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ラテンアメリカ・カリブ関連新刊図書
（2014年 5月～2015年 4月）

青木利夫『20世紀メキシコにおける農村教育の

社会史―農村学校をめぐる国家と教師と共同

体』渓水社、2015年 2月

青山和夫・米延仁志『文明の盛衰と環境変動―

マヤ・アステカ・ナスカ・琉球の新しい歴史

像』岩波書店、2014年 9月

青山和夫・米延仁志・坂井正人・高宮広土『マ

ヤ・アンデス・琉球―環境考古学で読み解く

「敗者の文明」』朝日新聞出版、2014年 8月

赤嶺園子『笠戸丸移民　未来へ継ぐ裔孫―第一

回ブラジル移民のうち沖縄県出身者 325人の

足跡と子孫をブラジル、アルゼンチン、沖縄

で追跡調査した記録』ニッケイ新聞、2014年

10月

アシエンダ・デル・シエロ―モダン・メキシカー

ノ『予約の取れない人気店が教えるはじめて

のメキシコ料理』PHP研究所、2014年 9月

雨宮洋子・雨宮正明（吉岡正和編）『カミーラと

呼ばれた 230日―ベネズエラで誘拐されて生

還した私と、その間の息子達』東京図書出版、

2015年 2月

アマンダ（藤本千洋監修）『アマンダのブラジル

が近くなる本』表参道出版、2014年 12月

荒井隆宏『荒井隆宏のペルー料理―荒井商店』

柴田書店、2014年 9月

新井緑『アンデスの空　パタゴニアの風』中央

公論事業出版、2014年 6月

ARC国別情勢研究会『メキシコ―経済・貿易・

産業報告書〈2014–2015年版〉』2014年 4月

安全保障貿易情報センター『海外輸出管理法制

度　米国・カナダ・ブラジル版 2014』2014

年 4月

アンプエロ、ロベルト（宮崎真紀訳）『ネルーダ

事件』早川書房、2014年 5月

池城美菜子『まるごとジャマイカ体感ガイド』

スペースシャワーネットワーク、2014年 8月

伊沢紘生『新世界ザル―アマゾンの熱帯雨林に

野生の生きざまを追う（上）』東京大学出版

会、2015年 11月

伊沢紘生『新世界ザル―アマゾンの熱帯雨林に

野生の生きざまを追う（下）』東京大学出版

会、2015年 11月

石黒馨・初谷譲次編『創造するコミュニティ―

ラテンアメリカの社会関係資本』晃洋書房、

2014年 12月

伊藤秋仁・住田育法『ブラジル国家の形成』晃

洋書房、2015年 3月

稲村哲也『遊牧・移牧・定牧―モンゴル・チベッ

ト・ヒマラヤ・アンデスのフィールド』ナカ

ニシヤ出版、2014年 3月

井上幸孝編『メソアメリカを知るための 58章』

明石書店、2014年 5月

いまいはるみ『ブラジルからコンニチワ！』東

京図書出版、2014年 11月

岩谷みえエレナ『パラグアイに伝わる虹色のレー

ス　ニャンドゥティ―伝統の模様と作り方』

誠文堂新光社、2015年 6月

ウイドブロ，ビセンテ（鼓宗編訳）『クレアシ

オニスムの詩学―ラテンアメリカのアヴァン

ギャルド』関西大学出版部、2015年 3月

上谷直克編『「ポスト新自由主義期」ラテンアメ

リカにおける政治参加』アジア経済研究所、

2014年 12月

ヴェルヌ、ジュール（中村三郎・小高美保訳）『緑

の光線』（『メキシコの悲劇』）文遊社、2014

年 8月

宇佐美耕一・牧野久美子編『新興諸国の現金給
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付政策―アイディア・言説の視点から』アジ

