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1 岡倉登志著 アフリカの歴史 : 侵略と抵抗の軌跡 明⽯書店、2001年 2400:28

2 平野克⼰編 アフリカ⽐較研究 : 諸学の挑戦
アジア経済研究所、
2001年

2400:33A

3
宮本正興, 松⽥素⼆編 ; 松
⽥素⼆ [ほか] 著

現代アフリカの社会変動 : ことばと⽂化の動態観
察

⼈⽂書院、2002年 2400:54

4
⾚阪賢, ⽇野舜也, 宮本正
興編

アフリカ研究 : ⼈・ことば・⽂化 世界思想社、1993年 2400:55

5 私市正年, 佐藤健太郎編著 モロッコを知るための65章 明⽯書店、2007年 2400:58

6 塩尻和⼦著 リビアを知るための60章 明⽯書店、2006年 2400:59

7 岡倉登志編著 エチオピアを知るための50章 明⽯書店、2007年 2400:60

8 私市正年編著 アルジェリアを知るための62章 明⽯書店、2009年 2400:64

9 ⼭⽥肖⼦編著 アフリカのいまを知ろう 岩波書店、2008年 2400:66A

10 ⼩川了編著 セネガルとカーボベルデを知るための60章 明⽯書店、2010年 2400:67

11 峯陽⼀編著 南アフリカを知るための60章 明⽯書店、2010年 2400:68

12
宮治⼀雄, 宮治美江⼦編著
; 藤井宏志 [ほか著]

