
ラテンアメリカ・カリブ関連新刊図書 79

ラテンアメリカ・カリブ関連新刊図書
（2015年 5月～2016年 4月）

アイヴァリー、オースティン（宮崎修二訳）『教

皇フランシスコ―キリストとともに燃えて』

明石書店、2016年 2月

アイラ、セサル（柳原孝敦訳）『文学会議』新潮

社、2015年 10月

青山和夫『マヤ文明を知る事典』東京堂出版、

2015年 11月

麻生雅人『おいしいブラジル』スペースシャワー

ネットワーク、2016年 2月

阿部修二『国王の道―メキシコ植民地散歩「魂

の征服」街道を行く』未知谷、2015年 12月

新崎盛文『南米大陸 55年の道程―屋宜宣太郎

の軌跡と移民の現在』沖縄タイムス社、2015

年７月

アラルコン、ダニエル（藤井光訳）『夜、僕らは

輪になって歩く』新潮社、2016年 1月

アリタ、ヒサオ・二宮正人『ブラジル知的財産

法概説』信山社出版、2015年 8月

ARC国別情勢研究会編『ブラジル―経済・貿

易・産業報告書〈2015-2016年版〉』2015年 7

月

ARC国別情勢研究会編『アルゼンチン―経済・

貿易・産業報告書〈2015-2016年版〉』2015

年 9月

ARC国別情勢研究会編『チリ―経済・貿易・産

業報告書〈2015-2016年版〉』2015年 10月

ARC国別情勢研究会編『ベネズエラ―経済・貿

易・産業報告書〈2016-2017年版〉』2016年

2月

ARC国別情勢研究会編『メキシコ―経済・貿

易・産業報告書〈2016-2017年版〉』2016年 4

月

アルルト、ロベルト（寺尾隆吉訳）『怒りの玩

具』現代企画室、2015年 9月

イアハート、クリスティン（山本めぐみ訳）『サ

バイバル・レース <1>南アメリカ大陸・アマ

ゾン編』KADOKAWA、2015年 12月

池上彰監修、ルイーズ・スピルズベリー（稲葉

茂勝訳）こどもくらぶ編『池上彰が注目する

これからの大都市・経済大国 <3>リオデジャ

ネイロ・ブラジル』講談社、2015年 12月

池田大作とその時代編纂委員会『民衆こそ王者

8「先駆者たち―ラテンアメリカ」篇』潮出

版社、2015年 9月

伊高浩昭『チェ・ゲバラ―旅、キューバ革命、ボ

リビア』中公新書、2015年 7月

伊高浩昭『われらのアメリカ万華鏡』立教大学

ラテンアメリカ研究所、2015年 9月

伊東章『金は巌も崩す―エルナン・コルテスと

メキシコ』島影社、2015年 12月

伊東淳史『素顔のキューバ案内―葉巻、酒、音

楽…アミーゴ』イカロス出版、2016年 1月

伊藤千尋『キューバ―超大国を屈服させたラテ

ンの魂』高文研、2016年 1月

井本礼子『CUBA―青い鳥は海の向こうの夢を

みる』冬青社、2015年 7月

岩崎絢子『チャベス政権の参加型民主主義の実

態と課題―ベネズエラにおける地域住民委員

会の分析を通して』上智大学イベロアメリカ

研究所、2015年 9月

岩崎賢『アステカ王国の生贄の祭祀―血・花・

笑・戦』山川出版社、2015年 8月

上地隆裕『世界のオーケストラ 1 北米・中米・

南米編』芸術現代社、2015年７月

宇田川彩『アルゼンチンのユダヤ人―食から見

た暮らしと文化』風響社、2015年 10月

NHK 取材班『プレシャスブルー―カリブ海ク
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ジラの親子と出会う旅』宝島社、2016年 4月

