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ラテンアメリカ・カリブ関連新刊図書
（2018年 5月～2019年 4月）

浅井隆『国家破産ベネズエラ突撃取材―1000

万％のハイパーインフレ』第二海援隊、2019

年 4月
浅香幸枝編『交錯する眼差し―ラテンアメリカ
の多様な世界と日本』行路社、2019年 3月
生明俊雄『タンゴと日本人』集英社新書、2018

年 8月
網野徹哉『インカとスペイン　帝国の交錯』（興
亡の世界史）講談社学術文庫、2018年 11月
荒井芳廣『ブラジル北東部港湾都市レシフェの
地方文化の創造と再創造』丸善プラネット、
2019年 3月

ARC国別情勢研究会編『ベネズエラ―経済・貿
易・産業報告書〈2018-2019年版〉』2018年 4

月
ARC 国別情勢研究会編『メキシコ―経済・貿
易・産業報告書〈2018-2019年版〉』2018年 7

月
ARC国別情勢研究会編『ペルー〈2019-2020年
版〉』2019年 4月
アルバレス、ロランド；マルタ・グスマン（西
崎素子訳）『キューバと日本―知られざる日
系人の足跡』彩流社、2018年 9月
アルメンテロス・ロドリゲス、アメッド；大賀
あずさ『僕は、社会主義国キューバから、日本
へやって来た。―地球の裏側でみつけた恋』
産業能率大学出版部、2018年 12月
井尻香代子『アルゼンチンに渡った俳句』丸善
プラネット、2019年 3月
板垣真理子『キューバ・アモール』彩流社、2018

年 12月

伊藤大輔『ROMANTICO』イースト・プレス、
2019年 1月
伊藤千尋『９条を活かす日本―15％が社会を変
える』新日本出版社、2018年 5月
伊藤千尋『世界を変えた勇気―自由と抵抗 51の
物語』あおぞら書房、2019年 4月
伊藤昌輝（エレナ・ガジェゴ・アンドラダ監修）『ス
ペイン語で旅するおくのほそ道　 SENDAS

DE OKU』大盛堂書房、2018年 11月
糸長浩司監修『BIOCITY〈2016 No.66〉特集ブ
ラジルの最新エコアクション―森林農業とバ
イオエネルギー戦略』ブックエンド、2019年
4月
イバルグエンゴイティア、ホルヘ（寺尾隆吉訳）
『ライオンを殺せ』水声社、2018年 10月
今福龍太（金子遊編）『ブラジル映画史講義―混
血する大地の美学』現代企画室、2018年 5月
今福龍太『小さな夜をこえて―対話集成』水声
社、2019年 4月
井村俊義『チカーノとは何か―境界線の詩学』
水声社、2019年 3月
岩谷えみエレナ『ニャンドゥティのアクセサリー
―パラグアイの伝統レース』誠文堂新光社、
2018年 5月
ヴァン・エジュノール、ジャン（小笠原豊樹訳）
『亡命者トロツキー 1932-1939』草思社文庫、
2019年 4月
ウォルトン、デイヴィッド（押野慎吾訳）『天才
感染症 <上>』竹書房、2018年 8月
ウォルトン、デイヴィッド（押野慎吾訳）『天才
感染症 <下>』竹書房、2018年 8月
内田真喜子『壮大なる南米旅行記』幻冬舎メディ
アコンサルティング、2018年 6月
海野弘『海賊の文化史』朝日新聞出版、2018年

