
近畿地方がホストタウンになる国・地域について知る（国・地域名五十音順）

受入れ国・地域 ホストタウン タイトル 著者 出版者 出版年月 当館請求記号

ガイドブックでは分からない現地発!イタリア「街グル

メ」美味しい話
大矢麻里 著 世界文化社 2013.1 GG537-L8

はじめて学ぶイタリアの歴史と文化 藤内哲也 編著 ミネルヴァ書房 2016.5 GG522-L4

イタリアを知るための62章 第2版 村上義和 編著 明石書店 2018.12 EF27-M5

ウガンダを知るための53章 吉田昌夫, 白石壮一郎 編著 明石書店 2012.1 GF133-J2

地球の歩き方 E09 2016～2017年版 地球の歩き方編集室 編集 ダイヤモンド・ビッグ社 2016.8 Y77-L6367

ウクライナを知るための65章 服部倫卓, 原田義也 編著 明石書店 2018.1 GG881-L8

物語ウクライナの歴史 : ヨーロッパ最後の大国 黒川祐次 著 中央公論新社 2002.8 GG881-G3

イギリスを知るための65章 第2版 近藤久雄, 細川祐子, 阿部美春 著 明石書店 2014.11 GG242-L10

図説英国ティーカップの歴史 : 紅茶でよみとくイギリス史

増補新装版
Cha Tea紅茶教室 著 河出書房新社 2019.8 KB411-M2

逆転のイギリス史 : 衰退しない国家 玉木俊明 著 日本経済新聞出版社 2019.7 GG222-M3

オーストラリアを知るための58章 越智道雄 著 明石書店 2010.1 GJ61-J9

オーストラリア入門 第2版 竹田いさみ, 森健, 永野隆行 編 東京大学出版会 2007.9 GJ61-H38

豪州解体新書 : 政治・経済・文化の変容と日豪関係 田中豊裕 著 大学教育出版 2017.8 GJ61-L14

ウィーン・オーストリアを知るための57章 広瀬佳一, 今井顕 編著 明石書店 2011.4 GG467-J1

図説オーストリアの歴史 増谷英樹, 古田善文 著 河出書房新社 2011.9 GG462-J7

オーストリアの風景
浮田典良, 加賀美雅弘, 藤塚吉浩, 呉羽

正昭 著
ナカニシヤ出版 2015.7 GG469-L2

現代カナダを知るための57章 飯野正子, 竹中豊 編著 明石書店 2010.11 GH291-J9

カナダの歴史がわかる25話 細川道久 著 明石書店 2007.8 GH291-H22

カナダの謎 = THE MYSTERY OF CANADA : なぜ『赤毛

のアン』はロブスターを食べないのか?
平間俊行 著

日経ナショナルジオグラ

フィック社
2019.4 GH291-M1

ガンビア 守口市 アフリカを知る事典 新版
小田英郎, 川田順造, 伊谷純一郎, 田中

二郎, 米山俊直 監修
平凡社 2010.11 GF8-J1

グアテマラを知るための67章 第2版 桜井三枝子 編著 明石書店 2018.7 GH364-L2

グァテマラの染織 : マヤ文明後継者たちの生活 角山幸洋 著 関西大学出版部 2004.11 KB441-H34

グローバル化時代を生きるマヤの人々 : 宗教・文化・社会 桜井三枝子 著 明石書店 2010.2 GH364-J3

クロアチアを知るための60章 柴宜弘, 石田信一 編著 明石書店 2013.7 GG771-L2

クロアチア
ジョルジュ・カステラン, ガブリエ

ラ・ヴィダン 著 , 千田善, 湧口清隆 訳
白水社 2000.6 GG771-G18

旅するクロアチア語 = HRVATSKI ZA PUTNIKE 小坂井真美 著 三修社 2019.4 Y77-M514

コロンビアを知るための60章 二村久則 編著 明石書店 2011.6 GH439-J4

コロンビアの素顔 寺澤辰麿 著 かまくら春秋社 2016.4 DC597-L9

コロンビアの環境建築 = The Architecture in Colombian

Environment : 混成系の風土における「場所」の構築
