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分類 No. 書名 編著者 出版者 出版年 備考 所蔵館 請求記号 資料コード

1
もっと知りたい！オーストラリ

ア Tell me about Australia

[在日オーストラ

リア大使館広報

文化部編]

在日オーストラ

リア大使館広報

文化部

[2015] 中央・多摩 302.7/5037/2015
（中）7107687862

（多）7109102750

2 Australia in Brief 日本語版

[オーストラリア

連邦政府外務貿

易省編]

オーストラリア

連邦政府外務貿

易省

2014.8 中央 302.7/5038/2014 （中）7107687871

3
オーストラリアの取説 30の

キーワードで読み解く
川野寛著 リント 2010.4 中央 302.7/5020/2010 （中）5018697510

4
豪州読本 オーストラリアをまる

ごと読む
田中豊裕著 大学教育出版 2011.2 中央 302.7/5022/2011 （中）5019903981

5
オーストラリアを知るための58

章（エリア・スタディーズ 7）
越智道雄著 明石書店 2010.1

第3版 p351～353に文献リ

ストあり
中央・多摩 302.7/5003/2010

（中）5017768402

（多）5018095184

6
タスマニアを旅する60章（エリ

ア・スタディーズ 143）
宮本忠著 明石書店 2016.3 中央 297.1/5031/2016 （中）7107104826

7 オーストラリアの不思議100
福田達朗[ほか]

著

阪急コミュニ

ケーションズ
2004.7 中央 297.1/5017/2004 （中）5010530251

8

オーストラリア 2018/19年版

（ARCレポート　経済・貿易・

産業報告書）

ARC国別情勢研

究会編集

ARC国別情勢研

究会
2015.4  中央 332.7/3008/2019 （中）7110629083

9
Australia : the complete

encyclopedia

foreword by

Pat O'Shane,

introduction by

Peter Cosgrove

Firefly Books 2001 912p 中央 DRF/297.1/A93/A11 （中）5005580495

10
オーストラリア留学ガイドブッ

ク  (2018)
恵文社編 恵文社 2018.2 年刊 中央・多摩 377.6/5082/2018

（中）7110158800

（多）7110158810

11 オセアニアを知る事典 小林 泉監修 平凡社 2010.5 新版 中央・多摩 R/270.0/5003/2010
（中）5018425762

（多）5019251336

12
地球の歩き方 2018～19 C11

オーストラリア

地球の歩き方編

集室編集

ダイヤモンド・

ビッグ社
2018.7 中央 290.9/5121/2019-3-11 （中）7110582479

13
地球の歩き方aruco 25 オース

トラリア 最新2018-19

地球の歩き方編

集室編集

ダイヤモンド・

ビッグ社
2018.1 中央 290.9/5445/25-2019 （中）7109850675

14
地球の歩き方 2018～19 C13

シドニー&メルボルン

地球の歩き方編

集室編集

ダイヤモンド・

ビッグ社
2017.11 中央 290.9/5121/2019-3-13 （中）7109616888

15
地球の歩き方 2016～17  C12

ゴールドコースト&ケアンズ

地球の歩き方編

集室編集

ダイヤモンド・

ビッグ社
2015.11 中央 290.9/5121/2017-3-12 （中）7106464441

16

地球の歩き方リゾート '15-16

R18 ケアンズとグレートバリア

リーフ

地球の歩き方編

集室編集

ダイヤモンド・

ビッグ社
2015.4 中央 290.9/5123/2016-18 （中）7105625065

17

素敵でおいしいメルボルン&野

生の島タスマニアへ（旅のヒン

トBOOK）

高田 真美著 イカロス出版 2018.6 中央 297.1/5035/2018 （中）7110593507

18
オーストラリア（ことりっぷ海

外版）
昭文社 2018.1 第2版 中央 290.9/5581/40-2018 （中）7110397612

19 オーストラリア（タビトモ 8）
JTBパブリッシ

ング
2017.3 中央 930.2/5669/2017 （中）7108947062

20

オーストラリア（ナショナルジ

オグラフィック海外旅行ガイ

ド）

ロフ・マーチ

ン・スミス著

日経ナショナル

ジオグラフィッ

ク社

2000.7
歴史と文化を概観し、9つ

の地方と見所を解説
中央 297.1/5003/2000 （中）5001304529

21 Australia（Lonely Planet）

Brett Atkinson

[and sixteen

others]

Lonely Planet 2017 第19版 1100p 中央 F/297.1/A93/A15 （中）7109869363

22
Discover Australia（Lonely

Planet）

this edition

written and

researched by

Charles

Rawlings-Way

... [et al.]