4月
エンリケス、マリアーナ（安藤哲行訳）『わた
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したちが火の中で失くしたもの』河出書房新
社、2018年 8月
大城道則・青山和夫・関雄二『世界のピラミッ
ド大事典』柊風舎、2018年 12月
大貫良夫・希有の会編『アンデス古代の探求―
日本人研究者が行く最前線』中央公論新社、
2018年 5月
岡田有美子・服部浩之・難波祐子・西藤憲佑・
湯橋美智子編『近くへの遠回り= Going away

closer―日本・キューバ現代美術展帰国展』国
際交流基金、2018年
岡本信照『スペイン語の世界』慶應義塾大学出
版会、2018年 7月
海堂尊『ゲバラ覚醒―ポーラースター１』文春
文庫、2019年 2月
海堂尊『ゲバラ漂流―ポーラースター２』文春
文庫、2019年 3月
海堂尊『フィデル誕生―ポーラースター３』文
春文庫、2019年 4月
片岡英統・太田耕二・；マニュエル・ムジオル
『Nostalgic CUBA』誠文堂新光社、2018 年
7月
かどのえいこ『ルイジンニョ少年―ブラジルを
たずねて』ポプラ社、2019年 1月
金子亜美『宣教と改宗―南米先住民とイエズス
会の交流史』風響社、2018年 10月
嘉幡茂『テオティワカン―「神々の都」の誕生
と衰退』雄山閣、2019年 4月
上英明『外交と移民―冷戦下の米・キューバ関
係』名古屋大学出版会、2019年 5月
上村直樹『アメリカ外交と革命―米国の自由主
義とボリビアの革命的ナショナリズムの挑戦、
1943年～1964年』有信堂高文社、2019年 3月
神本秀爾・岡本圭史編『ラウンド・アバウト―
フィールドワークという交差点』集広舎、2018

年 12月

ガルシア＝マルケス，ガブリエル（木村榮一訳）
『ガルシア＝マルケス「東欧」を行く』新潮
社、2018年 10月

カールセン、ウィリアム（森夏樹訳）『マヤ探検
記 <上>―人類史を書きかえた偉大なる冒険』
青土社、2018年 5月

カールセン、ウィリアム（森夏樹訳）『マヤ探検
記 <下>―人類史を書きかえた偉大なる冒険』
青土社、2018年 5月

川田玲子『メキシコにおける聖フェリーペ・デ・
ヘスス崇拝の変遷史―神の沈黙をこえて』明
石書店、2019年 2月

川中豪編著『後退する民主主義、強化される権威
主義―最良の政治制度とは何か』ミネルヴァ
書房、2018年 7月

河村哲二編『グローバル金融危機の衝撃と新興
経済の変貌―中国、インド、ブラジル、メキ
シコ、東南アジア』ナカニシヤ出版、2018年
8月

川村湊『ハポネス移民村物語』インパクト出版
会、2009年 1月

カン、二コラ（青木敬編訳）『カーボ・ヴェル
デ・クレオール語への誘い』晃洋書房、2018

年 3月
北中真人・藤城一雄・細野昭雄・伊藤圭介『パ
ラグアイの発展を支える日本人移住者―大豆
輸出世界 4位への功績と産業多角化への新た
な取組み』佐伯印刷、2019年 3月

ギマランイス・ホーザ、ジョアン（高橋都彦訳）
『最初の物語』水声社、2018年 5月
木村直司『フンボルトのコスモス思想―自然科
学の世界像』南窓社、2019年 3月

キャザー、ウィラ（須賀敦子訳・池澤夏樹監修）
『大司教に死来る』河出書房新社、2018年 8月
草山万兎（松本大洋画）『ドエクル探検隊』福音
館書店、2018年 6月
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工藤律子『ギャングを抜けて。―僕は誰も殺さ
ない』合同出版、2018年 6月
工藤律子『マラス―暴力に支配される少年たち』
集英社文庫、2018年 11月
国本伊代編『メキシコを知るための 70章』（第

2版）明石書店、2019年 1月
久野量一『島の「重さ」をめぐって―キューバ
の文学を読む』松籟社、2018年 5月
組原洋『旅の表層―ユーラシア大陸横断、ラテ
ンアメリカ縦断、そして沖縄　港にたどり着
くまで』学文社、2018年 7月
クライン、ナオミ（星野真志訳）『楽園をめぐる
闘い―災害資本主義に立ち向かうプエルトリ
コ』堀之内出版、2019年 2月
ケー・モオ、ソル（吉田栄人訳）『穢れなき太陽』
水声社、2018年 8月
ゲーズ、オリヴィエ（高橋啓訳）『ヨーゼフ・メ
ンゲレの逃亡』東京創元社、2018年 10月
濃沼圭一『トウモロコシの大百科』（まるごと
探究！世界の作物）農山漁村文化協会、2019

