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ラテンアメリカ・カリブ関連新刊図書
（2019年 5月～2020年 4月）

アイミ、アントニオ；井上幸孝（日本語版監修）

（モドリュー克枝訳）『ビジュアル図解　マヤ・

アステカ文化事典』柊風舎、2020年 2月
青木麻耶『なないろペダル―世界の果てまで自

転車で』出版舎ジグ、2019年 9月
青山和夫・米延仁志・坂井正人・鈴木紀編『古

代アメリカの比較文明論―メソアメリカとア

ンデスの過去から現代まで』京都大学学術出

版会、2019年 9月
アシタカ、フリオ『神秘の幻覚植物体験記 ～

中南米サイケデリック紀行～』彩図社、2019
年 8月
阿部博友『ブラジル法概論 Introdução ao Direito

do Brasil』大学教育出版、2020年 3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〈2019-2020 年版〉』2019
年 6月

ARC国別情勢研究会編『コロンビア―経済・貿
易・産業報告書〈2019-2020年版〉』2019年 9
月

ARC 国別情勢研究会編『ブラジル―経済・貿
易・産業報告書〈2020-2021年版〉』2020年 1
月

アルメロ、ニコラス・タンコ（寺澤辰麿訳）『コ

ロンビア商人がみた維新後の日本』中央公論

新社、2019年 12月
アンドレス、ホセ；リチャード・ウォルフ（御

舩由美子訳）『島を救ったキッチン―シェフ

の災害支援日記 in ハリケーン被災地プエル
トリコ』双葉社、2019年 12月
石田智恵『同定の政治、転覆する声―アルゼン

チンの「失踪者」と日系人』春風社、2020年 2
月

伊藤淳史『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（改訂版）』イカロ

ス出版、2019年 12月
伊藤好夫編『日本人の力―移住 112年　ブラジ
ル移住の歴史　新世界の建設に貢献「誇りと

美徳」“日系の人たち・分家”第二部「国際交
流都市」・鈴鹿』、2020年
今福龍太『ボルヘス伝奇集―迷宮の夢見る虎』

慶応義塾大学出版会、2019年 12月
ウインズロウ、ドン（田口俊樹訳）『ザ・ボーダー

<上>』ハーパーコリンズ・ジャパン、2019年 7
月

ウインズロウ、ドン（田口俊樹訳）『ザ・ボーダー

<下>』ハーパーコリンズ・ジャパン、2019年 7
月

ウォルトン、スチュアート（秋山勝訳）『トウガ

ラシ大全―どこから来て、どう広まり、どこ

へ行くか』草思社、2019年 9月
宇佐見耕一編『新世界の社会福祉 10 中南米：
メキシコ/コスタリカ/ペルーボリビア/ブラジ
ル/チリ ウルグアイ/アルゼンチン』旬報社、
2020年 3月
エルナンデス、フェリスベルト（浜田和範訳）

『案内係』水声社、2019年 6月
大澤傑『独裁が揺らぐとき―個人支配体制の比

較政治』ミネルヴァ書房、2020年 3月
大野藍梨『「抵抗」する女たち―フランス語圏

カリブ文学における「シスターフッド」』松籟

社、2019年 9月
岡田哲史・小池洋一編『経済学のパラレルワー

ルド』新評論、2019年 11月
柏木昇・池田真朗・北村一郎・道垣内正人・阿

部博友・大嶽達哉編『日本とブラジルからみ

た比較法―二宮正人先生古稀記念』信山社、
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2019年 7月
片山陽子『アルゼンチンの不思議なみけねこニ

ャッチ』ハンナ、2019年 11月
桂田祐介監修『国旗の図鑑〈2〉ヨーロッパと南
北アメリカの国旗』あかね書房、2020年 3月
加藤高正『キューバの旅―加藤高正写真集』2019
年 8月
嘉幡茂『図説　マヤ文明』河出書房新社、2020
年 2月
カブレラ・インファンテ、ギジェルモ（山辺弦