ア経済研究所、2015年 3月

牛田千鶴編『南米につながる子どもたちと教育

―複数文化を「力」に変えていくために』行

路社、2014年 8月

Equipe J.、大住良之『2014 サッカーワールド

カップブラジル大会ハンドブック―開催 12

都市ガイド』同学社、2014年 4月

ERIKO『暮らす旅びと―ひとりで渡った中南米

縦断 10万 5千キロ』かまくら春秋社、2015

年 3月

追野英志『南米ボリビアにかけた夢―サンファ

ン移住者の男の情熱と魂』2014年 12月

大岩オスカール [ほか画]『陽光の大地―ブラジ

ルの日系人画家たちと大岩オスカール　兵庫

県立美術館所蔵リカルド・タケシ・赤川コレク

ションを中心に』群馬県立館林美術館、2014

年 4月

大串和雄編『21世紀の政治と暴力―グローバル

化、民主主義、アイデンティティ』晃洋書房、

2015年 2月

大山幸房訳『外国著作権法令集 49メキシコ編』

著作権情報センター、2014年 1月

岡田裕成『ラテンアメリカ―越境する美術』筑

摩書房、2014年 9月

オッペンハイマー、アンドレス（渡邉尚人訳）

『ラテンアメリカの教育戦略―急成長する新

興国との比較』時事通信社出版局、2014 年

12月

岡山裕子（文・写真）『ブラジル、住んでみたら

こんなとこでした!―ようこそ! おいしい食と

可愛い雑貨の国へ』清流出版、2014年 5月

春日光子、近葉愛子編（美和・ピエール、カルロ

ス・ピエール、本間智恵子、近葉愛子訳）『あ

かね = Akane―在メキシコ日系移民・春日光

子とその短歌「スペイン語訳」』あかね出版プ

ロジェクト、2014年 4月

カストロ・ルス、フィデル（工藤多香子・田中

高・富田君子訳）『キューバ革命勝利への道―

フィデル・カストロ自伝』明石書店、2014年

10月

キャロル、ローリー（伊高浩昭訳）『ウーゴ・チャ

ベス―ベネズエラ革命の内幕』岩波書店、2014

年 4月

京都佛立ミュージアム制作、本門佛立宗『ブラジ

ルと仏教展―一番遠くて近い国　展示図録』

本門佛立宗宗務本庁、2014年 10月

金七紀男『図説ブラジルの歴史』河出書房新社、

2014年 10月

工藤律子文・篠田有史写真『伊達侍と世界をゆ

く―「慶長遣欧使節団」とめぐる旅』河北新

報出版センター、2014年 6月

国本伊代『ビリャとサパタ―メキシコ革命の指

導者たち』山川出版社、2014年 6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『メキシコの投資・M&A・会社