Lonely Planet c2012 第2版 中央 F/297.1/D61/D （中）7102034470

23 Tasmania（Lonely Planet）

this edition

written and

researched by

Anthony Ham,

Charles

Rawlings-Way

and Meg

Lonely Planet

Pub
2015 第7版 中央 F/297.1/H19/T （中）7106710400

24
オセアニア鉄道旅行（イカロス

MOOK）
イカロス出版 2010.4 中央 D/297.1/5027/2010 （中）5018616989

25

鉄道で旅するオーストラリア 豪

華長距離列車で広大な大陸を行

く

イカロス出版 2016.2 中央 686.2/5795/2016 （中）7106908600

海外修学旅行の準備に役立つブックリスト

オーストラリア
★このブックリストは、自由に改変・配布してお使いいただけます。
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26
世界遺産ガイド  オーストラリ

ア編（世界遺産シリーズ）
加藤久美監修

シンクタンクせ

とうち総合研究

機構 2006.5
中央 7092/3162/43 （中）5012609978

27

オーストラリア初期建築探訪 シ

ドニー・ホバート・メルボルン

（建築巡礼 45）

岡本美樹著 丸善 2000.1 中央 523.7/5001/2000 （中）5000470973

28 シドニー！ 村上春樹著 文芸春秋 2001.1

村上春樹が2000年シド

ニー・オリンピックを現地

で観戦した際のエッセイな

ど

中央 780.6/5021/2001 （中）5002161556

29

ラグビー・ワールドカップの歩

き方 上 2003オーストラリア

2007フランス

岩切直樹著 叢文社 2015.9

ラグビー・ワールドカップ

2003年オーストラリア大

会、2007年フランス大会の

現地観戦記

中央・多摩 783.4/5998/1
（中）7106292688

（多）7106506873

30
南の大地オーストラリア 緑川洋

一写真集
緑川洋一著 東方出版 1995.7 中央 7480/3934/95 （中）1127721479

31
地球日和 夢見るオーストラリア

時間 相原正明写真集
相原正明著 アスペクト 2000.8 中央 D/748.0/5120/2000 （中）5001353087

32
世界一の珊瑚礁 Lady Elliot

Island, Australia
中村征夫著 クレヴィス 2010.5

グレートバリアリーフ最南

端に位置する島の写真集
中央 748.0/6365/2010 （中）5018371124

33
世界の中のオーストラリア 社会

と文化のグローバリゼーション

早稲田大学オー

ストラリア研究

所編

オセアニア出版

社
2012.3 中央 302.7/5026/2012 （中）7100759244

34

これならわかるオーストラリ

ア・ニュージーランドの歴史

Q&A

石出法太, 石出

みどり著
大月書店 2009.8

巻末に文献リスト、略年表

あり
中央・多摩 271.0/5006/2009

（中）5017054810

（多）5017153004

35
オーストラリア物語 歴史と日豪

交流10話（平凡社新書 50）
遠藤雅子著 平凡社 2000.7 中央 271.0/5001/2000 （中）5001332891

36

猫に紅茶を 生活に刻まれたオー

ストラリアの歴史（阪大リーブ

ル 5）

藤川隆男著 大阪大学出版会 2007.12 中央・多摩 271.0/5005/2007
（中）5014513876

（多）7102410012

37
オセアニア史（新版世界各国史

27）
山本 真鳥編 山川出版社 2000.8

p78-167「オーストラリア

史」

巻末p14～31に年表あり

巻末p32～51に文献リスト

あり

中央 270.0/5001/2000 （中）5001497630

38 オーストラリア建国物語
リチャード・エ

