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絵本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

２/あおいろ＊ 運命の王子　古代エジプトの物語 リーセ・マニケ／文・絵　大塚勇三／訳 岩波書店 1984 3-0190169528

３/あおいろ ライオンとねずみ　古代エジプトの物語 リーセ・マニケ／文・絵　大塚勇三／訳 岩波書店 1984 3-0190169551

よ/むらさき＊ ハッサンの後悔 吉永カズオ／絵　Ｔ．ハッピイライト／作 評論社 1990 3-0190338762

カ/みどり＊
じゅうにんのちいさなミイラっこ　エジプトしきかずのほ
ん

Ｇ．ブライアン・カラス／絵
フィリップ・イエーツ／文　唐沢則幸／訳

ソニー・マガジンズ 2004 3-0204043196

ク/きいろ キコとパパ　いたずらねずみのキコえほん
アントン＝クリングス／絵
グレゴワール＝ソロタレフ／文　佐野洋子／訳

講談社 1995 3-0195022707

ヘ/ももいろ＊ ズーム、エジプトをゆめみて
エリック・ベドウズ／え　ティム・ウィン・ジョーン
ズ／ぶん　遠藤育枝／やく

ブックローン出版 1996 3-0196055691

マ/うぐいすいろ ワーニー、パリへ行く フレッド・マルチェリーノ／作　せなあいこ／訳 評論社 2004 3-0204066679 

物語
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

オ ジジのエジプト旅行
ラッシェル・オスファテール／作
ダニエル遠藤みのり／訳　風川恭子／絵

文研出版 2010 3-0210084395

知識の本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

02 本のれきし５０００年 辻村益朗／作 福音館書店 1992 3-0193042970

16.4 古代エジプトのものがたり
スティーブン・ランバート／絵　ロバート・スウィン
デルズ／再話　百々佑利子／訳

岩波書店 2011 3-0211007998

20 ミイラ物語　その生い立ちを推理する パトリシア・ローバー／著　藤田千枝／訳 さ・え・ら書房 1988 3-0190295573

28／ヨ
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／文　瀬野丘太郎／画 学習研究社 1993 3-0194005551

24 ピラミッドのたから たかしよいち／文　小泉澄夫／え 理論社 1986 3-0190235484

エジプト・アラブ共和国



ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

24
少年王ツタンカーメン　わたしが歩いた古代エジプトへ
の道

たかしよいち／著 大日本図書 1986 3-0190234907

24 ピラミッド　その歴史と科学 かこさとし／著 偕成社 1990 3-0190329449

24 ナイル川とエジプト 赤地経夫／文・写真 福音館書店 1991 3-0190365354

24 吉村作治の古代エジプト不思議物語 吉村作治／著 汐文社 1999 3-0199012022

24 エジプトのミイラ
アリキ・ブランデンバーグ／文と絵　神鳥統夫／
訳　佐倉朔／監修

あすなろ書房 2000 3-0200074076

24
絵で見る　ナイル川ものがたり　時をこえて世界最長の
川をくだる

スティーブ・ヌーン／絵　アン・ミラード／文
松沢あさか／訳

さ・え・ら書房 2004 3-0204005313

ティーンズ
242

ピラミッドの謎 吉村作治／著 岩波書店 2006 3-0206067239

29＊ 秘境アフリカ探検
デイビッド・リビングストン／作
塩谷太郎／訳

あかね書房 1976 3-0190538835

38 砂漠のサイーダさん　 常見藤代／文・写真 福音館書店 2009 3-0209025765

70 古代エジプトよみがえりのヒミツ 結城昌子／著 小学館 2012 3-0212048057

82＊ ヒエログリフ・暗号
カレン・プライス・ホッセル／著　吉村作治／監
修 山本博資／監修　上田勢子／訳

丸善 2004 3-0204022884

昔話集・民話集
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

38.8 ゴハおじさんのゆかいなお話　エジプトの民話

デニス・ジョンソン－デイヴィーズ／再話　ハグ
－ハムディ・モハンメッド・ファトゥーフ／絵　ハ－
ニ・エル－サイ－ド・アハマド／絵　千葉茂樹／
訳

徳間書店 2010 3-0210004005

絵本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

２/あおいろ その手に1本の苗木を　マータイさんのものがたり クレア・Ａ．ニヴォラ／作　柳田邦男／訳 評論社 2009 3-0209081486

ケニア共和国



ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

２/あおいろ
ワンガリの平和の木　　アフリカでほんとうにあったおは
なし

ジャネット・ウィンター／作 　福本友美子／訳     ＢＬ出版 2010 3-0210006457

２/あおいろ ワンガリ・マータイさんとケニアの木々
ドナ・ジョー・ナポリ／作
カディール・ネルソン／絵　千葉茂樹／訳

鈴木出版 2011 3-0211017286

３/あおいろ
ダチョウのくびはなぜながい？　アフリカのむかしばな
し

ヴァーナ・アーダマ／文
マーシャ・ブラウン／絵　　松岡享子／訳

冨山房 1996 3-0196060135

４/あおいろ＊ ぞうの子ラウルとなかまたち キャサリン・ペイン／作　水原洋城／訳 岩波書店 1994 3-0194048898

あ/あか＊ ライオンのながいいちにち あべ弘士／〔作〕 佼成出版社 2004 3-0204002525

フ/ももいろ ハンダのびっくりプレゼント アイリーン・ブラウン／作　福本友美子／訳 光村教育図書 2006 3-0206028822

フ/ももいろ ぼくのだいすきなケニアの村
アナ・フアン／絵　ケリー・クネイン／文
小島希里／訳

ＢＬ出版 2007 3-0207030744

フ/ももいろ ハンダのめんどりさがし アイリーン・ブラウン／作　福本友美子／訳 光村教育図書 2007 3-0207030470

物語
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

お 幸せの器 おぎぜんた／作　坂田泉／絵 偕成社 2010 3-0210081912

フ 走れ！マスワラ
グザヴィエ＝ローラン・プティ／作
浜辺貴絵／訳

ＰＨＰ研究所 2011 3-0211063610

知識の本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

28/レ ぼくはマサイ　ライオンの大地で育つ
ジョゼフ・レマソライ・レクトン／著
ハーマン・ヴァイオラ／編　さくまゆみこ／訳

さ・え・ら書房 2006 3-0206006451

38 エンザロ村のかまど さくまゆみこ／文　沢田としき／絵 福音館書店 2009 3-0209044027

48.9＊ アフリカゾウ５６頭移動大作戦 神戸俊平／文 学習研究社 2002 3-0202070952

48.9 ぼくのともだちドゥームズ
キサン・ホプクラフト／文　キャロル・コースラ・ホ
プクラフト／文　あかおひでこ/訳

ＢＬ出版 2001 3-0201037881

96 どうしてアフリカ？どうして図書館？ さくまゆみこ／著　沢田としき／絵 あかね書房 2010 3-0210043847



絵本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

あ/あか くんくんくんおいしそう 阿部知暁／さく 福音館書店
2014
(1994)

3-0500154323
(所蔵なし)

