
小中学生向け図書一覧

書名 副書名 著者名 叢書名 内容 出版者

はじめてであう世界の名詩　　１～１０ 桜井 信夫∥編著 あすなろ書房

はじめてであう絵画の本　　　1～16 みつじ まちこ∥訳 あすなろ書房

アジアを考える本　　　　　　1～７ 近くて遠い国 岩崎書店

世界どうぶつ家族　　　1～１０ 写真でみる 田中 光常∥文・写真 岩崎書店

レオナルド・ダ・ヴィンチ 鳥に話しかけた画家 Ｙ・パンギーリ∥文 名画の秘密をさぐる かんたんな年譜：巻末 岩崎書店

ペーター・ブリューゲル さかさまの世界を描いた画家 Ｃ・ルシャ∥絵 名画の秘密をさぐる 岩崎書店

ルソー 夢のなかの旅 Ｃ・ロラン∥文 名画の秘密をさぐる かんたんな年譜：巻末 岩崎書店

ファン・ゴッホ 火の玉の太陽にこがれて Ｃ・ルシャ∥絵 名画の秘密をさぐる かんたんな年譜：巻末 岩崎書店

ゴーギャン 南の国にひかれた画家 Ｍ・ピエール∥文 名画の秘密をさぐる かんたんな年譜：巻末 岩崎書店

マチス 線と形の画家 Ｂ・テュレ∥絵 名画の秘密をさぐる かんたんな年譜：巻末 岩崎書店

ピカソ 立体派の巨匠 Ｖ・アントワーヌ∥文 名画の秘密をさぐる かんたんな年譜：巻末 岩崎書店

シャガール ぼくの大すきなロシアの町 Ｊ・ルメイ∥文 名画の秘密をさぐる かんたんな年譜：巻末 岩崎書店

世界を救う国際組織　　1～５ 年表・国際連合の歴史と世界の出来事：ｐ１０４ 偕成社

世界を救う国際組織 年表・ＵＮＨＣＲの歴史と世界の出来事：ｐ９２ 偕成社

世界を救う国際組織 年表・国際赤十字の歴史と世界の出来事：ｐ１００偕成社

世界を救う国際組織 年表・アムネスティの歴史と世界の出来事：ｐ１００偕成社

世界を救う国際組織 年表・世界自然保護基金（ＷＷＦ）の歴史と世界の出来事：ｐ１０４偕成社

世界の子どもたち　　　1～３５ 偕成社

伝記世界を変えた人々　　1～２０ 偕成社

伝記世界を変えた人々 キング牧師の年譜：ｐ１８３～１８７ 偕成社

伝記世界を変えた人々 マザー・テレサの年譜：ｐ１７８～１８４ 偕成社

伝記世界を変えた人々 ツツ大主教の年譜とアパルトヘイトの歴史：ｐ１６５～１７４偕成社

伝記世界を変えた人々 ナイチンゲールの年譜：ｐ１７４～１８０ 偕成社

伝記世界を変えた人々 ワレンバーグの年譜：ｐ１８９～１９５ 偕成社

伝記世界を変えた人々 シュヴァイツァーの年譜：ｐ１７６～１８０ 偕成社

伝記世界を変えた人々 ブライユの年譜とフランスの盲人教育の歴史：ｐ１７４～１７８偕成社

伝記世界を変えた人々 ガンジーの年譜：ｐ１５９～１６８ 偕成社

伝記世界を変えた人々 パストゥールの年譜：ｐ１８７～１９２ 偕成社

伝記世界を変えた人々 ピーター・スコットの年譜：ｐ１７１～１７８ 偕成社

伝記世界を変えた人々 チャップリンの年譜：ｐ１９７～２０２ 偕成社

伝記世界を変えた人々 ダーウィンの年譜：ｐ１７９～１８２ 偕成社

伝記世界を変えた人々 ヘレン・ケラーの年譜：ｐ１７５～１７８ 偕成社

伝記世界を変えた人々 グーテンベルクの年譜と印刷の歴史：ｐ１６２～１６５偕成社

伝記世界を変えた人々 エイブラハム・リンカンの年譜：ｐ１７３～１７７偕成社

伝記世界を変えた人々 ガリレオ・ガリレイの年譜：ｐ１７０～１７４ 偕成社

伝記世界を変えた人々 エリノア・ルーズベルトの年譜：ｐ１８９～１９２偕成社

伝記世界を変えた人々 アインシュタインの年譜：ｐ１６６～１７１ 偕成社

伝記世界を変えた人々 夏目漱石の年譜：ｐ２１０～２１８ 偕成社

ミシシッピ川 ニナ・モーガン∥著 川の地理図鑑－人びとのくらしと自然－ 偕成社

アマゾン川 ジュリア・ウォーターロー∥著 川の地理図鑑－人びとのくらしと自然－ 偕成社

黄河 ジュリア・ウォーターロー∥著 川の地理図鑑－人びとのくらしと自然－ 偕成社

ガンジス川 デイビッド・カミング∥著 川の地理図鑑－人びとのくらしと自然－ 偕成社

ナイル川 ジュリア・ウォーターロー∥著 川の地理図鑑－人びとのくらしと自然－ 偕成社

ボルガ川 デイビッド・カミング∥著 川の地理図鑑－人びとのくらしと自然－ 偕成社

ライン川 マーク・スモーリー∥著 川の地理図鑑－人びとのくらしと自然－ 偕成社

ドナウ川 デイビッド・カミング∥著 川の地理図鑑－人びとのくらしと自然－ 偕成社

チンパンジー ジェーン・グドール∥著 大自然の動物ファミリー くもん出版

アフリカゾウ オリア・ダグラス‐ハミルトン∥著 大自然の動物ファミリー くもん出版

ライオン アンゲリカ・ホーファー∥著 大自然の動物ファミリー くもん出版

ヒョウ ジョナサン・スコット∥著 大自然の動物ファミリー くもん出版

ホッキョクグマ シュビレ・カラス∥著 大自然の動物ファミリー くもん出版

ビーバー クラウス・カラス∥著 大自然の動物ファミリー くもん出版

ヒゲペンギン シュビレ・カラス∥著 大自然の動物ファミリー くもん出版

ハイイロガン シュビレ・カラス∥著 大自然の動物ファミリー くもん出版

みんなで守ろう世界の文化・自然遺産　1～7 学研

絵で見るスキット英会話　　1～5 坂巻 潤子∥構成・英文 学研

目で見る世界の国々　　1～70 国土社

四つの署名 コナン・ドイル∥原作 世界の名作全集 国土社

クリスマス・キャロル チャールズ・ディケンズ∥原作 世界の名作全集 国土社

宝島 ロバート・ルイス・スチーブンソン∥原作世界の名作全集 国土社

ふしぎの国のアリス ルイス・キャロル∥原作 世界の名作全集 国土社

よい子連盟 イーディス・ネズビット∥原作 世界の名作全集 国土社

トム・ソーヤーの冒険 マーク・トウェイン∥原作 世界の名作全集 国土社

オズの魔法使い ライマン・フランク・ボーム∥原作 世界の名作全集 国土社

小公子 フランシス・エリザ・バーネット∥原作世界の名作全集 国土社

赤毛のアン ルーシー・モード・モンゴメリー∥原作世界の名作全集 国土社

故郷の人びと ルイザ・メイ・オルコット∥原作 世界の名作全集 国土社

グリム童話集 ウィルヘルム・グリム∥原作 世界の名作全集 国土社

みつばちマーヤの冒険 ワルデマル・ボンゼルス∥原作 世界の名作全集 国土社

