア（大西亮訳）『北西の祭

典』現代企画室、2012年 4月

真鍋周三編『ボリビアを知るための 73章』（第

2版）明石書店、2013年 2月

三木英・櫻井義秀編『日本に生きる移民たちの

宗教生活―ニューカマーのもたらす宗教多元

化』ミネルヴァ書房、2012年 7月

水谷さるころ『35日間世界一周!! part3　南欧

南米・世界遺産編』イースト・プレス、2013

年 3月

三菱総合研究所『「ブラジルによる途上国支援の

実態及び援助政策の現状」調査研究報告書』

2012年 3月

村上勇介・仙石学編『ネオリベラリズムの実践

現場―中東欧・ロシアとラテンアメリカ』京

都大学学術出版会、2013年 3月

モス、サラ；アレクサンダー・バデノック（堤

理華訳）『チョコレートの歴史物語』原書房、

2013年 1月

モヤ、オラシオ・カステジャーノス（細野豊訳）

『無分別』白水社、2012年 8月

森本豊富・根川幸男編『トランスナショナルな

「日系人」の教育・言語・文化―過去から未来

に向って』明石書店、2012年 6月

山元一洋『ブラジルにおける公教育の民主化―

参加をめぐる学校とコミュニティの関係』上

智大学イベロアメリカ研究所、2012年 12月

ヨーコ、ドク『天使と翔ける冒険旅行 <5> 南

米』ブックコム、2012年 2月

義井豊『インカ遺跡巡礼』TBSサービス、2012

年 5月

ラミレス、セルヒオ（寺尾隆吉訳）『ただ影だけ

―フィクションのエル・ドラード』水声社、

2013年 4月

リャマサーレス、フリオ（木村榮一訳）『無声映

画のシーン』ヴィレッジブックス、2012年 8

月

ルイ＝サンチェス、アルベルト（斎藤文子訳）

『空気の名前』白水社、2013年 3月

ルパージュ、エマニュエル（大西愛子訳）『ム
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チャチョ―ある少年の革命』Euromanga（飛

鳥新社発売）、2012年 4月

ロペス・アウスティン、アルフレド（篠原愛人・

林みどり・曽根尚子・柳沼孝一郎訳）『カルプ

リ―メソアメリカの神話学』文化科学高等研

究院、2013年 2月

ラパス日本人会 90年史編纂委員会『ラパス日

本人会 90年の記録　 1922–2012』ラパス日

本人会、2012年 10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 4

月

亘祟詞・土屋雅史『メッシはマラドーナを超え

られるか』中公新書ラクレ、2013年 4月

ヲゥーパー、ウィリー『ボサノヴァの真実―そ

の知られざるエピソード』彩流社、2013年 2

月

『輝号〈ブラジル「勝ち組」広報誌〉』不二出版、

2012年 7月

『週刊世界遺産　 No.91―最新版メキシコ』講

談社、2012年 4月

『SPA–DE 　 Vol.18 　特集：ブラジル＆メキ

シコ―ラテン的空間デザインの魅力』ファー

イースト・デザイン・エディターズ、2012年

11月

＜編集部より＞

複数の情報源を検索することで、2012年 5月か

ら 2013年 4月までの日本語図書（本誌第 19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。




