
◆木村　大治氏　著作
タイトル 著者名 出版者 出版年 バーコード
コミュニケーションの自然誌　京都大学人文科学研究所研究報告 谷 泰／編 新曜社 1997 1110628995

ことばの力　あらたな文明を求めて 横山 俊夫／編著 京都大学学術出版会 2012 1110013057

アフリカ潜在力 1　紛争をおさめる文化 太田 至／シリーズ総編 京都大学学術出版会 2016 1110575899

インタラクションの境界と接続　サル・人・会話研究から 木村 大治／編 昭和堂 2010 1108632769

森棲みの生態誌　アフリカ熱帯林の人・自然・歴史1 木村 大治／編 京都大学学術出版会 2010 1108626829

森棲みの社会誌　アフリカ熱帯林の人・自然・歴史2 木村 大治／編 京都大学学術出版会 2010 1108879378

共在感覚　アフリカの二つの社会における言語的相互行為から 木村 大治／著 京都大学学術出版会 2003 1108043504

動物と出会う 1　出会いの相互行為 木村 大治／編 ナカニシヤ出版 2015 1110517735

動物と出会う 2　心と社会の生成 木村 大治／編 ナカニシヤ出版 2015 1110517743

身体化の人類学　認知・記憶・言語・他者 菅原 和孝／編 世界思想社 2013 1110303045

宇宙人類学の挑戦　人類の未来を問う 岡田 浩樹／編 昭和堂 2014 1110188529

科学技術のフロントランナーがいま挑戦していること　AI・ロボット・生命・宇宙… 川口 淳一郎／監修 秀和システム 2017 1110749619

人間性の起源と進化 西田 正規／編 昭和堂 2003 1108036698

講座社会言語科学 6　方法 ひつじ書房 2006 1108368463

コミュニケーションとしての身体　叢書・身体と文化 2 菅原和孝ほか／編　 大修館書店 1996 1110956503

可能性としての文化情報リテラシー 岡田浩樹ほか／編 ひつじ書房 2010 1110956404

現代アフリカの社会変動　ことばと文化の動態観察 宮本正興ほか／編 人文書院 2002 1110956305

◆木村氏おすすめ本
タイトル 著者名 出版者 出版年 バーコード
精神と自然　　生きた世界の認識論  グレゴリー・ベイトソン／[著] 思索社 1982 1100037637

見知らぬものと出会う　ファースト・コンタクトの相互行為論 木村 大治／著 東京大学出版会 2018 1111004469

括弧の意味論 木村 大治／著 NTT出版 2011 1108935667

◆文化人類学
タイトル 著者名 出版者 出版年 バーコード
交錯する世界 自然と文化の脱構築　　環境人間学と地域 秋道 智彌／編 京都大学学術出版会 2018 1110779764

人類は何を失いつつあるのか　　ゴリラ社会と先住民社会から見えてきたもの 山極 寿一／著 東海教育研究所 2018 1110638721

詳論文化人類学　　基本と最新のトピックを深く学ぶ 桑山 敬己／編著 ミネルヴァ書房 2018 1110780713

はじめて学ぶ文化人類学　　人物・古典・名著からの誘い 岸上 伸啓／編著 ミネルヴァ書房 2018 1110780721

誘惑する文化人類学　　コンタクト・ゾーンの世界へ 田中 雅一／著 世界思想社 2018 1110789268

21世紀の文化人類学　世界の新しい捉え方 前川 啓治／著 新曜社 2018 1110791066

ことばだけでは伝わらない コミュニケーションの文化人類学 西江 雅之／著 幻戯書房 2017 1110862933

誘惑する文化人類学　コンタクト・ゾーンの世界へ 田中 雅一／著 世界思想社 2018 1110789268

◆異文化コミュニケーション
タイトル 著者名 出版者 出版年 バーコード
講座社会言語科学 1　異文化とコミュニケーション ひつじ書房 2005 1108324623

異文化理解・協力の旅 鈴木 元／著 文理閣 2018 1111010698

異文化コミュニケーション・キーワード 古田 暁／[ほか]著 有斐閣 2001 1106919424

はじめて学ぶ異文化コミュニケーション  多文化共生と平和構築に向けて 石井 敏／著 有斐閣 2014 1110853189

異文化コミュニケーションのA to Z  理論と実践の両面からわかる 小坂 貴志／著 研究社 2017 1110748330

異文化対話論入門　多声性とメディアのコミュニケーション 小坂 貴志／著 研究社 2012 1110075700

共生社会の異文化間コミュニケーション　新しい理解を求めて ベイツ・ホッファ／編著 三修社 2009 1108824192

異文化体験入門 毛受 敏浩／著 明石書店 2003 1108283787

知らない人に出会う キオ・スターク／著 朝日出版社 2017 1110740584
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タイトル 著者名 出版者 出版年 バーコード
多文化と自文化　　叢書・〈知〉の森6 竹下 裕子／編 森話社 2005 1108325133