北尾靖雅, ハビエル・ペイナード 共編 鹿島出版会 2016.7 KA141-L8

スイスを知るための60章 スイス文学研究会 編 明石書店 2014.5 GG475-L3

精説スイス史 = Swiss History in Detail 瀬原義生 著 文理閣 2015.9 GG475-L11

知っていればもっと楽しめるスイス旅行術 : ガイドブック

に載らない達人の知恵50
ネプフリン松橋由香 著 メイツ出版 2018.12 Y77-M91

現代スペインを知るための60章 坂東省次 編著 明石書店 2013.3 GG572-L1

スペイン王家の歴史 : ヴィジュアル版
マリア ピラール ケラルト デル イエロ

著 , 青砥直子, 吉田恵 訳
原書房 2016.2 GG562-L5

スペインまるごと全17州おいしい旅 秦真紀子 著 産業編集センター 2017.9 GG575-L17

セネガルとカーボベルデを知るための60章 小川了 編著 明石書店 2010.3 GF211-J2

セネガル現代美術展 : 鮮烈な色彩と比類のない造形感覚 国際交流基金 編 国際交流基金 1982 K16-E168

ヤナマール : セネガルの民衆が立ち上がるとき

ヴュー・サヴァネ, バイ・マケベ・サ

ル 著 , 真島一郎 監訳・解説 , 中尾沙季

子 訳

勁草書房 2017.8 GF211-L2

地球の歩き方 C06 2017～2018年版 地球の歩き方編集室 編集 ダイヤモンド・ビッグ社 2016.1 Y77-L6614

探求の民族誌 = Ethnography of Investigation : ポリネシ

ア・ツバルの神話と首長制の「真実」をめぐって
小林誠 著 御茶の水書房 2018.1 G171-L8

ツバル語会話入門 第3版 ナツもんでん奈津代 著 キョートット出版 2008.2 Y49-J381

デンマークを知るための68章 村井誠人 編著 明石書店 2009.6 GG621-J4

デンマークの歴史・文化・社会 浅野仁, 牧野正憲, 平林孝裕 編 創元社 2006.3 GG621-H11

デンマーク・デザイン = Denmark: design ブレーントラスト 編
デンマーク・デザイン展カタ

ログ委員会
[2016] KC521-L287

現代ドイツを知るための62章 第2版 浜本隆志, 髙橋憲 編著 明石書店 2013.3 GG438-L1

100のトピックで知るドイツ歴史図鑑
グイド・クノップ 著 , エドガー・フラ

ンツ, 深見麻奈 訳
原書房 2012.2 GG412-J4

知ってほしい国ドイツ 新野守広, 飯田道子, 梅田紅子 編著 高文研 2017.9 GG412-L16

ニュージーランドを知るための63章 青柳まちこ 編著 明石書店 2008.7 GJ81-J5

ニュージーランド百科事典 ニュージーランド学会 編 春風社 2007.7 GJ8-H2

ニュージーランドtoday ニュージーランド学会 編 春風社 2019.4 GJ81-M1

英国
三重県・鈴鹿市

神戸市

泉佐野市ウガンダ

ウクライナ 橿原市・奈良県

グアテマラ 田原本町

京丹後市

大阪市

高槻市

茨木市

神戸市

西脇市

奈良市・奈良県

和歌山県・和歌山市

オーストラリア

オーストリア 亀岡市

カナダ

三重県・津市

三重県・鈴鹿市

四日市市

神戸市

和歌山県・和歌山市

総合閲覧室でオリパラ～近畿ホストタウン編～

デンマーク 滋賀県・大津市

豊岡市ドイツ

スペイン

志摩市

滋賀県・彦根市

京丹後市

セネガル 和泉市

ツバル 加古川市

クロアチア 神戸市

コロンビア 大東市

スイス

イタリア 茨木市

ニュージーランド

米原市・滋賀県

京丹波町

箕面市

神戸市

大山崎町

豊岡市
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受入れ国・地域 ホストタウン タイトル 著者 出版者 出版年月 当館請求記号