ふ/ももいろ ジンガくんいちばへいく ふしはらのじこ／さく・え 福音館書店 2002 3-0202041712

い/あか＊ テンボ　ひとりぼっちのアフリカぞう
いそけんじ／絵
サンガ・ンゴイ・カザディ／文

アスラン書房 1993 3-0193011286

エ/あか タンタンのコンゴ探検 エルジェ／作　川口恵子／訳 福音館書店 2007 3-0207004319

ヒ/ももいろ＊ ゴリラとあかいぼうし ダヴィッド・ビシームワ／絵　山極寿一／作 福音館書店 2002 3-0202038383

知識の本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

48.9 お父さんゴリラは遊園地 山極寿一／写真 文 新日本出版社 2006 3-0206035283

48.9 ゴリラ図鑑 山極寿一／写真・文　田中豊美／画 文渓堂 2008 3-0208082684

48.9 ゴリラが胸をたたくわけ 山極寿一／文　阿部知暁／絵　 福音館書店 2015 3-0500302322

絵本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

ロ/きみどり いきもののいろえらび
セイフ・エディーン・ロウタ／作
こだままみ／訳

講談社 1998 3-0198072842

ロ/きみどり＊ 火をぬすまれただちょう　スーダン
セイフ・エディーン・ロウタ／絵・文
遠山博文／訳

蝸牛社 1991 3-0190406939

コンゴ共和国・コンゴ民主共和国

スーダン共和国



物語
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

ティーンズ
933ハ

魔法の泉への道 リンダ・スー・パーク／著　金利光／訳 あすなろ書房 2011 3-0211080042

ミ イヤーオブノーレイン　内戦のスーダンを生きのびて アリス・ミード／作　横手美紀／訳 鈴木出版 2005 3-0205006576

絵本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

２/あおいろ
いつもみていた　ゆめをかなえた女の子ジェーン・グ
ドール

ジャネット・ウィンター／作
まえざわあきえ／訳

福音館書店 2012 3-0212074148

２/あおいろ＊ どうぶつがすき
パトリック・マクドネル／さく
なかがわちひろ／やく

あすなろ書房 2011 3-0211066624

あ/あか＊ ライオンのしごと　どうぶつさいばん あべ弘士／絵　竹田津実／作 偕成社 2004 3-0204062618

３/あおいろ チンパンジーとさかなどろぼう　タンザニアのおはなし ジョン・キラカ／作　若林ひとみ／訳 岩波書店 2004 3-0204049280

キ/みどり いちばんのなかよし　タンザニアのおはなし ジョン・キラカ／作　さくまゆみこ／訳 アートン 2006 3-0206048925

物語
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

キ ゾウの王パパ・テンボ
エリック・キャンベル／作　さくまゆみこ／訳　有
明睦五郎／挿絵

徳間書店 2000 3-0200035660

キ＊ ライオンと歩いた少年
エリック・キャンベル／作　さくまゆみこ／訳　中
村和彦／絵

徳間書店 1996 3-0196010626

シ＊ 川の上で ヘルマン・シュルツ／作　渡辺広佐／訳 徳間書店 2001 3-0201023752

ティーンズ
933/ト

ライオンとであった少女 バーリー・ドハーティ／著　斎藤倫子／訳 主婦の友社 2010 3-0210005426

96 ただいま！マラング村　タンザニアの男の子のお話
ハンナ・ショット／作　佐々木田鶴子／訳
齊藤木綿子／絵

徳間書店 2013 3-0500086059

タンザニア連合共和国



知識の本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

29.2 かおるのアフリカ日記
いわごうひでこ／ぶん
いわごうみつあき／しゃしん

あすなろ書房 1986 3-0190252220

48 生きもののおきて 岩合光昭／著 筑摩書房 1999 3-0199063444

61 コーヒーを飲んで学校を建てよう ふしはらのじこ／文・絵　辻村英之／監修 福音館書店 2013 3-0500049164

昔話集・民話集
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

38.8 タンザニアのむかし話 宮本正興／編訳 偕成社 1991 3-0190404257

絵本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

３/あおいろ
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／作・写真
さくまゆみこ／訳

偕成社 2001 3-0201052313

３/あおいろ 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／作・写真
さくまゆみこ／訳　川口澄子／画

偕成社 2007 3-0207021434

３/あおいろ 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／作・写真
さくまゆみこ／訳

偕成社 2006 3-0206042674

３/あおいろ 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／作・写真
さくまゆみこ／訳

偕成社 2007 3-0207016197

３/あおいろ おおぐいひょうたん　西アフリカの昔話 吉沢葉子／再話　斎藤隆夫／絵 福音館書店 2005 3-0205067195

き/みどり アバディのパン 木葉井悦子／[著] ほるぷ出版 1990 3-0190331459

オ/あか 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／作・写真
さくまゆみこ／訳

偕成社 2000 3-0200061115

テ/ちゃいろ 三つめのおくりもの
レオ・ディロン，ダイアン・ディロン／え
ジャン・カルー／ぶん　やまぐちふさこ／やく

ほるぷ出版 1984 3-0190167654

ナイジェリア連邦共和国



物語
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

ア アンナのうちはいつもにぎやか
アティヌーケ／作　ローレン・トビア／絵　　永瀬
比奈／訳

徳間書店 2012 3-0212051192

知識の本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

28/ホ サラの旅路　ヴィクトリア時代を生きたアフリカの王女
ウォルター・ディーン・マイヤーズ／作
宮坂宏美／訳

小峰書店 2000 3-0200068175

絵本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

３/あおいろ ふしぎなボジャビのき　アフリカのむかしばなし
ダイアン・ホフマイアー／再話
ピート・フロブラー／絵　さくまゆみこ／訳

光村教育図書 2013 3-0500056912

コ/みどり ねえさんのけっこん
ヒュー・ルーウィン／文　リサ・コッパー／絵　多
田ひろみ／訳

すぐ書房 1989 3-0190347727

タ/ちゃいろ かわいいサルマ　アフリカのあかずきんちゃん ニキ・ダリー／作　さくまゆみこ／訳 光村教育図書 2008 3-0207096059

タ/ちゃいろ ママのとしょかん
キャリ・ベスト／文　ニッキ・デイリー／絵　藤原
宏之／訳

新日本出版社 2011 3-0211020926

フ/ももいろ ダチョウだってとびたいんだ！ ケン・ブラウン／ぶん・え　たなかまや／やく 評論社 1997 3-0197043502

マ/うぐいすいろ ぼくのアフリカ
イングリッド・メンネン，ニキ・ダリー／文
ニコラース・マリッツ／絵　わたなべしげお／訳

冨山房 1993 3-0193009046

マ/うぐいすいろ ひとつ、アフリカにのぼるたいよう
ウェンディ・ハートマン／文
ニコラース・マリッツ／絵　さくまゆみこ／訳

文化出版局 2000 3-0200056287

マ/うぐいすいろ マザネンダバ　南アフリカ・お話のはじまりのお話
ティナ・ムショーペ／ぶん　三浦恭子／やく　マ
プラ刺繍プロジェクト／刺繍

福音館書店 2012 3-0212000146

リ/きみどり ぞうって、こまっちゃう クリス・リデル／作・絵　田中薫子／訳 徳間書店 1999 3-0199003661

南アフリカ共和国



物語
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

コ 草原に雨は降る シェイラ・ゴードン／作　犬飼和雄／訳 ぬぷん児童図書出版 1989 3-0190313358

コ ジャカランダの花さく村
シェイラ＝ゴードン／作　唐沢則幸／訳
村田収／絵

講談社 1991 3-0190403413

セ 白いキリンを追って
ローレン・セントジョン／著
さくまゆみこ／訳

あすなろ書房 2007 3-0207091056

セ 砂の上のイルカ
ローレン・セントジョン／著
さくまゆみこ／訳

あすなろ書房 2013 3-0500047589

ナ 炎の鎖をつないで　南アフリカの子どもたち
ビヴァリー・ナイドゥー／著
さくまゆみこ／訳

偕成社 1997 3-0197044536

ナ ヨハネスブルクへの旅
ビヴァリー・ナイドゥー／作
もりうちすみこ／訳　橋本礼奈／画

さ・え・ら書房 2008 3-0208024022

二 ぼくのかわいいおさるちゃん
ウルフ・ニルソン／作　菱木晃子／訳
クリスティーナ・ディーグマン／絵

岩波書店 2010 3-0210029367

フ 海賊日誌　少年ジェイク，帆船に乗る
リチャード・プラット／文　クリス・リデル／絵　長
友恵子／訳

岩波書店 2003 3-0203065709

ホ カマキリと月　南アフリカの八つのお話
マーグリート・ポーランド／作
リー・ヴォイト／絵　さくまゆみこ／訳

福音館書店 1988 3-0190286967

リ 大地のランナー　自由へのマラソン ジェイムズ・リオーダン／作　原田勝／訳 鈴木出版 2012 3-0212054205

知識の本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

28/ツ
ツツ大主教　南アフリカの黒人差別・アパルトヘイト（人
種隔離）政策に対してたたかう勇敢な大主教

デイビッド・ウィナー／著　箕浦万里子／訳 偕成社 1991 3-0190404075

28/マ ネルソン・マンデラ　アパルトヘイトに立ち向かって メアリー・ベンソン／作　村山淳彦／訳 佑学社 1991 3-0190377232

28/マ
ネルソン・マンデラ　南アフリカの革命児“黒ハコベ”１９
１８－

リチャード・テームズ／著　森泉亮子／訳 国土社 1999 3-0199014563

30 新生南アフリカ共和国 吉田一法／写真と文 草の根出版会 1995 3-0195050355



ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

30 未来を信じて　南アフリカの声
ティム・マッキー／インタビュー・文
アン・ブラックショー／写真　千葉茂樹／訳

小峰書店 2002 3-0202058524

31 アパルトヘイトの子どもたち　ぼくたちは怒っている 吉田ルイ子／著 ポプラ社 1990 3-0190341512

31 少女マギー　南アフリカ・アパルトヘイトをのりこえて 吉田ルイ子／著・写真 ポプラ社 1996 3-0196027850

96
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　勝又進／絵 学習研究社 1992 3-0190419324

