
『バングラデシュ関連書籍』 更新日：2014/7/12
タイトル 著者 出版社 価格 備考 ISBN：

■旅行ガイド
バングラデシュ 旅行人ウルトラガイド （改訂版） 旅行人編集部 旅行人 1,600\     2006/05発売 9784947702555
地球の歩き方 〈Ｄ　３５（２０１３〜２０１４年〉 バングラデシュ 「地球の歩き方」編集室 ダイヤモンド・ビッグ社 1,900\     2012/10発売 9784478043387
旅行人162号 美しきベンガルの大地へ(バングラデシュ+西ベンガル州) 旅行人 2010/06発売 ASIN: B003NUUUKY
Bradt Bangladesh　※英語 Bradt Travel Guide 2,376\     2012/12発売 9781841624099
Lonely Planet Bangladesh　※英語 Lonely Planet 2,168\     2013/01発売 9781741794588

■旅行記
バウルを探して 地球の片隅に伝わる秘密の歌　　　第33回新田次郎文学川内 有緒  幻冬舎 1,620\     2013/02発売 9784344023307
シャプラニール流 人生を変える働き方 藤岡みなみ エスプレ 1,600\     2013/10発売 9784903371801
神の棄てた裸体—イスラームの夜を歩く 石井 光太 新潮社 637\        2010/04発売 9784101325316

■総合
バングラデシュを知るための６０章 エリア・スタディーズ （第２版） 大橋 正明/村山 真弓 明石書店 2,000\     2009/11発売 9784750330945

ＢＯＰを変革する情報通信技術 - バングラデシュの挑戦 アハメッド，アシル〈Ａｈｍｅｄ，Ａｓｈｉｒ〉/
大杉 卓三【編著】 集広舎 1,944\     2009/09発売 9784904213063

バングラデシュ生活情報誌　HELLO　DHAKA
遡河（そか）-バングラデシュの社会と文化－
ダッカスタイル

■料理
おいしいバングラデシュ - 世界探訪・食と風土 カゼット出版 2005/07発売

■体験談
バングラデシュ唐辛子紀行 - 世界一痛いジョロキア加工奮闘物語 竹内僚 七海交易 1,300\     2013/08発売 9784990394844
バングラデシュ国づくり奮闘記 池田 洋一郎 英治出版 1,900\     2013/10発売 9784862761736
裸でも生きる——25歳女性起業家の号泣戦記 山口 絵理子 講談社 1,512\     2007/09発売 9784062820646
裸でも生きる2 Keep Walking私は歩き続ける 山口 絵理子 講談社 1,440\     2009/10発売 9784062821230
自分思考 山口 絵理子 講談社 1,337\     2011/09発売 9784062171694
前へ！前へ！前へ！ 税所 篤快 木楽舎 1,300\     2011/04発売 9784863240377
「最高の授業」を、 世界の果てまで届けよう 税所 篤快 飛鳥新社 1,404\     2013/06発売 9784864102490
バングラデシュ勤務を命ずる 高島克彦 文芸社 2005/01発売

■歴史
バングラデシュの歴史 - 二千年の歩みと明日への模索 世界歴史叢書 堀口 松城 明石書店 6,500\     2009/08発売 9784750330402
大河が伝えたベンガルの歴史 　「物語」から読む南アジア交易圏 鈴木　喜久子 明石書店 3,800\     2014/06発売 9784750340333
土器づくりからみた３つのアジア—エジプト・台湾・バングラデシュ 齋藤 正憲 創成社 800\        2012/06発売 9784794450500
インドカレー伝 リジー・コリンガム、 東郷 えりか 河出書房新社 2,592\     2006/12発売 9784309224572
封印された三蔵法師の謎 日本経済新聞出版社 771\        (2010/09発売 9784532195502

http://dhakanihonjinkai.jimdo.com
http://home.hiroshima-u.ac.jp/fakir/soka.html
http://www.jetro.go.jp/world/asia/bd/reports/07001591
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■語学

基礎からはじめるベンガル語学習 -CD- ムンシ・K. アザド、
ムンシ・R. スルタナ 国際語学社 2,808\     2005/8発売 9784877312688

会話重視-ベンガリを話そう　-CD、ローマ字発音付き- 竹内僚 七海交易 \1,944 2010/01発売 9784990394820
単語帳 ベンガリを覚えよう 竹内僚 七海交易 1,728\     2010/01発売 9784990394813
バングラ人もびっくり!超簡単ベンガル語学習 竹内僚 七海交易 1,836\     2011/09発売 9784990394837
ニューエクスプレス ベンガル語《CD付》 丹羽 京子 白水社 3,240\     2011/02発売 9784560085530

■グラミン
グラミン銀行を知っていますか—貧困女性の開発と自立支援 坪井 ひろみ 東洋経済新報社 1,944\     2006/02発売 9784492443255
ムハマド・ユヌス自伝—貧困なき世界をめざす銀行家 ムハマド ユヌス他 早川書房 2,160\     1998/10発売 9784152081896
貧困のない世界を創る ムハマド ユヌス 早川書房 \2,268 2008/10発売 9784152089441
グラミンフォンという奇跡 ニコラス サリバン 英治出版 2,052\     2007/07発売 9784862760135

■絵本
バングラデシュ - わんぱくアシフと青い自転車 世界のともだち 石川 直樹 偕成社 1,800\     2014/03発売 9784036480906

きんいろのしか - バングラデシュの昔話 日本傑作絵本シリーズ ジャラール，アーメド【案】/石井 桃子【再話】/
秋野 不矩【画】 福音館書店 2007/02発売 9784834018790

■漫画
バングラデシュで玉の輿 中公文庫 中央公論新社 2009/11発売 9784122052291

■学術・思想
バングラデシュの工業化とジェンダー - 日系縫製企業の国際移転 長田 華子 御茶の水書房 7,600\     2014/01発売 9784275010582
屋敷地林と在地の知 - バングラデシュ農村の暮らしと女性 吉野 馨子 京都大学学術出版会 3,600\     2013/02発売 9784876982691
開発途上国の都市環境 - バングラデシュ・ダカ持続可能な社会の希求 三宅 博之 明石書店 3,800\     2008/02発売 9784750327167
バングラデシュ農村の初等教育制度受容 日下部 達哉 東信堂 3,600\     2007/12発売 9784887138018
タゴール　　センチュリーブックス 人と思想 119 丹羽 京子 清水新書 850\        2011/05発売 9784389411190

■芸術
リキシャペインティング　バングラデシュのトラフィックアート 福岡アジア美術館 1994/09展示
Bengali Kantha　ベンガルの刺繍カンタ　その過去と現在 福岡アジア美術館 2001展示
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