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ラテンアメリカ・カリブ関連新刊図書
（2017年 5月～2018年 4月）

青山学院大学総合研究所『ラテンアメリカにお
ける地域統合・地域主義の新たな展開―青山
学院大学総合研究所領域別研究部門社会科学
研究部研究成果報告論集』2017年 3月
青山南『60歳からの外国語修行―メキシコに学
ぶ』岩波新書、2017年 9月
浅香武和『新西班牙語事始め―スペイン語と出
会った日本人』論創社、2018年 3月
朝倉美江『多文化共生地域福祉への展望―文化
共生コミュニティと日系ブラジル人』高菅出
版、2017年 9月
アジェンデ、イサベル（木村榮一訳）『精霊たち
の家 <上>』河出文庫、2017年 7月
アジェンデ、イサベル（木村榮一訳）『精霊たち
の家 <上>』河出文庫、2017年 7月
アジェンデ、イサベル（木村裕美訳）『日本人の
恋びと』河出書房新社、2018年 2月
あずさ監査法人『パラグアイ国別評価（第三者
評価）報告書―平成 28 年度外務省 ODA 評
価』2017年 2月
アマード、ジョルジュ（高橋都彦訳）『老練な船
乗りたち―バイーアの波止場の二つの物語』
水声社、2017年 11月
網野徹哉『インディオ社会史―アンデス植民地
時代を生きた人々』みすず書房、2017年 9月
有川真由美『質素であることは、自由であるこ
と―世界でいちばん質素なムヒカ前大統領夫
人が教えてくれたこと』幻冬舎、2017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〈2017-2018年版〉』2017年
7月

ARC国別情勢研究会編『チリ―経済・貿易・産
業報告書〈2018-2019年版〉』2018年 1月
アルトー、アントナン（宇野邦一訳）『タラウマ
ラ』河出文庫、2017年 6月
アロンソン、マーク；マリナ・ブドーズ（花田知
恵訳）『砂糖の社会史』原書房、2017年 2月
アンドラーデ先生追悼論文集編集委員会編『グ
スタボ・アンドラーデ先生追悼論文集―ラテ
ンアメリカ研究の新地平を求めて』2017 年
8月
飯田耕二郎『移民の魁傑・星名謙一郎の生涯―
ハワイ・テキサス・ブラジル』不二出版、2017

年 11月
井賀孝『VALETUDOバーリトゥード―格闘大
陸ブラジル写真紀行』竹書房、2017年 8月
池永永一『ヒストリア』角川書店、2017年 8月
石井久生・浦部浩之編『世界地誌 10：中部アメ
リカ』朝倉書店、2018年 3月
石川県『石川県人ブラジル移民 100年　心のき
ずな、子々孫々へ』2017年 9月
市川彰『古代メソアメリカ周縁史―大都市の盛
衰と大噴火のはざまで』溪水社、2017年 2月
伊東淳史『ハバナ観光案内―キューバ首都のち
ょっといい店＆民宿ガイド』イカロス出版、
2017年 11月
伊藤千尋『凛とした小国』新日本出版社、2017

年 5月
伊藤昌輝編訳、エレナ・ガジェゴ監修・CD朗
読『スペイン語で親しむ　石川啄木　一握
の砂 UN PUÑADO DE ARENA Ishikawa

Takuboku』大盛堂書房、2017年 11月
井上幸孝・佐藤暢編『人間と自然環境の世界誌
―知の融合への試み』専修大学出版局、2017

年 3月
今福龍太『群島―世界論』水声社、2017年 6月
今福龍太『隠すことの叡智』水声社、2017 年
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11月
今福龍太『ハーフ・ブリード』河出書房新社、