絵本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

ル/きみどり＊ ムラホー！こんにちは　アフリカのともだちをたずねて
クリストフ・ルツ／文　久世礼子／訳
カトリーン・ルツ＝マルクサー／絵

アジア・アフリカ
ともだち文庫

1986 3-0190298334

知識の本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

28/フ 動物研究者ダイアン・フォッシー 柴田都志子／著 理論社 2004 3-0204038485

30 希望の義足 こやま峰子／文　藤本四郎／絵 日本放送出版協会 2006 3-0206019953

30 ルワンダの祈り　内戦を生きのびた家族の物語 後藤健二／著 汐文社 2008 3-0208090589

31
ルワンダに教育の種を　内戦を生き抜いた女性・マリー
ルイズの物語

中地フキコ／著 かもがわ出版 2011 3-0211045598

48.9
野生のゴリラと再会する　二十六年前のわたしを覚え
ていたタイタスの物語

山極寿一／著 くもん出版 2012 3-0212095625

ルワンダ共和国



絵本

国名 ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

３/あおいろ もどってきたガバタばん　エチオピアのお話 渡辺茂男／やく　ギルマ・ベラチョウ／え 福音館書店 1997 3-0197074487

３/あおいろ むらの英雄　エチオピアのむかしばなし 西村繁男／絵　渡辺茂男／文 瑞雲舎 2013 3-0500045627

３/あおいろ くものアナンシとねばねばにんぎょう
マイケル・ポク／再話・絵
おいかわゆり／訳

福武書店 1990 3-0190332336

３/あおいろ 岩をたたくウサギ　サバンナのむかしがたり
よねやまひろこ／再話
シリグ村の女たち／絵

新日本出版社 2012 3-0212032481

オ/あか サラガのバオバブ
よねやまひろこ／文
エドモンド・オパレ／絵

新日本出版社 2008 3-0208035163

カ/みどり いなくなった少女と小人
ヤオ・ボアチ・ガナッタ／文・絵
若林千鶴子／訳

蝸牛社 1984 3-0190173420

コ/みどり ぼくはまほうつかい
マヤ・アンジェロウ／文　マーガレット・コートニー
＝クラーク／写真　さくまゆみこ／訳

アートン 2006 3-0206064559

エ/あか おじさんのブッシュタクシー
クリスチャン・エパンニャ／作
さくまゆみこ／訳

アートン 2007 3-0207021688

ヘ/ももいろ かきねのむこうはアフリカ
バルト・ムイヤールト／文
アンナ・ヘグルンド／絵　佐伯愛子／訳

ほるぷ出版 2001 3-0201049655

こ/みどり いのちのおくりもの　バラクランジャンのうた こんどうなつみ／作 リーブル 2010 3-0210086829

ま/きいろ＊ リズム まさごひであき／え 三起商行 1990 3-0190414942

シエラレオネ共和国 ３/あおいろ クモのつな　西アフリカ・シエラレオネの昔話 さくまゆみこ／訳　斎藤隆夫／画　 福音館書店 2008 3-0208071395

ジンバブエ共和国 マ/うぐいすいろ 動物バス
バーバラ・マクガイア／絵　Ｈ・ニコル／文
柳生圭／訳

蝸牛社 1996 3-0196050474

ま/きいろ＊ リズム まさごひであき／え 三起商行 1990 3-0190414942

エ/あか おじさんのブッシュタクシー
クリスチャン・エパンニャ／作
さくまゆみこ／訳

アートン 2007 3-0207021688

エ/あか おしゃれがしたいビントゥ
シェーン・Ｗ・エヴァンス／絵
シルヴィアン・Ａ・ディウフ／文　さくまゆみこ／訳

アートン 2007 3-0207009987

ニジェール共和国 ３/あおいろ おおぐいひょうたん　西アフリカの昔話 吉沢葉子／再話　斎藤隆夫／絵 福音館書店 2005 3-0205067195

セネガル共和国

その他のアフリカの本

エチオピア連邦民主共和国

ガーナ共和国

カメルーン共和国

ギニア共和国



国名 ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

４/あおいろ パンサーカメレオン
ジョイ・カウリー／文　ニック・ビショップ／写真
大澤晶／訳　富田京一／監修

ほるぷ出版 2005 3-0205079554

４/あおいろ あいうえおカメレオン 増田戻樹／文・写真 偕成社 2009 3-0209044249

マラウイ共和国 ２/あおいろ 風をつかまえたウィリアム
エリザベス・ズーノン／絵　ウィリアム・カムクワン
バ／文　ブライアン・ミーラー／文　さくまゆみこ
／訳

さ・え・ら書房 2012 3-0212073898

３/あおいろ
どうしてカはみみのそばでぶんぶんいうの？　西
アフリカ民話より

ヴェルナ・アールデマ／ぶん　レオ・ディロン，ダ
イアン・ディロン／え　やぎたよしこ／やく

ほるぷ出版 1976 3-0190010274

３/あおいろ バオバブのきのうえで　アフリカ・マリの昔話
ジェリ・ババ・シソコ／語り
みやこ・みな／再話　ラミン・ドロ／絵

福音館書店 2005 3-0205067202

こ/みどり いのちのおくりもの　バラクランジャンのうた　 こんどうなつみ／作   リーブル 2010 3-0210086829

ま/きいろ＊ リズム まさごひであき／え 三起商行 1990 3-0190414942

リベリア共和国 ３/あおいろ ほーら、これでいい！　リベリア民話
ウォン＝ディ・ペイ／再話　マーガレット・Ｈ．リッパート／再話
ジュリー・パシュキス／絵　さくまゆみこ／訳 アートン 2006 3-0206076990