法・会計税務・労務』TCG出版、2015年 4

月

黒田公男『神戸移住センターから見た日本とブ

ラジル』神戸新聞総合出版センター、2014年

11月

小林建一『キューバ自転車横断紀行』彩流社、

2014年 9月

五味篤著、馬場勉編『銀嶺のアンデス = La

primera inversión japonesa en el Perú 1889―

高橋是清のペルー銀山投資の足跡日本語・ス

ペイン語版』アンドレス・デル・カスティー

ジョ協会、2014年 10月

小牟田哲彦『世界の鉄道紀行』講談社現代新書、

2014年 7月

ゴールドソン、イヴォンヌ『ジャマイカ・パト

ワ語辞典―言葉・文化・歴史・レゲエミュー



74 ラテンアメリカ・カリブ研究

ジック・食などジャマイカがまるごと楽しめ

る』誠文堂新光社、2014年 11月

コルタサル、フリオ（寺尾隆吉訳）『八面体―

フィクションのエル・ドラード』水声社、2014

年 8月

紺谷充彦『イッペーの花―小説・ブラジル日本

移民の「勝ち組」事件』無明舎出版、2014年 7

月

坂口満宏『日本におけるブラジル国策移民事業

の特質―熊本県と北海道を事例に』史学研究

会、2014年

櫻井陽子『アルテサニアがかわいいメキシコ・

オアハカへの旅のヒント book』イカロス出

版、2014年 5月

志水宏吉・中島智子・鍛治致編『日本の外国人

学校―トランスナショナリティをめぐる教育

政策の課題』明石書店、2014年 7月

シャモワゾー、パトリック（関口涼子、パトリッ

ク・オノレ訳）『素晴らしきソリボ』河出書房

新社、2015年 1月

シュウェブリン、サマンタ（松本健二訳）『口の

なかの小鳥たち』（はじめて出逢う世界のお

はなしアルゼンチン編）東宣出版、2014年

10月

庄司宏子『アメリカスの文学的想像力―カリブ

からアメリカへ』彩流社、2015年 3月

白岩広行編『ブラジル日系社会談話資料―福島

県出身者たちの語り』上越教育大学大学院学

校教育研究科言語系コース白岩広行研究室、

2014年 2月

鈴木智子『ペルー―アマゾン生まれのウリーセ

ス』偕成社、2014年 9月

寿里順平監修、山本和彦著、上島善之編集『改

訂・ラテンアメリカの書棚から―640冊の書

籍を紹介』ラテンアメリカクラブ発行、2014

年 10月

誠文堂新光社『世界のじゃがいも料理―南米ペ

ルーからヨーロッパ、アジアへ。郷土色あふ

れる 100のレシピ』誠文堂新光社、2015年 3

月

石油天然ガス・金属鉱物資源機構調査部『ボリ

ビア多民族国鉱業冶金法』2015年 3月

仙道富士郎編『遥かなる地球の裏側に夢を馳せ

た人々―南米パラグアイ在住日系移住者の声』

山形大学出版会、2014年 8月

造事務所編『日本人が驚く中南米 33カ国のお

国柄』PHP文庫、2014年 6月

ソルダン、エドゥムンド・パス（服部綾乃・石川

隆介訳）『チューリングの妄想』現代企画室、

2014年 8月

高木善之『軍隊を廃した国コスタリカ―平和は

民主主義から　地球村紀行』ネットワーク地

球村、2014年 4月

武井武雄・西本鶏介『とうもろこしどろぼう―

メキシコ民話』フレーベル館、2014年 6月

竹島眞澄『二人のマリア―ブラジルの夢ポルト

ガルの夢』文芸社、2015年 1月

武田千香『ブラジル人の処世術―ジェイチーニョ

の秘密』平凡社新書、2014年 6月

田代桂子『ハバナとジャカランダと―ラテンア

メリカ・スケッチ散歩』石風社、2015年 2月

田付貞洋編『アルゼンチンアリ―史上最強の侵

略的外来種』東京大学出版会、2014年 3月

田中絵梨奈『郷里送金を地域発展に活かす―メ

キシコ西部トゥスカクエスコ村の「越境する

コミュニティ」を事例に』上智大学イベロア

メリカ研究所、2014年 10月

旅する鈴木『パナマ運河／オモチャの国の貨物船

―鳥のように世界を旅するパラパラ PHOTO』

いろは出版、2015年 3月

地球の歩き方編集部『メキシコ〈2015-2016年

版〉』ダイヤモンド・ビッグ社、2014年 9月
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地球の歩き方編集部『キューバ＆カリブの島々

