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アメリカ文化事典
アメリカ学会 編 

A5判・952頁  定価（本体20,000円＋税）
ISBN978-4-621-30214-9

アメリカ文化事典
激動の社会・文化の底流をつかむ

アメリカ学会 編 A5判・952頁  定価（本体20,000円+税）
ISBN978-4-621-30214-9

丸善出版
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増井 志津代（上智大学）
森　聡（法政大学）
森本 あんり（国際基督教大学）
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松本 悠子（中央大学）

編集幹事 （五十音順）
生井 英考（立教大学）
遠藤 泰生（東京大学）
久保 文明（東京大学）
小檜山 ルイ（東京女子大学）
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アメリカ文化事典アメリカ学会 編
A5判・952頁  定価（本体20,000円+税）ISBN978-4-621-30214-9

●国内外で活躍する研究者や実務家301名による新鮮な書下ろし。
●アメリカ大陸入植から現代までの激動の歴史を20章376項目に凝縮。
●ワンテーマ見開き（2または4頁）完結でどこからでも興味深く読める。
●最新の研究動向を反映し、アメリカの多彩な側面をわかりやすく解説。
●文化芸術から思想、習慣、政治経済まで、さまざまな人間の営みを網羅。

北欧文化事典
北欧文化協会、バルト＝スカンディナヴィア研究会、
北欧建築・デザイン協会 編
A5判・696頁
定価（本体20,000円＋税）
ISBN978-4-621-30171-5

中国文化事典
中国文化事典編集委員会 編
竹田 晃 編集委員長   
大木 康 編集幹事
A5判・808頁
定価（本体20,000円＋税）
ISBN978-4-621-30117-3

日本文化事典
神崎 宣武・白幡 洋三郎・井上 章一 編
A5判・814頁
定価（本体20,000円＋税）
ISBN978-4-621-08979-8

イギリス文化事典
イギリス文化事典編集委員会 編
川成 洋 編集委員長
A5判・946頁
定価（本体20,000円＋税）
ISBN978-4-621-08864-7

フランス文化事典
田村 毅・塩川 徹也・西本 晃二・鈴木 雅生 編
A5判・798頁
定価（本体20,000円＋税）
ISBN978-4-621-08522-6

イタリア文化事典
公益財団法人 日伊協会 監修
イタリア文化事典編集委員会 編
西本 晃二 編集委員長
A5判・934頁
定価（本体20,000円＋税）
ISBN978-4-621-08429-8

スペイン文化事典
川成 洋・坂東 省次 編
セルバンテス文化センター東京 編集協力
A5判・922頁
定価（本体20,000円＋税）
ISBN978-4-621-08300-0

関連図書紹介



刊行にあたって（一部抜粋）

【1章 地理・自然】　海洋／地域／気候・地形／天然資源／村落／都市／エ
スニック空間／郊外／サンベルト／資源保全と自然保護／環境保護／公有地
問題／気候変動／自然災害／グリーン・ニューディール／国立公園／有害物質
と対策／エコツーリズム／動物／［コラム］フロンティア

【2章 政治】　連邦憲法と連邦制度／市民権／選挙権／大統領選挙／二大
政党制／スピーチ・演説／公務員制度／女性と現代政治／メディアと選挙／政治
献金／ロビイスト／市民社会／シンクタンク／小さな政府／保守とリベラル／宗教保
守／ポピュリズム／グローバリゼーション／非合法滞在者／貧困と福祉／［コラム］
ファーストファミリー

【3章 経済・産業】　ビッグビジネス／中小企業とハイテクベンチャー／企業家
精神／労働運動／農業大国／自由貿易体制／多国籍企業／国際（経済）援助／
インターネット経済／ファッションビジネス／交通インフラ／財政政策／連邦準
備制度理事会／国際通貨ドル／金融危機／借金体質／エネルギー多消費社
会／ゆたかな社会から格差社会へ／オバマケア／［コラム］消費者としてのラ
ティーノ

【4章 法と秩序】　合衆国憲法と立憲主義／権力分立／選挙制度／裁判
所制度と連邦最高裁／法律家の重要性／宗教と憲法／表現の自由／法の下
の平等／刑事裁判／陪審／刑罰と死刑／警察／犯罪と治安／銃社会と銃
規制／訴訟社会／企業活動の規制／労働者保護／［コラム］アメリカ法と日
本法

【5章 民族・人種】　国民／センサス／人種／混血といわれる人 ／々レイシズム／
人種と貧困／エスニシティ／移民／インディアン／アフリカ系／アジア系／ヒスパ
ニック・ラティーノ／ユダヤ系／イスラム系／自由の女神／クー・クラックス・クラン／
公民権運動／アイデンティティ・ポリティクス／ネイティヴィズム／ヘイトクライム／
［コラム］レイシャル・プロファイリング