マグリブへの招待 : 北アフリカの社会と⽂化 ⼤学図書出版、2008年 2400:70A

13 鷹⽊恵⼦編著 チュニジアを知るための60章 明⽯書店、2010年 2400:73

14 舩⽥クラーセンさやか編
アフリカ学⼊⾨ : ポップカルチャーから政治経済
まで

明⽯書店、2010年 2400:74

15
峯陽⼀, 武内進⼀, 笹岡雄
⼀編

アフリカから学ぶ 有斐閣、2010年 2400:75

16 栗⽥和明著 マラウィを知るための45章 明⽯書店、2010年 2400:76

17 ⾼根務, ⼭⽥肖⼦編著 ガーナを知るための47章 明⽯書店、2011年 2400:80

18 吉⽥昌夫, ⽩⽯壮⼀郎編著 ウガンダを知るための53章 明⽯書店、2012年 2400:84

19 池⾕和信編著 ボツワナを知るための52章 明⽯書店、2012年 2400:87

20 松⽥素⼆, 津⽥みわ編著 ケニアを知るための55章 明⽯書店、2012年 2400:89

21 鈴⽊恵美編著 現代エジプトを知るための60章 明⽯書店、2012年 2400:90

22
飯⽥卓, 深澤秀夫, 森⼭⼯
編著

マダガスカルを知るための62章 明⽯書店、2013年 2400:92

23 ⾼野秀⾏著
謎の独⽴国家ソマリランド : そして海賊国家プン
トランドと戦国南部ソマリア

本の雑誌社、2013年 2400:93

24 ⼩倉信雄, 久保環著 ニジェール : 独⽴50年の全体像 東京図書出版、2013年 2400:95

25 ⻑沢栄治著 エジプトの⾃画像 : ナイルの思想と地域研究 平凡社、2013年 2400:96

26 松⽥素⼆編 アフリカ社会を学ぶ⼈のために 世界思想社、2014年 2400:101

 1．社会・地域研究



27 ⽇本アフリカ学会編
アフリカ学事典 = Encyclopedia of African
studies

昭和堂、2014年 2400:102

28 栗⽥和明, 根本利通編著 タンザニアを知るための60章 明⽯書店、2015年 2400:103

29 ⼩⽥英郎 [ほか] 監修 アフリカを知る事典 平凡社、2010年 2940:18

30 宮本正興,岡倉登志編 アフリカ世界 : その歴史と⽂化 世界思想社、1984年 3000:216A

31 北川勝彦編 アフリカ : 国⺠国家の⽭盾を超えて共⽣へ ⼤⽉書店、1999年 3338:129:3

32
リュック・ド・ウーシュ
[著] ; 浜本満, 浜本まり⼦

アフリカの供犠 みすず書房、1998年 1600:267

33 浜本満著
秩序の⽅法 : ケニア海岸地⽅の⽇常⽣活における
儀礼的実践と語り

弘⽂堂、2001年 3800:849A

34
福井勝義, ⽵沢尚⼀郎, 宮
脇幸⽣編

サハラ以南アフリカ 明⽯書店、2008年 3800:996:5

35 飯⽥卓著
海を⽣きる技術と知識の⺠族誌 : マダガスカル漁
撈社会の⽣態⼈類学

世界思想社、2008年 3800:1443

36 佐川徹著
暴⼒と歓待の⺠族誌 : 東アフリカ牧畜社会の戦争
と平和

昭和堂、2011年 3800:1467

37 丸⼭淳⼦著
変化を⽣きぬくブッシュマン : 開発政策と先住⺠
運動のはざまで

世界思想社、2010年 3800:1474

38 飯⽥卓編 マダガスカル地域⽂化の動態
国⽴⺠族学博物館、
2012年

3800:1530

39 掛⾕誠編著 アフリカ農耕⺠の世界 : その在来性と変容
京都⼤学学術出版会、
2002年

3890:299:3

40 浜本満著
信念の呪縛 : ケニア海岸地⽅ドゥルマ社会におけ
る妖術の⺠族誌

九州⼤学出版会、2014
年

3890:479

41 原⼝武彦著 アビジャン⽇誌 : ⻄アフリカとの対話
アジア経済研究所、
1985年

Nc:A353

42 和⽥正平編著 アフリカ : ⺠族学的研究 同朋舎、1987年 Scd:A32

43 草光俊雄, 北川勝彦編著
アフリカ世界の歴史と⽂化 : ヨーロッパ世界との
関わり

放送⼤学教育振興会、
2013年

0800:7:894
0592

44 宮本正興, 松⽥素⼆編 新書アフリカ史 講談社、1997年 2400:22

45 栗⽥禎⼦著 近代スーダンにおける体制変動と⺠族形成 ⼤⽉書店、2001年 2400:62

46
レナード・トンプソン著 ;
宮本正興 [ほか] 訳

南アフリカの歴史 明⽯書店、2009年 2400:71

47
井野瀬久美惠, 北川勝彦編
著

アフリカと帝国 : コロニアリズム研究の新思考に
むけて

晃洋書房、2011年 2400:77

48 川端正久, 落合雄彦編著 アフリカと世界 晃洋書房、2012年 2400:91

49 岡倉登志, 北川勝彦著
⽇本-アフリカ交流史 : 明治期から第⼆次世界⼤戦
期まで

同⽂舘出版、1993年 Nd:1506

