
書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

ラオス 山の村に図書館ができた
安井 清子／著
（福音館書店）

2015 010/ﾔｽｲ/15.1

図書館ラクダがやってくる 子どもたちに本をとどける世界の活
動

マーグリート・ルアーズ／著
斉藤 規／訳
（さ・え・ら書房）

2010 015/ﾙｱｽ/10.4

手をつなごうよ フィリピン・ミンダナオ子ども図書館
松居 友／著
（彩流社）

2016 016/ﾏﾂｲ/16.4

19歳の小学生 学校へ行けてよかった
久郷 ポンナレット／著
久郷 真輝／著
（メディアイランド）

2015 289.2/ｸｺｳ/15.11

武器より一冊の本をください 少女マララ・ユスフザイの祈り
ヴィヴィアナ・マッツァ／著
横山 千里／訳
（金の星社）

2013 289.2/ﾕｽﾌ/13.11

わたしはマララ 教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた
少女

マララ・ユスフザイ／著
クリスティーナ・ラム／著
（学研パブリッシング）

2013 289.2/ﾕｽﾌ/13.12

マララ 教育のために立ち上がり、世界を変えた少女
マララ・ユスフザイ／著
パトリシア・マコーミック／著
（岩崎書店）

2014 289.2/ﾕｽﾌ/14.10

ナビラとマララ 「対テロ戦争」に巻き込まれた二人の少女
宮田 律／著
（講談社）

2017 289.2/ﾚﾌﾏ/17.3

世界の地理 国別大図解　１、２
アジアの国々

井田 仁康／監修
（学研教育出版）

2010 290/ｲﾀ/10.2

さがし絵で発見!世界の国ぐに 0013
ミャンマー

こどもくらぶ／編
（あすなろ書房）

2013 290/ｺﾄﾓ/13.11

体験取材!世界の国ぐに 0018
カンボジア

 
（ポプラ社）

2007 290/ﾀｲｹ/07.3

体験取材!世界の国ぐに 0020
ミャンマー

 
（ポプラ社）

2007 290/ﾀｲｹ/07.3

世界の国々 １、２　　アジア州
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

行ってみたいなあんな国こんな国 １、２
アジア

東 菜奈／作
（岩崎書店）

2010 290/ﾋｶｼ/10.3

アフガニスタン
ナショナルジオグラフィック世界の国 NATIONAL
GEOGRAPHIC

スーザン・ウィットフィールド／著
トマス・バーフィールド／監修
（ほるぷ出版）

2009 292/ｳｨｯ/09.8

アフガニスタン勇気と笑顔 写真絵本
内堀 たけし／写真・文
（国土社）

2004 302/ｳﾁﾎ/

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
（汐文社）

2009 302/ｺﾄｳ/09.12

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）

2005 302/ﾔｽｲ/05.7

あなたのたいせつなものはなんですか? …カンボジアより
山本 敏晴／写真・文
（小学館）

2005 302/ﾔﾏﾓ/

※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。

アジアのことがわかる本　～子ども図書研究室講演会関連資料～

６月27日(木)の子ども図書研究室講演会「本、図書館の力　～海外の現場から～」に関連して、講師の山本氏の所属される
シャンティ国際ボランティア会が活動をするアジア地域のことがわかる児童書を集めました。アジアの国々の歴史や戦争、
文化や食生活、そこで暮らす子どもたちの生活を知ることができます。