〈2015-2016年版〉』ダイヤモンド・ビッグ社、

2014年 10月

チャトウィン、ブルース他（旦敬介訳）『ウイ

ダーの副王』みすず書房、2015年 5月

出水力編『アセアンと南米に進出した日系企業

の経営と技術の移転』大阪産業大学産業研究

所、2014年 3月

寺田康道『アンデス高原のキヌア』2014年

天理大学アメリカス学会「アメリカスのまなざ

し―再魔術化される観光―」編集委員会編『ア

メリカスのまなざし―再魔術化される観光』

天理大学出版部、2014年 12月

ドク・ヨーコ『天使と翔ける冒険旅行 17 カリ

ブ海の島々編』ブックコム、2014年 7月

ドク・ヨーコ『天使と翔ける冒険旅行 18 中米

7ヵ国』ブックコム、2014年 8月

ドノソ、ホセ（寺尾隆吉訳）『別荘ロス・クラ

シコス』現代企画室、2014年 8月

トンプソン、ジョージ（ハル吉訳、藤掛洋子・

高橋健二監修）『パラグアイ戦争史―トンプ

ソンが見たパラグアイと三国同盟戦争』中南

米マガジン、2014年 11月

内藤民治編『写真記録 100年前の世界 第 9巻

カナダ・ラテンアメリカ』大空社、2014年 5

月

長倉洋海『メキシコ―織物の町の少女リセット』

偕成社、2014年 9月

中畑貴雄『メキシコ経済の基礎知識』（第 2版）

日本貿易振興機構、2014年 4月

南米・ボリビアの青空に舞う編集委員会編『南

米・ボリビアの青空に舞う―心をむすぶ保健

医療協力の歩み』悠光堂、2014年 9月

西田賢司『コスタリカの奇妙な虫図鑑』洋泉社、

2015年 1月

西野嘉章・鶴見英成編『黄金郷を彷徨う―アン

デス考古学の半世紀』東京大学総合研究博物

館発行・東京大学出版会発売、2015年 2月

西山とき子『エキサイティングキューバ―音楽

と革命・世界遺産への旅』かもがわ出版、2014

年 10月

日本国際知的財産保護協会『ブラジル・メキシ

コ・コロンビア・インド・ロシアの産業財産

権制度及びその運用実態に関する調査研究報

告書』2015年 3月

野村流音楽協会ブラジル支部編『野村流音楽協

会ブラジル支部創立 60周年記念祭典』2015

年 4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

バックラック、アーサー・Ｊ．（松田正貴訳）『ニ

ューメキシコのＤ・Ｈ・ロレンス―そこは時

間の流れが違う』彩流社、2014年 5月

ハリス、ナサニエル著、エリザベス・グレアム監

修（赤尾秀子訳）『古代マヤ―密林に開花した

神秘の文明の軌跡をたどる』BL出版、2014

年 3月

日登美『ブラジルの我が家』幻冬舎、2015年 3

月

平間康人『南米「裏」旅行』彩図社、2014年 7

月

フエンテス、カルロス（寺尾隆吉訳）『ガラスの

国境―フィクションのエル・ドラード』水声

社、2015年 3月

笛田千容『ＭＢＡたちの中米変革―国際学術協

力による地域経済統合』風響社、2014年 10月

Focus Media編『2014 FIFA World Cup Brazil

公式ガイドブック』講談社、2014年 5月

Whopper、Willie『音楽でたどるブラジル O

Brasil Através da Música』彩流社、2014年 5
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月

