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ラテンアメリカ・カリブ関連新刊図書
（2016年 5月～2017年 4月）

青木ゆり子監修、こどもくらぶ編『しらべよう！

世界の料理 7中央・南アメリカ、オセアニア

―メキシコ、ブラジル、ペルー、オーストラ

リアほか』ポプラ社、2017年 4月

青山武士『ぱなま運河の話』2016年（復刻：原

本 1939年刊）

新井緑『アンデス山脈を越えるとき』中央公論

事業出版、2016年 7月

アリソン、グレアム；フィリップ・ゼリコウ（漆

嶋稔訳）『決定の本質―キューバ・ミサイル

危機の分析 1』第 2版、日経 BP社、2016年

3月

アリソン、グレアム；フィリップ・ゼリコウ（漆

嶋稔訳）『決定の本質―キューバ・ミサイル危

機の分析 2 』第 2版、日経 BP社、2016年

3月

ARC国別情勢研究会編『ペルー―経済・貿易・

産業報告書〈2016-2017年版〉』2016年 10月

アルバレス、フーリア（神戸万知訳）『わたした

ちが自由になるまえ』ゴブリン書房、2016年

12月

アレナス、レイナルド（山辺弦訳）『襲撃』水声

社、2016年 11月

アレーニ、ジュリオ；楊延イン（齊藤正高訳注・

解説）『大航海時代の地球見聞録―通解「職方

外紀」』原書房、2017年 3月

阿波弓夫『オクタビオ・パス―迷路と帰還』文

化科学高等研究院出版局、2015年 10月

アンドレア、ウルフ（鍛原多惠子訳）『フンボ

ルトの冒険―自然という<生命の綱＞の発明』

NHK出版、2017年 1月

池上彰；ホセ・ムヒカ『池上彰とホセ・ムヒカが

語り合ったほんとうの豊かさって何ですか?』

KADOKAWA、2016年 10月

石内都『フリーダ 愛と痛み』岩波書店、2016

年 6月

市川慎一『わたしのイスパニア語の旅―スペイ

ンから中南米諸国へ』彩流社、2017年 1月

伊藤昌輝編訳、エレナ・ガジェゴ監修『スペイ

ン語で詠う小倉百人一首 “Cien Poetas, Un

Poema Cada Uno Ogura Hyakunin Isshu”』大

盛堂書房、2016年 10月

今福龍太『クレオール主義』水声社、2017 年

3月

イワサキ、フェルナンド（八重樫克彦・八重樫由

貴子訳）、『ペルーの異端審問』新評論、2016

年 7月

イワサキ、フェルナンド（八重樫克彦・八重樫

由貴子訳）、『悪しき愛の書』作品社、2017年

4月

祝田秀全『銀の世界史』ちくま新書、2016 年

9月

イングリッシュ、T.J.（伊藤孝訳）『マフィア帝

国ハバナの夜―ランスキー・カストロ・ケネ

ディの時代』さくら舎、2016年 6月

ヴァンデルホフ、フランツ（北野収訳）『貧し

い人々のマニフェスト―フェアトレードの思

想』創成社、2016年 8月

宇佐見耕一・菊池啓一・馬場香織編『ラテンア

メリカの市民社会組織―継続と変容』アジア

経済研究所、2016年 11月

宇野和美・網野真木子編・訳『名作短編で学ぶ

スペイン語』ベレ出版、2016年 11月

遠藤十亜希『南米「棄民」政策の実像』岩波現

代全書、2016年 5月

與島援得・畑中雅子編『遙かなるブラジル―昭

和移民日記抄』国書刊行会、2017年 5月
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岡田勇『資源国家と民主主義―ラテンアメリカ