50
J・キーゼルボ編 ; 宮本正
興,市川光雄⽇本語版責任

⽅法論とアフリカの先史時代（アフリカの歴史 第1
巻 上下）

同朋舎出版、1990年 Qd:851:1

51
D.T.ニアヌ編 ; 宮本正興⽇
本語版責任編集

⼀⼆世紀から⼀六世紀までのアフリカ（アフリカ
の歴史 第4巻 上下）

同朋舎出版、1992年 Qd:851:4

52
A・アドゥ・ボアヘン編 ;
宮本正興⽇本語版責任編集

植⺠地⽀配下のアフリカ : 1880年から1935年ま
で（アフリカの歴史 第7巻 上下）

同朋舎出版、1988年 Qd:851:7

53
バジル・デビッドソン著 ;
貫名美隆, 宮本正

アフリカ⽂明史 : ⻄アフリカの歴史=1000年〜
1800年

理論社、1975年 Qd:334

54
シャルル=ロベール・アー
ジュロン著 ; 私市正年, 中

アルジェリア近現代史 ⽩⽔社、2002年
0800:29:85

7

 2．⺠俗学・⺠族学・フィールドワークの成果

 3．歴史

 4．紛争問題・現代政治



55
ギー・ペルヴィエ著 ; 渡邊
祥⼦訳

アルジェリア戦争 : フランスの植⺠地⽀配と⺠族
の解放

⽩⽔社、2012年
0800:29:96

6

56
ジュール・ロワ著 ; 鈴⽊道
彦訳

アルジェリア戦争 : 私は証⾔する 岩波書店、1961年
0800:33:⻘

421

57 島⽥周平著 地域間対⽴の地域構造 : ナイジェリアの地域問題 ⼤明堂、1992年 2400:19

58 淡徳三郎著
アルジェリア解放戦争 : FLN(国⺠解放戦線)の七年
半

⻘⽊書店、1962年 2400:25

59 舩⽥クラーセンさやか著
モザンビーク解放闘争史 : 「統⼀」と「分裂」の
起源を求めて

御茶の⽔書房、2007年 2400:53

60 ⽶川正⼦著
世界最悪の紛争「コンゴ」 : 平和以外に何でもあ
る国

創成社、2010年 2400:78

61
バンジャマン・ストラ著 ;
⼩⼭⽥紀⼦, 渡辺司訳

アルジェリアの歴史 : フランス植⺠地⽀配・独⽴
戦争・脱植⺠地化

明⽯書店、2011年 2400:86

62 ⻑沢栄治著 エジプト⾰命 : アラブ世界変動の⾏⽅ 平凡社、2012年 2400:100

63
ジェルメーヌ・ティヨン
[著] ; ツヴェタン・トドロ

ジェルメーヌ・ティヨン : レジスタンス・強制収
容所・アルジェリア戦争を⽣きて

法政⼤学出版局、2012
年

2800:2138

64 ⼩⽥英郎著 アフリカ現代政治
東京⼤学出版会、1989
年

3120:99A

65 川端正久著 アフリカの政治を読む 法律⽂化社、1990年 3120:107

66 武内進⼀編 現代アフリカの紛争 : 歴史と主体
⽇本貿易振興会アジア
経済研究所、2000年

3120:549

67
総合研究開発機構, 横⽥洋
三共編

アフリカの国内紛争と予防外交 国際書院、2001年 3120:631

68 武内進⼀編
国家・暴⼒・政治 : アジア・アフリカの紛争をめ
ぐって

⽇本貿易振興機構アジ
ア経済研究所、2003年

3120:779

69 岩⽥拓夫著
アフリカの⺠主化移⾏と市⺠社会論 : 国⺠会議研
究を通して

国際書院、2004年 3120:830

70 川端正久, 落合雄彦編 アフリカ国家を再考する 晃洋書房、2006年 3120:923A

71 佐藤章編
アフリカの「個⼈⽀配」再考 : 共同研究会中間報
告

⽇本貿易振興機構 アジ
ア経済研究所、2006年

3120:930

72 津⽥みわ編
アフリカ諸国の「⺠主化」再考 : 共同研究会中間
報告

⽇本貿易振興機構 アジ
ア経済研究所、2004年

3120:931

73 佐藤章編 統治者と国家 : アフリカの個⼈⽀配再考
⽇本貿易振興機構アジ
ア経済研究所、2007年

3120:1021A

74 ⼾⽥真紀⼦著
アフリカと政治 : 紛争と貧困とジェンダー : わた
したちがアフリカを学ぶ理由

御茶の⽔書房、2008年 3120:1094

75 武内進⼀著
現代アフリカの紛争と国家 : ポストコロニアル家
産制国家とルワンダ・ジェノサイド

明⽯書店、2009年 3120:1126

76
ポール・コリアー著 ; ⽢糟
智⼦訳

⺠主主義がアフリカ経済を殺す : 最底辺の10億⼈
の国で起きている真実

⽇経BP社、2010年 3120:1201

77 福富満久著
中東・北アフリカの体制崩壊と⺠主化 : MENA市
⺠⾰命のゆくえ

岩波書店、2011年 3120:1315B

78
川端正久, 武内進⼀, 落合
雄彦編著

紛争解決アフリカの経験と展望
ミネルヴァ書房、2010
年

3120:1377

79 佐藤章編
和解過程下の国家と政治 : アフリカ・中東の事例
から

⽇本貿易振興機構アジ
