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インド文化事典 
インド文化事典編集委員
会 編 

2018年 9784621302354  ¥66,000 ¥99,000 1027184016 

近年、急成長するインドの源流と現状と未来とは。古代神話から宗教、植民地時代の影響も残るカースト制、ガンディー・ネルーなどの社会・政治
運動、カレーなどの食、ボリウッドなどの映画、農村と都市の差やヨガやクリケットといったスポーツまで。グローバルに跳躍するインドの根底と
さまざまな側面を紹介する。※著作権などの理由により、掲載されていない画像がございます。  

アメリカ文化事典 アメリカ学会 編 2018年 9784621302149  ¥66,000 ¥99,000 1029342077 

本書は、アメリカ合衆国を研究対象とするさまざまな学問領域の研究者が、最新の研究動向を反映しながらアメリカという国の多様な側面をわかり
やすく解説し、立体的に紹介することを目的とした事典。文化事典であるが、いわゆる文化芸術や思想、文学などに対象を限定せず、生活習慣から
政治経済、軍事外交まで、人間の営みの多様な側面を広義の文化として定義し、それらの密接な関りを20章立て、370以上の項目で浮き彫りにした。 

国際開発学事典 国際開発学会 編 2018年 9784621303405  ¥66,000 ¥99,000 1029502814 

火種にならない国際支援、人的支援を含む効率的な援助とは何か。現地とどのように合意形成を行うか。諸分野にまたがる国際開発学を写真や図を
交えながらそれぞれの専門家が1項目2pで解説。経済学・政治学・社会学・人類学・医学・教育学・経営学・農学・工学・法学などにまたがる国際開
発学の全貌を概観できる。終章ではSDGs後の将来も検討。 

人口学事典 日本人口学会 編 2018年 9784621303078  ¥66,000 ¥99,000 1029502815 

現在の時代状況を踏まえ、初学者からでも人口について自ら調べ、考える手助けとなる、わかりやすい中項目主義の事典。第I部では、今後10年ほど
先までの見通しに立って重要なテーマを厳選しトピック形式で解説し、第II部では、第I部のトピックをより深く理解し、人口学の基礎知識や分析手
法などを体系的に紹介する。 

異郷のイギリス 南アフリカのブリティッ

シュ・アイデンティティ 
（金沢大学人間社会研究叢書） 

堀内 隆行 著 2018年 9784621303238  ¥19,800 ¥29,700 1029161113 

アパルトヘイト研究に偏った南アフリカ史研究のなかにイギリスの問題を定位し、イギリス帝国の植民地支配の歴史の理解、現代南アフリカの精神
性、エスニシティの理解にも資する意欲作。 

アメリカ合衆国読本―知られざる大国の素

顔（丸善ライブラリー） 
五月女 光弘 著 1993年 9784621051047  ¥3,300 ¥4,950 1029312020 

我々にとって身近で人気のある国、アメリカ。しかし、アメリカの素顔を知っている人は本当に少ない。在米大使館などに長く勤務した筆者ならで
はの、目からウロコが落ちる「大統領」から「庶民の生活」までの話題を満載。アメリカを知るのに最適な一冊。 
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47都道府県・遺跡百科 石神 裕之 著 2018年 9784621302248  ¥12,540 ¥18,810 1027441308 

日本は「遺跡大国」である。毎年1万件近い発掘調査が行われ、これまでに発見された遺跡数は現在約47万か所以上にのぼる。有名な遺跡
はもちろん、あまり知られていない遺跡や近・現代の埋蔵文化財のうち、考古学史上、あるいは地域史において意義ある発見・調査を取
り上げ、各地域の文化遺産を掘り下げた。 

47都道府県・公園/庭園百科 西田 正憲著 2017年 9784621301807  ¥12,540 ¥18,810 1025881783 

公園と庭園は、誰もがその「土地そのもの」を楽しむことができる、とても身近な地域観光資源といえます。本書では、全国各地にある
公園・庭園のうち約340事例を厳選し、地域固有の自然・風景・歴史・文化とのふれあい方、楽しみ方を紹介しています。 付録には、便
利な「全国自然公園一覧」「全国の庭園一覧」も収録しています。 

華僑華人の事典 
華僑華人の事典編集委
員会 編 

2018年 9784621301760  ¥66,000 ¥99,000 1026888917 

華僑華人に関する興味深い話題を提供しながら、現代の華僑華人研究の全体像を浮き彫りにしています。 華僑華人の歴史、経済、生活・
文化について概説し、華僑華人が住む世界各地を多面的に論述。第III部では、研究対象とみなされてこなかった事象・現象、既存の概念
によって「華僑華人」に分類されなかった人々を扱う「フロンティア」として構成。 厳選されたテーマ約200程度を取り上げた有益な事
典。 

スペイン文化読本 （※） 川成 洋編 2016年 9784621089958  ¥6,600 ¥9,900 1020598987 

長い歴史をもつスペイン文化の本質を読み物としてコンパクトに提供する。本書ではよく知られたスペインのアイコンを取り上げ、それ
を掘り下げることでスペインの魅力とその特質を描き出す内容構成。 

