
書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

世界の発掘現場と冒険家たち 考古学ふしぎ図鑑
ステファヌ・コンポワン／文・写真
青柳 正規／日本語版監修
（西村書店）

2013 202/ｺﾝﾎ/13.6

日本はこうして世界から信頼される国となった 親子で読める
ジュニア版

佐藤 芳直／著
（プレジデント社）

2014 210/ｻﾄｳ/14.10

歴史なるほど新聞 0010時代の流れがよくわかる!
千葉 昇／監修・指導
（ポプラ社）

2013 210/ﾁﾊ/13.4

時代を切り開いた世界の10人 000207レジェンドストーリー
高木 まさき／監修
茅野 政徳／指導
（学研教育出版）

2015 280/ﾀｶｷ/15.2

日本と世界のしくみがわかる!よのなかマップ
日能研／編
日本経済新聞出版社／編
（日本経済新聞出版社）

2014 300/ﾆﾁﾉ/14.10

ニュース年鑑 2014
池上 彰／監修
（ポプラ社）

2014 304/ｲｹｶ/14.2

報道写真でわかる朝日新聞必読ニュース 2013  （朝日新聞社） 2013 304/ﾎｳﾄ/13.11

ニュースに出てくる国際条約じてん 0005
池上 彰／監修
こどもくらぶ／編
（彩流社）

2015 329/ｲｹｶ/15.2

世界の女性問題 0002
関橋 眞理／著
（汐文社）

2013 367/ｾｷﾊ/13.12

きいてみよう障がいってなに? 0001
石川 憲彦／監修
（ポプラ社）

2015 369/ｲｼｶ/15.4

ユニバーサルデザインとバリアフリーの図鑑
徳田 克己／監修
（ポプラ社）

2013 369/ﾄｸﾀ/13.4

町工場の底力 0008  （かもがわ出版） 2015 509/ﾏﾁｺ/15.2

時代背景から考える日本の6つのオリンピック 0001
稲葉 茂勝／文
大熊 廣明／監修
（ベースボール・マガジン社）

2015 780/ｲﾅﾊ/15.7

時代背景から考える日本の6つのオリンピック 0002
稲葉 茂勝／文
大熊 廣明／監修
（ベースボール・マガジン社）

2015 780/ｲﾅﾊ/15.8

時代背景から考える日本の6つのオリンピック 0003
稲葉 茂勝／文
大熊 廣明／監修
（ベースボール・マガジン社）

2015 780/ｲﾅﾊ/15.9

オリンピッククイズ
熱闘!激闘!スポーツクイズ選手権 1

スポーツクイズ研究会／編
（ポプラ社）

2014 780/ｽﾎﾂ/14.4

ビジュアル図鑑調べよう!考えよう!やってみよう!
世界と日本の民族スポーツ 0001

寒川 恒夫／監修
こどもくらぶ／編
（ベースボール・マガジン社）

2013 780/ｿｳｶ/13.6

みんなのスポーツ大百科 世界のスポーツ160

ドーリング・キンダースリー社編集部／
企画・編集  クライブ・ジフォード／コン
サルタント
（BL出版）

2015 780/ﾄﾘﾝ/15.3

まるわかり!パラリンピック 0001
日本障がい者スポーツ協会／監修
（文研出版）

2014 780/ﾆﾎﾝ/14.10

※請求記号のうち、「E」は絵本を指しますが、実際の背ラベルでは省略されています。

オリンピックとブラジルの本
平成28年８月５日（金）から8月21日（日）まで、17日間にわたってブラジルのリオデジャネイロでオリンピックが開催され
ます。どんなパフォーマンスが見られるか、この時期、世界中の人の目はリオデジャネイロに釘づけです。子ども図書研究
室にあるオリンピック・パラリンピック関連の本、ブラジル関連の本を集めてみました。どうぞご覧ください。