2017年 11月
ヴァレーラ、ドラウジオ；伊藤秋仁監訳（フェ
リッペ・モッタ監修、松葉隆・北島衞・神谷
加奈子訳）『移民の町サンパウロの子どもた
ち』行路社、2018年 3月
ウェインライト、トム（千葉敏生訳）『ハッパ
ノミクス―麻薬カルテルの経済学』みすず書
房、2017年 12月
牛島万『米墨戦争前夜のアラモ砦事件とテキサ
ス分離独立―アメリカ膨張主義の序幕とメキ
シコ』明石書店、2017年 7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３巻〉「スペイン
国立シマンカス総文書館」「セビィリャ市立文
書館」「ヴァティカン機密文書館」「フランス
国アンガンベルティヌ図書館」所蔵文書、そ
の他の史料』雄山閣、2017年 6月
大宜味村史編纂委員会編『大宜味村史―移民・
出稼ぎ編』大宜味村教育委員会、2017年 8月
太田哲雄『アマゾンの料理人―世界一の “美味
しい”を探して僕が行き着いた場所』講談社、
2018年 1月
大貫良夫『アンデスの黄金―クントゥル・ワシ
の神殿発掘記』（中公新書 1535）横浜市中央
図書館、2017年 12月
小倉英敬『マーカス・ガーヴェイの反「植民地主
義」思想―パンアフリカニズムとラスタファ
リズムへの影響』揺籃社、2017年 7月
小田英『宗教改革と大航海時代におけるキリス
ト教共同体―フランシスコ・スアレスの政治
思想』文生書院、2018年 1月
小野豊和『みこころのままに―ボリビア宣教師
とその仲間たち、愛の実践の危機』幻冬舎メ
ディアコンサルティング、2017年 8月

Only One Trave『ウユニ塩湖完全ガイド―世界
一の絶景』ライツ社、2017年 11月

海堂尊『ゲバラ漂流―ポーラースター』文藝春
秋、2017年 10月

ガジェゴス、ロムロ（寺尾隆吉訳）『ドニャ・バ
ルバラ』現代企画室、2017年 11月

春日一枝・毛糸だま編集部編『世界手芸紀行―
アジア、アフリカ、ヨーロッパ、中米の手仕
事をつなげる日本人女性たち』日本ヴォーグ、
2017年 2月

カッスラー、クライブ；ダーク・カッスラー（中
山義之訳）『カリブ深海の陰謀を阻止せよ <
上>』新潮文庫、2017年 10月

カッスラー、クライブ；ダーク・カッスラー（中
山義之訳）『カリブ深海の陰謀を阻止せよ <
下>』新潮文庫、2017年 10月

金安顕一編『ラテンアメリカをテーマに起業す
るというリアル―独自の道を生きる 22の声』
中南米マガジン、2017年 7月

鎌田武志『1日でつくれるマクラメアクセサリー
―南米で出逢った結びの技』世界文化社、2018

年 3月
神里雄大『バルパライソの長い坂をくだる話』
白水社、2018年 4月

神本秀爾『レゲエという実践―ラスタファーラ
イの文化人類学』京都大学学術出版会、2017

年 3月
カルペンティエール、アレホ（鼓直訳）『バロッ
ク協奏曲』水声社、2017年 6月

カロウ、ニック；新阜大吾『ネイマール―ブラジ
ルの絶対的エース』KADOKAWA、2018年
4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

「記憶風景を縫う」実行委員会『記憶風景を縫
う─チリのアルピジェラと災禍の表現』（展
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覧会）2017年 6月
北原靖明『ラテン・アメリカの旅』叢文社、2017

年 9月
教皇フランシスコ（カトリック中央協議会事務
局編訳）『教皇フランシスコ講話集 <4>』カ
トリック中央協議会、2017年 12月
京都外国語大学ラテンアメリカ研究所編『知り
たいラテンアメリカ―大使による市民講座　
学校法人京都外国語大学学園創立 70周年記
念国際シンポジウム』2017年 12月
京都外国語大学ラテンアメリカ研究所編『古典
期から後古典期への移行過程におけるマヤ王
権―断絶か変容か　学園創立 70周年記念国
際シンポジウム』2018年 3月
工藤瞳『ペルーの民衆教育―「社会を変える」
教育の変容と学校での受容』東信堂、2018年
3月
工藤律子『マフィア国家―メキシコ麻薬戦争を
生き抜く人々』岩波書店、2017年 7月
国本伊代編『カリブ海世界を知るための 70章』
明石書店、2017年 6月
国本伊代編『パナマを知るための 70 章』第 2