年 3月
コウ、ソフィー・D.；マイケル・D．コウ（樋
口幸子訳）『チョコレートの歴史』河出文庫、
2017年 2月
国際交流基金サンパウロ日本文化センター『南米
日本語教育シンポジウム= Simpósio sobre o

ensino de língua Japonesa da América do sul

南米における日本語教育の現在と未来-日系社
会のポテンシャル　発表論集 2017』国際交
流基金サンパウロ日本文化センター、2018年
3月
国分拓『ノモレ』新潮社、2018年 6月
越川芳明『オリチャ占い <2019年版>―8人の
精霊たちと歩む「あなたの 1年間の物語」』猿
江商會、2018年 11月
コルタサル、フリオ（寺尾隆吉訳）『奪われた

家／天国の扉―動物寓話集』光文社、2018年
6月
近藤孝弘・中矢礼美・西野節男編『地域研究―
多様性の教育学へ』東信堂、2018年 6月
さかぐちとおる『パタゴニア・アンデス・アマ
ゾン大自然ガイド』彩流社、2019年 2月
阪長友仁『高校球児に伝えたい！―ラテンアメ
リカ式メジャー直結練習法』東邦出版、2018

年 8月
崎田憲一『Classic Cars Cuba―崎田憲一写真集』
日本写真企画、2018年 6月
桜井三枝子編『グアテマラを知るための 67章』
（第 2版）明石書店、2018年 7月
薩摩真介『〈海賊〉の大英帝国―掠奪と交易の四
百年史』講談社選書メチエ、2018年 11月
佐藤郡衛（監修）『聞いてみました！日本にくら
す外国人〈3〉―アメリカ・カナダ・ブラジ
ル・コロンビア』ポプラ社、2018年 4月
佐藤大輔『遙かなる星〈１〉パックス・アメリ
カーナ』ハヤカワ文庫、2018年 3月
サンチェス・ゲバラ、カネック（棚橋加奈江訳）
『チェ・ゲバラの影の下で―孫・カネックの
キューバ革命論』現代企画室、2018年 7月
シスネロス、サンドラ（くぼたのぞみ訳）『マン
ゴー通り、ときどきさよなら』白水社、2018

年 5月
シッチン、ゼカリア（竹内慧訳）『マヤ、アステ
カ、インカ黄金の惑星間搬送―シュメールの
宇宙から飛来した神々』ヒカルランド、2018

年 6月
志水貞夫『ある陽気な旅―パタゴニアを超えて』
鳥影社、2019年 3月
清水達也編『途上国における農業経営の変革』
アジア経済研究所、2019年 3月
スアレス、カルラ（久野量一訳）『ハバナ零年』
トランスビュー、2019年 2月
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鈴木美香『トリニダード・トバゴ―カリブの多
文化社会』論創社、2018年 9月
鈴木佑司監修『世界の文化と衣食住―国の記念
日と祝日〈４巻〉南北アメリカ・オセアニア』
小峰書店、2019年 4月
關谷武司『開発途上国で学ぶ子どもたち―マク
ロ政策に資するミクロな修学実態分析』関西
学院大学出版会、2018年 9月
全日本民主医療機関連合会視察団編『医師たち
が見たキューバ医療のいま―60 年間大切に
してきたこと　いのち』かもがわ出版、2019