オリンピック・パラリンピックの本



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

まるわかり!パラリンピック 0002
日本障がい者スポーツ協会／監修
（文研出版）

2014 780/ﾆﾎﾝ/14.11

まるわかり!パラリンピック 0003
日本障がい者スポーツ協会／監修
（文研出版）

2014 780/ﾆﾎﾝ/14.12

まるわかり!パラリンピック 0004
日本障がい者スポーツ協会／監修
（文研出版）

2015 780/ﾆﾎﾝ/15.1

まるわかり!パラリンピック 0005
日本障がい者スポーツ協会／監修
（文研出版）

2015 780/ﾆﾎﾝ/15.2

Q&Aでわかる!はじめてのスポーツボランティア 0001
日本スポーツボランティアネットワーク
／監修 こどもくらぶ／編
（ベースボール・マガジン社）

2014 780/ﾆﾎﾝ/14.9

Q&Aでわかる!はじめてのスポーツボランティア 0002
日本スポーツボランティアネットワーク
／監修 こどもくらぶ／編
（ベースボール・マガジン社）

2014 780/ﾆﾎﾝ/14.10

Q&Aでわかる!はじめてのスポーツボランティア 0003
日本スポーツボランティアネットワーク
／監修　こどもくらぶ／編
（ベースボール・マガジン社）

2014 780/ﾆﾎﾝ/14.11

Q&Aでわかる!はじめてのスポーツボランティア 0004
日本スポーツボランティアネットワーク
／監修 こどもくらぶ／編
（ベースボール・マガジン社）

2014 780/ﾆﾎﾝ/14.12

オリンピックまるわかり事典 大記録から2020年東京開催まで
楽しい調べ学習シリーズ

PHP研究所／編
（PHP研究所）

2014 780/ﾋｴｲ/14.3

写真で見るオリンピック大百科 0001
舛本 直文／監修
（ポプラ社）

2013 780/ﾏｽﾓ/13.4

写真で見るオリンピック大百科 0002
舛本 直文／監修
（ポプラ社）

2013 780/ﾏｽﾓ/13.4

写真で見るオリンピック大百科 0003
舛本 直文／監修
（ポプラ社）

2013 780/ﾏｽﾓ/13.4

写真で見るオリンピック大百科 0004
舛本 直文／監修
（ポプラ社）

2013 780/ﾏｽﾓ/13.4

写真で見るオリンピック大百科 0005
舛本 直文／監修
（ポプラ社）

2013 780/ﾏｽﾓ/13.4

写真で見るオリンピック大百科 0006(別  )
舛本 直文／監修
（ポプラ社）

2014 780/ﾏｽﾓ/14.4

明日はもっと強く、美しく 体操・田中和仁
スポーツが教えてくれたこと 4

田中 和仁／監修
（あかね書房）

2013 781/ﾀﾅｶ/13.3

奇跡のランナー ウィルマ 歩けなかった金メダリスト
ジョー・ハーパー／著
渋谷 弘子／訳
（汐文社）

2014 782/ﾊﾊ/14.2

車いすで世界一周 リック・ハンセンのお話
エインズリー・マンソン／文
杉本 詠美／訳
（汐文社）

2013 782/ﾏﾝｿ/13.3

浦田理恵見えないチカラとキセキ
竹内 由美／著
（学研教育出版）

2013 783/ﾀｹｳ/13.10

吉田麻也
オリンピックのアスリートたち

本郷 陽二／編
（汐文社）

2013 783/ﾎﾝｺ/13.2

澤穂希
オリンピックのアスリートたち

本郷 陽二／編
（汐文社）

2013 783/ﾎﾝｺ/13.2

錦織圭
オリンピックのアスリートたち

本郷 陽二／編
（汐文社）

2013 783/ﾎﾝｺ/13.3



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

レジェンド! 葛西紀明選手と下川ジャンプ少年団ものがたり
世の中への扉 スポーツ

城島 充／著
（講談社）

2014 784/ｼｮｳ/14.10

フライングガールズ 高梨沙羅と女子ジャンプの挑戦
松原 孝臣／著
（文藝春秋）

2013 784/ﾏﾂﾊ/13.11

浅田真央そして、その瞬間へ 
吉田 順／著
（学研教育出版）

2013 784/ﾖｼﾀ/13.10

夢に向かって泳ぎきれ 水泳・入江陵介
スポーツが教えてくれたこと 3

入江 陵介／監修
（あかね書房）

