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No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

高知からの移民

1
ハワイに高知城をたてた男　奥村多喜衛　同志社・ハワイ交流前
史 ハリス理化学館同志社ギャラリー第8回企画展

「ハワイに高知城をた
てた男　奥村多喜衛
展」実行委員会/編

同志社社史資料
センター

201512 K/289/ｵｸ/ 1108211390

2 海を渡った高知スピリット 高知の移民文化発信プロジェクト
高知県立美術館、「高
知の移民文化発信プ
ロジェクト」事務局/編

高知県立美術館 2016.12 K/334/ｳﾐ/ 1108530328

3 再びドミニカへ 我が紀行ドミニカ移民は今 高石 秋助/著 南の風社 1991.7 K/334/ﾀｶ/ 0100887350

4 土佐からハワイへ 奥村多喜衛の軌跡 中川 芙佐/著
「奥村多喜衛とハ
ワイ日系移民展」
実行委員会

2000.5 K/334/ﾅｶ/ 0110019598

5 海を渡った開拓農民（NHKブックス） 野添 憲治/〔著〕
日本放送出版協
会

1978.6 /611.91/ﾉｿ/ 0101360380

6 南へ 県人中南米移住100年 高知新聞社編集局/編 高知新聞社 2009.11 K/334/ﾐﾅ/ 1105824476

日本からの移民

7 旅の反復 世界のウチナーンチュを訪ねて 父と娘の旅道中 組原 洋／著 学文社 2018.1 /290.9/ｸﾐ/ 1108969286

8 夢のゆくえ 日系移民の子孫、百年後の故国へ帰る モンセ・ワトキンス/著 現代企画室 2000.11 /334.41/ﾜﾄ/ 1103550818

9 キューバと日本 知られざる日系人の足跡
ロランド・アルバレス／
共著

彩流社 2018.9 /334.45/ｱﾙ/ 1109085405

10 忘れられない日本人移民 ブラジルへ渡った記録映像作家の旅 岡村 淳/著 港の人 2013.4 /334.46/ｵｶ/ 1107316273

11 ブラジル日本移民百年史 別巻 目でみるブラジル日本移民の百年
ブラジル日本移民史料
館/編

風響社 2008.4 /334.46/ﾌﾗ/ 0103152091

12
日本から一番遠いニッポン 南米同胞百年目の消息（望星ライブラ
リー）

三山 喬/著 東海教育研究所 2008.6 /334.46/ﾐﾔ/ 0110906349

13 関口知宏のファーストジャパニーズ
関口 知宏/旅人&絵日
記

徳間書店 2009.11 /334.51/ｾｷ/ 0110998227

14 ハワイ島のボンダンス いわね あい／ぶん 福音館書店 2016.6 /386.8/ｲﾜ/ 0210778083

世界の移民・難民

15 ようこそ、難民! 100万人の難民がやってきたドイツで起こったこと 今泉 みね子／著 合同出版 2018.2 /334.4/ｲﾏ/ 1201790829

16 自分とは違った人たちとどう向き合うか 難民問題から考える
ジグムント・バウマン／
著

青土社 2017.3 /334.4/ﾊｳ/ 1108588631

17 移民社会フランスで生きる子どもたち 増田 ユリヤ/著 岩波書店 2011.10 /372.35/ﾏｽ/ 1106705294

18 移民の子どもと学校 統合を支える教育政策 OECD／編著 明石書店 2017.6 /373.1/ｲﾐ/ 1108712421

19 ルポ難民追跡 バルカンルートを行く（岩波新書 新赤版） 坂口 裕彦／著 岩波書店 2016.10 S/334.43/ｻｶ/ 1108437730

20 ギャングを抜けて。 僕は誰も殺さない 工藤 律子／著 合同出版 2018.6 T/367.6/ｸﾄ/ 0103251065

21 難民になったねこクンクーシュ
マイン・ヴェンチューラ
／文

かもがわ出版 2018.8 CE/93/ｸｵ/ 1201871728

22 まいごのねこ ほんとうにあった、難民のかぞくのおはなし ダグ・カンツ／ぶん 岩崎書店 2018.5 CE/93/ｼﾕ/ 1201864673

世界の移民・難民
かつて、高知から地球の反対側、中南米へ移住した人々がいました。

そして今、グローバル化が進む世界の難民・移民事情とは。
世界でくらす日本人移民、日本でくらす世界からの移民に関する本を集めました。

展示期間：2017.11.17～
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日本でくらす世界の人々

