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No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

1 韓国 近景・遠景 延 恩株／著 論創社 2018.5 /302.21/ﾖﾝ/ 0111817676

2 現代韓国を知るための60章　（エリア・スタディーズ） 石坂 浩一/編著 明石書店 2014.10 /302.21/ｲｼ/ 1107787697

3 池上彰の世界の見方 朝鮮半島 日本はどう付き合うべきか 池上 彰／著 小学館 2018.4 /302.21/ｲｹ/ 0111817668

4 韓国ぐらしは万華鏡 本橋 良子／著 亜紀書房 2016.12 /916/ﾓﾄ/ 0111668824

5
아빠 와 함께하는 한강 역사 여행（우리 고전 속 역사 이야기）
※韓国の歴史

김　용인／글 한국고전번역원 2017.8 J/221/KI/ 1108964543

6
손수 지어 만드는 우리아이의 한복
※こどものための韓国伝統衣装を手作り

소잉스토리/지음
핸디스 소잉스토
리

2016 J/593.36/SO/ 1108964881

【旅する】

7 黒田福美の韓国ぐるぐる ソウル近郊6つの旅 黒田 福美/著 スッカラ 2013.8 /292.1/ｸﾛ/ 1107349878

8 KOREA TRAVEL GUIDE 韓国の旅ガイド 韓国観光公社
〔2011.7
〕

/292.1/ｺﾘ/ 0102764956

9 韓流風景印観光日付印紀行 秋埜 きりん/編著
北海道出版企画
センター

2012.10 /693.8/ｱｷ/ 0102853258

10 韓国ふしぎ旅 小竹 裕一／著 法藏館 2018.4 /292.1/ｺﾀ/ 0111815070

11 韓国の美しさ 加藤 松林人／画・文 彩流社 2018.4 /292.1/ｶﾄ/ 1108987882

12
東アジアのフィールドを歩く [1]
女子大学生がみた日・中・韓のすがお

李 泳采／編著 梨の木舎 2014.5 /302.2/ﾋｶ/1 0111224195

13
東アジアのフィールドを歩く 2
女子大学生がみた日・中・韓の「辺境地」

李 泳采／編著 梨の木舎 2016.5 /302.2/ﾋｶ/2 0111224209

【韓国料理】

14 家庭で作れる「チャングム」の韓国宮廷料理 ハン ボクリョ/著 光文社 2004.11 /596.22/ﾊﾝ/ 0110794753

15
幸せの野菜ごはん
私たちの食卓はヘルシーな韓国料理が基本です

李 映林/著 文化出版局 2008.12 /596.37/ｼｱ/ 0110937112

16 韓流美肌レシピ ヘルシーな韓国家庭料理 CHISON/著
ソニー・マガジン
ズ

2005.5 /596.22/ｵｳ/ 0110820550

17 キムチ料理と韓国のおかず ラクうまレシピ80 金本 J.ノリツグ/著 主婦と生活社 2006.8 /596.22/ｶﾈ/ 1104002389

18
自然がいっぱい韓国の食卓
オモニたちから寄せられた環境にやさしい素朴な料理110選

緑色連合/編 自然食通信社 2011.6 /596.22/ｼｾ/ 1106468943

【韓国文学】

19
ぼのぼのみたいに生きられたらいいのに
韓国の人気エッセイストがぼのぼのから教わったこと

キム シンフェ／著 竹書房 2018.3 /929.14/ｷﾑ/ 0111804035

20 アンニョン、エレナ　（Woman's Best） 金 仁淑／著 書肆侃侃房 2016.9 /929.13/ｷﾑ/ 1108438027

21 亡き王女のためのパヴァーヌ　（新しい韓国の文学） パク ミンギュ/著 クオン 2015.4 /929.13/ﾊｸ/ 0111473900

22 ピンポン　（エクス・リブリス） パク ミンギュ／著 白水社 2017.6 /929.13/ﾊｸ/ 0111709849

23 飲食のくにではピビムパプが民主主義だ おいしい詩を添えて 韓国詩人協会／編 クオン 2015.10 /929.11/ｲﾝ/ 1108127596

24
안녕 주정뱅이 권여선 소설집
※小説

권여선/지은이 창비 2016.5 J/292.13/KW/ 1108575216

25
現代文學賞 수상소설집 제62회 체스의 모든 것 외
※小説

현대문학 2016 J/929.13/HY/ 1108964758

【ことばを学ぶ】

26
中・上級者のためのハングル長文読解講座 リスニング問題つき
（NHK出版CDブック）

波田野 節子/著 NHK出版 2013.10 /829.1/ﾊﾀ/ 1107344234

27 韓国語で説明する日本の文化 これ一冊で!日本のことをもっと話せる 植田 一三／編著 語研 2017.10 /829.17/ｳｴ/ 1108831692

28 韓国語類義語使い分けパーフェクトブック 羅 誠恩/著 国際語学社 2013.10 /829.14/ﾅｿ/ 1107487702

29 会話から学ぶ韓国語の文末表現 洗練された言葉づかいが身に付く! 韓 惠景/著 HANA 2014.2 /829.17/ﾊﾝ/ 1107623801

30 ミニマムで学ぶ韓国語のことわざ 鄭 芝淑／著 クレス出版 2017.2 /829.14/ﾁﾖ/ 0111688264

31 30秒でできる!ニッポン紹介おもてなしの韓国語会話 IBCパブリッシング／編 IBCパブリッシング 2017.4 /829.17/ｻﾝ/ 1108652718

32 「日本の衣食住」まるごと事典　（日韓対訳ライブラリー） とよざき ようこ/共著
Hanul Publishing
Group

2015.5 J/829.17/TO/ 1109058816

探索、韓国。
日本人の海外渡航先第3位、韓国。

さまざまな、つながりのある韓国について書かれた本をあつめました。
あなたの知らない韓国、見つけてみませんか。

展示期間：平成30年9月～11月
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【韓国語でよんでみる】