の挑戦』名古屋大学出版会、2016年 9月

沖縄県公文書館編『沖縄移民の記録―沖縄県公

文書館上映会』沖縄県公文書館、2016年 9月

沖縄県知事公室広報交流課編『海外県人会・民

間大使活動事例集ウチナーネットワーク―世

界に広がる！うまんちゅの輪』沖縄県知事公

室広報交流課、2016年 11月

奥田若菜『貧困と連帯の人類学―ブラジルの路

上市場における一方的贈与』春風社、2017年

2月

小倉英敬『「植民地主義論」再考―グローバルヒ

ストリーとしての「植民地主義批判」に向け

て』揺籃社、2017年 1月

恩納村誌編さん室編『海外調査報告書（ブラジ

ル・ボリビア）―恩納村誌』恩納村、2016年

3月

海堂尊『ポーラースター―ゲバラ覚醒』文藝春

秋、2016年 6月

外務省中南米局カリブ課編『日本と中南米―「共

に発展・主導・啓発」を目指すパートナー』外

務省国内広報室、2016年 3月

柿原智弘『産業集積と投資環境の変化―メキシ

コ中央高原地域の日系自動車企業のケース』

成城大学経済研究所、2017年 3月

カーソン、ロバート（森夏樹訳）『海賊船ハン

ター―カリブ海に沈む「伝説」を探せ』青土

社、2016年 8月

梶原寿『解放の神学―人と思想（新装版）』清水

書院、2016年 7月

片山陽子『アルゼンチン音楽探訪―ときめきの

ラテンアメリカ』ハンナ、2016年 9月

加藤正明『マチュピチュからパタゴニアへ（写

真集）』日本写真企画、2017年 1月

カルペンティエール、アレホ（寺尾隆吉訳）『方

法異説』水声社、2016年 10月

河合恒生『キューバ革命 1953-1959年―モンカ

ダ兵営攻撃から革命の勝利へ』有志社、2016

年 7月

川島正仁『己を知る南米移民物語―アルゼンチ

ン＆メキシコでの生活』文芸社、2017年 5月

関西学院大学博物館編『神々の宿る布―古代ア

ンデスからのメッセージ』関西学院大学博物

館、2016年 6月

神田外語大学編『知っておきたい環太平洋の言

語と文化』神田外語大学出版局、2016年 5月

姜健栄『ハワイ、メキシコ、南米への韓人移民』

かんよう出版、2016年 11月

ギャリ、ロマン（須藤哲生訳）『ペルーの鳥―死

出の旅へ』水声社、2017年 3月

キューバ教育研究会『キューバ教育研究会調査

報告集 2016』キューバ教育研究会、2016年

9月

「近代日本移民の歴史」編集委員会編『ビジュ

アル版近代日本移民の歴史 1』汐文社、2016

年 5月

くさばよしみ『ホセ・ムヒカと過ごした 8日間

―世界でいちばん貧しい大統領が見た日本』

汐文社、2017年 1月

クシアノビッチ、アレハンドロ（五十川大輔編・

訳）『子どもと共に生きる―ペルーの「解放

の神学」者が歩んだ道』現代企画室、2016年

10月

楠見洋子『グアッパ！ドミニカでボランティア

―日本語教師奮闘記』文芸社、2015年 6月

工藤律子『マラス―暴力に支配される少年たち』

集英社、2016年 11月

国本伊代編『コスタリカを知るための 60章』第

2版、明石書店、2016年 8月

倉林里美編『クレア・トラベラー』第 12巻第

1号（特集「天空遺跡マチュピチュから始ま

る奇跡のペルー」）文藝春秋、2017年 1月
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黒田学編『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

コエーリョ、パウロ（木下眞穂訳）『不倫=ADUL-

TERY』KADOKAWA、2016年 4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』KADOKAWA、2016年 6月

国際情勢研究会編『世界で一番貧しい大統領と

呼ばれたホセ・ムヒカ―心を揺さぶるスピー

チ』ゴマブックス、2016年 6月

国際情勢研究会編、アサミネ鈴『まんがでわか

る世界で一番貧しい大統領と呼ばれたホセ・

ムヒカ』ゴマブックス、2016年 12月

小嶋司『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』弘報印刷自費出版センター、2015

年 12月

後藤政子『キューバ現代史―革命から対米関係

改善まで』明石書店、2016年 12月

小宮華寿子『ブラジルの手しごと―色彩とぬく

もりのハンドメイド』メイツ出版、2016 年

6月

コルタサル、フリオ（土岐恒二訳）『石蹴り遊

び』水声社、2016年 8月

近葉愛子（春日光子編、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―在メキシコ日系移民・春日光子とその