３/あおいろ  絵本アフリカの人びと　２６部族のくらし
ディロン夫妻／絵
マーガレット＝マスグローブ／文　西江雅之／訳

偕成社 1982 3-0190056264

３/あおいろ 歌う悪霊　北アフリカサエル地方の昔話から
ナセル・ケミル／ぶん　エムル・オルン／え
カンゾウ・シマダ／やく

小峰書店 2004 3-0204081154

４/あおいろ いのちの木　あるバオバブの一生 バーバラ・バッシュ／文絵　 百々佑利子／訳 岩波書店 1994 3-0194048899

４/あおいろ ぞうの子ラウルとなかまたち キャサリン・ペイン／作　水原洋城／訳 岩波書店 1994 3-0194048898

４/あおいろ こんにちは！野生のおともだち ロラン・セトル／写真　永島章雄／文 偕成社 1997 3-0197060749

４/あおいろ ゾウ　どうぶつの赤ちゃん 増井光子／監修 金の星社 2007 3-0207018740

い/あか＊ ねぇツチブタくん 木坂涼／文　いちかわようこ／絵 朔北社 2004 3-0204096317

さ/はいいろ
アフリカの音　Ａ　ｓｔｏｒｙ　ｏｆ　Ｗｅｓｔ　Ａｆｒｉｃａｎ　ｄｒｕ
ｍ　＆　ｄａｎｃｅ

沢田としき／作・絵 講談社 1996 3-0196014346

72＊ ＡＦＲＩＣＡ空と大地のあいだで ツジムラノブヒロ／さく 大日本絵画 1986 3-0190231143

その他

マダガスカル共和国

マリ共和国



国名 ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

て/ちゃいろ あふりかのたいこ 瀬田貞二／さく　 寺島龍一／え 福音館書店 1962 3-0190445611

ま/うぐいすいろ つちぶたくん 牧野雯／作 小峰書店 2000 3-0200033726

も/ももいろ ドリトル先生アフリカへいく
ヒュー・ロフティング／原作　南條竹則／文
茂田井武／絵

集英社 2008 3-0208075914

よ/むらさき はじめてのかり 吉田遠志／絵と文 リブリオ出版
2001

（1982）
3-0201020430
（3-0190101998）

ケ/みどり おおいびきのツチブタ
ムワリム／文
アドリエンヌ・ケナウェイ／絵　草山万兎／訳

西村書店 1992 3-0193013536

ケ/みどり アフリカの大きな木バオバブ
ミリアム・モス／文
エイドリアン・ケナウェイ／絵　さくまゆみこ／訳

アートン 2006 3-0206056065

ケ/みどり コウノトリのおはなし　えんとつのうえの車輪
マーガレット・ワイズ・ブラウン／さく
ティボル・ゲルゲイ／え　あんどうのりこ／やく

長崎出版 2010 3-0210061923

ケ/みどり やったねカメレオンくん
ウェニイー・ハディシィ／ぶん　エイドリエンヌ・ケ
ナウェイ／え　久山太市／やく

評論社 1993 3-0193008453

コ/みどり ぼくはジャフタ
ヒュー・ルーウィン／文　リサ・コッパー／絵
多田ひろみ／訳

すぐ書房 1989 3-0190347758

コ/みどり ぼくのかあさん
ヒュー・ルーウィン／文　リサ・コッパー／絵
多田ひろみ／訳

すぐ書房 1989 3-0190384904

チ/ちゃいろ バーバパパのアフリカいき
アネット＝チゾン／さく
タラス＝テイラー／さく　山下明生／やく

講談社
1997

（1989）
3-0197081262

（未所蔵）

テ/ちゃいろ ヤクーバとライオン　１　勇気 ティエリー・デデュー／作　柳田邦男／訳 講談社 2008 3-0208021947

テ/ちゃいろ ヤクーバとライオン　２　信頼 ティエリー・デデュー／作　柳田邦男／訳 講談社 2008 3-0208049113

ハ/ももいろ おかあさんともりへ
ゲオルク・ハレンスレーベン／絵
ケイト・バンクス／文　さくまゆみこ／訳

講談社 2002 3-0202020672

フ/ももいろ 影ぼっこ
ブレーズ・サンドラール／ぶん
マーシャ・ブラウン／え　おのえたかこ／やく

ほるぷ出版 1983 3-0190117616

ヘ/ももいろ かきねのむこうはアフリカ
バルト・ムイヤールト／文
アンナ・ヘグルンド／絵　佐伯愛子／訳

ほるぷ出版 2001 3-0201049655

マ/うぐいすいろ
森にうまれた愛の物語　野生チンパンジーのなか
またち

ジェーン・グドール／文
アラン・マークス／絵　 河合雅雄／訳

講談社 1998 3-0198067188

マ/うぐいすいろ
リッキーとアンリ　みなしごチンパンジーと犬の友
情物語

ジェーン・グドール／作
アラン・マークス／絵　赤尾秀子／訳

ＢＬ出版 2005 3-0205042536

その他



物語

国名 ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

さ* サンコン少年のアフリカ物語 オスマン＝サンコン／作　あべ弘士／絵 講談社 2001 3-0201021892

ラ アフリカの子　少年時代の自伝的回想 カマラ＝ライエ／作　さくまゆみこ／訳 偕成社 1980 3-0190041364

ナミビア共和国 ヒ バオバブの木と星の歌　アフリカの少女の物語
レスリー・ビーク／作　さくまゆみこ／訳
近藤理恵／絵

小峰書店 1994 3-0195001044

な 砂漠の国からフォフォー 中川なをみ／作　舟橋全二／画 くもん出版 2005 3-0205027898

ホ 消えたオアシス　灼熱のサハラをさまよって
ピエール＝マリー・ボード／作
井村順一／訳　藤本泉／訳

鈴木出版 2005 3-0205024372

ボツワナ共和国 マ おいしいケーキはミステリー！？
アレグザンダー・マコール・スミス／作
もりうちすみこ／訳　木村いこ／絵

あかね書房 2013 3-0500070310

エ ヘブンショップ デボラ・エリス／作　さくまゆみこ／訳　 鈴木出版 2006 3-0206030835

ティーンズ
936

風をつかまえた少年　１４歳だったぼくはたったひ
とりで風力発電をつくった

ウィリアム・カムクワンバ／著
ブライアン・ミーラー／著　田口俊樹／訳

文藝春秋 2010 3-0210083884

南スーダン共和国 ハ 魔法の泉への道 リンダ・スー・パーク／著　金利光／訳 あすなろ書房 2011 3-0211080042

マ 炎の秘密
ヘニング・マンケル／作
オスターグレン晴子／訳

講談社 2001 3-0201074388

マ 炎の謎
ヘニング・マンケル／作
オスターグレン晴子／訳

講談社 2005 3-0205013821

モロッコ王国 93 みんながそろう日　モロッコの風のなかで
ヨーケ・ファン・レーウェン／作
マリカ・ブライン／作　野坂悦子／訳

鈴木出版 2009 3-0209087194

エチオピア連邦
民主共和国

レ 路上のヒーローたち エリザベス・レアード／作　石谷尚子／訳 評論社 2008 3-0208060643

シエラレオネ共和国
 ティーンズ

936
戦場から生きのびて イシメール・ベア／著　忠平美幸／訳 河出書房新社 2008 3-0208008155

い ぼくはアフリカにすむキリンといいます 岩佐めぐみ／作　高畠純／絵 偕成社 2001 3-0201036551

た アフリカないしょだけどほんとだよ 竹下文子／作　高畠純／絵 ポプラ社 2003 3-0203077902

て ぞうのはなはなぜながい
ラドヤード・キプリング／原作
寺村輝夫／文　長新太／絵

集英社
2009

(1979)
3-0209089603
（市内未所蔵）

な ネコのタクシーアフリカへ行く 南部和也／さく　さとうあや／え 福音館書店 2004 3-0204035769

その他

ニジェール共和国

ギニア共和国

マラウイ共和国

モザンビーク共和国



国名 ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

ほ チョコレートと青い空 堀米薫／作　小泉るみ子／絵 そうえん社 2011 3-0211027372

ア リトル・ソルジャー
バーナード・アシュリー／作
さくまゆみこ／訳　 影山徹／画

ポプラ社 2005 3-0205058943

マ アキンボとクロコダイル
アレグザンダー・マコール・スミス／作
もりうちすみこ／訳　広野多珂子／絵

文研出版 2009 3-0209005899

マ アキンボと毒ヘビ
アレグザンダー・マコール・スミス／作
もりうちすみこ／訳　広野多珂子／絵

文研出版 2010 3-0210051788

ロ ドリトル先生アフリカゆき ヒュー・ロフティング／作　　井伏鱒二／訳 岩波書店
2000

(1961)
3-0200035151
（市内未所蔵）

ティーンズ
933

沈黙のはてに アラン・ストラットン／著　 さくまゆみこ／訳 あすなろ書房 2006 3-0206003708

知識の本

国名 ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

48.9
アフリカ・カバ探検　カバのふるさとウガンダ取材
記

宮嶋康彦／著 偕成社 1996 3-0196032012

96
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 1991 3-0190403378

30 ダイヤモンドより平和がほしい 後藤健二／著 汐文社 2005 3-0205053641

30 両手を奪われても　シエラレオネの少女マリアトゥ
マリアトゥ・カマラ／共著　スーザン・マクリーラン
ド／共著　村上利佳／訳

汐文社 2012 3-0212095580

462.4 マダガスカルがこわれる 藤原幸一／写真・文 ポプラ社 2010 3-0210035482

48.9 なぞのサルアイアイ 島泰三／文　笹原富美代／絵 福音館書店
2014

(2004)
3-0500150628
（3-0203093861）

モザンビーク共和国 96*
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　瀬野丘太郎／絵 学習研究社 1988 3-0190348202

モロッコ王国 38  モロッコのごはん　 銀城康子／文　 高松良己／絵 農山漁村文化協会 2010 3-0210004454

リベリア共和国 36
戦争が終わっても　ぼくの出会ったリベリアの子ど
もたち

高橋　邦典／写真・文 ポプラ社 2005 3-0205055868

その他 25 あなたがもし奴隷だったら・・・
ジュリアス・レスター／文
ロッド・ブラウン／絵　片岡しのぶ／訳

あすなろ書房 1999 3-0199008654

その他

ウガンダ共和国

シエラレオネ共和国

マダガスカル共和国



国名 ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

28/シ
シュヴァイツァー　音楽家・著作家の実績をなげ
うって、アフリカの医者として献身した人

ジェームズ・ベントリー／著
菊島伊久栄／訳

偕成社 1992 3-0190412625

302.4
ティーンズ

アフリカのいまを知ろう 山田肖子／編著 岩波書店 2008 3-0208020812

302.４
ティーンズ

なんにもないけどやってみた　プラ子のアフリカボ
ランティア日記

栗山さやか／著 岩波書店 2011 3-0211074827

31 子ども兵士 アムネスティ・インターナショナル日本／編著 リブリオ出版 2008 3-0208075007

31 ２１世紀の平和を考えるシリーズ　４　飢餓 大貫美佐子／監修 ポプラ社 2003 3-0203026215

31 ２１世紀の平和を考えるシリーズ　５　エイズ 大貫美佐子／監修 ポプラ社 2003 3-0203026216

38 森に生きる人　アフリカ熱帯雨林とピグミー 寺嶋秀明／著 小峰書店 2002 3-0202063531

48.6 砂漠の虫の水さがし 山口進／写真・文 福音館書店
2000

(1996)
3-0200032999
（3-0196033382）

48.9 ミーアキャットの家族 内山晟／しゃしん　江口絵理／ぶん そうえん社 2010 3-0210000167

48.9 森の巨人 山極寿一／写真と文 歩書房 1983 3-0190106995

48.9
アフリカの森の日々　わたしの愛したチンパン
ジー

ジェーン・グドール／著　松沢哲郎／監訳
赤尾秀子／訳

ＢＬ出版 2002 3-0202067641

48.9 ゴリラは語る 山極寿一／著 講談社 2012 3-0212063366

48.9 アフリカゾウ
オリア・ダグラス－ハミルトン／著
増井光子／日本語版監修・訳

くもん出版 1994 3-0194046373

53.6
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　こどもくらぶ／編 旺文社 2006 3-0206086486