訳）『気まぐれニンフ』水声社、2019年 12月
神本秀爾・岡本圭史編『マルチグラフト―人類

学的感性を移植する』集広舎、2020年 2月
カミンズ、ジャニーン（宇佐川晶子訳）『夕陽の

道を北へゆけ』早川書房、2020年 2月
カリオン、ホルヘ（野中邦子訳）『世界の書店を

旅する』白水社、2019年 6月
ガルシア＝マルケス、ガブリエル（野谷文昭訳）

『純真なエレンディラと邪悪な祖母の信じが

たくも痛ましい物語―ガルシア＝マルケス中

短篇傑作選』河出書房新社、2019年 8月
カルペンティエール、アレホ（鼓直・寺尾隆吉

訳）『時との戦い』水声社、2020年 2月
神戸周『ブラジルの民衆舞踊バッソの文化研究』

淡水社、2019年 12月
岸本静江『家康とドン・ロドリゴ』冨山房イン

ターナショナル、2019年 11月
北澤豊雄『ダリエン地峡決死行』産業編集セン

ター、2019年 6月
北野収『南部メキシコの内発的発展とNGO（補
訂版）』2019年 11月
キューバ教育研究会『キューバ教育研究会調査

報告集 2019』2019年 9月
クラストル、ピエール（原毅彦訳）『政治人類学

研究』水声社、2020年 2月
グリッサン、エドゥアール（立花英裕・工藤晋・廣

田郷士訳）『ラマンタンの入江』水声社、2019
年 12月

ケー・モオ、ソル（吉田栄人訳）『女であるだけ

で』国書刊行会、2020年 2月
ゲズ、オリヴィエ編（神田順子・田辺希久子・

村上尚子・松尾真奈美・濱田英作訳）『独裁者

が変えた世界史 <下>』原書房、2020年 4月
建設コンサルタンツ協会編集部編『土木遺産〈6〉
世紀を越えて生きる叡智の結晶　アメリカ・

オセアニア編』ダイヤモンド社、2020年 2月
国立歴史民俗博物館・松木武彦・福永伸哉・佐々

木憲一編『日本の古墳はなぜ巨大なのか―古

代モニュメントの比較考古学』吉川弘文館、

2020年 3月
ゴラブ、マシュー；レオビヒルド・メルティネ

ス（さくまゆみこ訳）『あまつりをたのしん

だおつきさま―メキシコのおはなし』のら書

店、2019年 12月
小林孝信『メキシコ・地人巡礼』現代書館、2020
年 2月

コンデ、マリーズ（管啓次郎訳）『生命の樹―あ

るカリブの家系の物語』平凡社ライブラリー、

2019年 12月
斎藤潤一郎『死都　南米紀行』リイド社、2020
年 4月

佐川町『ブラジル移民の父水野龍―“舞楽而留”
への旅　舞い、楽しんで留まるべき楽土』佐

川町立青山文庫、2019年 3月
佐々木直『パラグアイのおかげの話―南米パラ

グアイに起こった数々の奇跡と魅力』文芸社、

2020年 1月
佐々木剛二『移民と徳―日系ブラジル人知識人

の歴史民族誌』名古屋大学出版会、2020年 2
月

産業編集センター『ブエノスアイレス　ノスタ

ルジックな「南米のパリ」』2019年 11月
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サンチェス＝コルデロ、ホルヘ（松浦芳枝訳）