飛ぶ教室 エーリヒ・ケストナー∥原作 世界の名作全集 国土社

アルプスの少女 ヨハンナ・スピリ∥原作 世界の名作全集 国土社

愛の一家 アグネス・ザッパー∥原作 世界の名作全集 国土社

風車小屋だより アルフォンス・ドーデ∥原作 世界の名作全集 国土社

レ・ミゼラブル ヴィクトール・ユゴー∥原作 世界の名作全集 国土社

にんじん ジュール・ルナール∥原作 世界の名作全集 国土社

家なき子 エクトール・マロ∥原作 世界の名作全集 国土社

アンデルセン童話集 ハンス・クリスチャン・アンデルセン∥原作世界の名作全集 国土社

ノンニとマンニの冒険 ヨーン・スウェンソン∥原作 世界の名作全集 国土社

あくたれジャンの日記 ヴァンバ∥原作 世界の名作全集 国土社

裁くものは フェルナン・カバリェーロ∥原作 世界の名作全集 国土社

幼年時代 レフ・トルストイ∥原作 世界の名作全集 国土社

ビーチャといたずら友だち ニコラエ・ニコラーエビッチ・ノーソフ∥原作世界の名作全集 国土社

冬のかしの木 ユーリイ・ナギービン∥原作 世界の名作全集 国土社

史記 司馬 遷∥原作 世界の名作全集 国土社



書名 副書名 著者名 叢書名 内容 出版者

聖書物語 バン・ルーン∥原作 世界の名作全集 国土社

イソップ寓話集 イソップ∥原作 世界の名作全集 国土社

アラビアン・ナイト かの りゅう∥編訳 世界の名作全集 国土社

いっぽんの鉛筆のむこうに 坂井 信彦∥ほか写真 たくさんのふしぎ傑作集 福音館書店

草や木のまじゅつ 山崎 青樹∥文・絵 たくさんのふしぎ傑作集 福音館書店

ことばをおぼえたチンパンジー 松沢 哲郎∥文 たくさんのふしぎ傑作集 福音館書店

バッタのオリンピック 宮武 頼夫∥文 たくさんのふしぎ傑作集 福音館書店

夢ってなんだろう 杉浦 範茂∥絵 たくさんのふしぎ傑作集 福音館書店

おしっこの研究 柳生 弦一郎∥さく たくさんのふしぎ傑作集 福音館書店

さかさまさかさ タイガー立石∥絵 たくさんのふしぎ傑作集 福音館書店

鬼が出た 梶山 俊夫∥ほか絵 たくさんのふしぎ傑作集 福音館書店

どうくつをたんけんする 堀内 誠一∥さく たくさんのふしぎ傑作集 福音館書店

アラスカたんけん記 星野 道夫∥文・写真 たくさんのふしぎ傑作集 福音館書店

はてなし世界の入口 タイガー立石∥絵 たくさんのふしぎ傑作集 福音館書店

２本足と４本足 Ｕ．Ｇ．サトー∥絵 たくさんのふしぎ傑作集 福音館書店

外国の小学校 斎藤 次郎∥文 たくさんのふしぎ傑作集 福音館書店

言葉はひろがる 佐々木 マキ∥絵 たくさんのふしぎ傑作集 福音館書店

ナイル川とエジプト 赤地 経夫∥文・写真 たくさんのふしぎ傑作集 福音館書店

絵ときゾウの時間とネズミの時間 あべ 弘士∥絵 たくさんのふしぎ傑作集 福音館書店

ノラネコの研究 伊沢 雅子∥文 たくさんのふしぎ傑作集 福音館書店

飛びたかった人たち 佐々木 マキ∥作 たくさんのふしぎ傑作集 福音館書店

アナログ？デジタル？ピンポーン！ タイガー立石∥絵 たくさんのふしぎ傑作集 福音館書店

かぼちゃ人類学入門 川原田 徹∥さく たくさんのふしぎ傑作集 福音館書店

アイヌネノアンアイヌ 萱野 茂∥文 たくさんのふしぎ傑作集 福音館書店

ズボンとスカート 松本 敏子∥文・写真 たくさんのふしぎ傑作集 福音館書店

星空はタイムマシン たむら しげる∥絵 たくさんのふしぎ傑作集 福音館書店

本のれきし５０００年 辻村 益朗∥作 たくさんのふしぎ傑作集 福音館書店

スイス鉄道ものがたり 宮脇 俊三∥文 たくさんのふしぎ傑作集 福音館書店

粉がつくった世界 三輪 茂雄∥文 たくさんのふしぎ傑作集 福音館書店

今森光彦世界昆虫記 今森 光彦∥著 福音館書店

今森光彦昆虫記 今森 光彦∥著 福音館書店

植物記 埴 沙萠∥著 福音館書店

海中記 小林 安雅∥著 福音館書店

日本のお話１００ 有名な昔話・各地の昔話 やすい すえこ∥文 フレーベル館

世界のお話１００ アンデルセン・イソップ童話他 やすい すえこ∥文 フレーベル館

世界のお話１００ やすい すえこ∥文 フレーベル館

世界の伝記 年表〈ヘレン・ケラー〉：ｐ１０８～１１１ 小学館

世界の伝記 年表〈ファーブル〉：ｐ１０８～１１１ 小学館

世界の伝記 年表〈エジソン〉：ｐ１０８～１１１ 小学館

世界の伝記 年表〈モーツァルト〉：ｐ１０８～１１１ 小学館

世界の伝記 年表〈キュリー夫人〉：ｐ１０８～１１１ 小学館

世界の伝記 年表〈ライト兄弟〉：ｐ１０８～１１１ 小学館

世界の伝記 年表〈ガリレオ〉：ｐ１０８～１１１ 小学館

世界の伝記 年表〈ナイチンゲール〉：ｐ１０８～１１１ 小学館

世界の伝記 年表〈コロンブス〉：ｐ１０８～１１１ 小学館

世界の伝記 年表〈ベートーベン〉：ｐ１０８～１１１ 小学館

世界の伝記 年表〈リンカーン〉：ｐ１０８～１１１ 小学館

世界の伝記 年表〈アンネ・フランク〉：ｐ１０８～１１１ 小学館

国際理解教育にやくだついろんな国・いろんなことば 　1～６ ポプラ社

世界各地のくらし　1～20 ポプラ社

世界の先住民　1～10 いまはわたしの国といえない 柏木 里美∥訳 リブリオ出版

科学史のヒーローたち 平見 修二∥著 チコ・ブラーエの年譜：ｐ６２～６３ リブリオ出版

科学史のヒーローたち 平見 修二∥著 ガリレオ・ガリレイの年譜：ｐ６２～６３ リブリオ出版

科学史のヒーローたち 平見 修二∥著 ウィリアム・ハーベイの年譜：ｐ６２～６３ リブリオ出版

科学史のヒーローたち 平見 修二∥著 ジェームズ・ワットの年譜：ｐ６２～６３ リブリオ出版

科学史のヒーローたち 平見 修二∥著 チャールズ・ダーウィンの年譜：ｐ６２～６３ リブリオ出版

科学史のヒーローたち 平見 修二∥著 ルイ・パスツールの年譜：ｐ６２～６３ リブリオ出版

科学史のヒーローたち 平見 修二∥著 コロンブスの年譜：ｐ６２～６３ リブリオ出版

科学史のヒーローたち 平見 修二∥著 マゼランの年譜：ｐ６２～６３ リブリオ出版

科学史のヒーローたち 平見 修二∥著 ライト兄弟の年譜：ｐ６２～６３ リブリオ出版