59.6 小麦・ふくらんでパン 中西敏夫／文 　米本久美子／絵 　 福音館書店
1997

(1992)
3-0197020250
（3-0190593837）

76 わたしは歌う　～ミリアム・マケバ自伝～
ミリアム・マケバ／著
ジェームズ・ホール／著　さくまゆみこ／訳

福音館書店 1994 3-0194051767

96
ひめちゃんとふたりのおかあさん
　～人間に育てられた子ゾウ～

森由民／文 フレーベル館 2011 3-0211075156

その他



昔話集・民話集
国名 ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

エチオピア連邦
民主共和国

38.8 山の上の火
ハロルド・クーランダー，ウルフ・レスロー／[共]
文　渡辺茂男／訳

岩波書店 1963 3-0190450323

ウガンダ共和国 38.8 ウサギのかしこい商売 宮本正興／編　訳　二俣英五郎／絵 小峰書店 1983 3-0190110469

トーゴ共和国 38.8 きのどくなハイエナ 江口一久／採話　田主誠／絵 小峰書店 1984 3-0190123099

388.4 バオバブのお嫁さま 川崎奈月／編訳・絵 論創社 2011 3-0211021019

38.8 キバラカと魔法の馬　 さくまゆみこ／編訳　太田大八／画 冨山房 1979 3-0190035807

38.8 なぜどうしてものがたり パメラ・コーラ／作　土屋哲／訳 岩波書店 1981 3-0190089813

38.8 南アフリカの民話
バーナ＝アーダマ／作　ダイアン＝ディロン，レ
オ＝ディロン／画　掛川恭子／訳

偕成社 1982 3-0190056759

38.8 語りつぐ人びと・アフリカの民話 江口一久／他著・訳 福音館書店 2004 3-0204002139

モロッコ王国 38.8 モロッコのむかし話　 ヤン＝クナッパート／編　さくまゆみこ／訳 偕成社 1990 3-0190331281

マダガスカル共和国



絵本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

3/あおいろ* こがねのあしのひよこ 秋野ゆきこ／再話・絵 福音館書店 1998 3-0198003081

ヒ/ももいろ ウッキーのみんなだいすき
クラウディア・ビーリンスキー／作
那須田淳／訳

ひくまの出版 1999 3-0199039292

ヒ/ももいろ ぼくはウッキー
クラウディア・ビーリンスキー／作
那須田淳／訳

ひくまの出版 1999 3-0199039290

ヒ/ももいろ ねむれないの、ほんとだよ
ガブリエラ・ケセルマン／文
ノエミ・ビリャムーサ／絵　角野栄子／訳

岩波書店 2007 3-0207066213

マ/うぐいすいろ クレイジーカウボーイ ギェルモ・マルデイヨ／作 ＣＢＳ・ソニー出版 1979 3-0190451854

物語
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

ソ ぼくのミラクルねこネグロ
オスバルド・ソリアーノ／作
ファビアン・ネグリン／絵　宇野和美／訳

アリス館 2003 3-0203053572

絵本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

や/むらさき なけないちっちゃいかえる エクトル・シエラ／作　やまうちかずあき／絵 鈴木出版 2004 3-0204044533

ウ/あか ろばのとしょかん
ジャネット・ウィンター／文と絵
福本友美子／訳

集英社 2011 3-0211016922

シ/はいいろ エロイーサと虫たち
ハイロ・ブイトラゴ／文
ラファエル・ジョクテング／絵　　宇野和美／訳

さ・え・ら書房 2011 3-0211065186

ハ/ももいろ こないかな、ロバのとしょかん
モニカ・ブラウン／文　ジョン・パッラ／絵
斉藤規／訳

新日本出版社 2012 3-0212075166

アルゼンチン共和国

コロンビア共和国



物語
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

コ 雨あがりのメデジン
アルフレッド・ゴメス＝セルダ／作
宇野和美／訳

鈴木出版 2011 3-0211092183

知識の本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

46 すばらしい世界の自然　アマゾン 松岡達英／著 大日本図書 1980 3-0190474710

絵本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

カ/みどり むこう岸には マルタ・カラスコ／作　宇野和美／訳 ほるぷ出版 2009 3-0209036421

ク/みどり サンタクロースのながいたび フェルナンド＝クラーン／作・絵　青木久子／文 講談社 1980 3-0190086706

フ/ももいろ アンデスの少女 ミア　 マイケル・フォアマン／作 長田弘／訳 BL出版 2009 3-0209018997

ル/きみどり ペドロの作文
アントニオ・スカルメタ／文
アルフォンソ・ルアーノ／絵　宇野和美／訳

アリス館 2004 3-0204022373

物語
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

ティーンズ
953/ホ

殺人者の涙 アン＝ロール・ボンドゥ／著　伏見操／訳 小峰書店 2008 3-0208089936

知識の本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

20 ミイラの大研究　古代人がそこにいる！ 造事務所／編集・構成　近藤二郎／監修 ＰＨＰ研究所 2010 3-0210075484

チリ共和国



絵本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

3/あおいろ ジャガーにはなぜもようがあるの？
アンナ・マリア・マチャード／さいわ
ジアン・カルビ／え　ふくいしげき／やく

ほるぷ出版 1983 3-0190110170

3/あおいろ ヤチのおにんぎょう　ブラジル民話より
Ｃ．センドレラ／ぶん　グロリア・C．バイベ／え
はせがわしろう／やく

ほるぷ出版 1976 3-0190010395

3/あおいろ しろいむすめマニ　アマゾンのいものはじまり 稲村哲也／再話　アントニオ・ポテイロ／絵 福音館書店
1997

（1992）
3-0197074493
（3-0190539889）

3/あおいろ ジャングルのようせい、サシ
マルレネ・ペルリンジェイロ／さく・え
おのゆうこ／訳

新世研 2000 3-0200056060

5/あおいろ カポックの木 リン・チェリー／作　　みらいなな／訳 童話屋 1996 3-0196072329

シ/はいいろ フリッチス　ふしぎな色の旅 ジラルド／作・絵　松本乃里子／訳 桜風舎 2009 3-0209089300

ハ/ももいろ ガラシとクルピラ 陣内すま／ぶん　ヴァンペレーラ／え 福音館書店
2005

（1992）
3-0205067197
（3-0190540416）

ハ/ももいろ あまくておいしいこいのものがたり
ジョナス・リべイロ／文　タチアナ・パイヴァ／絵
おびかゆうこ／訳

光村教育図書 2009 3-0209088792

へ/ももいろ サシは１０にん
タチアナ・ベリンキ／さく　ロベルト・ヴェイガン／
え　おおわきみちこ／訳

新世研 2000 3-0200070702

物語
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

や  アマゾンからの手紙　１０歳のブラジル移民 山脇あさ子／作　宮崎耕平／絵　 新日本出版社 2003 3-0203099317

イ 夢の彼方への旅 エヴァ・イボットソン／著　三辺律子／訳 偕成社 2008 3-0208043610

シ やんちゃなマルキーニョ ジラルド／作　松本乃里子／訳 静山社 2009 3-0209089296

知識の本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

28/タ 闘莉王超攻撃的ディフェンダー 矢内由美子／文 学習研究社 2009 3-0209025605

ブラジル連邦共和国



ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

30 ブラジルの友だち 佐藤郡衛／監修 学校図書 2000 3-0200028930

29.2 ブラジルと出会おう
ＩＡＰＥポルトガル語教室／編著　谷啓子／編著
富本潤子／編著

国土社 2001 3-0201010618

38 ブラジルのごはん 銀城康子／文　萩原亜紀子／絵 農山漁村文化協会 2008 3-0208012284

46 アマゾン・アマゾン 今森光彦／文・写真 福音館書店
1998

（1991）
3-0198021893
（3-0190540066）

昔話集・民話集
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

38.8 ブラジルのむかしばなし　１ カメの笛の会／編 東京子ども図書館 2011 3-0500045631

38.8 ブラジルのむかしばなし　２ カメの笛の会／編 東京子ども図書館 2013 3-0500045618

38.8 ブラジルのむかしばなし　３ カメの笛の会／編 東京子ども図書館 2013 3-0500045619

38.8
世界をささえる一本の木　ブラジル・インディオの神話と
伝説

ヴァルデ＝マール／再話・絵　永田銀子／訳 福音館書店 1996 3-0196061381

絵本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

3/あおいろ マリアとコンドル　ペルーの民話
稲村哲也／再話　ハイメ・ロサン／絵
ヘオルヒーナ・デ・ロサン／絵

福音館書店
1997

（1990）
3-0197074488
（3-0190539860）

3/あおいろ コケーナとであったチャンゴ　アンデスの民話 やなぎやけいこ／再話　野口忠行／絵 福音館書店
2005

（1990）
3-0205067199
（3-0190541649）

い/あか じゃがいもアイスクリーム？ 市川里美／作 BL出版 2011 3-0211052520

エ/あか ななつの水晶球 エルジェ／作　川口恵子／訳 福音館書店 1985 3-0190202046

エ/あか 太陽の神殿 エルジェ／作 福音館書店 1985 3-0190202044

ペルー共和国



知識の本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

26 黄金の大仮面とおどるガイコツ 田中館哲彦／文　こさかしげる／画 学習研究社 1994 3-0194066175

29.2 アンデス家族 高野潤／著 理論社 2000 3-0200020314

38 ペルーのごはん 銀城康子／文　加藤タカ／絵 農山漁村文化協会 2008 3-0208088918

38 インカの村に生きる　 関野吉晴／著 ほるぷ出版 2012 3-0212079890

47 砂漠の花園 野村哲也／写真・文 福音館書店 2003 3-0203071883

47 プーヤ・ライモンデイ　１００年にいちど咲く花 野村哲也／文・写真 福音館書店 2005 3-0205048948

61 じゃがいものふるさと 山本紀夫／文・写真 福音館書店 2008 3-0207095941

昔話集・民話集
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

38.8 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 偕成社 1989 3-0190313941

絵本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

3/あおいろ 太陽と月になった兄弟　ボリビア民話 秋野靭子／再話・絵 福音館書店 1994 3-0194030142

3/あおいろ コケーナとであったチャンゴ　アンデスの民話 やなぎやけいこ／再話　野口忠行／絵 福音館書店 2005 3-0205067199

3/あおいろ アルマジロの晴れ着　ボリビア・アンデスの昔話 かわだあゆこ／ぶん　よねもとくみこ／え アスラン書房
2008

（1990）
3-0208033133

（3-0190541649）

い/あか じゃがいもアイスクリーム？ 市川里美／作 BL出版 2011 3-0211052520

ボリビア多民族国



ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

と/ちゃいろ みんなくるくるさかのみち 東郷聖美／作　 福音館書店 2007 3-0207034103

と/ちゃいろ わたしはせいか・ガブリエラ 東郷聖美／さく・え 福音館書店
2011

（2004）
3-0211026849
(3-0204057854)