版、明石書店、2018年 1月
組原洋『旅の反復　世界のウチナーンチュを訪
ねて―父と娘の旅道中』学文社、2018年 1月
小池洋一・田村梨花編『抵抗と創造の森アマゾ
ン―持続的な開発と民衆の運動』現代企画室、
2017年 11月
小瀧徹矢（小瀧徹）『句集　赤道の国から』雙峰
社、2017年 10月
後藤政子・山崎圭一編『ラテンアメリカはどこ
へ行く』ミネルヴァ書房、2017年 5月
坂本順治・オダギリジョー『エルネスト＜もう
一人のゲバラ＞』キノブックス、2017年 9月
佐々木郁子『ホーザ=ROSE　ブラジルからのお
くりもの―日本でガンと闘ったバルの記録』

幻冬舎、2017年 10月
佐藤美由紀『信念の女、ルシア・トポランスキー
―ホセ・ムヒカ夫人激動の人生』双葉社、2017

年 4月
佐藤美由紀『ゲバラの HIROSHIMA』双葉社、

2017年 8月
沢村鐵『ミッド・ナイト・サン』双葉社、2017

年 6月
島田泉・篠田謙一編（渡部森哉・日本語翻訳監
修、武井摩利・渡部森哉・芝田幸一郎訳）『古代
アンデス文明展』TBSテレビ、2017年 10月
清水透『ラテンアメリカ 500 年―歴史のトル
ソー』岩波現代文庫、2017年 12月
下川正晴『忘却の引揚げ史―泉精一と二日市保
健所』弦書房、2017年 8月
シャット，ビル；Ｊ．Ｒ．・フィンチ（押野慎吾
訳）『地獄の門 <上>』竹書房、2017年 10月
シャット，ビル；Ｊ．Ｒ．・フィンチ（押野慎吾
訳）『地獄の門 <下>』竹書房、2017年 10月
消防庁『メキシコ地震災害国際消防救助隊活動
報告』総務省消防庁、2018年
ジョンソン、スティーブン（大田直子訳）『世界
を変えた 6つの「気晴らし」の物語―新・人
類進化史』朝日新聞出版、2017年 11月
須田誠『GIFT from Cuba』いろは出版、2017

年 9月
住江淳司『カヌードスの乱―19世紀ブラジルに
おける宗教共同体』春風社、2018年 1月
スレーター、ダン（堀江里美訳）『ウルフ・ボー
イズ―二人のアメリカ人少年とメキシコで最
も危険な麻薬カルテル』青土社、2018年 3月
世在、フェルナンド・峻『ロスト・タブレット
―500 年の時空を超えた思いが今』文芸社、
2017年 4月
セルジュ、ラフィ（神田順子・鈴木知子訳）『カ
ストロ <上>』原書房、2017年 12月
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セルジュ、ラフィ（清水珠代・神田順子訳）『カ
ストロ <下>』原書房、2017年 12月
曽根タマラ『メキシコでアミーゴ！』

KADOKAWA、2018年 2月
高木史江『思春期リプロダクティブヘルス
（ARH）プロジェクトを経験して』幻冬舎メ
ディアコンサルティング、2017年 12月
立石博高編『スペイン帝国と複合君主政』昭和
堂、2018年 4月
ダベーヌ、オリヴィエ；フレデリック・ルオー
（太田佐絵子訳）『地図で見るラテンアメリカ
ハンドブック』原書房、2017年 12月
田村梨花・三田千代子・拝野寿美子・渡会環編
『ブラジルの人と社会』上智大学出版、2017