年 2月
ゾベル、ジョゼフ（松井裕史訳）『黒人小屋通
り』作品社、2019年 3月
ダイアモンド、ジャレッド；ジェイムズ・A・ロ
ビンソン編（小坂恵理訳）『歴史は実験できる
のか―自然実験が解き明かす人類史』慶應義
塾大学出版会、2018年 6月
高木仁『人とウミガメの民族誌―ニカラグア先
住民の商業的ウミガメ漁』明石書店、2019年
1月
高橋是清（上塚司編）『高橋是清自伝 <上>』（改
版）中公文庫、2018年 3月
高橋是清（上塚司編）『高橋是清自伝 <下>』（改
版）中公文庫、2018年 3月
澤岻安三郎『伊佐浜土地強制接収とブラジル国
へ渡った伊佐浜移民』2019年 1月
田中敬一『メキシコ・ルネサンス省察―壁画運
動と野外美術学校』あるむ、2018年 12月
田原徳容『ルポ　不法移民とトランプの闘い―

1100万人が潜む見えないアメリカ』光文社新
書、2018年 10月
ダンティカ、エドウィージ（山本伸訳）『クリッ
ク？クラック！』五月書房新社、2018年 8月
ダンティカ、エドウィージ（山本伸訳）『デュー・
ブレーカー』五月書房新社、2018年 8月

地球の歩き方編集室『メキシコ <2019-2020年
版>』ダイヤモンド・ビッグ社、2018年 10月

地球の歩き方編集室『キューバ　バハマ　ジャ
マイカ　カリブの島々 <2019-2020年版>』ダ
イヤモンド・ビッグ社、2018年 10月

地球の歩き方編集室『キューバ―革命と情熱の
島を旅する』（増補改訂版）ダイヤモンド・ビッ
グ社、2018年 12月

地球の歩き方編集室『タヒチ・イースター島
<2019-2020年版>』ダイヤモンド・ビッグ社、
2019年 4月

チャップマン、ピーター（小澤卓也・立川ジェー
ムズ訳）『バナナのグローバル・ヒストリー―
いかにしてユナイテッド・フルーツは世界を
席巻したか』ミネルヴァ書房、2018年 5月

土屋公二『ショコラ Chocola一粒で幸せになさ
れる神さまのたべもの、7つのひみつ』自由
国民社、2019年 1月

恒川邦夫『《クレオール》な詩人たち II』思潮
社、2018年 3月

デニス、アニカ・アルダムイ（パオラ・エスコ
バル絵、星野由美訳）『お話の種をまいて―プ
エルトリコ出身の司書プーラ・ベルプレ』汐
文社、2019年 2月

ドーティ、ケイトリン（池田真紀子訳）『世界の
すごいお葬式』新潮社、2019年 2月

ドゥペストル、ルネ（立花英裕・後藤美和子・
中野茂訳）『ハイチ女へのハレルヤ』水声社、
2018年 6月

戸田山祐『ブラセロ・プログラムをめぐる米墨
関係―北アメリカのゲストワーカー政策史』
彩流社、2018年 8月

内藤陽介『チェ・ゲバラとキューバ革命―ポスタ
ルメディアから読み解く』えにし書房、2018

年 8月
中嶋寛『世界の秘境を訪ねて』三重大学出版会、
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2018年 3月
永野善子編『帝国とナショナリズムの言説空間
―国際比較と相互連携』御茶の水書房、2018

年 3月
中原仁監修『21世紀ブラジル音楽ガイド』Pヴァ
イン、2018年 8月
鳴海章『ファイナル・ゼロ』集英社文庫、2018

年 10月
西部忠編『地域通貨によるコミュニティ・ドッ
ク』専修大学出版局、2018年 9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』日経
リサーチ、2019年
日経リサーチ『在メキシコ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』日経
リサーチ、2019年
日本絶景研究会編『日本で楽しむ「世界の絶景」』

PHP研究所、2018年 6月
日本大学生物資源科学部国際地域研究所編『ブ
ラジルと日本での再生可能エネルギー戦略の
比較研究』日本大学生物資源科学部国際地域
研究所、2019年 3月
ネヴィル、リー（床井雅美監訳・茂木作太郎訳）
『米陸軍レンジャー―パナマからアフガン戦
争』並木書房、2018年 6月
ネルーダ、パブロ（松本健二訳）『大いなる歌』
現代企画室、2018年 9月
野口とも『南北アメリカのあやとり―先住民の
文化と生活から生まれたかたち』誠文堂新光
社、2019年 1月
野谷文昭編訳『20世紀ラテンアメリカ短篇選』
岩波文庫、2019年 3月
橋本陽介『ノーベル文学賞を読む―ガルシ
ア＝マルケスからカズオ・イシグロまで』
KADOKAWA、2018年 6月
パドゥーラ、レオナルド（寺尾隆吉訳）『犬を愛