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

さよなら紛争 武装解除人が見た世界の現実
14歳の世渡り術

伊勢崎 賢治／著
（河出書房新社）

2009 319/ｲｾｻ/09.4

「戦争」と「平和」をあらわす世界の言葉
稲葉 茂勝／著
池上 彰／監修
（今人舎）

2017 319/ｲﾅﾊ/17.9

国際紛争の本 0001いつ・どこで・何がおきたか?
アジアの紛争

大芝 亮／監修
（岩崎書店）

2004 319/ｵｵｼ/

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
戦争ノンフィクション

高橋 うらら／文
（学研教育出版）

2009 319/ﾀｶﾊ/09.10

地雷処理という仕事 カンボジアの村の復興記
ちくまプリマー新書 132

高山 良二／著
（筑摩書房）

2010 319/ﾀｶﾔ/10.3

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

西谷 文和／著
（かもがわ出版）

2012 319/ﾆｼﾀ/12.7

小型武器よさらば 戦いにかり出される児童兵士たち
柳瀬 房子／文
難民を助ける会／監修
（小学館）

2004 319/ﾔﾅｾ/

21世紀の紛争 0001子ども・平和・未来
吉岡 攻／編集
（岩崎書店）

2010 319/ﾖｼｵ/10.10

写真絵本国境なき医師団 0002
戦争で傷ついた人びと

国境なき医師団日本／監修
早乙女 勝元／編
（大月書店）

2005 329/ｺｯｷ/

危機の現場に立つ
中満 泉／著
（講談社）

2017 329/ﾅｶﾐ/17.7

ビジュアルガイド青年海外協力隊 0001
アジア

山岸 三郎／編著
松原 志真／編著
（汐文社）

2004 333/ﾔﾏｷ/

21世紀の平和を考えるシリーズ 0001
紛争

大貫 美佐子／監修
（ポプラ社）

2003 360/ｵｵﾇ/

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）

2010 367/ｱｼｱ/10.9

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）

2010 367/ﾅｶｸ/10.9

子どもの人身売買 売られる子どもたち
世界の子どもたちは今 3

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 368/ｱﾑﾈ/08.12

織物を未来の色に染めて カンボジアの二人の少女
秋山 浩子／文
（汐文社）

2014 369/ｱｷﾔ/14.3

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
鷲尾 美津子／編集
（エンタイトル出版）

2010 369/ｷｮｳ/10.11

「未来」をください 世界の難民の子らに、希望の光を
本間 浩／監修
（小学館）

2004 369/ﾎﾝﾏ/

世界のすてきな先生と教え子たち １、２
太平洋の島国と東・東南・中央アジア諸国

井上 直也／写真・文
（国土社）

2015 372/ｲﾉｳ/15.6

地雷の村で「寺子屋」づくり カンボジアひとりNGO・栗本英世の
挑戦
愛と希望のノンフィクション

今関 信子／著
（PHP研究所）

2003 372/ｲﾏｾ/

アフガニスタンぼくと山の学校
長倉 洋海／著
（かもがわ出版）

2014 372/ﾅｶｸ/14.10

ここに学校をつくろう! たったひとりの決意が子どもたちに希望
をもたらした

グレッグ・モーテンソン／原作
デヴィッド・オリバー・レリン／原作
（PHP研究所）

2009 372/ﾓﾃﾝ/09.4



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

ぼくたちはなぜ、学校へ行くのか。 マララ・ユスフザイさんの国
連演説から考える

マララ・ユスフザイ／[述]
石井 光太／文
（ポプラ社）

2013 373/ﾕｽﾌ/13.11

ランドセルは海を越えて
シリーズ・自然いのちひと 14

内堀 タケシ／写真・文
（ポプラ社）

2013 376/ｳﾁﾎ/13.4

アジアの自然と文化 0003
雑穀からみる東南アジア