短歌』あかね出版プロジェクト、2016年 4月

斎藤述史『日本とボリビアの架橋―日系シニア

専門家としての国際貢献の記録』郁朋社、2017

年 4月

サエール、フアン・ホセ（大西亮訳）『傷痕』水

声社、2017年 2月

さかぐちとおる『キューバ音楽を歩く旅』彩流

社、2016年 12月

佐藤美由紀『世界でもっとも貧しい大統領ホセ・

ムヒカ―日本人へ贈る言葉』双葉社、2016年

9月

佐藤祐子『ブラジル民主主義の挑戦―参加型制

度の実践と社会変容』風響社、2016年 10月

実松克義『マヤ文明―文化の根源としての時間

思想と民族の歴史』現代書館、2016年 9月

サンヒネス・アビラ、リカルド編『ボリビアか

ら日本へ―互いに尊敬しあい兄弟のような関

係を築いてきた両国の国交 100周年を記念し

て 1914-2014』Vintage publicidad、2015年

シーコール、メアリー（飯田武郎訳）『メアリー・

シーコール自伝―もう一人のナイティンゲー

ルの闘い』彩流社、2017年 6月

ジェームズ、C・L・R（本橋哲也訳）『境界を越

えて』月曜社、2015年 3月

篠田顕子『原家の砂時計―居場所を求める百年

の旅路』悠書館、2016年 8月

清水達也『ラテンアメリカの農業・食料部門の

発展―バリューチェーンの統合』アジア経済

研究所、2017年 3月

下河辺美知子編『モンロー・ドクトリンの半球

分割―トランスナショナル時代の地政学』彩

流社、2016年 6月

青和特許法律事務所ブラジル特許制度研究会編

『出願人のためのブラジル特許制度』発明推

進協会、2016年 5月

関雄二編『アンデス文明―神殿から読み取る権

力の世界』臨川書店、2017年 3月

仙石学編『脱新自由主義の時代？―新しい政治

経済秩序の摸索』京都大学学術出版会、2017

年 3月

高城剛『人生を変える南の島々―南北アメリカ

＆ハワイ編』パブラボ、2016年 12月

滝沢久美『メキシコ料理 Tepitoレシピブック』

パルコエンタテインメント、2016年 7月

田中高編『ニカラグアを知るための 55章』明
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石書店、2016年 6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』宇都宮大学国際学部、

発行所：下野新聞社、2015年 3月

ダンティカ、エドウィージ（佐川愛子訳）『ほど

ける』作品社、2017年 4月

チェ・ゲバラ、エルネスト（米津篤八・長谷川

圭訳）『チェ・ゲバラ名言集』原書房、2017

年 1月

地球の歩き方編集室『キューバ＆カリブ海の島々

〈2017-2018年版〉』ダイヤモンド・ビッグ社、

2016年 10月

地球の歩き方編集室『メキシコ〈2017-2018年

版〉』ダイヤモンド・ビッグ社、2016年 9月

筑摩書房編集部『フリーダ・カーロ―悲劇と情

熱に生きた芸術家の生涯』筑摩書房、2015年

10月

チャップマン、アン（大川豪司訳）『ハイン地

の果ての祭典―南米フ工ゴ諸島先住民セルク

ナムの生と死』新評論、2017年 4月

都留ドゥヴォー恵美里『日系ブラジル人芸術と

〈食人〉の思想―創造と共生の軌跡を追う』三

元社、2017年 3月

デ・ソウザ、ルシオ；岡美穂子『大航海時代の日

本人奴隷―アジア・新大陸・ヨーロッパ』中

公叢書、2017年 4月

寺尾隆吉『ラテンアメリカ文学入門―ボルヘス、

ガルシア・マルケスから新世代の旗手まで』

中公新書、2016年 10月

東京国立近代美術館フィルムセンター編・京都

国立近代美術館編『キューバの映画ポスター

―竹尾ポスターコレクションより』東京国立

近代美術館、京都国立近代美術館、2016 年

1月

東京文化財研究所『メキシコ―考古学・芸術・

歴史的記念物及び地区に関する連邦法』国立

文化財機構東京文化財研究所文化遺産国際協

力センター、2016年 3月

徳安茂『なぜローマ法王は世界を動かせるのか

―インテリジェンス大国バチカンの政治力』

PHP新書、2017年 3月

冨田健太郎『パナマの広大な草原地帯における

劣悪土壌の肥培管理と農牧生産』出版地不明、

2016年 10月

ドルフマン、アリエル（飯島みどり訳）『南に向

かい、北を求めて―チリ・クーデタを死にそ

こなった作家の物語』岩波書店、2016年 6月

内藤陽介『リオデジャネイロ歴史紀行』えにし

書房、2016年 8月

長倉洋海『フォトジャーナリスト長倉洋海の眼

―地を這い、未来へ駆ける』クレヴィス、2017

年 3月

長倉洋海『Hiromi Nagakura―長倉洋海写真集』

未来社、2017年 3月

中島大輔『中南米野球はなぜ強いのか―ドミニ

カ、キュラソー、キューバ、ベネズエラ、MLB、

そして日本』亜紀書房、2017年 4月

中野健太『108年の幸せな孤独―キューバ最後

の日本人移民、島津三一郎』KADOKAWA、

2017年１月

中野佳裕編・訳、ジャン=ルイ・ラヴィル；ホ

セ・ルイス・コラッジオ編『21世紀の豊かさ

―経済を変え、真の民主主義を創るために』

コモンズ、2016年 10月

中村隆之『エドゥアール・グリッサン―＜全－

世界＞のヴィジョン』岩波現代全書、2016年

2月

西山隆行『移民大国アメリカ』ちくま新書、2016

年 6月

中谷義和・川村仁子・高橋進・松下冽編『ポピュ

リズムのグローバル化を問う―揺らぐ民主主
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義のゆくえ』法律文化社、2017年 3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』（2016