した男』水声社、2019年 4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
浜口信明編『ラテンアメリカ所得格差論―歴史
的起源・グローバル化・社会政策』国際書院、
2018年 8月
林洋子『旅する画家　藤田嗣治』新潮社、2018

年 9月
原仁司『夜に抗して闘う者たち―ジョン・レノ
ン、ロベルト・ボラーニョ、桐山襲』翰林書
房、2019年 3月
バルガス＝リョサ、マリオ（旦敬介訳）『ラ・カ
テドラルでの対話 <上>』岩波文庫、2018年
6月
バルガス＝リョサ、マリオ（旦敬介訳）『ラ・カ
テドラルでの対話 <下>』岩波文庫、2018年
7月
ビール、ジョアオ（桑島薫・水野友美子訳）『ヴィー
タ―遺棄された者たちの生』みすず書房、2019

年 3月
樋田豊次郎・中沢新一『ブラジル先住民の椅子』
美術出版社、2018年 6月
平川祐弘『小泉八雲と神々の世界ラフカディオ・
ハーン―植民地化・キリスト教化・文明開化』
勉誠出版、2018年 9月
ブイトラゴ、ハイロ（ラファエル・ジョクテン
グ絵、宇野和美訳）『いっしょにかえろう』岩
崎書店、2018年 9月
フォンセッカ、フーベン（江口佳子訳）『あけま
しておめでとう』水声社、2018年 12月
藤原清美『セレソン　人生の勝者たち―「最強
集団」から学ぶ１ 5の言葉』ソル・メディア、
2018年 6月
舳松伸男『タンゴ―歴史とバンドネオン』（新装
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版）東方出版、2018年 6月
フラワーズ、ロブ（北川玲訳、八木百合子監訳）
『世界一おもしろいお祭りの本』創元社、2019

年 4月
ペリ＝ロッシ、クリスティーナ（南映子訳）『狂
人の船』松籟社、2018年 6月
ホーガン、アンドルー；ダグラス・センチュリー
（棚橋志行訳）『標的：麻薬王エル・チャポ』
ハーパーコリンズ・ジャパン、2018年 10月
星野妙子編『メキシコの 21世紀』アジア経済
研究所、2019年 2月
ホセ・アレオラ、フアン（安藤哲行訳）『共謀綺
談』松籟社、2018年 7月
細谷広美・佐藤義明編『グローバル化する〈正
義〉 の人類学―国際社会における法形成と
ローカリティ』昭和堂、2019年 2月
堀坂浩太郎・子安昭子・竹下幸治郎『現代ブラ
ジル論－危機の実相と対応力』上智大学出版、
2019年 3月
ボルヘス、ホルヘ・ルイス『ボルヘス、エッセ
ンシャルズ』（全 9冊美装ケースセット）岩
波書店、2018年 7月
ボルヘス、ホルヘ・ルイス（堀内研二訳）『夢の
本』河出文庫、2019年 2月
牧田直也『レゲエ入門―世界を揺らしたジャマ
イカ発リズム革命』アルテスパブリッシング、
2018年 8月
真遙おらむ『ひょっとしたら面白いかもしれな
いちょっと普通じゃないペルー見聞記』ミヤ
オビパブリッシング、2019年 1月
マシャド・ダニエル『ブラジル同性婚法―判例
による法生成と家族概念の転換』信山社出版、
2018年 5月
松田恵里『ブラジルの連邦制と地方制度』国立
国会図書館、2017年 5月
松本佐保『バチカンと国際政治―宗教と国際機