【6章 宗教】　ピューリタニズム／信仰復興運動／福音派／政教分離／市民
宗教／カトリック教会／新興キリスト教諸派／モルモン教／ニューエイジ,スピリ
チュアル／ファンダメンタリズム（原理主義／根本主義）／メガチャーチ／信教の自
由／伝道／世俗化／キリスト教神学者／プロテスタント諸教派／アフリカ系アメ
リカ人教会／解放の神学／ユダヤ教／仏教と禅／［コラム］感謝祭

【7章 社会思潮】　自発的結社／超絶主義／プラグマティズム／反知性主義／
多文化主義／例外主義／ナショナリズム／建国神話／リベラリズム（自由主義）／
正義論とコミュニタリアニズム／デモクラシー／個人主義／消費主義／対抗文
化／社会主義・共産主義／平和主義／フィランソロピー／生と死／エリーティズ
ム／保守主義／［コラム］記憶と記念碑

【8章 科学技術】　NASA／科学者と核問題／遺伝子工学／生殖医療／イン
ターネット／エレクトロニクス／研究開発／自動車／電気／鉄道／航空産業／発
明／博物館／アインシュタイン／ビッグサイエンス／ NIH（国立衛生研究所）／
製薬／ケアとキュア／［コラム］標準化

【9章 ジャーナリズム】　新聞の今日まで／新聞産業／放送の今日まで／放
送業界／雑誌文化／広告産業とPR会社／世論調査とメディア／戦争報道／
調査報道／メディア規制と自由／政治報道と分極化／トークショーと政治／政
治ニュースサイト／ソーシャルメディアの政治力／ NPOメディア／映像ジャーナリ
ズム／リークと報道操作／誤報と捏造／ニュースメディアの変革／コラムニスト／
［コラム］ゴシップ雑誌

【10章 教育】　教育委員会／公立学校と私立学校／学校における人種統合／
教育評価／セサミ・ストリート／ホームスクール／インクルーシブ教育／バイリンガ
ル教育／ ESL（第二言語としての英語）／多文化教育／ LGBTの学生支援／ア
クティブラーニング／大学／教育格差／アファーマティブアクション／ MOOC／
軍事と教育／教員養成・教員政策／［コラム］ゼロ・トレランス

【11章 ジェンダー】　女らしさ・男らしさ／フェミニズム／女性学／LGBT／クィ
ア／身体へのまなざし／家庭／婚姻／産児制限／女性の政治文化／大統領夫
人 ／女性リーダー／福祉国家とジェンダー／戦争と女性／労働とジェンダー／性
産業／性暴力・性犯罪／［コラム］ジェンダーとサブカルチャー／ HIVエイズ／ヒラ
リー・クリントン

【12章 生活】　家族／アメリカンホーム／食文化／肥満／オーガニック・ライフ
スタイル／高齢者／医者と病院／麻薬／ホームレス／移動と交通／車社会／
ショッピングモール／ファッション／ペット／若者文化／デート文化／SNS／祝日・
祭日／観光／［コラム］大学生生活

【13章 アート】　アメリカ文化としての芸術／国民的巨匠たち／アメリカ芸
術のアメリカ性／美術教育／美術を動かす力／美術館の構築／前衛美術と
フィランソロピー／国家と芸術／抽象表現主義／アメリカ美術の越境性／
ポップアートとポピュラーカルチャー／マイノリティとアート／写真／アメリカ
建築とプラグマティズム／展示される建築／商品としての建築・アイコンとし
ての建築／インダストリアルデザイン／情報と美術（コンセプチュアル・アー
ト）／メディア・アート／［コラム］MoMA（ニューヨーク近代美術館）

【14章 文学】　小説／詩／戯曲／先住民の文学／黒人文学／エスニック文学／
文学と女性／ LGBTの文学／南部文学／ゴシック性／環境文学／ロード・ナラ
ティブ／ハリウッドと文学／ SF文学／戦争文学／文学と笑い／文学とエロス／児
童文学／貧困と文学／アメリカ文学と世界文学／アメリカ文学の翻訳／［コラム］
読者・創作コミュニティ