科学史のヒーローたち 平見 修二∥著 アルフレッド・ウェゲナーの年譜：ｐ６２～６３ リブリオ出版

シリーズ国連　1～６ リブリオ出版

アトラス地球百科　1～4 リブリオ出版

シリーズ世界の食生活　1～12 横山 美智子∥訳 リブリオ出版

われら地球大家族　13～24 リブリオ出版

先住民族シリーズ　1～12 リブリオ出版

シリーズ世界の宗教　1～６ 河津 千代∥訳 リブリオ出版

チャイコフスキー クリンへ帰る旅人 ひの まどか∥著 作曲家の物語シリーズ リブリオ出版

バッハ 忘れられていた巨人 ひの まどか∥著 作曲家の物語シリーズ リブリオ出版

ベートーヴェン 運命は扉をたたく ひの まどか∥著 作曲家の物語シリーズ リブリオ出版

ドヴォルジャーク わが祖国チェコの大地よ 黒沼 ユリ子∥著 作曲家の物語シリーズ リブリオ出版

シューベルト 孤独な放浪者 ひの まどか∥著 作曲家の物語シリーズ リブリオ出版

ワーグナー バイロイトの長い坂道 ひの まどか∥著 作曲家の物語シリーズ リブリオ出版

ブラームス 人はみな草のごとく ひの まどか∥著 作曲家の物語シリーズ リブリオ出版

バルトーク 歌のなる木と亡命の日々 ひの まどか∥著 作曲家の物語シリーズ リブリオ出版

ヴェルディ 太陽のアリア ひの まどか∥著 作曲家の物語シリーズ リブリオ出版

モーツァルト 美しき光と影 ひの まどか∥著 作曲家の物語シリーズ リブリオ出版

世界の大遺跡　1～13 年表：ｐ１７２～１７３ 文献：ｐ１７４ 講談社

世界の大遺跡 年表：ｐ１７２～１７３ 文献：ｐ１７４ 講談社

世界の大遺跡 年表：ｐ１７２～１７３ 文献：ｐ１７４ 講談社

世界の大遺跡 西アジア史年表：ｐ１７３ 文献：ｐ１７４ 講談社

世界の大遺跡 ギリシア史年表：ｐ１７２～１７３ 文献：ｐ１７４講談社

世界の大遺跡 年表：ｐ１７２～１７３ 文献：ｐ１７４ 講談社

世界の大遺跡 シルクロードの歴史年表：ｐ１７２～１７３　文献：ｐ１７４講談社

世界の大遺跡 年表：ｐ１７２～１７３ 文献：ｐ１７４ 講談社



書名 副書名 著者名 叢書名 内容 出版者

世界の大遺跡 年表：ｐ１７０～１７３ 文献：ｐ１７４ 講談社

世界の大遺跡 年表・文献 椎橋宗利編：ｐ１７２～１７４ 講談社

世界の大遺跡 年表：ｐ１７２～１７３ 文献：巻末 講談社

世界の大遺跡 年表：ｐ１７２～１７３ 文献：巻末 講談社

世界の大遺跡 年表：ｐ１７２～１７３ 文献：ｐ１７４ 講談社

２１世紀こども地図館 Ｗｏｒｌｄ ｗａｔｃｈ 小学館

２１世紀こども人物館 小学館

２１世紀こども百科大図解 小学館

２１世紀こども百科 Ｗｏｒｌｄ ｗａｔｃｈ 小学館

はじめましてにほんちず 高木 幸子∥著 平凡社

はじめましてせかいちず 高木 幸子∥著 平凡社

ボロディン，ムソルグスキー，リムスキー＝コルサコフ嵐の時代をのりこえた「力強い仲間」 ひの まどか∥著 作曲家の物語シリーズ リブリオ出版

シベリウス アイノラ荘の音楽大使 ひの まどか∥著 作曲家の物語シリーズ リブリオ出版

ジュニア地図帳（アトラス） こども世界の旅 花沢 真一郎∥イラスト 平凡社

ジュニア地図帳（アトラス） こども日本の旅 花沢 真一郎∥イラスト 平凡社

ジュニア地図帳（アトラス） こども歴史の旅 高木 実∥構成 文 平凡社

国際交流につくした日本人　1～８ くもん出版

たのしいこっき 塚本 馨三∥構成・イラスト 平凡社

世界のくにぐにと国旗がわかる絵本 平凡社

熱帯探険図鑑　1～５ 松岡 達英∥原案・絵 偕成社

カナダのむかし話 金のつののシカほか 高村 博正∥編訳 大人と子どものための世界のむかし話 偕成社

アラブのむかし話 レモンの花よめほか 康 君子∥編訳 大人と子どものための世界のむかし話 偕成社

イランのむかし話 マレク＝モハンマドの冒険ほか 井本 英一∥編訳 大人と子どものための世界のむかし話 偕成社

インドネシアのむかし話 木の上のたまご姫ほか 松野 明久∥編訳 大人と子どものための世界のむかし話 偕成社

インドのむかし話 天にのぼるベールの木ほか 坂田 貞二∥編訳 大人と子どものための世界のむかし話 偕成社

韓国のむかし話 おどりをおどるトラほか 崔 仁鶴∥編訳 大人と子どものための世界のむかし話 偕成社

タイのむかし話 ストン王子とマノーラー姫ほか 吉川 利治∥編訳 大人と子どものための世界のむかし話 偕成社

ビルマ（ミャンマー）のむかし話 竜のたまごほか 大野 徹∥編訳 大人と子どものための世界のむかし話 偕成社

ベトナムのむかし話 貉竜君と嫗姫ほか 富田 健次∥編訳 大人と子どものための世界のむかし話 偕成社

ポリネシア・メラネシアのむかし話 海の少女ヒナほか ダイクストラ 好子∥編訳 大人と子どものための世界のむかし話 偕成社

モロッコのむかし話 愛のカフタンほか さくま ゆみこ∥訳 大人と子どものための世界のむかし話 偕成社

ユダヤのむかし話 ソロモンのちえほか 高階 美行∥編訳 大人と子どものための世界のむかし話 偕成社

フランスのむかし話 ゆうかんなリヨンほか 長野 晃子∥編訳 大人と子どものための世界のむかし話 偕成社

スペインのむかし話 真実の鳥ほか 三原 幸久∥編訳 大人と子どものための世界のむかし話 偕成社

ソビエトのむかし話 イワンのでたらめ話ほか 田中 泰子∥編訳 大人と子どものための世界のむかし話 偕成社

タンザニアのむかし話 ザンジバル島につたわる話 宮本 正興∥編訳 大人と子どものための世界のむかし話 偕成社

ペルー・ボリビアのむかし話 インカにつたわる話 加藤 隆浩∥編訳 大人と子どものための世界のむかし話 偕成社

なぞのアンコール・ワット ロバート・Ｊ・ケーシー∥作 少年少女世界の大探検 あかね書房

ピラミッドの秘密 ハワード・カーター∥作 少年少女世界の大探検 あかね書房

なぞのインカ帝国 ベルトラン・フロルノワ∥作 少年少女世界の大探検 あかね書房

さばくに消えた古代王国 スウェン・ヘディン∥作 少年少女世界の大探検 あかね書房

アルプスの巨峰にいどむ エドワード・ウィンパー∥作 少年少女世界の大探検 あかね書房

秘境アフリカ探検 ディビッド・リビングストン∥作 少年少女世界の大探検 あかね書房