NHK 取材班『アマゾンを撮る男たち』宝島社、

2016年 4月

大原治雄『ブラジルの光、家族の風景―大原治雄

写真集』サウダージ・ブックス、2016年 4月

小倉英敬『ラテンアメリカ 1968年論』新泉社、

2015年 11月

オッペンハイマー、アンドレス（渡邉尚人訳）

『創造か死か―ラテンアメリカに希望を生む

革新の 5つの鍵』明石書店、2016年 4月

オバタ、ハジメ『ボリビア、ボリビア』文芸社、

2016年 2月

オリヴェイラ、カルメン・L.（小口未散訳）『めずら

しい花　ありふれた花―ロタと詩人ビショッ

プとブラジルの人々の物語』水声社、2016年

2月

カストロ、エドゥアルド・ヴィヴェイロス・デ

（近藤宏・里見龍樹訳）『インディオの気まぐ

れな魂』水声社、2015年 11月

ガバッチア、ダナ・R.（一政（野村）史織訳）『移

民からみるアメリカ外交史』白水社、2015年

11月

ガーブ、スザンヌ；オルソン・リンダ（六耀社編

集部編訳）『マチュ・ピチュのひみつ―インカ

帝国の失われた都市』六耀社、2015年 10月

菅孝行編『佐野碩―人と仕事』藤原書店、2015

年 12月

菅野英明・サンパウロ新聞社『ブラジル日系人経

営者・50人の素顔』サンパウロ新聞社、2015

年 10月

北村孝『でも、ブラジルが好き―ブラジル生活

見聞記』私製版、2015年 11月

北村孝『徒然なるままに―ブラジル生活見聞記』

私製版、2015年 11月

木下郁夫『賢者ガルシア・ロブレス伝―国連憲

章と核軍縮に取り組んだ外交官』社会評論社、

2015年 6月

木下真吾・安部智久『パナマ運河を中心とした

アジア-北米貨物の動向分析』国土技術政策総

合研究所、2015年 3月

木村秀雄・高野潤『インカの世界を知る』岩波

ジュニア新書、2015年 11月

教皇フランシスコ（黒栖徳雄訳）『教皇フランシ

スコ　いつくしみの教会―共に喜び、分かち

合うために』明石書店、2015年 12月

近代日本移民の歴史編集委員会『近代日本移民

の歴史 <1>南アメリカ　ブラジル』汐文社、

2016年 5月

日下野良武『ブラジル万華鏡―南米大国の素顔

と未来』熊本日日新聞社、2015年 7月

くさばよしみ編『世界でいちばん貧しい大統領

からきみへ』汐文社、2015年 10月

クシンスキー、ベルナルド（小高利根子訳）『Ｋ

　消えた娘を追って』花伝社、2015年 10月

工藤真由美・森幸一編『日系移民社会における

言語接触のダイナミズム―ブラジル・ボリビ

アの子供移民と沖縄系移民』大阪大学出版会、

2015年 8月

国本伊代編『ラテンアメリカ　 21世紀の社会

と女性』新評論、2015年 12月

窪田暁『「野球移民」を生みだす人びと―ドミ

ニカ共和国とアメリカにまたがる扶養義務の

ネットワーク』清水弘文堂書房、2016年 2月

黒田学『スペイン語圏のインクルーシブ教育と

福祉の課題―スペイン、メキシコ、キューバ、

チリ』クリエイツかもがわ、2016年 3月

グレアム、アリソン；フィリップ・ゼリコウ（漆

島稔訳）『決定の本質 <1>―キューバ・ミサ

イル危機の分析』日経 BP社、2016年 3月

グレアム、アリソン；フィリップ・ゼリコウ（漆

島稔訳）『決定の本質 <2>―キューバ・ミサ

イル危機の分析』日経 BP社、2016年 3月



ラテンアメリカ・カリブ関連新刊図書 81

コーン、エドゥアルド（奥野克己・近藤宏監訳、