クリスチャン・ダニエルス／監修
（小峰書店）

2012 382/ﾀﾆｴ/12.4

しらべよう!世界の料理 ２、３
青木 ゆり子／監修
こどもくらぶ／編・著
（ポプラ社）

2017 383/ｱｵｷ/17.4

民族衣装絵事典 国際理解に役立つ
高橋 晴子／監修
MCDプロジェクト／編集
（PHP研究所）

2006 383/ﾀｶﾊ/06.3

元気が出る!世界の朝ごはん 0001朝ごはんを知れば世界が見
えてくる

服部 幸應／監修
服部 津貴子／監修
（日本図書センター）

2007 383/ﾊｯﾄ/07.3

世界のともだち 0007
ネパール

 
（偕成社）

2014 384/ｾｶｲ/14.2

世界のともだち 0012
カンボジア

 
（偕成社）

2014 384/ｾｶｲ/14.3

世界のともだち 0015
タイ

 
（偕成社）

2014 384/ｾｶｲ/14.9

世界のともだち 0026
ミャンマー

 
（偕成社）

2015 384/ｾｶｲ/15.9

戦場カメラマン渡部陽一が見た世界 １～３
渡部 陽一／写真・文
（くもん出版）

2015 384/ﾜﾀﾅ/15.1

地雷をふんだゾウ
藤原 幸一／写真・文
（岩崎書店）

2014 489/ﾌｼﾜ/14.11

アフガニスタンに住む彼女からあなたへ 望まれる国際協力の
形

山本 敏晴／著
（白水社）

2004 498/ﾔﾏﾓ/2004

どんな国?どんな味?世界のお菓子 １、３
服部 幸應／監修・著
服部 津貴子／監修・著
（岩崎書店）

2005 596/ﾊｯﾄ/

世界の市場 アジア
こどもくらぶ／編
（アリス館）

2007 675/ｺﾄﾓ/07.3

チャンスがあれば… ストリートチルドレンの夢
チャンスの会／編・訳
（岩崎書店）

2007 726/ﾁｬﾝ/07.5

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）

2006 748/ﾅｶｸ/06.9

国際理解に役立つ世界の民族音楽 　２～４　CDできける
こどもくらぶ／編
（ポプラ社）

2003 762/ｺﾄﾓ/

はたらく地雷探知犬
講談社青い鳥文庫 290-1

大塚 敦子／文・写真
（講談社）

2011 908/ｱｵｲ/11.7

子どもに聞かせる世界の民話 １
けものや鳥や虫が、でてきて、ちえをはたらかせる話 欲ばりや
心のまがった者が、そんをしたり、正直者が、とくをする話

矢崎 源九郎／編
（実業之日本社）

2014 908/ﾔｻｷ/14.2

ライオンとやぎ アジア・太平洋の楽しいお話
ユネスコ・アジア文化センター／編
駒田 和／訳
（こぐま社）

2007 908/ﾕﾈｽ/07.2

ジャングルの光
大西 信吾／作
深見 春夫／絵
（新風舎）

2005 913.6/ｵｵﾆ/05.9



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

友情は海をこえて アフガニスタンの転校生
新・文学の扉 10

竹野 栄／作
磯見 美知子／画
（金の星社）

1991 913.6/ﾀｹﾉ/

空にむかってともだち宣言
茂木 ちあき／作
ゆーち みえこ／絵
（国土社）

2016 913.6/ﾓﾃｷ/16.3

お母さんの生まれた国
茂木 ちあき／作
君野 可代子／絵
（新日本出版社）

2017 913.6/ﾓﾃｷ/17.12

やせっぽちのチア カンボジアの少女の記録
ほるぷ幼年童話

梁 敏子／文
手島 悠介／文
（ほるぷ出版）

1982 913.6/ﾔﾝ/

アフガニスタンの星を見上げて
フルグラ・コヒィ／著
（小学館）

1989 916/ｺﾋｨ/

悪魔の兵器・地雷 地雷の中に生きるカンボジアの子どもたち
ポプラ社いきいきノンフィクション 28

名倉 睦生／文
小林 正典／写真
（ポプラ社）

1998 916/ﾅｸﾗ/

ビルマ<ミャンマー>のむかし話 竜のたまごほか
大人と子どものための世界のむかし話 14

大野 徹／編訳
（偕成社）

2005 929/ｵｵﾉ/05.9

りこうな子ども アジアの昔話
こぐまのどんどんぶんこ

松岡 享子／編・訳
下田 昌克／絵
（こぐま社）

2016 929/ﾏﾂｵ/16.10

子どもに語るアジアの昔話 0001
松岡 享子／訳
（こぐま社）

1997 929/ﾏﾂｵ/

生きのびるために
デボラ・エリス／作