【目　次】

　本事典は、アメリカ合衆国（以後、アメリカ）を研究対象とするさまざまな学問領域の研究者が、最新の研究動向を反映しながらアメリ

カの多様な側面をわかりやすく解説し、アメリカを立体的に紹介することを目的とした事典である。文化事典であるが、いわゆる文化芸術

や思想、文学などに対象を限定していない。本事典では、生活習慣から政治経済まで、人間の営みの多様な側面を広義の文化として定義

し、20の章、370以上の項目を網羅した。その中で、各項目につけたクロスリファレンスのマーク（☞）が示すように、政治経済や軍事外交

といわゆる文化芸術や生活は密接に関わっていることが、改めて明らかになったのである。

　いざアメリカ社会やアメリカ人を理解しようとすると、実はなかなか難しい。広い国土のため地域による違いが大きく、人口を構成する人

種民族も多様である。人は、訪れた地域や巡り合った人によってまったく異なるアメリカの印象を持つことになるのである。さらに、アメリカ

社会の在り方も、知れば知るほど疑問が湧いてくる。民主主義や自由を国是としている国において、公民権運動後半世紀経っても、どうし

て人種主義が根強いのか。豊かな国であると誇示するにもかかわらず、なぜ貧富の格差は拡大しているのか。信仰の自由を謳いながら、

なぜ大統領は聖書に手を置いて宣誓するのか。一見矛盾しているように見える事象にも、アメリカ独自の論理や考え方がある。本事典で

は、アメリカの抱える問題をも直視し、等身大のアメリカを考えるきっかけとなる情報を提供したいと考えている。

　なお、本事典はアメリカ学会が、年次大会を始めて50年の節目にあたる記念事業の一つとして編集したものである。本学会の使命は、

研究交流とともに研究成果の一般社会への発信である。本事典を手に取られた方が「知らなかったアメリカ」や「意外なアメリカ」を発見

していただければ、望外の喜びである。

編集委員長  松本 悠子

【15章 スポーツ・娯楽】　アメリカンスポーツ／三大プロスポーツ／サッカー／
カレッジスポーツ／マイノリティとスポーツ／スポーツ産業／スポーツメディア／ス
ポーツとナショナリズム／暴力と薬物／スポーツ・ツーリズム／アメリカン・コミック
ス／アンダーグラウンド・コミックス／キャラクター産業／アウトドア／サーカス／
テーマパーク／芸能人・芸能界／リアリティショー／カジノ／［コラム］エクストリー
ムスポーツ

【16章 映画と映画産業】　映画の黎明／ハリウッドの成立／ハリウッドの繁栄
と衰退／ニューハリウッドとブロックバスター映画／グローバル・ハリウッドとデジタ
ルメディア／スターシステム／検閲／ブラックリスト／映画と政府／アフリカ系アメ
リカ人とハリウッド／ハリウッドとアジア／ハリウッドとラテンアメリカ／女性とアメリカ
映画／ドキュメンタリー／実験映画／映画館／映画技術の過去・現在・未来／
ハリウッドとTV／ホームビデオ／アニメーション／［コラム］アカデミー賞

【17章 音楽・舞台】　ショー・ビジネス／ミンストレルショー／ヴォードヴィル／
クラシック／ミュージカル／音楽産業と著作権／ジャズ／モダンダンス／実験音
楽／パフォーマンスアート／リージョナルシアター／音楽教育／音楽とエスニシ
ティ／フォーク・ミュージック／ゴスペルとブルース／カントリー音楽／ポップ・ダン
シング／サウンド革新／ロック／ヒップホップ／グラミー賞とトップ40／［コラム］多
文化主義とパフォーミングアーツ

【18章 軍事】　戦略文化／大統領と軍隊／軍隊の構造／世界大戦と社会／
核戦略／限定戦争／反戦運動／軍備管理・軍縮外交／対テロ戦争／サイバース
ペース／軍事技術の革新／軍人と社会／戦争と映画／［コラム］戦争と音楽／武
器輸出／特殊部隊

【19章 世界とアメリカ】　アメリカ外交における価値とイデオロギー／力の外
交論／孤立主義の系譜／人権外交／リアリズムの外交／新保守主義／国際主
義と反国際主義／アメリカと国際連合／アメリカ外交と同盟／国際経済秩序と
通商外交／アメリカと中国／アメリカと世界各地域／外交官・国務省・NSC／文
化外交・文化摩擦／宗教と外交／アメリカ外交と広報／世界における親米と反
米／［コラム］外交比較／バラク・オバマ／ドナルド・トランプ

【20章 アメリカと日本】　黒船／留学／キリスト教と日本／日系移民／教育・
知的交流／財界／太平洋戦争／沖縄／米軍基地／戦争の記憶／日米安全保障
条約／経済摩擦／議員交流／日米野球／相互イメージ／戦後日本の反米と親
米／クールジャパン／近年の日米関係／［コラム］TPP（環太平洋経済連携協定）