深沢正雪（ニッケイ新聞社編）『一粒の米も死な

ずば―ブラジル日本移民レジストロ地方入植

百周年』無明舎出版、2014年 11月

ブラジル沖縄県人会編、宮城あきら著（宮原ジャ

ネ訳）『325 Okinawanos do Kasato Maru／笠

戸丸沖縄県人移民 325名―Relação contendo

a Síntese de suas Trajetórias de Vida／名簿及

び簡単な足跡』サンパウロ、2014年

ブラジル沖縄県人会編、宮城あきら著、山城勇著

（宮原ジャネ訳）『1 século de História em Fotos

／写真で見るブラジル沖縄県人移民の歴史―

A Comunidade Okinawa no Brasil 1908-2008

［ブラジルの沖縄コミュニティー 1908-2008］』

サンパウロ、2014年

ブラジル日系文学会編『合同文芸展示会 =

Exposição bilíngue encontro com poemas

Nipo-Brasileiros：作品集』São Paulo: Asso-

ciação Cultural e Literária Nikkei Bungaku do

Brasil、2014年 12月

ブラジル被爆者平和協会『南米在住ヒバクシャ

魂の叫び』コジロー出版、2014年 10月

Fleur Star編（小宮輝之日本語版監修、渋谷弘

子訳）『密着!―動物たちの 24時間　アンデス

山脈編』汐文社、2015年 2月

星野妙子『メキシコ自動車産業のサプライチェー

ン―メキシコ企業の参入は可能か』アジア経

済研究所、2014年 12月

ボラーニョ、ロベルト（松本健二訳）『[改訳]通

話』（ボラーニョ・コレクション）白水社、2014

年 10月

ボラーニョ、ロベルト、その他（野谷文昭訳）

『アメリカ大陸のナチ文学』（ボラーニョ・コ

レクション）白水社、2015年 6月

ボルヘス、ホルヘ・ルイス（柳瀬尚紀訳）『幻獣

辞典』河出書房新社、2015年 5月

松田猛『ひたすらに生きよ死んではならぬ―も

う一人の「タケシ」南米ジャングル開拓物語』

コスモ 21、2014年 11月

松原、ネルソン著（松本創取材・構成、小笠原

博毅取材・解説）『生きるためのサッカー―ブ

ラジル、札幌、神戸転がるボールを追いかけ

て』サウダージ・ブックス、2014年 6月

水谷さるころ『35日間世界一周!! part5カリブ

海リゾート』イースト・プレス、2014年 10月

宮崎幸江編『日本に住む多文化の子どもと教育

―ことばと文化のはざまで生きる』上智大学

出版会、2014年

三好徹『チェ・ゲバラ伝』文春文庫、2014年 4

月

三吉美加『米国のラティーノ ASシリーズ』大

学教育出版、2014年 6月

ムヒカ（くさばよしみ編、中川学絵）『世界で

いちばん貧しい大統領のスピーチ』汐文社、

2014年 3月

村上勇介編『21世紀ラテンアメリカの挑戦―ネ

オリベラリズムによる亀裂を超えて』京都大

学学術出版会、2015年 3月

モルガン、ファン・ダヴィ（中川晋訳）『黄金の

馬パナマ地峡鉄道―大西洋と太平洋を結んだ

男たちの物語』三冬社、2014年 11月

山崎眞次『メキシコ先住民の反乱―敗れ去りし

者たちの記録』成文堂、2015年 1月

山本昌邦・戸塚啓『敗戦から未来へ―ブラジル

Ｗ杯テクニカルレポート』宝島社、2014 年

11月

横山眞司訳『外国著作権法令集 51メキシコ編』

著作権情報センター、2015.年 3月

吉野泰貴『潜水空母伊号第 14潜水艦―パナマ

運河攻撃と彩雲輸送「光」作戦』大日本絵画、

2015年 4月

吉野亨（飛鳥幸子マンガ）『ブラジルのことが
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マンガで 3 時間でわかる本―2045 年の資源

大国』明日香出版社、2014年 5月

ラテン・アメリカ政経学会編『ラテン・アメリ

カ社会科学ハンドブック』新評論、2014 年

12月

ロハス、ゴンサロ著、グレゴリー・サンブラー

ノ編（寺尾隆吉訳）『ゴンサロ・ロハス詩集―

アンソロジー』現代企画室、2015年 5月

渡邉尚人『葉巻を片手に中南米』山愛書院、2014

年 9月

『トランジット』25号「美しきブラジル」講談

社、2014年 6月

『2014ブラジルワールドカップ完全ガイド』学

研パブリッシング、2014年 5月

『 ブラジルW杯蹴球読本 BRAZIL 2014

WORLD CUP ―Now, We Are Ready』文藝

春秋、2014年 6月

『ブラジル』実業之日本社、2014年 5月

『ユリイカ第 46巻第 8号―詩と批評特集：ガ

ルシア＝マルケス』青土社、2014年 6月

『Cruise Traveller〈Autumn 2014〉―世界の船

旅画報ガラパゴス世界遺産への探検航海』ク

ルーズトラベラーカンパニー、2014年 9月

＜編集部より＞

複数の情報源を検索することで、2014年 5月か

ら 2015年 4月までの日本語図書（本誌第 21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。