近藤祉秋・ニ文字屋脩訳）『森は考える―人間

的なるものを超えた人類学』亜紀書房、2016

年 1月

越川芳明『あっけらかんの国キューバ―革命と

宗教のあいだを旅して』猿江商會、2016年

2月

小嶋司編『ジャマイカの障がい児・者支援活動

に参加して―JICAシニア海外ボランティア

の写真記録』弘報印刷、2015年 12月

ことりっぷ編集部、オフィス・ポストイット編

『カンクン―メキシココトリップかいがいは

け』昭文社、2015年 8月

コルテス、エルナン（伊藤昌輝訳）『コルテス報

告書簡』法政大学出版局、2015年 11月

坂口安紀編『チャベス政権下のベネズエラ』ア

ジア経済研究所、2016年 2月

佐藤健寿『空飛ぶ円盤が墜落した町へ X51.ORG

THE ODYSSEY北南米編』河出文庫、2015

年 4月

佐藤美由紀『世界でいちばん貧しい大統領　ホ

セ・ムヒカの言葉』双葉社、2015年 7月

サルガド、セバスチャン；イザベル・フランク

（中野勉訳）『わたしの土地から大地へ』河出

書房新社、2015年 7月

島村暁代『高齢期の所得保障―ブラジル・チリ

の法制度と日本』東京大学出版会、2015年

10月

清水達也・二宮康史・星野妙子『ラテンアメリ

カの中小企業』アジア経済研究所、2015年

11月

清水透『ラテンアメリカ　歴史のトルソー』立

教大学ラテンアメリカ研究所、2015年 3月

上智大学イベロアメリカ研究所編『上智大学イ

ベロアメリカ研究所創立 50周年記念シンポ

ジウム報告書「アジア 太平洋時代のラテン

アメリカ」』上智大学イベロアメリカ研究所、

2015年 3月

上智大学外国語学部ポルトガル語学科編『ポル

トガル語圏世界への 50のとびら』上智大学

出版、2015年 12月

スミス、ダニエル（小野智子・片山美佳子訳）『絶

対に見られない世界の秘宝 99―テンプル騎士

団の財宝からアマゾンの黄金都市まで』日経

ナショナルジオグラフィック社、2015年 7月

スラヒ、モハメドゥ・ウルド；ラリー・シーム

ズ編（中島由華訳）『グアンタナモ収容所―地

獄からの手記』河出書房新社、2015年 11月

関雄二編『古代文明アンデスと西アジア神殿と

権力の生成』朝日新聞出版、2015年 8月

高野潤『アマゾン　森の変貌』新潮社、2015年

5月

高野潤『新大陸が生んだ食物―トウモロコシ・

ジャガイモ・トウガラシ』中公新書、2015年

4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』講談社文庫、2015年 9月

田所清克『ブラジル雑学事典』春風社、2016年

3月

TABIPPO編『ウユニ塩湖―心を整える 100の

言葉』いろは出版、2015年 8月

旅する鈴木『ウユニ塩湖―星の雨降らす奇跡の

絶景』いろは出版、2015年 3月

旅する鈴木『ラパス―宝石集めた街の夜』いろ

は出版、2015年 3月

玉川裕子『赤いレトロな焙煎機―遥かなる南米

大陸をめざして』春風社、2016年 4月

田巻松雄；スエヨシ・アナ編『越境するペルー

人―外国人労働者、日本で成長した若者、「帰

国」した子どもたち』下野新聞社、2015年

3月

ダンサ、アンドレス；エルネスト・トゥルボヴィッ
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ツ（大橋美帆訳）『悪役―世界でいちばん貧し

