
D09
テーマ展示のリストです。

資料探しにご活用ください。

請求記号 タイトル 出版者 出版年

N255-R-57 ラテンアメリカを知る事典 / 大貫良夫監修 平凡社 1999

N302.55-46 ラテンアメリカ研究への招待 / 国本伊代・中川文雄編著 新評論 2005

N302.55-49 現代中米・カリブを読む / 小池康弘編（異文化理解講座） 山川出版社 2008

N312.55-45 ラ米取材帖 / 伊高浩昭著 ラティーナ 2010

N383.8-63-13 中南米 / 山本紀夫編　（世界の食文化13） 農山漁村文化協会 2007

N386-66 カーニバルの誘惑 : ラテンアメリカ祝祭紀行 / 白根全 毎日新聞社 2003

Ｎ295.6-27 メキシコ : ラテンでいこうよアミーゴ! （ワールド・カルチャーガイド23）
トラベルジャーナ
ル

2001

Ｎ295.6-29 めきめきメキシコ : kuma*kuma
スリーエーネット
ワーク

2003

Ｎ295.6-39 メキシコ （ナショナルジオグラフィック世界の国） ほるぷ出版 2007

Ｎ295.6-40 オアハカ・リンド / アンダーソン優子著 （私のとっておき）
産業編集セン
ター

2007

N302.56-16 メキシコから世界が見える / 山本純一著（集英社新書） 集英社 2005

N302.56-18 メキシコを知るための60章 / 吉田栄人編著 明石書店 2005

N386-53 Dancing skelton : 死者の日はメキシコで / 都築響一編集 アスペクト 2001

N386-59 Mexico gaikotsu-matsuri / Tamaki Ogawa ピエ・ブックス 2002

N523-62 アメリカ・カナダ・メキシコ （世界の建築・街並みガイド） エクスナレッジ 2004

DV-2186 [DVD]世界遺産　メキシコ編 TBS 2003

Ｎ295.9-16 キューバ★トリップ / 高橋慎一著 （私のとっておき）
産業編集セン
ター

2007

Ｎ295.9-19 キューバ : 革命と情熱の詩
ダイヤモンド・ビッ
グ社

2007

Ｎ295.9-20 モンド★キューバ / 高橋慎一写真 ; yasuo-angel文 東京キララ社 2009

Ｎ295.9-21 キューバ （ナショナルジオグラフィック世界の国） ほるぷ出版 2009

N302.59-15 キューバを知るための52章 / 後藤政子、樋口聡編著 明石書店 2002

N302.59-19 小さな国の大きな奇跡 / 吉田沙由里著 WAVE出版 2008
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N295.7-13 コスタリカ : エコツーリズムの国 / 辻丸純一著 千早書房 2007

N302.57-16 コスタリカを知るための55章 / 国本伊代著 明石書店 2004

N302.61-3 エクアドル : ガラパゴス・ノグチ・パナマ帽の国 / 寿里順平著 東洋書店 2005

N302.61-5 エクアドルを知るための60章 / 新木秀和編著 新木秀和 2006

DV-2188 [DVD]世界遺産　エクアドル編 TBS 2007

Ｎ296.8-15 ペルー （ナショナルジオグラフィック世界の国） ほるぷ出版 2008

N302.68-6 ペルーの子どもたち （世界の子どもたちはいま11）  学研 2001

N302.68-7 ペルーを知るための62章 / 細谷広美著 明石書店 2004

N302.68-9 ペルーの中学生 （世界の中学生6）  学研 2003

Ｎ386-54 アンデス奇祭紀行 / 鈴木智子著 青弓社 2002

Ｎ386-71 アンデス、祭りめぐり / 鈴木智子著 （寺子屋ブックス14 ） 青弓社 2000

Ｎ386-89 アンデスの祭り / すずきともこ著 千早書房 2008

DV-2184 [DVD]世界遺産　ペルー編 TBS 2002

N296.5-7 ブエノスアイレス雑貨と文化の旅手帖 / 栗本斉著 
毎日コミュニケー
ションズ

2008

N302.65-7 アルゼンチンを知るための54章 / アルベルト松本著 明石書店 2005

DV-2185 [DVD]世界遺産　アルゼンチン編 TBS 2002

Ｎ296.1-6 コロンビア （ナショナルジオグラフィック世界の国） ほるぷ出版 2009

N302.57-18 パナマを知るための55章 / 国本伊代ほか著 明石書店 2004

N302.57-19 エルサルバドル、ホンジュラス、ニカラグアを知るための45章 明石書店 2004

N302.57-20 グアテマラを知るための65章 / 桜井三枝子編著 明石書店 2006

N302.67-1 ボリビアを知るための68章 / 真鍋周三編著 明石書店 2006

DV-2183 [DVD]世界遺産　ベネズエラ編 TBS 2003

DV-2187 [DVD]世界遺産　チリ編 TBS 2007
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