原始林にねむるマヤ文明のなぞ ジョン・ロイド・スティーヴンズ∥作 少年少女世界の大探検 あかね書房

悲劇の南極探検 チェリー・ガラード∥作 あかね書房

世界の祭りと子ども　1～８ 西田 敬∥写真・文 大日本図書

ビーグル号航海記 チャールズ・ダーウィン∥作 少年少女世界の大探検 あかね書房

Ａｌｆａ‐Ｒｏｍｅｏ いのうえ こーいち∥著 ヨーロッパの名車 保育社

Ｃｉｔｒｏёｎ いのうえ こーいち∥著 ヨーロッパの名車 保育社

Ｊａｇｕａｒ いのうえ こーいち∥著 ヨーロッパの名車 保育社

ＢＭＷ いのうえ こーいち∥著 ヨーロッパの名車 保育社

Ｆｅｒｒａｒｉ いのうえ こーいち∥著 ヨーロッパの名車 保育社

Ｖｏｌｋｓｗａｇｅｎ いのうえ こーいち∥著 ヨーロッパの名車 保育社

Ｐｏｒｓｃｈｅ いのうえ こーいち∥著 ヨーロッパの名車 保育社

Ｖｏｌｖｏ いのうえ こーいち∥著 ヨーロッパの名車 保育社

Ｍｅｒｃｅｄｅｓ‐Ｂｅｎｚ いのうえ こーいち∥著 ヨーロッパの名車 保育社

気球探検二万メートル アラン・ホーナー∥作 少年少女世界の大探検 あかね書房

アメリカのむかし話 マックとご主人のさいごの審判ほか 藤井 健夫∥編訳 大人と子どものための世界のむかし話 偕成社

フィンランド・ノルウェーのむかし話 森の神タピオほか 坂井 玲子∥編訳 大人と子どものための世界のむかし話 偕成社

黄金の大仮面とおどるガイコツ アンデス文明を書きかえる日本人考古学者島田泉こさか しげる∥画 学研のノンフィクション 学研

さんちゃんのピラミッド 古代エジプトに夢をかけた考古学者 吉村 作治∥著 学研のノンフィクション 古代エジプト史年表：ｐ１３０～１３１ 学研

そしてぼくだけが生き残った あるカンボジア難民の証言 チア・サンピアラ∥文 学研のノンフィクション 学研

リヤカーマンアフリカを行く 歩いてアフリカ大陸横断１１０００キロの大冒険永瀬 忠志∥文・写真 学研のノンフィクション 学研

モザンビークからきた天使 医師をめざすアフリカの少女の日本留学記 井口 民樹∥文 学研のノンフィクション 学研

二つの国をつなぐ子ら いま、うけつがれる日本とブラジルの交流 うちべ けい∥絵 学研のノンフィクション 学研

世界の国ぐに 民話と風土 ギリシア・トルコの歴史年表：ｐ１１０～１１１ 学研

世界の国ぐに 民話と風土 イタリア・スペイン・ポルトガルの歴史年表：ｐ１１０～１１１学研

世界の国ぐに 民話と風土 イギリス・アイルランドの歴史年表：ｐ１１０～１１１学研

世界の国ぐに 民話と風土 北ヨーロッパの歴史年表：ｐ１１０～１１１ 学研

世界の国ぐに 民話と風土 フランス・ベルギー・スイスの歴史年表：ｐ１１０～１１１学研

世界の国ぐに 民話と風土 ドイツ・オーストリア・オランダの歴史年表：ｐ１１０～１１１学研

世界の国ぐに 民話と風土 東ヨーロッパの歴史年表：ｐ１１０～１１１ 学研

世界の国ぐに 民話と風土 ソビエトの歴史年表：ｐ１１０～１１１ 学研

世界各国の食生活指針　1～７ 全国食糧振興会∥企画・編集 文献：ｐ８３～９６ 農山漁村文化協会

ボランティア・ワールドへようこそ いとう まりこ∥まんが 朝日ジュニアブック 朝日新聞社

モンゴルに米ができた日 日本の村の大きな国際協力 鈴木 喜代春∥作 ときめき文学館 金の星社

マザー・テレサへの旅 ボランティアってだれのため？ 寮 美千子∥文・写真 学研のノンフィクション 学研

日本を見る目・世界を見る目　1～８ 国際理解の本 岩崎書店

国際理解にやくだつ世界の遊び　1～７ ポプラ社

世界のあやとり 東京書店編集部∥編 東京書店

トパーズの日記 日系アメリカ人強制収容所の子どもたち Ｇ・Ｗ・チルコート∥著 ノンフィクション知られざる世界 金の星社

きみにもできる国際交流　1～24 偕成社

ベーリング海峡をわたる 関野 吉晴∥著 グレートジャーニー人類５万キロの旅 小峰書店

みなおなじ地球の子 祖国は難民キャンプ ジュディス・クミン∥文 ポプラ社

世界のことば 織本 知英子∥著 サリサリちゃんのｏｋｉｒａｋｕ講座 アリス館



書名 副書名 著者名 叢書名 内容 出版者

韓国・朝鮮と出会おう ヨコハマハギハッキョ実行委員会∥編著国際理解ハンドブック 韓国･朝鮮の歴史と日本とのかかわり:p82～83 国土社

国際理解にやくだつ世界の神話　1～７ 吉田 敦彦∥監修・編 ポプラ社

日本と世界のちがいを考える本　1～８ 国際理解にやくだつ 飯塚 峻∥監修 ポプラ社

交流からはじめる世界と友だちになろう 遊び・ことば・食べ物・友だち テーマ発見！総合学習体験ブック ほるぷ出版

今だからこそ！国際理解 増田 ユリヤ∥著 汐文社

世界の子どもたちはいま　1～24 学研

ナバホの大地へ ぬくみ ちほ∥文・写真 理論社ライブラリー 理論社

ブラジルと出会おう ＩＡＰＥポルトガル語教室∥編著 国際理解ハンドブック 国土社

ヨーロッパの城 アラン・ルイ∥文 評論社の児童図書館・絵本の部屋 評論社

エジプトのピラミッド フィリップ・ビアール∥絵 評論社の児童図書館・絵本の部屋 評論社

国際理解に役立つ世界の衣食住　1～10 小峰書店

英語で広がるわたしたちの世界　1～５ 国際理解に役立つ グローブ・インターナショナル・ティーチャーズ・サークル∥編・著 金の星社

わたしたちにも教えて！イスラム教・中東問題 池上 彰∥著 汐文社

アフガニスタンから来たモハメッド君のおはなし モハメッド君をたすけよう 大貫 憲介∥文 つげ書房新社

ウガンダの父とよばれた日本人 ： アフリカにワイシャツ工場をつくった 柏田雄一 今井 通子 作 ｜ 瀬野 丘太郎 絵 ＰＨＰ研究所

わたしの夢、わたしの人びとの苦しみ 子供地球基金中部事務局∥編 ポプラ社

ユージン・スミス 楽園へのあゆみ 土方 正志 偕成社

Ｂｒａｓｉｌ キッズ あっと驚かせる国を見つけに行こう！ ｼﾙｳﾞｧﾅ ｻﾚﾙﾉ ﾌェﾙﾅﾝﾄﾞ ﾇﾉ

世界と地球の困った現実 まんがで学ぶ開発教育  飢餓・貧困・環境破壊 日本国際飢餓対策機構  ll 編    みなみ  ななみ  ll  まんが 東京  明石書店