い大統領の本音』汐文社、2015年 10月

ダンサ、アンドレス；エルネスト・トゥルボヴィッ

ツ（大橋美帆訳）『ホセ・ムヒカ―世界でいち

ばん貧しい大統領』角川文庫、2016年 3月

Tang Yu Lap『旅行マスターMr. タンの世界遺

産紀行　チリ・ペルー編―モアイ像・アマゾ

ン熱帯雨林・ナスカ地上絵・マチュピチュ』

パレード、2015年 6月

地球の歩き方編集室『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〈2016-2017年版〉』ダイ

ヤモンド・ビッグ社、2015年 10月

地球の歩き方編集室『アルゼンチン チリ パラ

グアイウルグアイ〈2016-2017年版〉』ダイ

ヤモンド・ビッグ、2015年 11月

地球の歩き方編集室『ペルー ボリビア エクア

ドルコロンビア〈2016-2017年版〉』ダイヤ

モンド・ビッグ社、2016年 1月

地球の歩き方編集室『ブラジル　ベネズエラ

〈2016-2017年版〉』ダイヤモンド・ビッグ社、

2016年 3月

チャトウィン、ブルース；ポール・セル―（池田

栄一訳）『パタゴニアふたたび』白水社、2015

年 9月

塚崎雄一『じゃあまあいーか―JICAボランティ

アジャマイカを行く』大盛堂書房、2015年

8月

塚本美穂『世界文学の位置づけヒスパニック文

学』ブックウェイ、2015年 3月

寺澤辰麿『コロンビアの素顔』かまくら春秋社、

2016年 4月

ドノソ、ホセ（寺尾隆吉訳）『ロリア侯爵夫人の

失踪』水声社、2015年 7月

冨田晃『楽器は語る―スティールパンから津軽

三味線まで』千里文化財団、2015年 9月

トロイ、ヴァージニア・ガードナー（中野恵美

子訳）『アンニ・アルバースとアンデスの染織

―バウハウスからブラック・マウンテンへ』

桑沢学園、2015年 12月

長倉洋海『ヘスースとフランシスコ―エルサル

バドル内戦を生きぬいて』福音館書店、2016

年 4月

中原仁『リオデジャネイロ式生活』双葉社、2016

年 5月

中島教雄・片岡万枝『海外進出ビジュアルデータ

ブック―ASEAN／アフリカ／中南米』ディ

スカヴァー・トゥエンティワン、2015年 10月

南條洋雄『ボッサ・ノーヴァな建築考―住宅か

ら都市デザインへ』コム・ブレイン、2015年

5月

西田賢司『ミラクル昆虫ワールド　コスタリカ』

日経ナショナルジオグラフィック社、2015年

7月

根川幸男『戦前期ブラジル移民日本語読本（編

集復刻版）』不二出版、2016年 1月

野町和嘉『極限高地―チベット・アンデス・エ

チオピアに生きる』日経ナショナルジオグラ

フィック社、2015年 7月

野村哲也『イースター島を行く―モアイの謎と

未踏の聖地』中公新書、2015年 6月

バスケス、フアン・ガブリエル（久野量一訳）

『コスタグアナ秘史』水声社、2016年 1月

バスケス、フアン・ガブリエル（柳原孝敦訳）

『物が落ちる音』松籟社、2016年 1月

華藤えれな『氷上のアルゼンチン・タンゴ』徳

間書店、2016年 4月

バルガス・ジョサ、マリオ（寺尾隆吉訳）『水を

得た魚―マリオ・バルガス・ジョサ自伝』水

声社、2016年 3月

バルガス＝リョサ、マリオ（田村さと子訳）『つ

つましい英雄』河出書房新社、2015年 12月
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バレリー、ポール（南条俊二訳）『教皇フラン