23
聞いてみました!日本にくらす外国人 1 中国・韓国・フィリピン・ベト
ナム

佐藤 郡衛／監修 ポプラ社 2018.4 /334.4/ｷｲ/1 0210816112

24
聞いてみました!日本にくらす外国人 2 インド・ネパール・トルコ・サ
ウジアラビア

佐藤 郡衛／監修 ポプラ社 2018.4 /334.4/ｷｲ/2 0210816120

25
聞いてみました!日本にくらす外国人 3 アメリカ・カナダ・ブラジル・
コロンビア

佐藤 郡衛／監修 ポプラ社 2018.4 /334.4/ｷｲ/3 0210816139

26
聞いてみました!日本にくらす外国人 4 イギリス・イタリア・ロシア・
エストニア

佐藤 郡衛／監修 ポプラ社 2018.4 /334.4/ｷｲ/4 0210816147

27
聞いてみました!日本にくらす外国人 5 オーストラリア・ニュージー
ランド・ナイジェリア・マリ

佐藤 郡衛／監修 ポプラ社 2018.4 /334.4/ｷｲ/5 0210816155

28 ニューカマー定住ハンドブック 日本で働き、暮らし、根付くために 有道 出人/著 明石書店 2012.12 /334.41/ｱﾙ/ 1107146613

29
外国人と一緒に生きる社会がやってきた! 多言語・多文化・多民族
の時代へ

河原 俊昭/編 くろしお出版 2007.4 /334.41/ｶｲ/ 0110537092

30
多文化共生を学び合う:配慮と偏見のはざまで 「内なる国際化」に
対応した人材の育成（明治学院大学教養教育センターブックレッ
ト）

明治学院大学教養教
育センター・社会学部
／編

かんよう出版 2018.3 /376.9/ﾀﾌ/ 1109104834

31 私、日本に住んでいます（岩波ジュニア新書）
スベンドリニ・カクチ／
著

岩波書店 2017.10 S/334.41/ｶｸ/ 1108835859

地球の反対側で

32 世界でいちばん貧しい大統領からきみへ [ホセ・ムヒカ／著] 汐文社 2015.10 /289.3/ﾑﾋｶ/ 1201626098

33
ホセ・ムヒカと過ごした8日間 世界でいちばん貧しい大統領が見た
日本

くさば よしみ／著 汐文社 2017.1 /289.3/ﾑﾋｶ/ 0111676746

34 ラテンアメリカ鉄道の旅 情熱の地を走る列車に乗って さかぐち とおる/著 彩流社 2013.7 /295.5/ｻｶ/ 1107226449

35 アルテサニアがかわいいメキシコ・オアハカへ（旅のヒントBOOK） 櫻井 陽子/著 イカロス出版 2014.5 /295.6/ｻｸ/ 1107475509

36 パナマ 歴史と地図で旅が10倍おもしろくなる 松井 恵子／著 三冬社 2016.7 /295.78/ﾏﾂ/ 0103270361

37 地図で見るラテンアメリカハンドブック
オリヴィエ・ダベーヌ／
著

原書房 2017.12 /302.55/ﾀﾍ/ 0111769361

38 キューバ 超大国を屈服させたラテンの魂 伊藤 千尋／著 高文研 2016.1 /302.59/ｲﾄ/ 0111553784

39 ブラジル万華鏡 南米大国の素顔と未来 日下野 良武／著 熊本日日新聞社 2015.7 /302.62/ｸｻ/ 1108114297

40 世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ [ムヒカ/述] 汐文社 2014.3 /519/ﾑﾋ/ 1201759170

41 ラテンアメリカ越境する美術 岡田 裕成/著 筑摩書房 2014.9 /702.6/ｵｶ/ 1107779397

42 HAWAII Aloha Island Days 杉本 篤史／写真
パイインターナショ
ナル

2016.5 /748/ｽｷ/ 1108304781

43 ハワイアン・プリント・ブック（ちくま文庫） 赤澤 かおり／著 筑摩書房 2017.12 B/753.08/ｱｶ/ 0111772575

○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。）

〒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