バンズ著
明石書店 2011.11 中央 601.7/5002/2011 （中）7100008443

39
アルフレッド・ディーキン オー

ストラリアを創った文人政治家
近藤正臣著 明石書店 2013.7 文献リスト、年表あり 中央 289.3/デ2081/601 （中）7102550274

40

多文化国家オーストラリアの都

市先住民　アイデンティティの

支配に対する交渉と抵抗

栗田 梨津子著 明石書店 2018.3
p331～345に文献リストあ

り
中央 316.8/5714/2018 （中）7110240534

41
変貌する現代オーストラリアの

都市社会
堤 純編著 筑波大学出版会 2018.3

p161～167に文献リストあ

り
中央 297.1/5034/2018 （中）7110252571

42
分断するコミュニティ　オース

トラリアの移民・先住民族政策
塩原 良和著 法政大学出版局 2017.10

p165～179に文献リストあ

り
316.8/5692/2017 （中）7109534488

43

アボリジニであること　オース

トラリア先住民族、その滅びゆ

く文化と言葉（名古屋外大ワー

クス 3）

濱嶋 聡著
名古屋外国語大

学出版会
2017.10

p114～117に文献リストあ

り
中央 316.8/5700/2017 （中）7109926808

44
アボリジニで読むオーストラリ

ア もうひとつの歴史と文化
青山晴美著 明石書店 2008.4 中央・多摩 382.7/5025/2008

（中）5015147053

（多）5015763710

45
隣のアボリジニ　小さな町に暮

らす先住民
上橋菜穂子著 筑摩書房 2010.9 ちくま文庫 中央・多摩 S/382.7/5033/2010

（中）7100204070

（多）7106867928

46

妖獣バニヤップの歴史 オースト

ラリア先住民と白人侵略者のあ

いだで（刀水歴史全書 91）

藤川隆男著 刀水書房 2016.7

オーストラリア先住民に伝

わる幻の生き物バニヤップ

の記録からオーストラリア

史を語る本

中央 388.7/5004/2016 （中）7107862354

47
戦前の南洋日本人移民の歴史 豪

州、南洋群島、ニューギニア
丹野 勲著 御茶の水書房 2018.7

p117～127に文献リストあ

り
中央 334.4/5646/2018 （中）7110733949

48
オーストラリアの日本人 過去そ

して現在
長友淳編 法律文化社 2016.7

日本人移民の声を通して

オーストラリア社会を論じ

る。p215～233に文献リス

トあり

中央 334.4/5571/2016 （中）7107644650

49
日本とオーストラリアの太平洋

戦争 記憶の国境線を問う
鎌田真弓編 御茶の水書房 2012.6

p236～246に文献リストあ

り
中央 319.7/5006/2012 （中）7100774358

50
ブラディ・ダーウィン もうひと

つのパール・ハーバー

ピーター・グ

ロース著
大隅書店 2012.6

日本軍が1942年に豪州北部

の都市ダーウィンを空襲し

た事件に関する本

p332～333に文献リストあ

中央 271.2/5001/2012 （中）7100928024

51
和解の海 特殊潜航艇、シドニー

湾攻撃を越えて
土屋康夫著 ゆいぽおと 2009.12

日本による太平洋戦争中の

シドニー湾奇襲攻撃に焦点

をあて、両国の歴史を描

く。p220～222に文献リス

トあり

中央 210.75/5344/2009 （中）5017510072
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52
海境を越える人びと 真珠とナマ

コとアラフラ海
村井吉敬編著 コモンズ 2016.4

19世紀半ばから現代の日

本・オーストラリア・イン

ドネシア間の交流・交易の

歴史

中央 334.4/5560/2016 （中）7107310726

53
Historical dictionary of

Australia

Norman

Abjorensen

and James C.