構の交錯』千倉書房、2019年 3月
マラドーナ、ディエゴ・アルマンド（宮崎真紀
訳）『マラドーナ独白―1986年のメキシコＷ
杯』東洋館出版社、2018年 6月

丸谷雄一郎『ウォルマートのグローバル・マー
ケティング戦略』（増補版）創成社、2018年
9月

マン、チャールズ・C（レベッカ・ステフォフ
編、鳥見真生訳）『1493 <入門世界史>―コロ
ンブスからはじまるグローバル社会』あすな
ろ書房、2017年 6月

水谷裕佳編『境界を越えた出会いの空間として
の米国メキシコ国境地域』上智大学イベロア
メリカ研究所 2019年 3月

水野亮・湯本定次郎編輯、日秘新報社編『南米
秘露及暮利比亞寫眞帖』［複製］沖縄県立図書
館、2018年 3月

溝渕三郎・與田守孝・長篠哲生『冒険の蟲たち
―登った！漕いだ！走った！アメリカ大陸５
万キロ（新装版』白山書房、2018年 6月

御手洗昭治編、小笠原はるの著『グローバル異
文化交流史―大航海時代から現代まで、ヒト・
モノ・カネはどのように移動・伝播したのか』
明石書店、2019年 1月

三山喬『還流する魂―世界のウチナーンチュ 120

年の物語』岩波書店、2019年 4月
メラー、トッド（真崎義博訳）『麻薬王の弁護
士』早川文庫、2019年 4月

森口舞『2つのキューバ・ナショナリズムをめぐ
る比較考察 1902-1963』弘学社、2018年 4月

モンヘ、カルロス・フランシスコ編（鼓宗訳）
『コスタリカ選詩集―緑の祈り』関西大学東
西学術研究所、2019年 3月

八杉佳穂『マヤ文字を書いてみよう読んでみよ
う』（新装版）白水社、2019年 1月

柳沢史明『〈ニグロ芸術〉の思想文化史―フラ
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ンス美術界からネグリチュードへ』水声社、
2018年 3月
山野辺太郎『いつか深い穴に落ちるまで』河出
書房新社、2018年 11月
山本紀夫編『熱帯高地の世界―「高地文明」の
発見に向けて』ナカニシヤ出版、2019年 2月
吉江貴文編『近代ヒスパニック世界と文書ネッ
トワーク』悠書館、2019年 3月
吉見俊哉『トランプのアメリカに住む』岩波新
書、2018年 9月
乗浩子『教皇フランシスコ―南の世界から』平
凡社新書、2019年 3月
ライト、リリー（真崎義博訳）『虎の宴』早川書
房、2018年 6月
蘭郁二郎『地底大陸』河出書房新社、2018 年

8月
レスター、ケント（石垣憲一訳）『第七の太陽
<上>』扶桑社、2018年 7月
レスター、ケント（石垣憲一訳）『第七の太陽
<下>』扶桑社、2018年 7月
レビツキー、スティーブン；ダニエル・ジブラッ
ト（濱野大道訳、池上彰解説）『民主主義の死
に方―二極化する政治が招く独裁への道』新
潮社、2018年 9月
ロイル、スティーヴン A.（中俣均訳）『島の地
理学―小さな島々の島嶼性』法政大学出版局、
2018年 8月
渡邉優『知られざるキューバ―外交官が見たキ
ューバのリアル』ベレ出版、2018年 11月

『カンクンメキシコ』ことりっぷ海外版、昭文
社、2019年 1月

『コスタリカの奇跡―積極的平和国家のつくり
方』シネ・フロント社、2018年 5月

『Nosotros Catálogo―ラテンアメリカ探訪ノス
オトゥロス展図録』リプレーザ３期臨時増刊
号、2018年 6月

『メキシコ便利帳 <VOL.3>』Y’s Publishing、
2018年 10月

『るるぶペルー』JTBパブリッシング、2018年
10月

＜編集部より＞
複数の情報源を検索することで、2018年 5月か
ら 2019年 4月までの日本語図書（本誌第 25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。