『法と文化―文化財保護への司法的挑戦』西

田書店、2019年 12月
シーハン、スーザン（西尾祐吾監訳、上田純子

訳）『じゃあ、どうしろって言うのさ！―ウェ

ルフェア・マザーの素顔』晃洋書房、2019年 6
月

ジェイムズ、マーロン（旦敬介訳）『七つの殺人

に関する簡潔な記録』早川書房、2019年 6月
ジニス、デボラ（奥田若菜・田口陽子訳）『ジカ

熱―ブラジル北東部の女性と医師の物語』水

声社、2019年 11月
スケルトン、R. A.（増田義郎・信岡奈生訳）『図
説探検地図の歴史―大航海時代から極地探検

まで』ちくま学芸文庫、2019年 12月
関口義人『越境する音楽家たちの対話―ワール

ドミュージックとは何だったのか？』彩流社、

2019年 7月
ダイアモンド、ジャレド（小川敏子・川上純子

訳）『危機と人類 <上>』日本経済新聞出版社、
2019年 10月
タシロ、エリザ編、白井純編『リオ・デ・ジャ

ネイロ国立図書館蔵　日葡辞書』、2020年 4
月

立花英裕編『クレオールの想像力―ネグりチュー

ドから群島的思考へ』水声社、2020年 3月
ダベーヌ、オリヴィエ；フレデリック・ルオー

（中原毅志訳）『地図で見る ブラジルハンド

ブック』原書房、2019年 12月
玉川裕子・田所清克『ワンダーランドブラジル

―5つのエリア未知なる素顔と 7つの魅力』
角川文化振興財団、2019年 10月
田村剛『熱狂と幻滅―コロンビア和平の深層』

朝日新聞出版、2019年 6月
田村徳子『ブラジルの校長直接選挙―教職員と

保護者と児童生徒みんなで校長を選ぶことの

意味』東信堂、2020年 3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<2020-2021年版>』ダイヤ
モンド・ビッグ社、2019年 8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 <2020-2021年版>』ダイ
ヤモンド・ビッグ社、2019年 12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 <2020-2021年版>』ダ
イヤモンド・ビッグ社、2020年 3月
千葉泉『“研究者失格” のわたしが阪大でいっ
ちゃんおもろい教授になるまで―弱さと向き

合い、自分らしく学問する』明石書店、2020
年 3月
中央開発株式会社『海外農業・貿易投資環境調

査分析委託事業（ブラジル・アルゼンチン・

エクアドル）報告書 2019年度』、2020年 3月
塚田修編『トヨタ生産方式の海外移転手法の解

析―ケーススタディ：ブラジル自動車産業』

白桃書房、2019年 7月
津村一史『法王フランシスコの「核なき世界」

―記者の心に刺さったメッセージ』トランス

ビュー、2020年 4月
デスコラ、フィリップ（小林徹訳）『自然と文化

を越えて』水声社、2020年 2月
デュボア、クリスティン（和田佐規子訳）『大

豆と人間の歴史―満州帝国・マーガリン・熱

帯雨林破壊から遺伝子組み換えまで』築地書

館、2019年 10月
寺尾隆吉『ラテンアメリカ文学ガイドブック―

100人の作家で知る』勉誠出版、2020年 3月
ド・ヴァンダン、カトリーヌ・ヴィトール（太

田小絵子訳）『地図とデータで見る移民の世

界ハンドブック』原書房、2019年 6月
同志社大学人文科学研究所編『同志社大学人文

研の過去・現在・未来』同志社大学人文科学
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研究所、2020年 3月
ドロレス、マリア（荒井めぐみ訳）『ミルトン・ナシ