物語
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

フ 小さなホセとロバの旅 Ｇ．フォイステル／著　関楠生／訳 岩波書店 1969 3-0190447179

昔話集・民話集
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

388 ボリビアの伝説
アントニオ・パレーデス・カンディア／著
丸岡匡孝／訳

エピック 1994 3-0194070660

38.8 ペルー・ボリビアのむかし話　 加藤隆浩／編訳 偕成社 1989 3-0190313941

絵本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

3/あおいろ エナノの宮殿 ルイス・スアレス／え　　とみながまこと／やく ほるぷ出版 1982 3-0190099008

3/あおいろ パコのあきまつり　 なおえみちる／作　いまいとし／絵 リーブル 1997 3-0197075701

3/あおいろ うさぎのみみは、なぜながい 北川民次／ぶんとえ 福音館書店 1962 3-0190451460

3/あおいろ とうもろこしどろぼう 西本鶏介／文　武井武雄／絵 フレーベル館 1978 3-0190039646

3/あおいろ カエルのおよめさん 清水たま子／文　竹田鎮三郎／絵 福音館書店 1998 3-0197084918

3/あおいろ チャマコとみつあみのうま 竹田鎮三郎／え　清水たま子／ぶん 福音館書店
1997
(1986)

3-0197074499
(3-0190539123)

メキシコ合衆国



ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

3/あおいろ ねずみのけっこん
ジュディス・デュプレ／文　ファブリシオ・ヴァン
デン・ブレイク／絵　晴海耕平／訳

童話館 1994 3-0194070091

い/あか エレーナのインコ 直江みちる／さく　今井俊／絵 福音館書店 2004 3-0204007573

い/あか ペレのはなび 今井俊／絵　直江みちる／文 福音館書店 1995 3-0195054950

し/はいいろ 旅する蝶 新宮晋／著 文化学園文化出版局 2012 3-0212033270

な/みずいろ メキシコのいちば 永田智昭／さく 福音館書店 1998 3-0198063794

ひ/ももいろ ひみつのたからチョコラーテ 平山暉彦／作 福音館書店 2012 3-0212043769

ア/あか 図書館だいすき マルタ・アビレス／文・絵　　清水透／訳 蝸牛社 1996 3-0196050472

エ/あか クリスマスまであと九日　セシのポサダの日
マリー・ホール・エッツ／画　マリー・ホール・エッツ，アウロ
ラ・ラバスティダ／作　たなべいすず／訳 冨山房 1974 3-0190535047

ケ/みどり クリスマスのつぼ ジャック・ケント／作・絵　　清水真砂子／訳 ポプラ社 1977 3-0190010562

コ/みどり トマスと図書館のおねえさん
パット・モーラ／ぶん　ラウル・コローン／え
藤原宏之／やく

さ・え・ら書房 2010 3-0210009228

シ/はいいろ ぼくのぼうし
メルコール・フェラー／さく　ジャン・シャロー／え
ふくいしげき／やく

ブック・グローブ社 1992 3-0190429273

ネ/みずいろ ポインセチアはまほうの花
ジョアンヌ・オッペンハイム／文
ファビアン・ネグリン／絵　宇野和美／訳

光村教育図書 2010 3-0210068244

ヒ/ももいろ ぼくのうちに波がきた
キャサリン・コーワン／文　マーク・ブエナー／絵
中村邦生／訳　オクタビオ・パス／原案

岩波書店 2003 3-0203047464

フ/ももいろ 魔法のかたつむり
ファブリシオ・Ｖ．ブロエク／文・絵
加藤耕子／訳

蝸牛社 1996 3-0196050476

フ/ももいろ エレーナのセレナーデ
キャンベル・ギースリン／文　アナ・フアン／絵
小島希里／訳

ＢＬ出版 2004 3-0204057528

ホ/ももいろ おばあちゃんのちょうちょ
バーバラ・Ｍ．ヨース／文　ジゼル・ポター／絵
福本由紀子／訳

BL出版 2006 3-0206073060

マ/うぐいすいろ たいせつなきみ
マックス・ルケード／著　セルジオ・マルティネス
／絵　ホーバード・豊子／訳

いのちのことば社 1998 3-0199014372

ラ/きみどり たことサボテン
アリン・ピーターソン／文
エラクリオ・ラミーレス／絵　林屋永吉／訳

河出書房新社 1994 3-0194049684



物語
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

オ 黄金の七つの都市 スコット・オデール／作　大塚勇三／訳 岩波書店 1977 3-0190011924

ロ トウモロコシが実るころ
ドロシー・ローズ／作　長滝谷富貴子／訳
小泉るみ子／絵

文研出版 2002 3-0202037099

933 /ソ* 四月の野球 ギャリー・ソト／作　神戸万知／訳 理論社 1999 3-0199022765

ティーンズ
933 /ヒ

この道のむこうに フランシスコ・ヒメネス／作　千葉茂樹／訳 小峰書店 2003 3-0203084131

ティーンズ
933 /ヒ

あの空の下で フランシスコ・ヒメネス／作　千葉茂樹／訳 小峰書店 2005 3-0205060859

ティーンズ
933 /ラ

国境まで１０マイル　コーラとアボカドの味がする九つ
の物語

デイヴィッド・ライス／作　ゆうきよしこ／訳
山口マオ／画

福音館書店 2009 3-0209020174

知識の本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

28/ヒ ドン・ロドリゴの幸運　日本・メキシコ交流の始まり 小倉明／作　山口まさよし／絵 汐文社 2008 3-0208090587

38 メキシコのごはん 銀城康子／文　高松良己／絵 農山漁村文化協会 2007 3-0207013830

38 ロバのつくった道 竹田鎮三郎／原案・絵　清水たま子／文 福音館書店 2004 3-0204079804

46 すばらしい世界の自然　メキシコ 松岡達英／絵・文 大日本図書 1977 3-0190448572

47 サボテンホテル
ブレンダ・Ｚ・ギバーソン／文
メーガン・ロイド／絵　三河内彰子／訳

福音館書店 2000 3-0200052531

51.9 ぼくのジャングルを救って
モニカ＝サーク／文　ビヤネール多美子／訳
Ｂ＝Ａ＝ルーネルストロム／絵

偕成社 1990 3-0190365981



絵本

国名 ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

4/あおいろ ガラパゴス ジェイソン・チン／作　福岡伸一／訳 講談社 2013 3-0500065077

ヘ/ももいろ 特急キト号
ルドウィッヒ・ベーメルマンス／作
ふしみみさを／訳

PHP研究所 2006 3-0206037788

2/あおいろ たからものがいっぱい！ キューバのこどもたち／絵　こやま峰子／ことば フレーベル館 2012 3-0212008927

フ/ももいろ シジュとふくろう　キューバ
ミゲール・バーネット・ランツァ／文　エンリケ・マ
ルチネス・ブランコ／絵　　しげいしみほ／訳

蝸牛社 1984 3-0190173429

マ/うぐいすいろ＊ どうぶつたちのおまつり
エンリケ・マルチネス/絵　エンリケ・ペレス/文
しみずとおる/訳

講談社 1992 3-0193008229

グアテマラ共和国 フ/ももいろ びくびくビリー アンソニー・ブラウン／さく　灰島かり／やく 評論社 2006 3-0206062780

ま/うぐいすいろ ツーティのちいさなぼうけん 松岡達英／絵　越智典子／文 偕成社 1999 3-0199042457

ま/うぐいすいろ ツーティのうんちはどこいった？ 松岡達英／絵　越智典子／文 偕成社 2001 3-0201032292

ネ/みずいろ ひみつの足あと
フーリア・アルバレス／文
ファビアン・ネグリン／絵　　神戸万知／訳

岩波書店 2011 3-0211061240

ヒ/ももいろ 鳥たちの木　ドミニカ共和国 カンディド・ビド／文・絵　　山本真梨子／訳 蝸牛社 1984 3-0190173434

トリニダード・トバゴ共和国 3/あおいろ ヤギとライオン　トリニダード・トバゴの民話 内田莉莎子／文　むかいながまさ／絵 鈴木出版 1991 3-0190404586

マ/うぐいすいろ エングラシアおばちゃんのおくりもの
マリオ・モンテネグロ／文
オルガ・マラディアガ／絵　　まつもととおる／訳

福音館書店 2005 3-0205067192

モ/うぐいすいろ さんにんのピエロ
マリオ・モンテネグロ／作・絵
福音館書店編集部／編・訳

福音館書店 2002 3-0202067713

サ/はいいろ ミラクルバナナ
ジョルジュ・キャストラ／作　ロドニィ・サン・エロワ／作　ルイ
ジアーヌ・サン・フルラン／絵　加古里子／文 学習研究社 2001 3-0201009966