ブラジル編）日経リサーチ、2016年

20周年記念誌作成ワーキンググループ編『ベネ

ズエラ派遣 JICA専門家会 20周年記念誌』ベ

ネズエラ派遣 JICA専門家会、2016年 5月

布目稔生『ブラジルの政治経済と日本の ODA』

文芸社、2016年 7月

根川幸男『ブラジル日系移民の教育史』みすず

書房、2016年 10月

根川幸男・井上章一編『越境と連動の日系移民

教育史―複数文化体験の視座』ミネルヴァ書

房、2016年 6月

野内セサル良郎・稲村哲也『世界遺産マチュピ

チュに村を創った日本人―「野内与吉」物語－

古代アンデス文明の魅力』2016年 9月

野町和嘉『天空の渚』クレヴィス、2016年 9月

萩一晶『ホセ・ムヒカ―日本人に伝えたい本当

のメッセージ』朝日新書、2016年 12月

バジェホ、セサル（松本健二訳）『セサル・バ

ジェホ全詩集』現代企画室、2016年 7月

長谷部美佳・受田宏之・青山亨編】『多文化社会

読本―多様なる世界、多様なる日本』東京外

国語大学出版会、2016年 3月

八田公子『キューバの風―八田公子写真集』日

本写真企画、2016年 10月

浜口尚『先住民生存捕鯨の文化人類学的研究―

国際捕鯨委員会の議論とカリブ海ベクウェイ

島の事例を中心に』岩田書院、2016年 7月

林立雄・相原香織編『ヒロシマのグウエーラ―

被爆地と二人のキューバ革命家』広島：溪水

社、2016年 12月

バルガス=リョサ、マリオ（田村さと子訳）『楽

園への道』河出文庫、河出書房新社、2017年

5月

ハルフォン、エドゥアルド（松本健二訳）『ポー

ランドのボクサー』白水社、2016年 6月

ビオン、ウィルフレッド・R.（松木邦裕・祖父

江典人訳】『ビオンの臨床セミナー（新装版）』

金剛出版、2016年 7月

ピグリア、リカルド（大西亮訳）『人工呼吸』水

声社、2015年 9月

平井有太・ホセ"ペペ"ムヒカ他『ビオクラシー

―福島に、すでにある』SEEDS出版、2016

年 6月

ピント、アレシャンドレ・G.（貝塚正美訳）『シ

ョーロはこうして誕生した―忘れられたリオ

のショローンたち』彩流社 2015年 12月

プイグ、マヌエル（安藤哲行訳）『天使の恥部』

白水社、2017年 1月

フェロー、マルク（片桐祐・佐野栄一訳）『植

民地化の歴史征服から独立まで（13～20世

紀）』新評論、2017年 3月

フエンテス、カルロス（本田誠二訳）『テラ・ノス

トラ―フィクションの楽しみ』水声社、2016

年 5月

深沢正雪著・ニッケイ新聞社編『「勝ち組」異聞

―ブラジル日系移民の戦後 70年』無明舎出

版、2017年 3月

福嶋伸洋『リオデジャネイロに降る雪―祭りと

郷愁をめぐる断想』岩波書店、2016年 7月

フッド、スーザン（中家多惠子訳）『スラムにひ

びくバイオリン―ゴミを楽器に変えたリサイ

クル・オーケストラ』汐文社、2017年 1月

ブラボ、マヌエル・アルバレス『マヌエル・ア

ルバレス・ブラボ―メキシコ、静かなる光と

時』クレヴィス、2016年 7月

古田陽久・古田真美、世界遺産総合研究所企画・

編集『世界遺産ガイドメキシコ編』シンクタ

ンクせとうち総合研究機構、2016年 8月

フロレス・ウルシマ、アンドレア・ユリ；ハケ
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ル・アビサッマラ；ムリロ・ジャルデリノ・