年 5月
ダン、ロブ（高橋洋）『世界からバナナがなく
なるまえに―食糧危機に立ち向かう科学者た
ち』青土社、2017年 8月
地球の歩き方編集室『カンクン　コスメル　イ
スラ・ムヘーレス <2017-2018 年版>』ダイ
ヤモンド・ビッグ社、2017年 8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 <2018-2019年版>』ダ
イヤモンド・ビッグ社、2017年 10月
地球の歩き方編集室『中米 <2018-2019年版>』
ダイヤモンド・ビッグ社、2017年 10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 <2018-2019 年版>』ダ
イヤモンド・ビッグ社、2017年 12月
地球の歩き方編集室『ブラジル・ベネズエラ
<2018-2019年版>』ダイヤモンド・ビッグ社、
2018年 3月
千野祐子『Amazing Cuba―自然と暮らしを巡
るキューバガイド』イマジン、2018年 2月
チャトウィン、ブルース（芹沢真理子訳）『パタ
ゴニア』河出文庫、2017年 9月

辻豊治監修『ラテンアメリカ切手図録―切手が
語る歴史と文化　学園創立 70周年記念展』京
都外国語大学、2018年 2月

TBSテレビ企画・編集『古代アンデス文明を楽し
もう―特別展古代アンデス文明展オフィシャ
ル・ガイドブック』2017年 10月

ディルバル、アンナ（乾隆政訳）『捨て鉢になっ
てドラッグで植物人間になった僕に、「心の
案内人」が教えてくれたこと』サンマーク出
版、2017年 8月

デ・ラ・クルス、ソル・フアナ・イネス（中井博
康訳）『抒情詩集』現代企画室、2018年 4月

都甲幸治『今を生きる人のための世界文学案内』
立東舎、2017年 10月

所康弘『米州の貿易・開発と地域統合―新自由
主義とポスト新自由主義を巡る相克』法律文
化社、2107年 9月

ドノソ、ホセ（鼓直訳）『夜のみだらな鳥』水声
社、2018年 2月

冨田健太郎『甦れ！日本の農業―ラテンアメリ
カ国際協力から見えた穀物増産への道』文芸
社、2017年 10月

豊田美加著・坂本順治脚本・監督『エルネスト
＜もう一人のゲバラ＞―映画ノベライズ』キ
ノブックス、2017年 9月

中山可穂『ゼロ・アワー』朝日新聞出版、2017

年 2月
西方憲広『中米の子どもたちに算数・数学の学力
向上を―教科書開発を通じた国際協力 30年
の軌跡』佐伯印刷株式会社出版事業部、2017

年 3月
西村靖敬『文学の仲介者ヴァレリー・ラルボー
―ラルボーとホイットマン、バトラー、ジョ
イス、ラテンアメリカの作家たち』大学教育
出版、2017年 11月

日本移民学会編『日本人と海外移住―移民の歴
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史・現状・展望』明石書店、2018年 4月
日本オリンピック・アカデミー監修『オリンピッ
ク・パラリンピックで知る世界の国と地域 <5>

南北アメリカ』小峰書店、2018年 4月
日本科学者会議『日本の科学者　特集：変わり
ゆくキューバ』2017年 10月
日本在外企業協会編『海外派遣者ハンドブック
―経験者が語るビジネス事例集　メキシコ編』
日本在外企業協会、2018年 2月
日本比較政治学会編『競争的権威主義の安定性
と不安定性』ミネルヴァ書房、2017年 6月
ニーマイヤー、オスカー；アルベルト・リヴァ編
（阿部雅世訳）『ニーマイヤー　 104歳の最終
講義―空想・建築・格差社会』平凡社、2017

年 5月
野々山真輝帆編『ラテンアメリカ傑作短編集
＜続＞―中南米スペイン語圏の語り』彩流社、
2018年 3月
野村芳弘『還暦男　南アメリカ大陸五〇日間　
約一万ｋｍを行く―マチュピチュ・ウユニ・
パタゴニア・イグアスを巡る一人旅』ブイツー
ソリューション、2017年 10月
バック=モース、スーザン（岩崎稔・高橋明史
訳）『ヘーゲルとハイチ―普遍史の可能性に
むけて』法政大学出版局、2017年 9月
ハトゥン、ミウトン（武田千香訳）『エルドラー
ドの孤児』水声社、2017年 11月
花方寿行『我らが大地―19 世紀イスパノアメ
リカ文学におけるナショナル・アイデンティ
ティのシンボルとしての自然描写』晃洋書房、
2018年 3月
馬場香織『ラテンアメリカの年金政治―制度変
容の多国間比較研究』晃洋書房 2018年 3月
ハバード、エルバート；アンドリューＳ．・ロー
ワン（三浦広訳・解説）『ガルシアへの手紙』
グローバルブックス、2017年 7月