サ/はいいろ 希望の木
カレン・リン・ウィリアムズ／作
リンダ・サポート／絵　　高岡美智子／訳

PHP研究所 2010 3-0210075486

バハマ共和国 4/あおいろ あおいうみのイルカたち 越智隆治／写真　越智充奈子／文 ポプラ社 2002 3-0202042644

3/あおいろ チュルンの滝　ベネズエラ
アリナ・マセバ・デ・コバル／絵・文
小林孝子／訳

蝸牛社 1991 3-0190406936

3/あおいろ ひかりがうまれたとき
イヴォネ・リバス／さいわ　イレネ・サビノ／え
みやかわけんじ／やく

新世研 2002 3-0202053669

ニカラグア共和国

ハイチ共和国

ベネズエラ・ボリバル共和国

その他の中南米の本

エクアドル共和国

キューバ共和国

コスタリカ共和国

ドミニカ共和国



国名 ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

オ/あか 星と月の生まれた夜
ドオウグラス・グティエレス／文　マリア・フェルナ
ンダ・オリベル／絵　山本厚子／訳

河出書房新社 1994 3-0194036109

ト/ちゃいろ 道はみんなのもの
クルーサ／文　モニカ・ドペルト／絵
岡野富茂子／共訳　岡野恭介／共訳

さ・え・ら書房 2013 3-0500015081

1/あおいろ ケツアルコアトルの道 スズキコ－ジ／絵　舟崎克彦／文 ほるぷ出版 1997 3-0197020274

4/あおいろ アカメアマガエル
ジョイ・カウリー／文　ニック・ビショップ／写真
大澤晶／訳　富田京一／監修

ほるぷ出版 2005 3-0205079553

ウ/あか 雨ごいの少年ピック　古代マヤのお話 デイビッド・ウィズネスキー／作　寺岡襄／訳 偕成社 1993 3-0193035352

エ/あか ジルベルトとかぜ マリー・ホール・エッツ／著　たなべいすず／訳 冨山房 1975 3-0190449714

物語

国名 ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

エクアドル共和国 ホ/ももいろ ツバメの歌・ロバの旅 レオ・ポリティ／文・え　石井桃子／訳 岩波書店 1979 3-0190445837

ドミニカ共和国 ア ロラおばちゃんがやってきた フーリア・アルバレス／作　神戸万知／訳 講談社 2004 3-0204027243

ハイチ共和国 お 八月の太陽を 乙骨淑子／作　滝平二郎／え 理論社
1978

（1977）
3-0190013434
（3-0190513331）

オ アマゾン大脱出
メアリー・ポープ・オズボーン／著
食野雅子／訳

メディアファクトリー 2002 3-0202035075

ヒ キーパー マル・ピート／著　池央耿／訳 評論社 2006 3-0206036766

ヒ サトウキビ畑のカニア
フレデリック・ピション／作
ダニエル遠藤みのり／訳　内海博信／画

くもん出版 2004 3-0204050480

知識の本

国名 ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

462.6 ガラパゴスがこわれる 藤原幸一／写真　文 ポプラ社 2007 3-0207092499

48
千石先生の動物ウォッチング　ガラパゴスと
マダガスカル

千石正一／著 岩波書店 2003 3-0203012636

エルサルバドル共和国 96
ヘスースとフランシスコ　エル・サルバドル内
戦を生きぬいて

長倉洋海／著 福音館書店 2002 3-0202057224

ベネズエラ・ボリバル共和国

その他

その他

エクアドル共和国



国名 ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

グアテマラ共和国 28/メ
リゴベルタの村　ノーベル平和賞メンチュウ
女史の半生

工藤律子／著　浜田桂子／絵
篠田有史／写真

講談社 1994 3-0194029810

46 ジャングル 松岡達英／作 岩崎書店 1993 3-0193044716

48.7 バシリスク　～水の上を走るトカゲ～ 嶋田忠／文・写真 福音館書店 2011 3-0211038520

パナマ共和国 29.2 わらって「オーラ」パナマの旅　パナマ紀行 滝井なみき／著・画 あかね書房 1985 3-0190175727

25 古代マヤ文明不思議物語 村上達也／著 汐文社 2000 3-0200021675

296.8 アンデス・インカをゆく　世界遺産 義井豊／著 小学館 2002 3-0202039929

38 カーニバルがやってきた 白根全／写真・文 福音館書店 2008 3-0208032717

53.6
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　こどもくらぶ／編 旺文社 2006 3-0206086486