ダコスタ編『都市の近代化と現代文化―ブラ

ジル・日本の対話から』京都大学地域研究統

合情報センター、2016年 3月

ボカ・ジュニアーズ・フィリアル・ジャパン監

修『サッカー南米流球際と攻めの仕掛けが強

くなる』池田書店、2017年 1月

細川周平編『日系文化を編み直す―歴史・文芸・

接触』ミネルヴァ書房、2017年 3月

ボラーニョ、ロベルト（柳原孝敦訳）『第三帝

国』白水社、2016年 8月

ボラーニョ、ロベルト（松本健二訳）『ムッシュー・

パン』白水社、2017年 1月

ボルビ、ホルへ（安藤哲行訳）『クリングゾール

をさがして』河出書房新社、2015年 5月

ボルヘス、ホルヘ・ルイス（鼓直訳）『アレフ』

岩波文庫、2017年 2月

増田義郎『インカ帝国探検記―ある文化の滅亡

の歴史』中公文庫、2017年 2月

松井恵子『パナマ―歴史と地図で旅が 10倍お

もしろくなる』三冬社、2016年 7月

松下冽・藤田憲編『グローバル・サウスとは何

か』ミネルヴァ書房、2016年 11月

マルコス、ファン・マヌエル（坂本邦雄・久保恵

訳）『ギュンターの冬』悠光堂、2016年 7月

丸山久美『よくばりラテンサンド―具がたっぷ

りでスパイシー豪快にほおばる個性派サンド

イッチ』誠文堂新光社、2016年 10月

マレルバ、ジュリア；フェーベ・シッラーニ；

辻調グループ辻静雄料理教育研究所監修（中

島知子・赤塚きょう子訳）『世界食べものマッ

プ』河出書房新社、2017年 3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"』紀伊國屋書店、

2016年 3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

水島治郎『ポピュリズムとは何か―民主主義の

敵か、改革の希望か』中公新書、2016年 12月

宮本信生『カストロ兄弟―東西冷戦を生き抜い

た強烈な民族主義者』美術の杜出版、2016年

11月

未来恵『僕とベンとゆかいな仲間たち―アマゾ

ン森林破壊と温暖化を学ぶ旅』文芸社、2016

年 6月

モライス、ヴィニシウス・ヂ（福嶋伸洋訳）『オ

ルフェウ・ダ・コンセイサォン―三幕のリオ

デジャネイロ悲劇』松籟社、2016年 9月

森司監修『日比野克彦とブラジルで turnした 39

日間―Turn in Brazil 2016ドキュメントブッ

ク』アーツカウンシル東京、2017年 3月

安村直己『コルテスとピサロ―遍歴と定住のは

ざまで生きた征服者』山川出版社、2016 年

12月

柳田利夫『ペルーの和食―やわらかな多文化主

義』慶應義塾大学出版会、2017年 3月

山田史子編『移り来て、今―ブラジル日系移住

地に渡った人々の記録』文芸社、2016年 6月

山本紀夫『コロンブスの不平等交換―作物・奴

隷・疫病の世界史』KADOKAWA、2017年月

ライアン、パム・ムニョス（神戸万知訳）『メ

キシコへ、わたしをさがして』偕成社、2017

年 4月

らいりさち『キューバへの旅』文芸社、2016年

12月

ランディ、ムース『ペルーの日系詩人ホセ・ワ

タナベ―「日本人性」とアイデンティティの

追求』大阪：パレード、2016年 7月

リャマサーレス、フリオ（木村榮一訳）『黄色い

雨』河出文庫、河出書房新社、2017年 2月

レシーノス、A原訳（林屋永吉訳）『マヤ神話ポ

ポル・ヴフ』中公文庫、2016年 4月
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レディカー、マーカス（上野直子訳）『奴隷船の

歴史』みすず書房、2016年 6月

レブレーロ、マリオ（寺尾隆吉訳）『場所』水声

社、2017年 3月

ワイルディング、マイクル（江澤即心訳）『パラ

グアイの実験』朝日新聞出版、2016年 7月

『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

『独裁者カストロの素顔―キューバを知る著名

人が証言！社会情勢と民衆の真実』別冊宝島、

2017年 4月

『日めくりホセ・ムヒカ』メディアソフト、2016

年 8月

『ブラジル・ライフスタイル』太陽エージェン

シー、星雲社、2016年 8月

『メキシコ便利帳〈創刊号〉特集：近郊への旅』

Y’s Publishing、2016年 10月

『知のアルシーブ I―31周年記念号』（文化学シ

リーズ）文化科学高等研究院出版局、2016年

10月

＜編集部より＞

複数の情報源を検索することで、2016年 5月か

ら 2017年 4月までの日本語図書（本誌第 23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。