33 나도 캠핑 갈 수 있어 !　（はじめてのキャンプ） 林 明子/さく・え 한림출판사 2006.12 J/913.6/HA/ 1107234526

34 은하철도의 밤 　(銀河鉄道の夜) 宮沢 賢治/著 맑은소리 2009.1 J/913.6/MI/ 0103170880

35 엘머의　모험 １　（エルマーのぼうけん）
루스 스타일스 개니트
/글

비룡소 2011.4 J/933.7/GA/1 1108964857

36 꿀벌과 천둥　（蜜蜂と遠雷） 온다 리쿠/지은이 현대문학 2017.7 J/913.6/ON/ 1108964733

37
사랑도감　씁쓸하고 향기로운 야생초의 유혹
（植物図鑑　運命の恋、ひろいました）

아리카와 히로/지음 살림출판사 2012.5 J/913.6/AR/ 1108964642

【韓流】

38
映画・アニメ・K-POPの現場からみる「アジアのいま/これから」 日韓<メ
ディア文化>最前線（京都学園大学総合研究所モノグラフシリーズ）

京都学園大学総
合研究所

2005.3 /778.22/ｴｲ/ 1105189771

39 K-POP 新感覚のメディア（岩波新書 新赤版） 金 成玟／著 岩波書店 2018.7 S/767.8/ｷﾑ/ 0111896754

40 コリアン・シネマ 北朝鮮・韓国・トランスナショナル イ ヒャンジン／[著] みすず書房 2018.2 /778.22/ｲﾋ/ 1108974310

41 韓流時代劇パーフェクトガイド 歴史ドラマの魅力がすべてわかる!! カンゼン編集部/編著 カンゼン 2010.7 /778.8/ﾊﾝ/ 0111037930

42 日韓音楽ビジネス比較論 K-POPとJ-POP本当の違い 君塚 太/著 アスペクト 2012.5 /760.9/ｷﾐ/ 1106873654

43 韓流スターと兵役 あの人は軍隊でどう生きるのか（光文社新書） 康 煕奉／著 光文社 2016.1 S/772.21/ｶﾝ/ 1108166859

44 女たちの韓流 韓国ドラマを読み解く（岩波新書 新赤版） 山下 英愛/著 岩波書店 2013.5 S/367.22/ﾔﾏ/ 1107222216

45 韓流ブームの源流 神戸に足跡を残した韓国・朝鮮人芸術家たち 高 祐二/著 社会評論社 2012.6 /772.21/ｺｳ/ 1106888587

【日本とのかかわり】

46
韓国・朝鮮と向き合った36人の日本人
西郷隆盛、福沢諭吉から現代まで

舘野 晰/編著 明石書店 2002.4 /319.1/ﾀﾃ/ 0110380479

47 韓流・日流 東アジア文化交流の時代 山本 浄邦/編 勉誠出版 2014.4 /319.2/ｶﾝ/ 0111363519

48 知っていますか?在日コリアン一問一答 川瀬 俊治/編著 解放出版社 2014.12 /316.81/ｼﾂ/ 0111431778

49 異郷被災 東北で暮らすコリアンにとっての3.11　（叢書東北の声）
東日本大震災在日コリアン被災
体験聞き書き調査プロジェクト／
編

荒蝦夷 2015.7