76 おもしろい楽器　中南米の旅から 山本紀夫／文・写真　中垣ゆたか／絵 福音館書店 2011 3-0211054118

76 コンドルはとんでいく（中南米）　音楽のたび 矢沢寛／文　岩淵慶造／絵 岩崎書店 1989 3-0190297773

昔話集・民話集

国名 ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

ハイチ共和国 38.8 魔法のオレンジの木　ハイチの民話
ダイアン・ウォルクスタイン／採話
清水真砂子／訳

岩波書店 1984 3-0190125714

38.8 世界むかし話　〔６〕　中南米 福井恵樹／訳　竹田鎮三郎／絵 ほるぷ出版 1988 3-0190284311

38.8 こども世界の民話 　上　下 内田莉莎子／〔ほか〕著 実業之日本社 1995
3-0195064371
3-0195064370

38.8 カエル王女　中南米の昔ばなし　 三原幸久／訳　おぼまこと／絵 小峰書店 1986 3-0190220642

コスタリカ共和国

その他

その他



絵本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

ハ/ももいろ 夢はワールドカップ ティム・ヴァイナー／作　川平慈英／訳 あかね書房 2001 3-0201071497

知識の本
＜歴史・地理・社会＞

ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

20 ミイラの大研究　古代人がそこにいる！ 造事務所／編集・構成　近藤二郎／監修 ＰＨＰ研究所 2010 3-0210075484

20 古代文明の大研究　なぞと不思議がいっぱい！ 関眞興 ／監修 ＰＨＰ研究所 2012 3-0212056988

24  吉村作治の古代エジプト文明　ビジュアル版　第１巻　ピラミッドの誕生 吉村作治／著　岩出まゆみ／著 汐文社 2009 3-0209088686

24 吉村作治の古代エジプト文明　ビジュアル版　第２巻　ファラオの時代 吉村作治／著　岩出まゆみ／著 汐文社 2010 3-0210008266

24
吉村作治の古代エジプト文明　ビジュアル版　第３巻　ツタンカーメンの
秘密

吉村作治／著　岩出まゆみ／著 汐文社 2010 3-0210024566

29 国別大図解世界の地理　５　南北アメリカの国々 井田仁康／監修 学研教育出版 2010 3-0210009307

29 国別大図解世界の地理　６　アフリカ・オセアニアの国々 井田仁康／監修 学研教育出版 2010 3-0210009308

29 グレートジャーニー探検記 関野吉晴／著 徳間書店 2013 3-0500030035

29 世界をぼうけん！地図の絵本
ニック・クレイン／文章　デビッド・
ディーン／イラスト　柏木しょうこ／訳

実業之日本社 2013 3-0500041645

29 帝国書院地理シリーズ　世界の国々　５　アフリカ州 帝国書院編集部／編 帝国書院 2012 3-0212023754

29 帝国書院地理シリーズ　世界の国々　７　南アメリカ州 帝国書院編集部／編 帝国書院 2012 3-0212023756

29.2 行ってみたいなあんな国こんな国　6　中南米 東菜奈／作 岩崎書店 2010 3-0210019191

29.2 行ってみたいなあんな国こんな国　7　アフリカ 東菜奈／作 岩崎書店 2010 3-0210022680

29.2 嵐の大地パタゴニア　グレートジャーニー・人類５万キロの旅　１ 関野吉晴／文＋写真 小峰書店 1995 3-0195044133

29.2 チチカカ湖めざして　グレートジャーニー・人類５万キロの旅　２ 関野吉晴／文＋写真 小峰書店 1995 3-0195073459

29.2 はるかインカを訪ねて　グレートジャーニー・人類５万キロの旅　３ 関野吉晴／文＋写真 小峰書店 1996 3-0196046628

29.2 失われた世界をいく　グレートジャーニー・人類５万キロの旅　４ 関野吉晴／文＋写真 小峰書店 1997 3-0197009022

アフリカと中南米についてわかる本



ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

29.2 中央アメリカをかける　グレートジャーニー・人類５万キロの旅　５ 関野吉晴／文＋写真 小峰書店 1997 3-0197051240

29.2 人類発祥の地アフリカ　グレートジャーニー・人類５万キロの旅　15 関野吉晴／文＋写真 小峰書店 2004 3-0204028290

29.2 体験取材！世界の国ぐに　３　メキシコ 吉田忠正／文・写真　高山智博／監修 ポプラ社 2006 3-0206013261

29.2 体験取材！世界の国ぐに　４　キューバ 吉田忠正／文・写真　後藤政子／監修 ポプラ社 2006 3-0206013262

29.2 体験取材！世界の国ぐに　５　コスタリカ 渡辺一夫／文・写真　五十嵐義明／監修 ポプラ社 2006 3-0206013263

29.2 体験取材！世界の国ぐに　６　ブラジル 岡崎務／文・写真　矢ケ崎典隆／監修 ポプラ社 2006 3-0206013264

29.2 体験取材！世界の国ぐに　７　チリ 佐々木ときわ／文・写真　林竹人／監修 ポプラ社 2006 3-0206013265

29.2 体験取材！世界の国ぐに　40　エジプト 岡崎務／文・写真　久山宗彦／監修 ポプラ社 2009 3-0209023196

29.2 体験取材！世界の国ぐに　41　モロッコ 渡辺一夫／文・写真　森分伸好／監修 ポプラ社 2009 3-0209023197

29.2 体験取材！世界の国ぐに　42　カメルーン 渡辺一夫／文・写真　亀井伸孝／監修 ポプラ社 2009 3-0209023198

29.2 体験取材！世界の国ぐに　43　南アフリカ 岡崎務／文・写真　峯陽一／監修 ポプラ社 2009 3-0209023199

29.2 体験取材！世界の国ぐに　44　マダガスカル 渡辺一夫／文・写真　深澤秀夫／監修 ポプラ社 2009 3-0209023200

29.2 メキシコ　ナショナルジオグラフィック世界の国
ベス・グルーバー／著　ゲーリー・Ｓ．エルボウ／監
修　ホーヘイ・サモウラ／監修　岩渕孝／日本語版
校閲・ミニ情報

ほるぷ出版 2007 3-0207084948

29.2 ペルー　ナショナルジオグラフィック世界の国
アニタ・クロイ／著　ヒルデガルド・コルドヴァ・アグィ
ラー／監修　デービッド・Ｊ．ロビンソン／監修　岩渕
孝／日本語版校閲

ほるぷ出版 2008 3-0208005159

29.2 エジプト　ナショナルジオグラフィック世界の国
セリーナ・ウッド／著　ジェレ・Ｌ．バカラク／監修　ウ
サマ・ソルタン／監修　岩渕孝／日本語版校閲・ミニ
情報

ほるぷ出版 2008 3-0208009907

29.2 ケニア　ナショナルジオグラフィック世界の国
ブリジット・タングェイ／著　チェゲ・ギシオラ／監修
タビサ・オティエノ／監修 ほるぷ出版 2008 3-0208016370

29.2 キューバ　ナショナルジオグラフィック世界の国
ジェン・グリーン／著　ダミアン・フェルナンデス／監
修　アレハンドロ・デ・ラ・フェンテ／監修　岩渕孝／
日本語版校閲・ミニ情報

ほるぷ出版 2009 3-0209005257

29.2 ナイジェリア　ナショナルジオグラフィック世界の国
ブリジット・ジャイルズ／著　ベンジャミン・アキントゥ
ンデ・オイェタデ／監修　マシューズ・Ａ．オジョ／監
修　岩渕孝／日本語版校閲・ミニ情報

ほるぷ出版 2009 3-0209012491



ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

29.2 南アフリカ　ナショナルジオグラフィック世界の国
ヴァージニア・メイス／著　ケイト・ラウントリー／監
修　ヴキレ・クマロ／監修　岩渕孝／日本語版校閲・
ミニ情報

ほるぷ出版 2009 3-0209078833

29.2 コロンビア　ナショナルジオグラフィック世界の国
アニタ・クロイ／著　ウルリッヒ・オスレンダー／監修
マウリシオ・パルド／監修　岩渕孝／日本語版校閲・
ミニ情報

ほるぷ出版 2009 3-0209096656

29.2 ブラジル　ナショナルジオグラフィック世界の国
ザイラ・デッカー／著　デイビッド・Ｊ．ロビンソン／監
修　ジョアン・セザール・デ・カストロ・ロチャ／監修
岩渕孝／日本語版校閲・ミニ情報

ほるぷ出版 2010 3-0210092522

29.2 ジャマイカ　ナショナルジオグラフィック世界の国
ジェン・グリーン／著　デビッド・Ｊ．ハワード／監修
ジョエル・フレイター／監修　岩渕孝／日本語版校
閲・ミニ情報

ほるぷ出版 2010 3-0210069159

29.2 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　マシュー・テイラー／監修　エド
ウィン・Ｊ．カステジャノス／監修　岩渕孝／日本語版
校閲・ミニ情報

ほるぷ出版 2011 3-0211084278

31
国際紛争の本　いつ・どこで・何がおきたか？　３　中東　北アフリカの
紛争

大芝亮／監修 岩崎書店 2004 3-0204008024

31
国際紛争の本　いつ・どこで・何がおきたか？　４ 中部・南部アフリカの
紛争

大芝亮／監修 岩崎書店 2004 3-0204013358

31 ２１世紀の紛争　子ども・平和・未来　第４巻　アフリカからのレポート 吉岡攻／編集 岩崎書店 2010 3-0210073764

31
２１世紀の紛争　子ども・平和・未来　第５巻　南北アメリカからのレポー
ト

吉岡攻／編集 岩崎書店 2010 3-0210073765

36.6 学校に行けないはたらく子どもたち　１　（アフリカ） 田沼武能／写真・文 汐文社 2004 3-0204082844

36.6 学校に行けないはたらく子どもたち　３　（中南米） 田沼武能／写真・文 汐文社 2004 3-0204091621

36.6 学校に行けないはたらく子どもたち　４　（中東・北アフリカ） 田沼武能／写真・文 汐文社 2004 3-0204093935

＜行事・くらし～食べ物・服・お祭りなど～＞

ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

38 元気が出る！世界の朝ごはん　２　南・西・中央アジアとアフリカ 服部幸應／監修　服部津貴子／監修 日本図書センター 2007 3-0207019915

38 元気が出る！世界の朝ごはん　４　オセアニアと南アメリカ 服部幸應／監修　服部津貴子／監修 日本図書センター 2007 3-0207019917

38 元気が出る！世界の朝ごはん　５　北・中央アメリカとカリブ海 服部幸應／監修　服部津貴子／監修 日本図書センター 2007 3-0207019918

38 こんな家にすんでたら　世界の家の絵本 ジャイルズ・ラロッシュ／作　千葉茂樹／訳 偕成社 2013 3-0500019731

38 写真で知る世界の少数民族・先住民族　５　マサイ レナー・クラツ／著　藤村奈緒美／訳 汐文社 2008 3-0208013810



ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

38 世界のおまつり
アナベル・キンダスリー／文
バーナバス・キンダスリー／写真

ほるぷ出版 1998 3-0198033537

48 熱帯探険図鑑　３　メキシコ 松岡達英／原案・絵　鈴木良武／構成・文 偕成社 1994 3-0194034813

48 熱帯探険図鑑　４　アマゾン 松岡達英／原案・絵　鈴木良武／構成・文 偕成社 1994 3-0194034814

48 熱帯探険図鑑　５　アフリカ　探険 松岡達英／原案・絵　鈴木良武／構成・文 偕成社 1994 3-0194034815

70 プリミティブアートってなぁに？ マリー・セリエ／文　結城昌子／監訳 西村書店 2008 3-0208017499

78.1 国際理解にやくだつ世界の遊び　４　アフリカの遊び ポプラ社 1998 3-0198020735

78.1 国際理解にやくだつ世界の遊び　６　南アメリカの遊び ポプラ社 1998 3-0198020737

78.1 世界の外あそび こどもくらぶ／編 今人舎 2004 3-0204034204

79.8 世界のじゃんけん 田中ひろし／著　こどもくらぶ／編 今人舎 2002 3-0202030390

79.8 世界のなぞなぞ 藤川雅行／著　こどもくらぶ／編 今人舎 2003 3-0203036317

＜文字・ことば＞

ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

80
言葉図鑑にほんご・えいご・ポルトガルご・スペインご　１
なまえのことばとくらしのことば

五味太郎／〔著〕　田所清克／ポルトガル語訳
ペドロ・アイレス／ポルトガル語訳　恩智敏子
／スペイン語訳

偕成社 2013 3-0500025031

80
言葉図鑑にほんご・えいご・ポルトガルご・スペインご　２
うごきのことばとかざることば

五味太郎／〔著〕　田所清克／ポルトガル語訳
ペドロ・アイレス／ポルトガル語訳　恩智敏子
／スペイン語訳

偕成社 2013 3-0500025030

80 ふしぎ？おどろき！文字の本　３　古代の文字 町田和彦／監修 ポプラ社 2011 3-0211025126

昔話集・民話集
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

38.8 こども世界の民話　上 内田莉莎子／〔ほか〕著 実業之日本社 1995 3-0195064371

38.8 こども世界の民話　下 内田莉莎子／〔ほか〕著 実業之日本社 1995 3-0195064370

38.8 子どもに聞かせる世界の民話 矢崎源九郎／編 実業之日本社 1964 3-0190447101
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