ハラ、ルイス（大城光子訳）『日系料理―和食の
新しいスタイル』エクスナレッジ、2017年 6

月
パラグアイ日本人会連合会編『変わりゆく日系社
会－パラグアイ本人移住 80周年記念誌 1936-

2016』2017年 9月
バルガス・ジョサ、マリオ（寺尾隆吉訳）『マイ
タの物語』水声社、2018年 1月
広瀬隆『カストロとゲバラ』インターナショナル
新書、集英社インターナショナル、2018年 2

月
ピニェーラ、ビルヒリオ（山辺弦訳）『圧力とダ
イヤモンド』水声社、2017年 12月
ヒベイロ・タヴァーリス、ズウミーラ（武田千
香訳）『家宝』水声社、2017年 12月
フォア、ジョシュア；ディラン・スラス；エラ・
モートン（吉富節子・颯田あきら・高野由美
訳）『世界「奇景」探索百科　南北アメリカ・
オセアニア編』原書房、2018年 1月
深山直子・丸山淳子・木村真希子編『先住民か
らみる現代世界―わたしたちの“あたりまえ”
に挑む』昭和堂、2018年 2月
藤田一咲『CUBA★CUBA』光村推古書院、2018

年 1月
船戸与一『新装版　カルナヴァル戦記』講談社
文庫、2016年 11月
ブラジルカ行会 100周年記念誌編纂委員会編『ブ
ラジルカ行会 100年のあゆみ　 1917-2017』
2017年 9月
フランコ、ホルヘ（田村さと子訳）『外の世界』
作品社、2018年 2月
プリッソン、パスカル（飫肥糺編訳）『学校へい
きたい！―世界の果てにはこんな通学路が！
　カルロス　アルゼンチンの 11歳』六耀社、
2017年 6月
プレストン、ダグラス（鍛原多恵子訳）『猿神の
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ロスト・シティ―地上最後の秘境に眠る謎の
文明を探せ』NHK出版、2017年 4月
文化遺産国際協力センター編集責任『国際研修
「ラテンアメリカにおける紙の保存と修復」
2016』国立文化財機構東京文化財研究所、2017

年 3月
ペレス、マイク（新阜大吾訳）『メッシ 神と呼
ばれる男』KADOKAWA、2018年 4月
細貝淳一・奥田耕士『下町ボブスレーの挑戦―
ジャマイカ代表とかなえる夢』朝日新聞出版、
2017年 12月
ボラーニョ、ロベルト（野谷文昭訳）『チリ夜想
曲』白水社、2017年 9月
ボルヘス、ホルヘ・ルイス（木村榮一訳）『語る
ボルヘス―書物・不死性・時間ほか』岩波書
店、2017年 10月
ボルヘス、ホルヘ・ルイス他（鼓直編訳）『ラテ
ンアメリカ怪談集』河出文庫、2017年 9月
ボルヘス、ホルヘ・ルイス；アドルフォ・ビオ
イ＝カサーレス（柳瀬尚紀訳）『ボルヘス怪奇
譚集』河出文庫、2018年 4月
前村ウルタード、マリー；エクトル・ソラーレ
ス前村（伊高浩昭監修、松枝愛訳）『チェ・ゲ
バラと共に戦ったある日系二世の生涯―革命
に生きた侍』キノブックス、2017年 9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）『世界食べ物マップ』
河出書房新社、2017年 8月
三ツ野豊『神々の告白』柏艪舎、2017年 10月
宮城あきら編（宮原ジャネ朋代他編訳）『群星
―ブラジル沖縄県人移民研究塾同人誌　第 3