地球の歩き方 B24 2019～2020年版 地球の歩き方編集室 編集 ダイヤモンド・ビッグ社 2018.1 Y77-L9629

海の人々からの遺産 ジャック・マイヨール 著 翔泳社 1999.9 GH421-G1

図説ブラジルの歴史 金七紀男 著 河出書房新社 2014.1 GH446-L10

ブラジルの人と社会 = Brasil:seu povo e sua sociedade
田村梨花, 三田千代子, 拝野寿美子, 渡

会環 共編

Sophia University Press上智

大学出版
2017.5 GH446-L28

南アメリカ・ブラジル・アマゾンの魅力 : 写真は語る 松本栄次 著・撮影 二宮書店 2012.4 GH357-J12

現代フランス社会を知るための62章 三浦信孝, 西山教行 編著 明石書店 2010.11 GG341-J15

教養としての「フランス史」の読み方 = L'art de lire

l'histoire de France pour affiner votre culture
福井憲彦 著 PHPエディターズ・グループ 2019.1 GG312-M2

地図で見るフランスハンドブック 現代編
ジャック・レヴィ 編 , 土居佳代子 訳 ,

コロス研究所 地図製作
原書房 2019.2 GG341-M2

現代ロシアを知るための60章 下斗米伸夫, 島田博 編著 明石書店 2012.1 GG847-J27

ロシア 新装版

ジョン・チャノン, ロバート・ハドソ

ン 著 , 外川継男 監修 , 桃井緑美子, 牧

人舎 訳

河出書房新社 2014.8 GG812-L5

ロシアの歳時記
ロシア・フォークロアの会なろうど 編

著
東洋書店新社 2018.6 GG851-L12

各国事情を知る
タイトル 著者 出版者 出版年月 当館請求記号

地理×文化×雑学で今が見える世界の国々
かみゆ歴史編集部 編 , 朝日新聞出版

編著
朝日新聞出版 2019.9 GA91-M5

データブック・オブ・ザ・ワールド 31:2019 二宮書店 [編] 二宮書店 2019.1 Z41-5933

図説世界の地誌 改訂版 辰己勝, 辰己眞知子 著 古今書院 2016.3 GA91-L74

なるほど知図帳世界 2019 昭文社 2018.12 G72-L38

一冊でわかる日本地図・世界地図 [2017] 成美堂出版編集部 編 成美堂出版 2017.3 G67-L27

GLOBAL MAPPLE世界地図帳 昭文社 2014 G72-L12

※アジアの国・地域の資料は、アジア情報室にあります。（国・地域名五十音順）

受入れ国・地域 ホストタウン 開架場所

ウズベキスタン 舞鶴市 棚37b/ウズベキスタン

エジプト 天理市・奈良県 棚37a/エジプト

カザフスタン 橿原市・奈良県 棚37b/カザフスタン

韓国
京丹後市

明石市
棚30b、棚31a、棚31b

シンガポール
滋賀県・甲賀市

大和郡山市・奈良県
棚35b/シンガポール

台湾

熊野市

貝塚市

明石市

棚33b

トルコ

守山市・滋賀県

和歌山県・串本町・那智

勝浦町

棚37a/トルコ

ネパール
神戸市

三木市
棚36a/ネパール

香港 大和郡山市・奈良県 棚33b

モンゴル 泉佐野市 棚35a

ラオス 伊勢市 棚35b/ラオス

首相官邸ホームページ「ホストタウン一覧（2019年12月27日）」参照

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tokyo2020_suishin_honbu/hosttown_suisin/gaiyou_dai1.html（2020年1月7日閲覧）

資料の種類

各国事情

地図帳

バハマ 丹波篠山市

ロシア 池田市

ブラジル 加古川市

フランス

池田市

兵庫県・姫路市

兵庫県・三木市

神戸市

豊岡市

香美町

天理市・奈良県
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