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タイトル 著者 出版社 価格 ISBN： 備考
■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 9784947702555 2006/05発売
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 9784478043387 2012/10発売
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 ASIN: B003NUUUKY 2010/06発売
Bradt Bangladesh　※英語 Bradt Travel Guides ¥2,376 9781841624099 2012/12発売
Lonely Planet Bangladesh　※英語 Lonely Planet ¥2,168 9781741794588 2013/01発売

■旅行記
バウルを探して 地球の片隅に伝わる秘密の歌 川内 有緒  幻冬舎 ¥1,620 9784344023307 2013/02発売
バウルの歌を探しに―バングラデシュの喧噪に紛れ込んだ彷徨の記録 川内 有緒 幻冬舎 ¥745 9784344423466 2015/06発売
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 9784903371801 2013/10発売
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 9784101325316 2010/04発売

■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 9784877312688 2005/8発売

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 9784990394820 2010/01発売
単語帳 ベンガリを覚えよう 竹内僚 七海交易 ¥1,728 9784990394813 2010/01発売
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 9784990394837 2011/09発売
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 9784560085530 2011/02発売

■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 9784750330945 2009/11発売

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 9784904213063 2009/09発売

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－
知られざる工業国バングラデシュ 村山 真弓/山形 辰史 アジア経済研究所 ¥5,832 9784258290376 2014/12発売
バングラデシュ 〈２０１４／１５年版〉 - 経済・貿易・産業報告書 ＡＲＣレポーＡＲＣ国別情勢研究会 ＡＲＣ国別情勢研究会 ¥12,960 9784907366216 2014/09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 9784990394844 2013/08発売
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 9784862761736 2013/10発売
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 9784062820646 2007/09発売
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 9784062821230 2009/10発売
自分思考 山口 絵理子 講談社 ¥1,337 9784062171694 2011/09発売
前へ！前へ！前へ！ 税所 篤快 木楽舎 ¥1,300 9784863240377 2011/04発売
「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 9784864102490 2013/06発売
バングラデシュ勤務を命ずる 高島克彦 文芸社 2005/01発売
若者が社会を動かすために 税所 篤快 ベスト新書 ¥896 9784584124895 2015/10発売
突破力と無力 挑戦し続ければ世界はきっと変わる！ 税所 篤快 日経ＢＰ社 ¥1,620 9784822277789 2014/12発売

http://dhakanihonjinkai.jimdo.com
http://home.hiroshima-u.ac.jp/fakir/soka.html
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■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 9784750330402 2009/08発売
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 9784794450500 2012/06発売
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 9784309224572 2006/12発売
封印された三蔵法師の謎 日本経済新聞出版社 ¥771 9784532195502 2010/09発売
バングラデシュ建国の父シェーク・ムジブル・ロホマン回想録 ロホマン，シェーク・ムジブル〈Ｒａｈｍａｎ，Ｓｈ 明石書店 ¥7,776 9784750341972 2015/08発売

■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 9784492443255 2006/02発売
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 9784152081896 1998/10発売
貧困のない世界を創る ムハマド ユヌス 早川書房 ¥2,268 9784152089441 2008/10発売
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 9784862760135 2007/07発売

■学術
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 9784275010582 2014/01発売
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 9784876982691 2013/02発売
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 9784750327167 2008/02発売
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 9784887138018 2007/12発売
バングラデシュの船舶リサイクル産業と都市貧困層の形成 佐藤 彰男 明石書店 ¥4,536 9784750340739 2014/09発売
香辛料からみる南アジア -
 インド南部～東部・バングラデシュなど アジアの自然と文化

ダニエルス，クリスチャン 小峰書店 ¥4,104 9784338273060 2014/04発売

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 ¥8,208 9784275010582 2014/01発売
９９０円のジーンズがつくられるのはなぜ？ ファストファッションの工場で起こ長田 華子 合同出版 ¥1,512 9784772612685 2016/01発売
「学校化」に向かう南アジア 教育と社会変容 押川 文子, 南出 和余 昭和堂 ¥6,804 9784812215395 2016/03発売
バングラデシュ農村にみる外国援助と社会開発 鈴木 弥生 日本評論社 ¥5,940 9784535558496 2016/02発売
バングラデシュのマイクロ医療保険 - 貧困層のセイフティ・ネット戦略を探る石坂 貴美 風響社 ¥756 9784894897793 2015/10発売
いのちの水をバングラデシュに―砒素がくれた贈りもの 川原 一之 佐伯印刷 ¥1,620 9784905428527 2015/03発売
アジア太平洋諸国の災害復興 人道支援・集落移転・防災と文化 林 勲男 明石書店 ¥4,644 9784750342825 2015/12発売

■芸術
魅せられて、インド 福岡アジア美術館 2012/01展示
Fashioning India 装うインド　インドサリーの世界 福岡アジア美術館 2005/08展示
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

■ビジネス
新興国における人事労務管理と現地経営
―ベトナム・インドネシア・インド・バングラデシュ・ブラジルの労働事情と
日本企業７社のケーススタディ

古沢 昌之/安室 憲一/山口 隆英【編著】/
国際経済労働研究所【監修】

白桃書房 ¥3,456 9784561256700 2015/11発売

バングラデシュ次の投資先国はここだ！ - 立ち上がるベンガルの虎 清水敬之 三恵社 ¥1,674 9784864873772 2015/05発売
現代アジア・アフリカ政治経済論
　―韓国、バングラデシュ、ケニア、チュニジアの地平

福田 邦夫/大津 健登 明治大学軍縮平和研 ¥1,944 9784888665902 2015/03発売

バングラデシュ成長企業 バングラデシュ企業と経営者の素顔 タハミド・モイヌル、 姫田 小夏 カナリアコミュニケーシ ¥2,700 9784778203337 2016/04発売

■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
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