大学生のための異文化・国際理解  差異と多様性への誘い 高城 玲／編著 丸善出版 2017 1110707039

「外国」の学び方 石田 洋子／編著 ラピュータ 2017 1110736186

多文化世界　違いを学び未来への道を探る G.ホフステード／著 有斐閣 2013 1110151444

交錯する多文化社会  異文化コミュニケーションを捉え直す 河合 優子／編 ナカニシヤ出版 2016 1110701487

グローバル化のなかの異文化間教育  異文化間能力の考察と文脈化の試み 西山 教行／編著 明石書店 2019 1111022958

社会人類学入門  多文化共生のために ジョイ・ヘンドリー／著 法政大学出版局 2017 1110741657

◆フィールドワーク
タイトル 著者名 出版者 出版年 バーコード

フィールドワーカーズ・ハンドブック 日本文化人類学会／監修 世界思想社 2011 1108695766

フィールドに入る　　100万人のフィールドワーカーシリーズ　1 椎野 若菜／編 古今書院 2014 1110177084

女も男もフィールドへ　　100万人のフィールドワーカーシリーズ12 椎野 若菜／編 古今書院 2016 1110475389

フィールドノート古今東西　　100万人のフィールドワーカーシリーズ　13 梶丸 岳／編 古今書院 2016 1110473053

ラウンド・アバウト　　フィールドワークという交差点 神本 秀爾／編 集広舎 2019 1111017958

人間の営みを探る　　フィールド科学の入口 秋道 智彌／編 玉川大学出版部 2016 1110478110

◆アフリカ
タイトル 著者名 出版者 出版年 バーコード
アフリカ世界とのコミュニケーション 北島 義信／著 文理閣 1996 1106145087

アフリカで寝る 松本 仁一／著 朝日新聞社 1996 1100034097

アフリカ文化探検  半世紀の歴史から未来へ 田中 二郎／著 京都大学学術出版会 2017 1110736657

恋する文化人類学者  結婚を通して異文化を理解する 鈴木 裕之／著 世界思想社 2015 1110509443

<癒し>のダンス  「変容した意識」のフィールドワーク リチャード・カッツ／著 講談社 2012 1110031992

狩り狩られる経験の現象学  ブッシュマンの感応と変身 菅原 和孝／著 京都大学学術出版会 2015 1110423082

昆虫食古今東西 三橋 淳／著 オーム社 2012 1110048186

辺境メシ  ヤバそうだから食べてみた 高野 秀行／著 文藝春秋 2018 1111008247

アフリカを食べる 松本 仁一／著 朝日新聞社 1996 1100019841

身体・歴史・人類学 1 アフリカのからだ 渡辺 公三／著 言叢社 2009 1108601947

原野と森の思考  フィールド人類学への誘い 伊谷 純一郎／著 岩波書店 2006 1108366350

人と自然への共感  伊谷純一郎のフィールドワーク 市川 光雄／監修 京都大学フィールドワーク映像アーカイ
ブ 2008 1107838011

アフリカを歩く  フィールドノートの余白に 加納 隆至／編著 以文社 2002 1107048868

アフリカのことばと社会  多言語状況を生きるということ 梶 茂樹／編著 三元社 2009 1108592708

ゴリラの森でうんちを拾う　　腸内細菌学者のフィールドノート 牛田 一成／著 アニマル・メディア社 2012 1110050604

辺境へ 大谷 映芳／著 山と渓谷社 2003 1108154244

熱帯雨林を歩く  世界13カ国31の熱帯雨林ウォーキングガイド 上島 善之／著 旅行人 2010 1108632561

グレートジャーニー  8  シルクロード・中東・アフリカ編  人類400万年の旅 関野 吉晴／著 毎日新聞社 2002 1106962036

人類以前の社会学  アフリカに霊長類を探る 河合 雅雄／編 教育社 1990 1105110843

◆いろいろなコミュニケーション
タイトル 著者名 出版者 出版年 バーコード
ディスコミュニケーションの心理学  ズレを生きる私たち 山本 登志哉／編 東京大学出版会 2011 1108682376

コミュニケーションへの言語的接近 定延 利之／著 ひつじ書房 2016 1110570171

動物たちの話し声  音声とコミュニケーションの研究 マイケル・ブライト／著 どうぶつ社 1986 1105202814

昆虫の発音によるコミュニケーション 宮武 頼夫／編集 北隆館 2011 1108784859

ゴリラは語る 山極 寿一／著 講談社 2012 1110141502

イルカの認知科学  異種間コミュニケーションへの挑戦 村山 司／著 東京大学出版会 2012 1108797406

分かちあう心の進化 松沢 哲郎／著 岩波書店 2018 1110900261

人類は何を失いつつあるのか  ゴリラ社会と先住民社会から見えてきたもの 山極 寿一／著 東海教育研究所 2018 1110638721

海に還った哺乳類イルカのふしぎ  イルカは地上の夢を見るか 村山 司／著 講談社 2013 1110152160

世界一賢い鳥、カラスの科学 ジョン・マーズラフ／著 河出書房新社 2013 1110329800

人と話すサル「カンジ」 スー・サベージ‐ランバウ／著 講談社 1997 1101753117

オオカミ  その行動・生態・神話 エリック・ツィーメン／著 白水社 1995 1100215977

よくわかる社会言語学 田中 春美／編著 ミネルヴァ書房 2015 1110449475

音声ノート  ことばと文化と人間と 小島 慶一／著 朝日出版社 2016 1110576699

音声は何を伝えているか  感情・パラ言語情報・個人性の音声科学 森 大毅／共著 コロナ社 2014 1108990167

コミュニケーションの起源を探る マイケル・トマセロ／著 勁草書房 2013 1110156005

ヒトに最も近い類人猿ボノボ フランス・ドゥ・ヴァール／著 TBSブリタニカ 2000 1105965170

旗振り山 柴田 昭彦／著 ナカニシヤ出版 2006 1107433391