4T/369.31/ｲｷ
/

1107995670

50 私のエッジから観ている風景 日本籍で、在日コリアンで 金村 詩恩／著 ぶなのもり 2017.12 /914.6/ｶﾈ/ 0111239737

51
ごく普通の在日韓国人
※第2回ノンフィクション朝日ジャーナル賞受賞

姜 信子/著 朝日新聞社 1987.1 /916/ｷﾖ 101288280

【姉妹都市（全羅南道）】

52
韓国古寺巡礼 百済編
忠清南道→全羅北道→全羅南道→忠清北道→京畿道

鎌田 茂雄/著
日本放送出版協
会

1991.5 /185.92/ｶﾏ/ 1100882115

53
風の丘を越えて　西便制
※韓国で大ヒットした映画の原作『南道の人』の邦訳

李 清俊/著
※全羅南道出身

早川書房 1994.6 B'/929.13/ｲﾁ 1100710456

54 傷痕に咲いた花
金 芝河/著
※全羅南道出身

毎日新聞社 2004.2 /929.14/ｷﾑ/ 1104393184

【田内千鶴子さん】高知市出身、韓国全羅南道木浦市で孤児院を運営

55 愛の黙示録 田内 基/著 汐文社 1995.11 /916/ﾀｳ/ 0103092196

56
韓国の孤児3,000人を育てた『木浦の母』田内千鶴子さん 高知と韓国を
結んだ愛と共生の架け橋

高知県田内千鶴子愛
の会/〔編〕

高知県田内千鶴
子愛の会

2003.12 K/289/ﾀｳ/ 0102190542

57 田内千鶴子さんから学ぶ 愛のふる里から
平成16年度高知県職員提案事
業「田内千鶴子さんから学び発
信する事業」実行委員会/編

平成16年度高知
県職員提案事業
「田内千鶴子さん

2005.3 K/289/ﾀｳ/ 0102369607

58 木浦の愛 田内千鶴子の遺したもの（高知新聞ブックレット）
高知田内千鶴子愛の
会/編・著

高知新聞社 2007.8 K/289/ﾀｳ/ 0102519323

59 アジア女性交流史 昭和期篇 山崎 朋子/著 岩波書店 2012.11
4W/367.22/ﾔﾏ
/

1107126318

60 日本人の足跡 世紀を超えた「絆」求めて 3
産経新聞「日本人の足
跡」取材班/著

産経新聞ニュース
サービス

2002.5 /281.04/ﾆﾎ/3 0110380371

61 真珠の詩 韓国孤児の母・田内千鶴子の生涯 森山 諭/著
真珠の詩刊行委
員会

1983.8 K/190/ﾓﾘ/ 1102251095

○オーテピア高知図書館で所蔵している本をご紹介しています。
○貸出や返却はお近くの高知県内市町村立図書館でもできます。お近くの市町村立図書館にお問い合わせください。
○本や雑誌などに関する相談がございましたら、お気軽にオーテピア図書館までお問い合わせください。
　（お問い合わせの際は資料№をお伝えいただくとスムーズです。）
○※は説明を追加しました。

〒780-0842 高知市追手筋2-1-1 オーテピア3階

TEL：088-823-4946 FAX：088-823-9352
http://otepia.kochi.jp/library