ア経済研究所、2013年

3120:1445

80 佐藤章著
ココア共和国の近代 : コートジボワールの結社史
と統合的⾰命

⽇本貿易振興機構アジ
ア経済研究所、2015年

3120:1514

81 原⼝武彦著 部族と国家 : その意味とコートジボワールの現実
アジア経済研究所、
1996年

3160:251

82 栗本英世著
⺠族紛争を⽣きる⼈びと : 現代アフリカの国家と
マイノリティ

世界思想社、1996年 3160:330

83
プリシラ・B・ヘイナー著
; 阿部利洋訳

語りえぬ真実 : 真実委員会の挑戦 平凡社、2006年 3160:804

84 阿部利洋著
紛争後社会と向き合う : 南アフリカ真実和解委員
会

京都⼤学学術出版会、
2007年

3160:900



85 佐藤章編 紛争と国家形成 : アフリカ・中東からの視⾓
⽇本貿易振興機構アジ
ア経済研究所、2012年

3160:1045

86 武内進⼀編
戦争と平和の間 : 紛争勃発後のアフリカと国際社
会

⽇本貿易振興機構 アジ
ア経済研究所、2008年

3190:2115

87 阿部利洋著
真実委員会という選択 : 紛争後社会の再⽣のため
に

岩波書店、2008年 3190:2120

88 落合雄彦編
アフリカの紛争解決と平和構築 : シエラレオネの
経験

昭和堂、2011年 3190:2445

89 ⽩⼾圭⼀著 ルポ資源⼤陸アフリカ : 暴⼒が結ぶ貧困と繁栄
東洋経済新報社、2009
年

3324:20

90 ⼩⽥英郎, 富⽥広⼠編
中東・アフリカ現代政治 : ⺠主化・宗教・軍部・
政党

勁草書房、1993年 Nc:1654

91 ⼩⽥英郎編 アフリカの政治と国際関係 勁草書房、1991年 Nd:1379

92 末原達郎編 アフリカ経済 世界思想社、1998年 3324:7

93
R. サンドブルック著 ; ⼩
⾕暢訳

アフリカ経済危機の政治分析 三嶺書房、1991年 3324:8

94 北川勝彦著 南部アフリカ社会経済史研究
関⻄⼤学出版部、2001
年

3324:12

95 平野克⼰著 図説アフリカ経済 ⽇本評論社、2002年 3324:13

96 北川勝彦, ⾼橋基樹編著 アフリカ経済論
ミネルヴァ書房、2004
年

3324:15B

97 ⼤林稔編
アフリカの挑戦 : NEPAD (アフリカ開発のための
新パートナーシップ)

昭和堂、2003年 3324:18A

98
ジョン・アイリフ著 ; 北川
勝彦訳

アフリカ資本主義の形成 昭和堂、1989年 3324:19

99
中津孝司編著 ; 平⽥弘治,
松本美智⼦

新興成⻑市場南部アフリカ : その経済と企業経営
の課題

嵯峨野書院、1999年 3324:21

100 ⾼橋基樹著
開発と国家 : アフリカ政治経済論序説 =
Development and the state : towards a

勁草書房、2010年 3324:22A

101 北川勝彦, ⾼橋基樹編著 現代アフリカ経済論
ミネルヴァ書房、2014
年

3324:23

102 落合雄彦編著
アフリカ・ドラッグ考 : 交錯する⽣産・取引・乱
⽤・⽂化・統制

晃洋書房、2014年 3680:431

103 池野旬, 武内進⼀編 アフリカのインフォーマル・セクター再考
アジア経済研究所、
1998年

6000:194

104
細⾒真也, 島⽥周平, 池野
旬著

アフリカの⾷糧問題 : ガーナ・ナイジェリア・タ
ンザニアの事例

アジア経済研究所、
1996年

6100:239

105 池野旬編 アフリカ農村像の再検討
⽇本貿易振興会アジア
経済研究所、1999年

6100:412

106 島⽥周平著
アフリカ可能性を⽣きる農⺠ : 環境-国家-村の⽐
較⽣態研究

京都⼤学学術出版会、
2007年

6100:881

107 島⽥周平著 現代アフリカ農村 : 変化を読む地域研究の試み 古今書院、2007年 6100:917

108 池野旬著
アフリカ農村と貧困削減 : タンザニア開発と遭遇
する地域

京都⼤学学術出版会、
2010年

6100:1067

109 村尾るみこ著
創造するアフリカ農⺠ : 紛争国周辺農村を⽣きる
⽣計戦略

昭和堂、2012年 6100:1248

110 北川勝彦著 ⽇本-南アフリカ通商関係史研究
国際⽇本⽂化研究セン
ター、1997年

6780:376

111
コートジボアール : 経済・貿易の動向と⾒通し
(1986〜1992）

世界経済情報サービ
ス、1986年-

Bn:A953:C7

112 ⽇本貿易振興会編集 コートジボワール
⽇本貿易振興会、1983
年

Dd:563:240

113 池野旬著 ウカンバニ : 東部ケニアの⼩農経営
アジア経済研究所、
1989年

Id:A233

 5．経済と開発