国連に行ってみよう ナーネ アナン∥作 自由国民社

子どもが働く国があるの？ 世界の家族 稲葉 茂勝∥著 家族ってなんだろう ほるぷ出版

よくわかる世界の紛争大図解　1～３巻 安部 直文∥著 汐文社

２１世紀をつくる国際組織事典　1～7 大芝 亮∥監修 岩崎書店

１  地球の豊かな環境を保つために 杉下恒夫 学研

２  飢えた人たちに食料が届くように 杉下恒夫 学研

３  紛争や災害の難民を助けるために 杉下恒夫 学研

４  病人が薬やワクチンで治るように 杉下恒夫 学研

５  すべての子が学校で学べるために 杉下恒夫 学研

６  世界を知り人の輪を広げるために 杉下恒夫 学研

世界の外あそび 総合学習に役立つ こどもくらぶ∥編 大人と子どものあそびの教科書

地球のステージ ほんとうのしあわせってなんだろう？ 桑山 紀彦∥著 メイツ出版

ものしり地図絵本世界 ひらい ふみと∥作 絵 ＰＨＰ研究所

はてな？なぜかしら？イスラム・中東問題 池上 彰∥監修 はてな？なぜかしら？国際問題ｲｽﾗﾑ･中東の歴史:巻頭 教育画劇

はてな？なぜかしら？北朝鮮問題 池上 彰∥監修 はてな？なぜかしら？国際問題朝鮮半島と東西対立の歴史:巻頭 教育画劇

はてな？なぜかしら？国際紛争 池上 彰∥監修 はてな？なぜかしら？国際問題国際紛争の歴史:巻頭 教育画劇

暴力の世界地図 藤田 千枝∥編 くらべてわかる世界地図 大月書店

学校の世界地図 小川 真理子∥著 くらべてわかる世界地図 大月書店

世界あちこちゆかいな家めぐり 小松 義夫∥文 写真 たくさんのふしぎ傑作集 福音館書店

学校に行けないはたらく子どもたち　1～４ 田沼 武能∥写真 文 汐文社

福祉の世界地図 赤藤 由美子∥著 くらべてわかる世界地図 大月書店

世界のマーク 由来や意味が分かる３４３点 主婦の友社∥編 主婦の友社

アトラス世界地図絵本 家族みんなで楽しめる！ アリソン クーパー∥著 学研

世界地理 田邉 裕∥監修 ポプラディア情報館 ポプラ社

写真で見る世界の人びと ディーナ フリーマン∥総監修 ポプラ社

世界にかがやいた日本の科学者たち 大宮 信光∥著 講談社

どんな国？どんな味？世界のお菓子　1～６ 服部 幸応∥監修 著 岩崎書店

こどもの権利を買わないで プンとミーチャのものがたり 大久保 真紀∥文 自由国民社

世界の国ぐに探検大図鑑 ＷＯＲＬＤ－ＰＡＬ 小学館

「こころ」をつなぐ国際交流　1～５ 稲葉 茂勝∥著 光村教育図書

韓国・朝鮮と出会おう ヨコハマハギハッキョ実行委員会∥編著国際理解ハンドブック 韓国･朝鮮の歴史と日本とのかかわり:p82～83 国土社

ブラジルと出会おう ＩＡＰＥポルトガル語教室∥編著 国際理解ハンドブック 国土社

フィリピンと出会おう ピナツボ復興むさしのネット∥編著 国際理解ハンドブック 国土社

世界を知って日本を知ろう　第１－７巻 身近に学ぶ国際理解 梅沢 実∥監修 学研

世界の国ぐに いろいろな世界地図 板倉 聖宣∥著 社会の科学入門シリーズ 仮説社

私の大好きな国アフガニスタン 安井 浩美∥著 写真 あかね書房

ものしり絵本国旗 ひらい ふみと∥作 絵 ＰＨＰ研究所

韓国・北朝鮮の鉄道 韓国高速列車ＫＴＸ 朝鮮鉄道 秋山 芳弘∥著 鉄道でアジアが見える！－鉄道で知る各地のくらしと文化－ 旺文社

みんなが知りたい！「世界のふしぎ」がわかる本 世界中の「不思議なもの」を写真とイラストでくわしく紹介します！カルチャーランド∥著 まなぶっく 世界史年表:p121～125 メイツ出版