2013 785/ｲﾘｴ/13.3

戦いをあきらめない 柔道・福見友子
スポーツが教えてくれたこと 5

福見 友子／監修
（あかね書房）

2013 789/ﾌｸﾐ/13.3

よくわかる!記号の図鑑 0005
木村 浩／監修
（あかね書房）

2015 801/ｷﾑﾗ/15.3

羽生結弦物語
角川つばさ文庫 Dあ1-2

青嶋 ひろの／文
（KADOKAWA）

2015 908/ｶﾄｶ/15.2

1週間の物語
タイムストーリー

日本児童文学者協会／編
磯 良一／絵
（偕成社）

2015 913.6/ﾆﾎﾝ/15.2

フレッド和田勇 1964年の東京オリンピック開催を情熱で
実現した人　世のため人のため絵本シリーズ 1

松岡 節／文
さかい しん／絵
（出版文化社）

2014 E/ｻｶｲ/14.11

ブラジルの大地に生きて
 「日系移民の母」渡辺トミ・マルガリーダの生涯

藤崎 康夫／作
山中 冬児／画
（くもん出版）

1998 289.3/ﾜﾀﾅ/

なるほど世界地名事典 0005
蟻川 明男／著
（大月書店）

2013 290/ｱﾘｶ/13.2

池上彰が注目するこれからの大都市・経済大国 0003
池上 彰／監修
稲葉 茂勝／訳・著
（講談社）

2015 290/ｲｹｶ/15.12

体験取材!世界の国ぐに 0006  （ポプラ社） 2006 290/ﾀｲｹ/06.3

世界の国々 0007
帝国書院地理シリーズ

帝国書院編集部／編集
（帝国書院）

2012 290/ﾃｲｺ/12.3

アマゾン・アマゾン
たくさんのふしぎ傑作集

今森 光彦／文・写真
（福音館書店）

1998 296/ｲﾏﾓ/

アマゾン川
川の地理図鑑-人びとのくらしと自然- 2

ジュリア・ウォーターロー／著
大坪 奈保美／訳
（偕成社）

1995 296/ｳｫﾀ/

ブラジル
ナショナルジオグラフィック世界の国 NATIONAL
GEOGRAPHIC

ザイラ・デッカー／著
デイビッド・ロビンソン／監修
（ほるぷ出版）

2010 296/ﾃｯｶ/10.12

国際理解に役立つ世界のお金図鑑 0003
佐藤 英人／協力
平田 美咲／編
（汐文社）

2013 337/ｻﾄｳ/13.10

ブラジルのごはん
絵本世界の食事 7

銀城 康子／文
萩原 亜紀子／絵
（農山漁村文化協会）

2008 383/ｷﾝｼ/08.2

世界のともだち 0003  （偕成社） 2013 384/ｾｶｲ/13.12

どんな国?どんな味?世界のお菓子 0006
服部 幸應／監修・著
服部 津貴子／監修・著
（岩崎書店）

2005 596/ﾊｯﾄ/

ブラジルの本



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

つくって楽しい!世界のスイーツ 0004
宮沢 うらら／著
（汐文社）

2013 596/ﾐﾔｻ/13.10

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
鉄道で世界が見える! 鉄道で知る各地のくらしと文化

秋山 芳弘／著
こどもくらぶ／編
（旺文社）

2006 686/ｱｷﾔ/06.11

国際理解に役立つ世界の民族音楽 0006CDできける
こどもくらぶ／編
（ポプラ社）

2003 762/ｺﾄﾓ/

国際理解を深める世界の国歌・国旗大事典
弓狩 匡純／著
（くもん出版）

2011 767/ﾕｶﾘ/11.6

ビジュアル図鑑調べよう!考えよう!やってみよう!
世界と日本の民族スポーツ 0003

寒川 恒夫／著
こどもくらぶ／編
（ベースボール・マガジン社）

2013 780/ｿｳｶ/13.10

ネイマール ピッチでくりだす魔法
ポプラ社ノンフィクション 21

マイケル・パート／著
樋渡 正人／訳
（ポプラ社）

2014 783/ﾊﾄ/14.11

ちいさくても大丈夫
ロベルト・カルロス／著
中谷 綾子・アレキサンダー／構成・文
（集英社）

2007 783/ﾛﾍﾙ/07.12

真夏のトナカイ
文研ブックランド

宇佐見 興子／作
岡本 順／絵
（文研出版）

1998 913.6/ｳｻﾐ/

アルベルトとぼくの畑
文研ブックランド

宇佐見 興子／作
岡本 順／絵
（文研出版）

2002 913.6/ｳｻﾐ/