もりうち すみこ／訳
（さ・え・ら書房）

2002 933/ｴﾘｽ/

泥かべの町
デボラ・エリス／作
もりうち すみこ／訳
（さ・え・ら書房）

2004 933/ｴﾘｽ/

ジャミーラの青いスカーフ
ルクサナ・カーン／作
もりうち すみこ／訳
（さ・え・ら書房）

2010 933/ｶﾝ/10.12

海のむこうのサッカーボール
ポプラ・ウイング・ブックス 30

モーリス・グライツマン／作
伊藤 菜摘子／訳
（ポプラ社）

2005 933/ｸﾗｲ/

はるかなるアフガニスタン
講談社文学の扉

アンドリュー・クレメンツ／著
田中 奈津子／訳
（講談社）

2012 933/ｸﾚﾒ/12.2

カンボジアの大地に生きて
ミンフォン・ホー／作
もりうち すみこ／訳
（さ・え・ら書房）

2014 933/ﾎ/14.5

イクバルの闘い 世界一勇気ある少年
鈴木出版の海外児童文学 この地球を生きる子どもたち 2

フランチェスコ・ダダモ／作
荒瀬 ゆみこ／訳
（鈴木出版）

2004 973/ﾀﾀﾓ/

マララとイクバル パキスタンのゆうかんな子どもたち
ジャネット・ウィンター／さく
道傳 愛子／やく
（岩崎書店）

2015 E/ｳｨﾝ/15.3

ラズィアのねがい アフガニスタンの少女
エリザベス・サナビー／文
スアナ・ヴェレルスト／絵
（汐文社）

2013 E/ｳｪﾚ/13.11

かたつむりとさる　ラオス・モン族の民話
ヤン・サン／さいわ
ハー・ダン／したえ
（福音館書店）

1997 E/ｶﾀﾂ/

アブドルのぼうけん アフガニスタンの少年のものがたり
金田 卓也／作
（偕成社）

1982 E/ｶﾈﾀ/

ラニーのねがい ガンダーラの少女のはなし
アズラー／話
アービダ／話
（偕成社）

1984 E/ｶﾈﾀ/

ちいさなチャンタラ
狩野 富貴子／絵
女子パウロ会／文
（女子パウロ会）

1992 E/ｶﾘﾉ/



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

マララのまほうのえんぴつ
マララ・ユスフザイ／作
キャラスクエット／絵
（ポプラ社）

2017 E/ｹﾗｽ/17.12

せかいいちうつくしいぼくの村
えほんはともだち 40

小林 豊／作・絵
（ポプラ社）

1995 E/ｺﾊﾔ/

ぼくの村にサーカスがきた
えほんはともだち 45

小林 豊／作・絵
（ポプラ社）

1996 E/ｺﾊﾔ/

せかいいちうつくしい村へかえる
えほんはともだち 55

小林 豊／作・絵
（ポプラ社）

2003 E/ｺﾊﾔ/

人と出会う場所 世界の市場
小松 義夫／写真・文
（アリス館）

2016 E/ｺﾏﾂ/16.12

村の音が聞こえる ネパール山村の暮らし
佐藤 敬久／文・写真
（リーブル出版）

2017 E/ｻﾄｳ/17.9

みんがらばー!はしれはまかぜ
村中 李衣／文
しろぺこり／絵
（新日本出版社）

2016 E/ｼﾛﾍ/16.1

アジア!イチャリバ、チョーデー アジアからの手紙
大貫 美佐子／文
スズキ コージ／絵
（光村教育図書）

2001 E/ｽｽｷ/

世界の難民の子どもたち 0001
「アフガニスタン」のアリの話

難民を助ける会／監修
アンディ・グリン／作
（ゆまに書房）

2016 E/ｾｶｲ/16.10

いたずらうさぎチュローチュ
絵本・こどものひろば

たじま ゆきひこ／[作]
（童心社）

1999 E/ﾀｼﾏ/

サルとトラ　ラオス・モン族の民話
ヤン・サン／再話
ドゥア・リー／下絵
（福音館書店）

2005 E/ﾄｳｱ/05.9

バラ咲くじゅうたんのあるところ
そうえんしゃ・世界のえほん 3

ルクサナ・カーン／さく
ロナルド・ハイムラー／え
（草炎社）

2006 E/ﾊｲﾑ/06.3

ぺろぺろキャンディー
ルクサナ・カーン／文
ソフィー・ブラッコール／絵
（さ・え・ら書房）

2011 E/ﾌﾗｯ/11.8

マララの物語 わたしは学校で学びたい
レベッカ・L.ジョージ／文
ジャンナ・ボック／絵
（西村書店）

2016 E/ﾎｯｸ/16.7

地雷ではなく花をください　サニーカンボジアへ
葉 祥明／絵
柳瀬 房子／文
（自由国民社）

1997 E/ﾖｳ/

展示期間　2018年６月13日～７月13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）