Docherty

Rowman &

Littlefield
c2015

第4版 p 441-556に文献リ

ストあり
中央 RF/271.0/A14/H （中）7105836097

54

Australia in maps : great

maps in Australia's history

from the National Library's

collection

National

Library of

Australia

2007 文献リストあり 中央 DF/271.0/A93/A15 （中）5017624494

55
オーストラリア・ニュージーラ

ンドの教育
石附 実編 東信堂 2001.6

p233～239に年表あり

p240～241に日本語文献リ

ストあり

中央 372.7/5002/2001 （中）5002849059

56
世界の食文化  7 オーストラリ

ア・ニュージーランド
石毛直道監修

農山漁村文化協

会
2004.7 中央・多摩 383.8/5177/7

（中）5009238760

（多）5017864900

57 オーストラリア絵画の200年 日本経済新聞社 c1992
展覧会図録 p180～181に

文献リストあり
中央 D/7239/3034/92 （中）1125818003

58
アボリジニの美術 伝承と創造

オーストラリア大地の夢

京都国立近代美

術館編集

京都国立近代美

術館  c1992

展覧会図録 p164～165に

文献リストあり
中央 D/7239/3040/92 （中）1125677353

59
ワンロード|現代アボリジニ・

アートの世界
窪田幸子監修 現代企画室 2016.6

アボリジニが歴史を絵画、

写真、映像などで紡ぐプロ

ジェクトの展覧会図録

中央・多摩 723.7/5003/2016
（中）7108115851

（多）7108290575

60
オーストラリア先住民とパ

フォーマンス
佐和田 敬司著 東京大学出版会 2017.6

巻末p7～18に文献リストあ

り　巻末p19～25に年表あ

り

772.7/5002/2017 （中）7109297900

61 映画で知るオーストラリア

早稲田大学オー

ストラリア研究

所編

オセアニア出版

社
2014.9 中央 778.2/6673/2014 （中）7105394852

62
オーストラリア映画史　映し出

された社会・文化・文学
佐和田 敬司著

オセアニア出版

社
1998.8

p500～516に年表あり　巻

末p30～33に文献リストあ

り

中央・多摩
（中）7782/4056/98

（多）778.2/5052/1998

（中）1128681823

（多）5000261605

63
オーストラリア・アボリジニの

伝説 ドリームタイム

ジーン・A・エ

リス著
大修館書店 1998.12

オーストラリア先住民の伝

説・神話集
中央・多摩 3887/3004/98

（中）1128715270

（多）1104120496

64
オーストラリアの花　園芸家必

携
森谷憲著 下野新聞社 2002.8

世界でも特異とされるオー

ストラリアの植物を紹介す

るガイドブック

中央 472.7/5001/2002 （中）5005500162

65 オーストラリアの花100
相原正明[ほか]

著

阪急コミュニ

ケーションズ
2005.4

各地域で見られる花や、世

界遺産、国立公園を紹介
中央 297.1/5018/2005 （中）5011089701

66
オーストラリアケアンズ生き物

図鑑
松井淳著 文一総合出版 2008.8 中央 482.7/5001/2008 （中）5015790656

67
Australia オーストラリアの動

物
岩合光昭著 朝日新聞社 1989.10 写真集 中央 D/4827/3001/89 （中）1123897886

68
オーストラリアのことば 豪州話

法完全解剖

A.G.ミッチェル

著

オセアニア出版

社
1998.11

p150～151に文献リストあ

り
中央 8380/3021/98 （中）1128719205

69
オーストラリア・ニュージーラ

ンド英語文化大辞典

沢田敬也編集主

幹

オセアニア出版

社
2011.12

850p　年表・文献リストあ

り
中央 R/838.0/5008/2011 （中）7100777930

70
新オーストラリア・ニュージー

ランド英語中辞典
沢田敬也監修

オセアニア出版

社
2001.11

約1万1000　p740～748

に文献リストあり
R/838.0/5001/2001 （中）5004107668

71 オーストラリア英語辞典 森本勉編 大修館書店 1994.6
見出し約6500、用例・語法

注記あり
中央・多摩 R/8380/3012/94

（中）1127578425

（多）1114910100

72
オーストラリア・ニュージーラ

ンド文学論集
三神 和子編著 彩流社 2017.3 巻末p17～36に年表あり 中央 930.2/5669/2017 （中）7108802270

73 オーストラリア文学史
ジェフリー・

ダットン編
研究社出版 1985.9

p471～524に作家作品小事

典あり
中央 9302/308/85 （中）1120112690

74

ブッシュに消えた子どもたち

オーストラリア児童文学（子ど

もの本研究叢書 10）

牟田おりえ著 中教出版 1989.10 中央・多摩 9090/3006/89
（中）1123909029

（多）1101776481

文

化

・

風

俗

自

然

言

語

・

文

学

3


