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概要を把握する
「インカ帝国歴史図鑑

先コロンブス期ペルーの発展、紀元1000〜1534年」

ラウラ・ラウレンチック・ミネリ/編著

東洋書林

「興亡の世界史 12 インカとスペイン帝国の交錯」 青柳 正規／編集

2002

講談社

E/268.04/L37（1106999053）

2008

209/Ko14/12（1108467802）

「インカ帝国-大街道を行く」 高野 潤／著

中央公論新社

2013

S/268.04/Ta47（1110097142）

「マチュピチュ 天空の聖殿」 高野 潤／著

中央公論新社

2009

S/268.04/Ta47（1108601566）

1988

268.04/P32（1100172541）

「図説インカ帝国」 フランクリン・ピース／ほか著

小学館

「インカ帝国 太陽と黄金の民族」 カルメン・ベルナン／著
「アステカとインカ 黄金帝国の滅亡」 増田 義郎／著
「マヤ・アステカ・インカ文明」

レンゾ・ロッシ／著

創元社

小学館

1991

S/268.04/B38（1100172533）

2002

256.04/Ma66（1108126275）

教育社出版サービス 1997 （ニュートンムック）

「アステカ・マヤ・インカ文明事典」 エリザベス・バケダーノ／著 あすなろ書房 2007

256.03/R73（1101972287）
256.04/B19（1108406172）

より理解を深める
「インカ帝国展 マチュピチュ
「発見」100年」 増田 義郎／ほか編
「インカ帝国 研究のフロンティア」 島田 泉／編著

TBSテレビ 2012

東海大学出版会

「他者の帝国 インカはいかにして
「帝国」
となったか」 関 雄二／編
「天空の帝国インカ その謎に挑む」 山本 紀夫／著

PHP研究所

2012

268.04/I54（1108953686）

世界思想社

2008

2011

世界思想社

268.04/Ta93（1108543438）
S/268.04/Y31（1108709955）

「インカ帝国 その征服と破滅」 山瀬 暢士／著 メタ・ブレーン 2007
「アンデス世界 交渉と創造の力学」 染田 秀藤／編

268.04/I54（1107995969）

268.04/Y43（1108514769）

2012

268/A46（1110009154）

当時を生きた人々のことを知る
「インカ帝国史」 シエサ・デ・レオン／著

岩波書店

2006

S/268.04/C71（1108320548）

「大航海時代叢書 第2期 15 インカ帝国史」 シエサ・デ・レオン／著 岩波書店 1979
「インカ帝国地誌」 シエサ・デ・レオン／著

岩波書店

2007

S/268.04/C71（1108433929）

「大航海時代叢書 第2期 16 ペルー王国史」 ペドロ・ピサロ／著 岩波書店 1984
「インカの反乱 被征服者の声」 ティトゥ・クシ・ユパンギ／述

209.5/D21/2-15（1101501482）

岩波書店

「インカ皇統記 1〜4」 インカ・ガルシラーソ・デ・ラ・ベーガ／著
「大航海時代叢書エクストラ・シリーズ 1~２ インカ皇統記」
インカ・ガルシラーソ・デ・ラ・ベーガ／著

1987

岩波書店

岩波書店

2006

1985

290.9/D21/2-16（1101501490）
I/268/Y98（1102756754）
S/268.04/G21/1（1108348085）
290.5/D21/3-1（1105616484）

文化に触れる
「インカの食卓 古代から続く大地の恵み」 高野 潤／著

平凡社

「ジャガイモとインカ帝国 文明を生んだ植物」 山本 紀夫／著
「アンデス文化を学ぶ人のために」 友枝 啓泰／編
「インカの神話」 G.アートン／著

丸善

世界思想社

2004

616.8/Y31（1108051622）

1997

382.6/T061（1106172776）

2002

164.68/U87（1107048017）

京都大学学術出版会

文英堂

朝日新聞社

2003

382.68/Se37（1108033141）

2007

296.8/Y31（1108519594）

「アンデスの染織と工芸 小原流芸術参考館所蔵」 三杉 隆敏／著
「原色インカの織物」 飯山 達雄／写真

383.86/Ta47（1108730639）

東京大学出版会

「インカの末裔と暮らす アンデス・ケロ村物語」 関野 吉晴／著
「アンデス高地」 山本 紀夫／著

2011

紫紅社

1985

753/A46（1107091777）

1966

753/I（1100867686）

「天野博物館所蔵品によるプレ・インカの染織 」 京都国立近代美術館 1979

E/753.08/Ky6（1107084624）

紀行文・ガイドブックなど
「インカ」 恩田 陸／著 日本放送出版協会

2007

「アンデス ミイラ 」 恩田 陸／著 日本放送出版協会
「天空の帝国インカ その謎に挑む」 山本 紀夫／著

「インカを歩く」 高野 潤／著

岩波書店

「南米世界遺産紀行」 斎藤 奈緒子／著

2007

（NHKスペシャル失われた文明）

PHP研究所

「マチュピチュ晴嵐 ペルー観光紀行」 杉野 圀明／著

268.04/O65（1108523984）

（NHKスペシャル失われた文明）

文理閣

2011

S/268.04/Y31（1108709955）

2005

296.8/Su42（1108099068）

2001
彩図社

「ユネスコ世界遺産 2 中央・南アメリカ」 講談社

268.04/O65（1108432020）

S/268.04/Ta47（1105588485）
2004

296.09/Sa25（1108237999）

1997

「世界遺産ガイド 南米編」 古田 陽久／監修 シンクタンクせとうち総合研究機構

709/U75/2（1101961546）
2003

709/Se22（1108144633）

映像で楽しむ
「世界の車窓から 世界一周鉄道の旅 5大陸、55ヶ国列車の旅 第9巻 南アメリカ大陸 南アメリカ大陸横断の旅
クスコ〜マチュピチュ」 TV朝日ソフト事業部 日本ビクター 2002
DV/290（1500052335）
「世界遺産 ユネスコ 第33巻ペルー クスコの市街 マチュピチュの歴史保護区 チャビンの考古遺跡」
南西ドイツ放送 1998
VC/709（1500011182）
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