イギリス文化事典 
イギリス文化事典編集
委員会・川成 洋編  

2014年 9784621088647  ¥66,000 ¥99,000 1019315070 

イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドという、独自の文化を有する４つの国から成るイギリスの魅力を389の項目
で伝えるユニークな事典。見開き２ページ完結で、どこを開いても興味深く読める一冊。 

現代イギリス読本 川成 洋・長尾輝彦編  2012年 9784621085707  ¥4,400 ¥6,600 1011492091 

「イギリス人には常識でも、日本人にはあまり知られていない話題」に重点をおきながらイギリスの２０世紀から現在までを興味深く全
体像を提示する。 

2018年新刊 
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海洋生物学 ―地球を取りまく豊かな海と
生態系―（サイエンス・パレット 022） （※） 

Philip V. Mladenov
著 窪川かおる訳  

2015年 9784621088937  ¥3,300 ¥5,000 1018194145 

ユニークな海洋生物たちが育む生態系を知るだけでなく、海がもたらす恵み、人間活動が海洋生態系に与える影響を知ることを通して、こ
れからの海との向き合い方を考えることのできる入門書。  

世界の暦文化事典 中牧弘允編 2017年 9784621301920  ¥39,600 ¥59,400 1026810914 

各地の暦文化（記念日・お祭り）をその成り立ちから紹介。ユリウス暦、ヒンドゥー暦、グレゴリオ暦、数々の暦の共存を解き明かすとと
もに、各地のトピックを取り上げる。 

世界の文字事典 庄司博史編  2015年 9784621088944  ¥33,000 ¥49,500 1019023648 

この事典の目的は、世界の様々な言語を、その言語にほとんど予備知識のない人でも、文字を声に出して読み、カタカナで転写することが
できることにある。旅行、ビジネスで大いに役立つ、今までなかったユニークな事典。 

エコツーリズム：こころ躍る里山の旅-
飯能エコツアーに学ぶ（※） 

犬井 正著 2017年 9784621301517  ¥6,600 ¥9,900 1024943402 

｢里地里山の持続可能な社会システムの研究｣の視点から、飯能のエコツーリズムの多数の実践の事例を紹介。今後エコツーリズムが農山村
振興にどのようなプラスの効果をもたらしうるかを明らかにした一冊。 

日本の火山ウォーキングガイド（※） 
特定非営利活動法人火
山防災推進機構編 

2016年 9784621088487  ¥6,270 ¥9,405 1024014976 

日本には110の火山があり、世界の火山（活火山）の約１割を占める有数の火山大国である。ウォーキング・登山をしながら、火山によっ
てもたらされた肥沃な大地の形成について知識を深めるガイドブック。 

低温科学便覧 = Handbook of low 
temperature science （※） 

北海道大学低温科学研
究所編 

2015年 9784621089644  ¥33,000 ¥49,500 1019533030 

低温科学は氷や雪のミクロな物理・化学的な性質の解明から、大陸や海洋、大気といったマクロな地球環境の考察、微生物、動物、植物な
ど生命圏の営みまでが対象。低温および寒冷環境における自然科学のダイナミズムを俯瞰できる便覧。 
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化石ウォーキングガイド 
関東甲信越版 ―太古のロマンを求めて化

石発掘28地点― 

相場博明編著   2013年 9784621086636  ¥4,180 ¥6,270 1013867155 

ウォーキングしながら化石発掘まで楽しめる、健康と魅力とロマンの詰まったガイド。関東甲信越地方で見られる特徴的なスポットを紹介。

鉱物ハンティングガイド  
―知れば知るほど奥深い!鉱物採集の世界
― （※） 

松原聰著  2014年 9784621087121  ¥4,950 ¥7,425 1018441515 

好評『鉱物ウォーキングガイド』の著者による、鉱物「採集」に焦点をあてたテクニック本。 鉱物学の権威である著者が、鉱物探しのコ
ツや採集のテクニックを長年の経験に基づきわかりやすく伝授します。 

全国神社味詣  
―幸せをよぶ参道グルメガイド― 

松本滋著  2013年 9784621084311  ¥2,640 ¥3,960 1014015979 

全国厳選63神社と、その神社と関係のある名物や美味しいものを紹介します。ご当地グルメも多数収録し、神社めぐりがより楽しくなる、
今までになかった神社と味のコラボレーションガイドブックです。 

人文地理学事典 人文地理学会編  2013年 9784621086872  ¥44,000 ¥66,000 1014446540 

人文地理学の基本概念･重要概念を網羅し、先端研究テーマも取り込み、最新全体像が把握できます。 GPS,GISなどの計量方法や地理環境
と密接な経済・都市構造・歴史などの話題も満載です。 

人の移動事典  
―日本からアジアへ・アジアから日本へ― 

吉原和男・蘭 信三・
伊豫谷登士翁・ 
塩原良和・関根政美・
山下晋司・吉原直樹編  

2013年 9784621087190  ¥39,600 ¥59,400 1014899597 

アジア太平洋地域の域内および域外から、日本およびアジアへの移民･移住など人の国際移動（マイグレーション）について、歴史学・経
済学・社会学・政治学・移民法制・多文化共生等の視点から、総合的に論じる中項目事典。 