シスコの挑戦―闇から光へ』春秋社、2014年

10月

平松正顕・渡部潤一『アルマ望遠鏡が見た宇宙』

宝島社、2015年 8月

ファルコ、フェデリコ；ルイサ・ガイスラー他

（だいこくかずえ訳）『クエルボ兄弟―南米新

世代作家コンピレーション　 <2>』葉っぱの

坑夫、2015年 4月

福田友子編『ラテンアメリカと移民―日本、ス

ペインからの視点』千葉大学大学院人文社会

科学研究科、2015年 2月

藤井美治子『ホップ・ステップ・ジャンプ―専

業主婦から日本語教師としてブラジル・ウル

グアイへ』ホップ社、2016年 2月

藤井恵『アメリカ・カナダ・メキシコ・ブラジ

ル駐在員の選任・赴任から帰任まで完全ガイ

ド』清文社、2015年 8月

ブラジル日本商工会議所編『新版　現代ブラジ

ル事典』新評論、2016年 4月

フランシスコ（教皇）、カトリック中央協議会

『教皇フランシスコ講話集 <2>』カトリック

中央協議会、2015年 4月

古川勇気『ペルー山村のチーズ生産者―暮らし

の中の経済戦略』風響社、2015年 10月

ペルッツ、レオ（前川道介訳）『第三の魔弾』白

水社、2015年 7月

ボカ・ジュニアーズ・フィリアル・ジャパン『サッ

カー　南米流球際が強くなるスキル』池田書

店、2015年 7月

細田晴子『カストロとフランコ―冷戦期外交の

舞台裏』ちくま新書、2016年 3月

細谷洋子『アフロ・ブラジル文化カポエイラの

世界』昭和出版、2015年 4月

ボラーニョ、ロベルト（斎藤文子訳）『はるか

な星』（ボラーニョ・コレクション）白水社、

2015年 11月

町井紀之・古口徳雄『いざという時の救急医療

基本用語集』五曜書房、2015年 9月

マン、チャールズ・C.（布施由紀子訳）『1493

―世界を変えた大陸間の「交換」』紀伊国屋書

店、2016年 2月

マントン、ドン；デイヴィッド・A・ウェルチ（田

所昌幸・林晟一訳）『キューバ危機―ミラー・

イメージングの罠』中央公論新社、2015年

4月

水上啓吾『ソブリン危機の連鎖―ブラジルの財

政金融政策』ナカニシヤ出版、2016年 3月

水野一晴『アンデス自然学』古今書院、2016年

3月

水野龍哉『移民の詩（うた）―大泉ブラジルタウ

ン物語』CCCメディアハウス、2016年 2月

宮城あきら編（宮原ジャネ朋代訳）『群星―ブラ

ジル沖縄県人移民研究塾同人誌　創刊号』ブ

ラジル沖縄県人移民研究塾、2015年 5月

宮治誠『ブラジル　この興味あふれる国』文芸

社、2015年 7月

ミラード、キャンディス；カズヨ・フリードラン

ダー『大統領の冒険―ルーズベルト、アマゾ

ン奥地への旅』エイアンドエフ、2016年 4月

明治大正昭和新聞研究会『新聞集成昭和編年史

〈昭和 37年版　 5〉キューバ危機』新聞資料

出版、2015年 9月

メリル、クヌド（木村公一・倉田雅美・伊藤芳

子訳）『一人の詩人と二人の画家－ D.Hロレ

ンスとニューメキシコ』春風社、2016年 3月

百瀬しのぶ『世界を動かすことば―世界でいち

ばん貧しい大統領のスピーチ』角川つばさ文

庫、2015年 10月

森山光司『メキシコ料理大全―家庭料理、伝統

料理の調理技術から食材、食文化まで』誠文

堂新光社、2015年７月
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モレリオ、ペドロ・アントニオ・バージェ、大

金とおる（吉野ゆきこ訳）『リアル・キューバ

音楽』ヤマハミュージックメディア、2015年

11月

八木虎造『キューバ―野球の国のエリオ　世界

のともだち』偕成社、2015年 9月

八木百合子『アンデスの聖人信仰―人の移動が

織りなす文化のダイナミズム』臨川書店、2015

年 7月

山田經三『教皇フランシスコ―「小さき人びと」

に寄り添い、共に生きる』明石書店、2014年

2月

山田經三『教皇フランシスコ―喜びと感謝のこ

とば』明石書店、2015年 6月

山本紀夫『トウガラシの世界史―辛くて熱い「食

卓革命」』中公新書、2016年 2月

ヨーダー、デイブ；ロバート・ドレイパー（高

作自子訳）『ビジュアル　新生バチカン―教

皇フランシスコの挑戦』日経ナショナルジオ

グラフィック社、2016年 2月

ライト、アンガス；ウェンディー・ウォルフォー

ド（山本正三訳）『大地を受け継ぐ―土地なし

農民運動と新しいブラジルをめざす苦闘』二

宮書店、2016年 4月

リベラ、マリアノ；ウェイン・コフィー（金原

瑞人・樋渡正人訳）『クローザー　マリアノ・

リベラ自伝』作品社、2015年 11月

リジエス、リカルド；フェデリコ・ファルコ他（だ

いこくかずえ訳）『レプブリカとグラウの交差

点―南米新世代作家コンピレーション <1>』

葉っぱの坑夫、2015年 4月

レッサー、ジェフリー（鈴木茂・佐々木剛二訳）

『ブラジルのアジア・中東系移民と国民性の

構築―「ブラジル人らしさ」をめぐる葛藤と

摸索』明石書店、2016年 3月

和田由貴夫『キューバの自動車図鑑―世界の車

のワンダーランド』ぽると出版、2015年 9月

ヲゥーパー、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、2015年 11月

『UNABARA』Vol. 02「特集：灼熱のアルゼン

チン 3都物語」三栄書房、2016年 3月

『ホセ・ムヒカの生き方と言葉―世界でもっと

も貧しい大統領の心に触れる』メディアソフ

ト、2016年 2月

＜編集部より＞

複数の情報源を検索することで、2015年 5月か

ら 2016年 4月までの日本語図書（本誌第 22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。