国際理解を深める世界の宗教　1～５ ポプラ社

データ世界地図 国のかたちで学ぶ 清水 靖夫∥監修 ＰＨＰ研究所

北方ルートサハリンの旅 関野 吉晴∥著 新グレートジャーニー日本人の来た道 小峰書店

北方ルートシベリアの旅 関野 吉晴∥著 新グレートジャーニー日本人の来た道 小峰書店

ぼくの南極生活５００日 ある新聞カメラマンの南極体験記 武田 剛∥著 南極探検･観測史年表:p118～119 フレーベル館

アフガニスタン山の学校の子どもたち 長倉 洋海∥著 偕成社

ジュニア地図帳（アトラス） こども世界の旅 高木 実∥構成 文 平凡社

ジュニア世界の国旗図鑑 平凡社∥編 平凡社

世界の祭り大図鑑 国際理解を深めよう！ 芳賀 日出男∥監修 ＰＨＰ研究所

アフリカ・南アメリカの鉄道 ナイルエクスプレス アンデスの鉄道 秋山 芳弘∥著 鉄道で世界が見える！－鉄道で知る各地のくらしと文化－ 旺文社

世界の宗教がわかる絵事典 国際理解に役立つ 井上 順孝∥監修 ＰＨＰ研究所

はじめましてせかいちず 高木 実∥著 平凡社

フランスのごはん 銀城 康子∥文 絵本世界の食事 農山漁村文化協会

イタリアのごはん 銀城 康子∥文 絵本世界の食事 農山漁村文化協会

インドのごはん 銀城 康子∥文 絵本世界の食事 農山漁村文化協会

韓国のごはん 銀城 康子∥文 絵本世界の食事 農山漁村文化協会

メキシコのごはん 銀城 康子∥文 絵本世界の食事 農山漁村文化協会

北アメリカ・中央アメリカの鉄道 アラスカ鉄道アメリカ・カナダの鉄道 秋山 芳弘∥著 鉄道で世界が見える！－鉄道で知る各地のくらしと文化－ 旺文社

もう、死なせない！ 子どもの生きる権利 桃井 和馬∥著 フレーベル館

せかいのこっきずかん おか みさと∥絵 小学館

グローバリゼーション 古内 洋平∥著 世界地図から学ぼう国際理解 ほるぷ出版

元気が出る！世界の朝ごはん　1～５ 朝ごはんを知れば世界が見えてくる 服部 幸応∥監修 日本図書センター

世界遺産 稲葉 信子∥監修 ポプラディア情報館 ポプラ社

世界の料理 サカイ 優佳子∥編 ポプラディア情報館 ポプラ社

世界の市場　アジア編1～５ こどもくらぶ∥編 アリス館

こども世界地図 どんどん知りたくなる！ 永岡書店編集部∥編 永岡書店

ビジュアルガイド青年海外協力隊　1～３ 山岸 三郎∥編著 汐文社



書名 副書名 著者名 叢書名 内容 出版者

英語でできる国際交流アイディア集　1～４ 高橋 作太郎∥監修 岩崎書店

写真から学ぼう国際理解世界の家　1,2,5,6 ニコラ バーバー∥著 ほるぷ出版

世界の国旗図鑑 歴史とともに進化する国旗 苅安 望∥著 偕成社

民族衣装絵事典 国際理解に役立つ 高橋 晴子∥監修 ＰＨＰ研究所

中国 ジェン グリーン∥著 ナショナルジオグラフィック世界の国中国歴史年表:p60～61 ほるぷ出版

カナダ ブライアン ウィリアムズ∥著 ナショナルジオグラフィック世界の国ｶﾅﾀﾞ歴史年表:p60～61 ほるぷ出版

メキシコ ベス グルーバー∥著 ナショナルジオグラフィック世界の国ﾒｷｼｺ歴史年表:p60～61 ほるぷ出版

イタリア ロバート アンダーソン∥著 ナショナルジオグラフィック世界の国ｲﾀﾘｱ歴史年表:p60～61 ほるぷ出版

エジプト セリーナ ウッド∥著 ナショナルジオグラフィック世界の国ｴｼﾞﾌﾟﾄ歴史年表:p60～61 ほるぷ出版

ケニア ブリジット タングェイ∥著 ナショナルジオグラフィック世界の国ｹﾆｱ歴史年表:p60～61 ほるぷ出版

イラク チャーリー　サミュエルズ∥著 ナショナルジオグラフィック世界の国イラク歴史年表：ｐ６０～６１ ほるぷ出版

韓国 トム　ジャクソン∥著 ナショナルジオグラフィック世界の国韓国歴史年表：ｐ６０～６１ ほるぷ出版

インド Ａ．カマラ　ダラル∥著 ナショナルジオグラフィック世界の国インド歴史年表：ｐ６０～６１ ほるぷ出版

ドイツ ヘンリー　ラッセル∥著 ナショナルジオグラフィック世界の国ドイツ歴史年表：ｐ６０～６１ ほるぷ出版

オーストラリア ケイト　ターナー∥著 ナショナルジオグラフィック世界の国オーストラリア歴史年表：ｐ６０～６１ ほるぷ出版

ナイジェリア ブリジット　ジャイルズ∥著 ナショナルジオグラフィック世界の国ナイジェリア歴史年表：ｐ６０～６１ ほるぷ出版

キューバ ジェン　グリーン∥著 ナショナルジオグラフィック世界の国キューバ歴史年表：ｐ６０～６１ ほるぷ出版

イラン レオン　グレイ∥著 ナショナルジオグラフィック世界の国イラン歴史年表：ｐ６０～６１ ほるぷ出版

イスラエル エマ　ヤング∥著 ナショナルジオグラフィック世界の国イスラエル歴史年表：ｐ６０～６１ ほるぷ出版

アフガニスタン スーザン　ウィットフィールド∥著 ナショナルジオグラフィック世界の国アフガニスタン歴史年表：ｐ６０～６１ ほるぷ出版

ロシア ヘンリー　ラッセル∥著 ナショナルジオグラフィック世界の国ロシア歴史年表：ｐ６０～６１ ほるぷ出版

南アフリカ ヴァージニア　メイス∥著 ナショナルジオグラフィック世界の国南アフリカ歴史年表：ｐ６０～６１ ほるぷ出版

ベトナム ジェン　グリーン∥著 ナショナルジオグラフィック世界の国ベトナム歴史年表：ｐ６０～６１ ほるぷ出版

コロンビア アニタ　クロイ∥著 ナショナルジオグラフィック世界の国コロンビア歴史年表：ｐ６０～６１ ほるぷ出版

ポーランド ザイラ　デッカー∥著 ナショナルジオグラフィック世界の国ポーランド歴史年表：ｐ６０～６１ ほるぷ出版

スウェーデン チャールズ　フィリップス∥著 ナショナルジオグラフィック世界の国スウェーデン歴史年表：ｐ６０～６１ ほるぷ出版

ラオス Ａ．カマラ　ダラル∥著 ナショナルジオグラフィック世界の国ラオス歴史年表：ｐ６０～６１ ほるぷ出版

ポルトガル ザイラ　デッカー∥著 ナショナルジオグラフィック世界の国ポルトガル歴史年表：ｐ６０～６１ ほるぷ出版

ジャマイカ ジェン　グリーン∥著 ナショナルジオグラフィック世界の国ジャマイカ歴史年表：ｐ６０～６１ ほるぷ出版

トルコ サラ　シールズ∥著 ナショナルジオグラフィック世界の国トルコ歴史年表：ｐ６０～６１ ほるぷ出版

アイルランド アンナ　マックィン∥著 ナショナルジオグラフィック世界の国アイルランド歴史年表：ｐ６０～６１ ほるぷ出版

ブラジル ザイラ　デッカー∥著 ナショナルジオグラフィック世界の国ブラジル歴史年表：ｐ６０～６１ ほるぷ出版

ギリシャ ジェン　グリーン∥著 ナショナルジオグラフィック世界の国ギリシャ歴史年表：ｐ６０～６１ ほるぷ出版

アメリカ エルデン　クロイ∥著 ナショナルジオグラフィック世界の国アメリカ歴史年表：ｐ６０～６１ ほるぷ出版

グアテマラ ナショナル ジオグラフィック 世界の国 アニタ・クロイ 著 ほるぷ出版

スペイン ナショナルジオグラフィック 世界の国 アニタ・クロイ 著 ほるぷ出版

辞書びきえほん国旗 陰山 英男∥監修 ひかりのくに

地球温暖化、しずみゆく楽園ツバル あなたのたいせつなものはなんですか？ 山本 敏晴∥写真 文 小学館

国際理解に役立つＥＵの大研究 しくみ・政策から加盟国まで ＥＵインスティテュート関西∥監修 欧州統合の歩み:巻頭 巻末 ＰＨＰ研究所

写真でみる世界の子どもたちの暮らし 世界３１カ国の教室から ペニー スミス∥編著 あすなろ書房

中国のごはん 銀城 康子∥文 絵本世界の食事 農山漁村文化協会

ドイツのごはん 銀城 康子∥文 絵本世界の食事 農山漁村文化協会

トルコのごはん 銀城 康子∥文 絵本世界の食事 農山漁村文化協会

ブラジルのごはん 銀城 康子∥文 絵本世界の食事 農山漁村文化協会

タイのごはん 銀城 康子∥文 絵本世界の食事 農山漁村文化協会

フィンランドのごはん 銀城　康子∥文 絵本世界の食事 農山漁村文化協会

ベトナムのごはん 銀城　康子∥文 絵本世界の食事 農山漁村文化協会

ペルーのごはん 銀城　康子∥文 絵本世界の食事 農山漁村文化協会

スペインのごはん 銀城　康子∥文 絵本世界の食事 農山漁村文化協会