メント―“ブラジルの声”の航海』Du Books、
2019年 5月
内藤雅雄『現代におけるインド社会の発展過程

とインド人の海外進出』東銀座出版社、2019
年 12月
中岡義介・川西尋子『ブラジルの都市の歴史―

コロニアル時代からコーヒーの時代まで』明

石書店、2020年 1月
中野隆基『ボリビアの先住民と言語教育―ある

ベシロ語（チキタノ語）教師との出会い』風

響社、2019年 10月
仁平尊明監修・青木滋・遠藤喜代子・佐藤正光

『南アメリカ州』（新・世界の国々 7）帝国書
院、2020年 3月
丹辺宣彦・中村麻理・山口博史編『変貌する豊

田―グローバル化と社会の変化に直面するク

ルマのまち』東信堂、2020年 2月
日本建築学会編『2017年メキシコ・プエブラ地
震被害調査報告書』日本建築学会、2020年 1
月

パスト、アンバル（細野豊編・訳）『アンバル・

パスト詩集―新・世界現代詩文庫 16』土曜美
術社出版販売、2019年 8月
幡谷則子編『ラテンアメリカの連帯経済―コモ

ン・グッドの再生をめざして』上智大学出版、

2019年 10月
早川智三『メキシコ・ユカタン地方の音楽～カ

ンシオン・ユカテカ～』知玄舎（POD書籍）、
2019年 8月
林義勝『スペイン・アメリカ・キューバ・フィ

リピン戦争―マッキンリーと帝国への道』彩

流社、2020年 3月
バリェ・インクラン（大楠栄三訳）『独裁者ティ

ラノ・バンデラス―灼熱の地の小説』幻戯書

房、2020年 3月
ハリス、トマス（高見浩訳）『カリ・モーラ』新

潮文庫、2019年 8月
バルガス＝リョサ、マリオ（田村さと子訳）『シ

ンコ・エスキーナス街の罠』河出書房新社、

2019年 9月
バルガス＝リョサ、マリオ（立林良一訳）『プ

リンストン大学で文学／政治を語る―バルガ

ス＝リョサ特別講義』河出書房新社、2019年
11月

平原哲也『日本時間－日系社会向けのラジオ番

組　ペルー編』、2019年 8月
深沢正雪、サンパウロ・ニッケイ新聞社編『移民

と日本人―ブラジル移住 110年の歴史から』
無明舎出版、2019年 6月

「ブラジル和歌山県人会」編『和歌山県人ブラ

ジル移住 100周年記念誌』2019年
布留川正博『奴隷船の世界史』岩波新書、2019
年 8月

布留川正博『イギリスにおける奴隷貿易と奴隷

制の廃止―環太平洋世界のなかで』同志社大

学経済学双書委員会、2020年 3月
古田陽久・世界遺産総合研究所『世界遺産ガイ

ド　カリブ海地域編』シンクタンクせとうち

総合研究機構、2019年 6月
プリンス、ノミ（藤井清美訳）『中央銀行の罪

―市場を操るペテンの内幕』早川書房、2019
年 6月

細野昭雄・工藤章・桑山幹夫『チリを知るため

の 60章』明石書店、2019年 7月
堀真理子『反逆者たちのアメリカ史―未来への

思考』春風社、2019年 10月
松下冽『ラテンアメリカ研究入門―＜抵抗する

グローバル・サウス＞のアジェンダ』法律文

化社、2019年 12月
松久玲子編『国境を越えるラテンアメリカの女
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性たち―ジェンダーの視点から見た国際労働

力移動の諸相』晃洋書房、2019年 12月
水野正己・堀口正編『世界に広がる農村生活改

善―日本から中国・アフリカ・中南米へ』晃

洋書房、2019年 5月
三原幸久編・訳『ラテンアメリカ民話集』岩波

文庫、2019年 12月
宮沢和史『島々百景』ラティーナ、2019年 7月
村川淳『浮島に生きる―アンデス先住民の移動

と「近代」』京都大学学術出版会、2020年 4
月

室澤富美香『ニャンドゥティの秘密―夢に命を

かけた女性たち』開拓社、2019年 12月
モリス、ジョナサン（龍和子訳）『「食」の図書

館　コーヒーの歴史』原書房、2019年 5月
矢澤達宏『ブラジル黒人運動とアフリカ―ブラッ

ク・ディアスポラが父祖の地に向けてきたま

なざし』慶應義塾大学出版会、2019年 6月
柳原孝敦『テクストとしての都市―メキシコDF』
東京外国語大学出版会、2019年　月
山口大志『南米アマゾン　土を食う動物たち』

福音館書店、20120年 1月
山越英嗣『21世紀のメキシコ革命―オアハカの
ストリートアーティストがつむぐ物語歌（コ

リード）』春風社、2020年 2月
横浜国立大学カール・S・シャウプ・コレクショ
ン編集委員会編; 千原則和責任編集『キュー
バ調査関係資料 1, 2, 3』蒼天社出版、2019年
12月
吉川恵美子編『ペルーの平和構築プロセスに演

劇はどのようにかかわったか El rol del teatro
en el proceso de paz en Perú』上智大学イベロ
アメリカ研究所、2020年 3月
早稲田大学野球部『2018ブラジル遠征　ありが
とう―ブラジル日本人移民 110周年記念祭』、
2020年 1月

渡辺淳子『マヤ神話の響き―世界のはじまり』

図書印刷同朋舎、2019年 9月
渡邉優『グアンタナモ―アメリカ・キューバ関

係にささった棘』彩流社、2020年 3月
『メキシコ便利帳 <VOL.4>』Y’s Publishing、

2019年 10月

＜編集部より＞

複数の情報源を検索することで、2019年 5月か
ら 2020年 4月までの日本語図書（本誌第 26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。