号』ブラジル沖縄県人移民研究塾、2017 年
10月
宮﨑ツヤ子・丸地貞夫・宮﨑理絵『モラのカラー
図鑑～パナマの先住民アート～宮﨑ツヤ子コ

レクション』パレード発行、星雲社発売、2017

年 1月
宮田絵津子『マニラ・ガレオン貿易―陶磁器の
太平洋貿易圏』慶應義塾大学出版会、2017年
11月

ミュデ、カス；クリストバル・ロビラ・カルト
ワッセル（永井大輔・髙山裕二訳）『ポピュリ
ズムーデモクラシーの友と敵』白水社、2018

年 4月
村上勇介編『「ポピュリズム」の政治学―深ま
る政治社会の亀裂と権威主義化』国際書院、
2018年 3月

桃井治郎『海賊の世界史―古代ギリシアから大
航海時代、現代ソマリアまで』中公新書、2017

年 7月
森千春『ビジネスパーソンのための世界情勢を
読み解く 10の視点―ベルリンの壁からメキ
シコの壁へ』ディスカヴァー・トゥエンティ
ワン、2017年 8月

矢ケ﨑典隆編『移民社会アメリカの記憶と継承
―移民博物館で読み解く世界の博物館アメリ
カ』学文社、2018年 3月

山岡加奈子編『ハイチとドミニカ共和国―ひと
つの島に共存するカリブ二国の発展と今』ア
ジア経済研究所、2018年 3月

山口大志『AMAZON密林の時間』クレヴィス、
2017年 9月

山根一眞『スーパー望遠鏡「アルマ」の創造者た
ち』日経 BPコンサルティング、2017年 7月

山本紀夫『展覧会の研究―「ラテンアメリカの
音楽と楽器」展アンケート調査を中心として』
人間文化研究機構国立民族学博物館、2018年
3月

山本博・遠藤誠『チリワイン』ガイアブックス、
2017年 7月

ユーカーズ，ウィリアム・H．（山内秀文訳・解
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説）『コーヒーのすべて』KADOKAWA、2017

年 11月
吉川恵美子『佐野碩を迎えたメキシコの演劇事
情―1930年代から 40年代にかけて』上智大
学イベロアメリカ研究所、2018年 3月
與島瑗得（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
ラミレス、セルヒオ（寺尾隆吉訳）『ただ影だ
け』水声社、2017年 11月
リンドノード、ミカエル（坪野圭介訳）『ジャン
グルの極限レースを走った犬アーサー』早川
書房、2017年 4月
ルーソ、アンドレス（シャノン・N・スミス訳）
『煮えたぎる川』朝日出版社、2017年 9月
ロリンズ、ジェームズ（遠藤宏昭訳）『アンデス
の黄金 <上>』扶桑社、2018年 4月
ロリンズ、ジェームズ（遠藤宏昭訳）『アンデス
の黄金 <下>』扶桑社、2018年 4月
和歌山大学地域イノベーション機構地域活性
化総合センター紀州経済史文化史研究所編
『移民と和歌山 2017―和歌山からブラジルへ』
2017年
渡部奈々『アルゼンチンカトリック教会の変容
―国家宗教から公共宗教へ』成文堂、2017年
12月
和多利恵津子監修；リナ・ボ・バルディ財団協
力『リナ・ボ・バルディ―ブラジルでもっとも
愛された建築家』TOTO出版、2017年 11月

『週刊南米 全 3巻―第 103号～第 150号（大
正 7年 1月～12月）』不二出版、2017年 7月

『トリコガイド ペルー 2018-2019』枻出版社、
2017年 7月

『るるぶメキシコ』JTBパブリッシング、2017

年 8月
『メキシコ便利帳 <VOL. 2>』Y’s Publishing、

2017年 11月

『TRANSIT <39号> 今こそ、キューバ 眠れ
るカリブの楽園へ』2018年 3月

『アメリカ・カナダ・ブラジル・コロンビア』（聞
いてみました！日本にくらす外国人 3）ポプ
ラ社、2018年 4月

＜編集部より＞
複数の情報源を検索することで、2017年 5月か
ら 2018年 4月までの日本語図書（本誌第 24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。