モンゴルのごはん 銀城　康子∥文 絵本世界の食事 農山漁村文化協会

イギリスのごはん 銀城　康子∥文 絵本世界の食事 農山漁村文化協会

インドネシアのごはん 銀城　康子∥文 絵本世界の食事 農山漁村文化協会

ロシアのごはん 銀城　康子∥文 絵本世界の食事 農山漁村文化協会

モロッコのごはん 銀城　康子∥文 絵本世界の食事 農山漁村文化協会

ポルトガルのごはん 銀城　康子∥文 絵本世界の食事 農山漁村文化協会

写真で知る世界の少数民族・先住民族 汐文社

写真で知る世界の少数民族・先住民族 汐文社

写真で知る世界の少数民族・先住民族 汐文社

プリミティブアートってなぁに？ マリー セリエ∥文 直感こども美術館 西村書店

地球を救う仕事 １４歳になったら考える くさば よしみ∥編著 汐文社

地球を救う仕事 １４歳になったら考える くさば よしみ∥編著 汐文社

地球を救う仕事 １４歳になったら考える くさば　よしみ∥編著 汐文社

地球を救う仕事 １４歳になったら考える くさば　よしみ∥編著 汐文社

世界じゅうの子どもたち いろいろな幸せのかたち ベアトリクス シュニッペンケッター∥著 主婦の友社

それゆけ小学生！ボクたちの世界一周 かやの　たかゆき∥著 石風社

子どもの人身売買 売られる子どもたち アムネスティ　インターナショナル日本∥編著世界の子どもたちは今 リブリオ出版

知ってるようで知らない国アメリカ　1～３ 阿川　尚之∥監修 年表でみるアメリカ合衆国の歩み：巻末 岩崎書店

中学英語で話せる日本文化 桑原　功次∥文 汐文社

中学英語で話せる日本文化 桑原　功次∥文 汐文社

イラストで学べるアメリカ合衆国　１ 石出　法太∥監修 汐文社

イラストで学べるアメリカ合衆国　２ 石出　法太∥監修 アメリカの歴史年表：ｐ４４～４５ 汐文社

イラストで学べるアメリカ合衆国　３ 石出　法太∥監修 日米関係歴史年表：ｐ４４～４５ 汐文社

さよなら紛争 武装解除人が見た世界の現実 伊勢崎　賢治∥著 １４歳の世渡り術 河出書房新社

まんがクラスメイトは外国人 多文化共生２０の物語 「外国につながる子どもたちの物語」編集委員会∥編 明石書店

平和ってなんだろう 「軍隊をすてた国」コスタリカから考える 足立　力也∥著 岩波ジュニア新書 岩波書店

こども世界国旗図鑑 苅安　望∥編著 平凡社

地雷のない世界へ はたらく地雷探知犬 大塚　敦子∥写真　文 講談社

世界のあやとり大集合 親子であそぼう！ 東京書店∥編 文献：ｐ２１５ 東京書店

左手がなくてもぼくは負けない！ カンボジア、地雷と子どもたち 高橋　うらら∥文 戦争ノンフィクション 学研教育出版

もしも学校に行けたら アフガニスタンの少女・マリアムの物語 後藤　健二∥著 歴史：ｐ１２５～１２６ 汐文社

ＨＩＶ／エイズとともに生きる子どもたちケニア あなたのたいせつなものはなんですか？ 山本　敏晴∥写真　文 小学館

国境なき大陸南極 きみに伝えたい地球を救うヒント 柴田　鉄治∥著 富山房インターナショナル

調べ学習に役立つ！世界の国・世界のくらしがわかる本世界がぐーんと身近になる！ ペンハウス∥著 まなぶっく メイツ出版

文化系部活動アイデアガイド英会話部 西野　泉∥文 汐文社

チャレンジ！はじめての日本語 クリスチャン　ガラン∥著 チャールズ・イー・タトル出版



書名 副書名 著者名 叢書名 内容 出版者

どうしてアフリカ？どうして図書館？ さくま　ゆみこ∥著 アフリカをもっと知るために：巻末 あかね書房

アフガニスタンの少女マジャミン 長倉　洋海∥写真　文 新日本出版社

折り紙でたくさんの笑顔を 盲目の「折り紙大使」加瀬三郎物語 田島　栄次∥文　写真 ヒューマンノンフィクション 学研教育出版

バイリンガルで読む日本の昔ばなし 安田　ゆり∥英文再話 チャールズ・イー・タトル出版

ワールドカップで見た南アフリカ体験記 岩崎　竜一∥著 ポプラ社ノンフィクション ポプラ社

子どもに語るイギリスの昔話 〔ジョセフ　ジェイコブズ∥再話〕 こぐま社

ニュージーランド バーバラ　ジャクソン∥著 ナショナルジオグラフィック世界の国ニュージーランド歴史年表：ｐ６０～６１ ほるぷ出版

２１世紀の紛争　第１～５巻 子ども・平和・未来 吉岡　攻∥編集 岩崎書店

国際協力ってなんだろう 現場に生きる開発経済学 高橋　和志∥編著 岩波ジュニア新書 岩波書店

だれも知らない子供たち 知られざるビルマ（ミャンマー）難民キャンプの暮らし京極　正典∥監修　文 エンタイトル出版

世界のお金１００ 名倉　克隆∥監修 しらべ図鑑マナペディア 講談社

チョコレートと青い空 堀米　薫∥作 ホップステップキッズ！ そうえん社

ルワンダに教育の種を 内戦を生きぬいた女性・マリールイズの物語 中地　フキコ∥著 かもがわ出版

戦争を取材する 子どもたちは何を体験したのか 山本　美香∥著 世の中への扉 講談社

おじいちゃんの手 マーガレット　Ｈ．メイソン∥文 光村教育図書

１３歳からのテロ問題 リアルな「正義論」の話 加藤　朗∥著 かもがわ出版

「中国残留婦人」を知っていますか 東　志津∥著 岩波ジュニア新書 関連年表：ｐ１８７～１９１　文献：ｐ１９２ 岩波書店

ドキドキ！はじめてのおつかい あそんでまなぶ！しゃべる絵本 ロビソンことみ∥著 情報センター出版局

食料危機ってなんだろう 山崎　亮一∥監修 世界と日本の食料問題 文研出版

日系南米人の子どもの母語教育 ＫＯＢＥ外国人支援ネットワーク 神戸在住外国人支援センター

１  地球の豊かな環境を保つために 杉下恒夫 学研

２  飢えた人たちに食料が届くように 杉下恒夫 学研

３  紛争や災害の難民を助けるために 杉下恒夫 学研

４  病人が薬やワクチンで治るように 杉下恒夫 学研

５  すべての子が学校で学べるために 杉下恒夫 学研

６  世界を知り人の輪を広げるために 杉下恒夫 学研

ケツァールは翔ぶ グアテマラ・青年海外協力隊員日記 早川修一 創友社

コロンバスの夢風船 北米・コロンバス日本語補習校の子どもたち 佐々木豊 創友社

ブーゲンビリアの碧い空 メキシコ・アグアスカリエンテス日本人学校にて 足立晴幸 創友社

フォルモサの祈り 台湾・高雄日本人学校の贈り物 松井聰 創友社

ミシガン湖畔でティータイム バトルクリーク補習授業校母親通信 大江康夫、大江美千子 創友社

メナムよ永遠に バンコク日本人学校実践記 岡山真崇  谷中龍三 創友社

ヤーサス！エーゲ海 アテネ日本人学校の子どもたち 樽本信浩 創友社

羽ばたこう未来へ 帰国生からのメッセージ 東京学芸大学教育学部附属高等学校  杉田洋 創友社

小さな外交官たち シドニーから見た日本の教育 清水良雄 創友社

青きポルダーの輝き オランダ・ロッテルダム日本人学校便り 田中強 創友社

地球号の子どもたち 宇宙船地球号と地球子供教室 宇土泰寛 創友社

夢青きドナウの流れ ウィーン日本人学校創設記 辻正明 創友社

遥かなる北京の風 北京日本人学校の子どもたち 清水茂夫 創友社

国際協力の現場から―開発にたずさわる若き専門家たち 山本 一巳（著）、山形 辰史（著） 岩波書店

世界中のこどもたちが１０３ 平和を作ろう！絵本作家たちのアクション著 講談社

戦争を止めたい  岩波ジュニア新書 \r\nフォトジャーナリストの見る世界 豊田 直巳著 岩波書店

写真絵本国境なき医師団  １  国境なき医師団とは 国境なき医師団日本監修 \r\n早乙女 勝元編 \r\n山本 耕二編 \r\n梅津 ちお文 大月書店

写真絵本国境なき医師団  ２  戦争で傷ついた人びと 国境なき医師団日本監修 \r\n早乙女 勝元編 \r\n山本 耕二編 \r\n菊池 好江文 大月書店

写真絵本国境なき医師団  ３  難民となった人びと 国境なき医師団日本監修 \r\n早乙女 勝元編 \r\n山本 耕二編 \r\n菊池 好江文 大月書店

写真絵本国境なき医師団  ４  病気や飢えとたたかう 国境なき医師団日本監修 \r\n早乙女 勝元編 \r\n山本 耕二編 \r\n梅津 ちお文 \r\n菊池 好江文 大月書店