アマゾンからの手紙 10歳のブラジル移民
風の文学館 2-12

山脇 あさ子／作
宮崎 耕平／絵
（新日本出版社）

2003 913.6/ﾔﾏﾜ/

パウラちゃんのニッポン日記
子どもドキュメント 4

高橋 幸春／文
田中 和生／写真
（国土社）

1995 916/ﾀｶﾊ/

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 933/ｲﾎｯ/08.6

ぼくのオレンジの木
ポプラせかいの文学 3

J.M.デ・ヴァスコンセーロス／著
永田 翼／共訳
（ポプラ社）

2015 969/ﾃｳｧ/15.11

ブラジルのむかしばなし 
カメの笛の会／編
（東京子ども図書館）

2011 995/ｶﾒﾉ/11.3

ブラジルのむかしばなし 0002
カメの笛の会／編
（東京子ども図書館）

2013 995/ｶﾒﾉ/13.3

ブラジルのむかしばなし 0003
カメの笛の会／編
（東京子ども図書館）

2013 995/ｶﾒﾉ/13.3

やすらかなきせき
エサ・デ・ケイロス／作
クラリーセ・イエゲル／絵
（新世研）

2003 E/ｲｴｹ/

サンタになりたかったおじいさん 
バルボザ・レッサ／さく
クラリーセ・イエゲル／え
（新世研）

2003 E/ｲｴｹ/

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 E/ｳｧﾙ/

ガラシとクルピラ
こどものとも世界昔ばなしの旅 21

陣内 すま／文
ヴァンペレーラ／絵
（福音館書店）

2005 E/ｳｧﾝ/05.9

ちびっこサッカー ブラジルサッカーはここからはじまる
クリステネス・オリヴェイラ／さく・え
まふね かずお／やく
（新世研）

1998 E/ｵﾘｳ/

しあわせを運ぶ牛
バルボザ・レッサ／さく
ウィルソン・カヴァルカンテ／え
（新世研）

2003 E/ｶｳｧ/



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

グラグラ 
ダニエル・バルボー／さく
ジアン・カルヴィ／え
（新世研）

1999 E/ｶﾙｳ/

カーニバルの終わりに 
ジョアウン・ド・リオ／作
クロヴィス・ガルシア／絵
（新世研）

2003 E/ｶﾙｼ/

カメのこうらはなぜ?ひびだらけ ブラジルのおはなし
こひなた あきら／絵
（朝文社）

2011 E/ｺﾋﾅ/11.9

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 E/ｼﾗﾙ/09.12

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 E/ｼﾗﾙ/09.12

ぺったんサルさん アマゾンのむかしばなし
パウロ・カンポス／さいわ
ジョゼ・トリンダデ／え
（新世研）

2003 E/ﾄﾘﾝ/

かしこすぎたサル アマゾンのむかしばなし
パウロ・カンポス／さいわ
ジョゼ・トリンダデ／え
（新世研）

2003 E/ﾄﾘﾝ/

あまくておいしいこいのものがたり
ジョナス・リベイロ／文
タチアナ・パイヴァ／絵
（光村教育図書）

2009 E/ﾊｲｳ/09.11

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
（ほるぷ出版）

1978 E/ﾊｲﾍ/

しっぽをかえして! アマゾンのむかしばなし
パウロ・カンポス／さいわ
テオ・ブラガ／え
（新世研）

2003 E/ﾌﾗｶ/

はらぺこヒョウくん
エリアルド・フランサ／絵
マリー・フランサ／作
（新世研）

2003 E/ﾌﾗﾝ/

ゆうれいからのクリスマスプレゼント
ヴァルシル・モンテイロ／作
ルマ／絵
（新世研）

2003 E/ﾙﾏ/

アグーチのけっこんあいて 
ジョエル R.サントス／作
マリア T.レモス／絵
（新世研）

2003 E/ﾚﾓｽ/

ジャングルの人形 
カルラ・ソアレス・ペレイラ／作
スアミ・アンタル・ロイット／絵
（新世研）

2003 E/ﾛｲｯ/

展示期間　2016年6月1日～7月31日
〒422-8002　静岡市駿河区谷田53-1　静岡県立中央図書館

子ども図書研究室　TEL 054-262-1243（資料課）