写真絵本国境なき医師団  ５  すべての人に医療を 国境なき医師団日本監修 \r\n早乙女 勝元編 \r\n山本 耕二編 \r\n梅津 ちお文 大月書店

写真絵本国境なき医師団  ６  手引きと資料 国境なき医師団日本監修 \r\n早乙女 勝元編 \r\n山本 耕二編 \r\n重田 敞弘文 大月書店

わたし8歳、カカオ畑で働きつづけて。―児童労働者とよばれる2億1800万人の子どもたち 岩附 由香, 白木  朋子 合同出版

クラスター爆弾なんてもういらない。―世界から兵器をなくすみんなの願い 清水 俊弘 合同出版

世界のあいさつ 長新太 作||野村雅一 監修 みるずかん・かんじるずかん 福音館書店

世界の言葉で「ありがとう」ってどう言うの？ 池上 彰：稲葉 茂勝 今人舎

戦火の子どもたちに学んだこと １３歳からのあなたへ アフガン、イラクから福島までの取材ノート西谷 文和 かもがわ出版

やさしさをください 傷ついた心をいやすアニマル・セラピー農場 大塚 敦子 岩崎書店

介助犬を育てる少女たち 荒れた心の扉を開くドッグ・プログラム 大塚 敦子 講談社

在日朝鮮人ってどんなひと? 徐京植 平凡社

世界で活躍する日本人　１－６ 国際協力のお仕事 大橋 正明||監修 学研教育出版

日本とのつながりで見るアジア　１ 過去・現在・未来 仲尾 宏 岩崎書店

日本とのつながりで見るアジア　２ 過去・現在・未来 江里 晃 岩崎書店

日本とのつながりで見るアジア　３ 過去・現在・未来 木村 宏一郎 岩崎書店

日本とのつながりで見るアジア　４ 過去・現在・未来 関根 秋雄 岩崎書店

日本とのつながりで見るアジア　５ 過去・現在・未来 大橋 正明、五十嵐 りな 岩崎書店

日本とのつながりで見るアジア　６ 過去・現在・未来 清原 工 岩崎書店

それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい1～６ 須藤 健一||監修 学研教育出版

ＡはアフリカのＡ アルファベットでたどるアフリカのくらし イフェオマ・オニェフル∥著、さくま ゆみこ∥訳 偕成社

おばあちゃんにおみやげを アフリカの数のお話 イフェオマ・オニェフル∥著、さくま ゆみこ∥訳 偕成社

いっしょにあそぼう アフリカの子どものあそび イフェオマ・オニェフル∥著、さくま ゆみこ∥訳 偕成社

おとうとは青がすき アフリカの色のお話 イフェオマ・オニェフル∥著、さくま ゆみこ∥訳 偕成社

たのしいおまつり ナイジェリアのクリスマス イフェオマ・オニェフル∥著、さくま ゆみこ∥訳 偕成社

ブラジルのむかしばなし　1～３ かめの笛の会||編 東京子ども図書館

１００円からできる国際協力　１ １００円からできる国際協力編集委員会∥編 汐文社

100円からできる国際協力　4 子どもたちを守る 艸場　よしみ 汐文社

100円からできる国際協力　5 差別から守る 艸場　よしみ 汐文社

100円からできる国際協力　6 災害から守る 艸場　よしみ 汐文社

イラストで知る　アジアの子ども アジア保健研修財団∥編著 明石書店

中高生のためのアメリカ理解入門 渡部 淳∥編 明石書店

中高生のためのアメリカ理解入門ガイドブック 渡部 淳∥編 明石書店

なんでもいっぱい大図鑑ピクチャーペディア DK社∥編｜スミソニアン協会∥監修｜オフィス宮崎∥訳｜オフィス宮崎 日本語版編集 河出書房新社

もしも地球がひとつのりんごだったら デビッド・J・スミス∥文　｜スティーブ・アダムス∥絵｜千葉　茂樹∥訳　 小峰書店

こども孫子の兵法　強くしなやかなこころを育てる！ 斎藤孝∥監修 日本図書センター

今、世界はあぶないのか？争いと戦争 文：ルイーズ・スペルズベリー　絵：ハナネ・カイ　訳：大山泉 評論社

今、世界はあぶないのか？難民と移民 文：セリ・ロバーツ　絵：ハナネ・カイ　訳：大山泉 評論社

今、世界はあぶないのか？貧困と飢餓 文：ルイーズ・スプイルズベリー　 評論社

今、世界はあぶないのか？差別と偏見 文：ルイーズ・スプイルズベリー　 評論社

アジアの道案内<中国> トントンの西安（シーアン）遊記 帳 武静/みせ けい文・写真 玉川大学出版部



書名 副書名 著者名 叢書名 内容 出版者

アジアの道案内<トルコ> まちの市場で買いものしよう 鈴木 郁子　文・写真 玉川大学出版部

アジアの道案内<南インド> ひよっこダンサー、はじめの一歩 井生 明　文・写真 玉川大学出版部

こども菜根譚－逆境に負けない力をつける！ 監修：齋藤 孝 日本図書センター

それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい　第2期　 1学校生活 須藤健一 学研プラス

それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい　第2期　２ことばとものの名前 須藤健一 学研プラス

それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい　第2期　３音楽と物語 須藤健一 学研プラス

それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい　第2期　４お出かけ・乗りもの 須藤健一 学研プラス

それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい　第2期　５記念日とお祭り 須藤健一 学研プラス

学校へ行きたい！サミュエル インドの12歳 著者：写真：ウィンズ/E・ギオネ 六耀社

学校へ行きたい！ジャクソン　ケニアの11歳 写真：ウィンズE・ギオネ　その他：パスカル・ブリッソン 六耀社

イスラームのくらし　イスラームってなに？ 著：鳥山純子 監修：長沢栄治 かもがわ出版

イスラームのおしえ　イスラームってなに？ 著：後藤 絵美　監修：長沢栄治 かもがわ出版

世界の料理　日本/韓国/中国/モンゴルほか 青木ゆり子/こどもくらぶ ポプラ社

世界の料理　ベトナム/タイ/フィリピン/インドネシアほか 青木ゆり子/こどもくらぶ ポプラ社

世界の料理　インド/ブータン/バングラデシュ/ウズベキスタンほか 青木ゆり子/こどもくらぶ ポプラ社

世界の料理　サウジアラビア/トルコ/エジプト/ナイジェリアほか 青木ゆり子/こどもくらぶ ポプラ社

世界の料理　スウェーデン/オーストリア/チェコ/ロシアほか 青木ゆり子/こどもくらぶ ポプラ社

世界の料理　フランス/スペイン/ギリシャ/アメリカほか 青木ゆり子/こどもくらぶ ポプラ社

世界の料理　オセアニア/メキシコ/ペルー/オーストラリア 青木ゆり子/こどもくらぶ ポプラ社

地球の食卓 世界24か国の家族のごはん ピーター・メンツェル、フェイス・ダルージオ/著 みつじまちこ/訳 ＴＯＴＯ出版

アジアの道案内・韓国　ハルモニの図書館さんぽ ソン・スンヨク、みせけい 玉川大学出版部

アジアの道案内・ベトナム　結婚式を見てみよう 谷阪智佳子 玉川大学出版部

国際交流を応援する本 10か国語でニッポン紹介 (1) 日本の自然 パトリック・ハーラン(パックン) (監修),    こどもくらぶ (編集) 岩崎書店

国際交流を応援する本 10か国語でニッポン紹介 (2) 日本のまち パトリック・ハーラン(パックン) (監修),    こどもくらぶ (編集) 岩崎書店

国際交流を応援する本 10か国語でニッポン紹介 (3) 日本のくらし パトリック・ハーラン(パックン) (監修),    こどもくらぶ (編集) 岩崎書店

国際交流を応援する本 10か国語でニッポン紹介 (4) 日本の食べ物 パトリック・ハーラン(パックン) (監修),    こどもくらぶ (編集) 岩崎書店

国際交流を応援する本 10か国語でニッポン紹介 (5) 日本の文化・スポーツ パトリック・ハーラン(パックン) (監修),    こどもくらぶ (編集) 岩崎書店

こども　ぼうさい・あんぜん絵じてん 渡邉正樹 三省堂

歴史がわかる！世界の国旗図鑑 苅安望 山川出版社

はじめよう！ボランティア④オリンピックとパラリンピックと国際交流 長沼豊 廣済堂あかつき

私はどこで生きていけばいいの？ ローズマリー・マカーニー（文）西田桂子（訳） 西村書店東京出版編集部

わたしのくらし　世界の暮らし マット・クラス(著）、おおつかのりこ（翻訳） 汐文社

わたしのとくべつな場所 パトリシア・マキサック/文 ジェリー・ピンクニー/絵 藤原宏之/訳 新日本出版社

The Healing Cat YOH Shomei 晶文社


