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千葉県立中央図書館の児童資料室にある本から選びましたが、このほかにもありますので、 

お気軽に御相談ください。 

なお、近くの図書館にお探しの本がない場合は、千葉県立中央図書館から取り寄せる 

ことができます。 

 

・リストに書かれている対象学年は、めやすです。 

・特に、写真が多い本には○をつけました。 

・国際情勢の変化から、本の内容や情報が古くなることがありますので御注意ください。 

 

千葉県立図書館のホームページ（こどものページ）の「本をさがす」では、 

「学習件名」というキーワード検索があり、“世界の人々”や“子どもの生活”などの 

キーワードを入力しても検索することができます。 

 

 

＜国際理解に関するホームページ＞ 

◆キッズ外務省（http://www.mofa.go.jp/mofaj/world/） 

雑学ランキング、国旗、世界の学校の様子などがわかります。 

◆国立国会図書館国際子ども図書館（http://www.kodomo.go.jp/school/rent/index.html） 

地域ごとに選んだ、世界を知るための本のリストが見られます。 

学校図書館へのサービスとして、セット貸出しもしています。 

◆ちば国際情報ひろば（http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/b_kokusai/index.html） 

千葉県内の国際交流・協力活動についての情報です。 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/world/
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シリーズの各巻書名 著者名 出版社名 出版年 対　象 コメント 写真

　１　世界の国々

　（１）地理・統計

1
世界の国ぐに探検大図鑑
ＷＯＲＬＤ－ＰＡＬ

小学館 2005 小中～
各国の文化・生活
別冊付録（世界地図帳）

○

2 世界の地理(朝日ジュニアブック) 朝日新聞社／編 朝日新聞社 2000 小高～ 各地域の暮らし ○

3 世界地理(ポプラディア情報館) 田邉　裕／監修 ポプラ社 2005 小高～
テーマ別情報、国別情報、世
界情勢。統計あり

4 もっと知りたい日本と世界のすがた 帝国書院編集部／編集 帝国書院 2008 小高～
各地域の地理、文化
統計あり

5 調べて学ぶ世界のすがた　全５巻

１「平和と人権」
２「経済と貿易」
３「民族・国家・社会」
４「人々のくらしと地球環境」
５「人々のくらしと文化」

 大日本図書 1999
小高・
中学～

テーマ別情報、地域別情報
統計、図表あり

6
世界なんでもナンバー１
（はじめてのおもしろデータブック２）

羽豆　成二／監修 ポプラ社 2007 小低～

7
世界の中の日本
(社会科はおもしろい！ランキング！)

教育画劇 2005 小高～ テーマ別各国ランキング

8
国家の世界地図
（くらべてわかる世界地図）

１「暴力の世界地図」
２「学校の世界地図」
３「ジェンダーの世界地図」
４「福祉の世界地図」
５「文化の世界地図」
６「環境の世界地図」
７「国家の世界地図」
８「国境をこえて」

小林　香代／著 大月書店 2005 小高～

テーマ別データ集
巻末に統計資料の出典、参
考図書、ホームページのリス
トあり

9 朝日ジュニア百科年鑑　２００８ 朝日新聞社 2008
小高・
中学～

毎年刊行されるデータ集
国別基本情報。産業、貿易な
どテーマ別統計
（貸出×）

書名（シリーズ名）
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シリーズの各巻書名 著者名 出版社名 出版年 対　象 コメント 写真書名（シリーズ名）

10
世界の国と人びと学習帳
(現代用語の基礎知識2009年版
別冊付録）

自由国民社 2009
中学・
高校～

前半はクイズ形式で様々な問
題を解説
後半は各国の基本データ（貸
出×）

11
データブック世界各国地理　第３版
（岩波ジュニア新書）

竹内　啓一／著 岩波書店 2004
中学・
高校～

12
世界の国ぐに　いろいろな世界地図
(社会の科学入門シリーズ)

板倉　聖宣／著 仮説社 2005
中学・
高校～

世界の国々について、データ
に基づいて授業形式で解説

13
世界がわかるちずのえほん
（キッズ・えほんシリーズ）

ふゆの　いちこ／え 学研 2008 小低～ 文章は、ひらがな表記。

14 ものしり地図絵本世界 ひらい　ふみと／作・絵 ＰＨＰ研究所 2004 小低～

15 調べ学習に役立つ世界の地図 江波戸　昭　監修 成美堂出版 2003 小中～ 地図と国旗

16 アトラス世界地図絵本 アリソン・クーパー／著 学研 2005 小高～

17 地図で知る世界の国ぐに 正井　泰夫／監修 平凡社 2006 小高～ 国別基本情報と国旗

18
絵でわかる世界大地図
３０００以上のイラストで世界がわかる！

コリン・セール／編
ネコ・パブリッ

シング
2004

小高・
中学～

19 ものしり絵本国旗 ひらい　ふみと／作・絵 ＰＨＰ研究所 2005 小低～

20 ジュニア世界の国旗図鑑　新訂第３版 平凡社／編 平凡社 2006 小中～ 国旗のデザインの意味

21
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 2007 小高～
国旗とともに国の成り立ちと
基本情報がのっています。

22
国旗と地図
世界の歴史と地理がよくわかる

国際地学協会 2004 小高～
国旗のデザインをパターン別
に分類して特徴を解説。

　（２）地図

　（３）国旗
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シリーズの各巻書名 著者名 出版社名 出版年 対　象 コメント 写真書名（シリーズ名）

23
行ってみたいなあんな国こんな国
全５巻

１「アジア」
２「ヨーロッパ」
３「中東・東ヨーロッパ」
４「北アメリカ」
５「南アメリカ・アフリカ」

東　菜奈／作 岩崎書店 1999 小中～
イラストで図解
簡単な国別基本情報あり

24 世界の子どもたち　全３５巻 （地域・国別） 偕成社
1986～
1991

小中～ ○

25 世界各地のくらし　全３０巻 （地域・国別） ポプラ社
1995～
1997

小高～ ○

26 体験取材！世界の国ぐに 　全３４巻 （地域・国別） ポプラ社
2006～
2008

小高～ ○

27
ナショナルジオグラフィック世界の国
１～１５巻

（地域・国別） ほるぷ出版 2008
小高・
中学～

巻末に歴史年表あり ○

28
目で見る世界の国々
全70巻＋別巻１冊

（地域・国別） 国土社
1991～
2007

中学・
高校～

写真はモノクロが多い
文章量は多い

○

29
国際理解に役立つ韓国まるごと大百科
全５巻

１「韓国ってどんな国？」
２「韓国の衣・食・住」
３「韓国の子どものくらし 」
４「ハングルと韓国の伝統文化 」

５「韓国と日本、その歴史」

ポプラ社 2003 小高～ ○

30
中国のいまがわかる本
（岩波ジュニア新書）

上村　幸治／著 岩波書店 2006
中学・
高校～

中国近現代史年表、ブックガ
イドつき

31
アフリカのいまを知ろう
（岩波ジュニア新書）

山田　肖子／編著 岩波書店 2008
中学・
高校～

ブックリストつき

32
写真でたどる中国の文化と歴史
（「知」のビジュアル百科）

アーサー・コットレル／
著

あすなろ書房 2006
中学・
高校～

○

33
写真でたどるロシアの文化と歴史
（「知」のビジュアル百科）

キャスリーン・バート
ン・ミューレル／著

あすなろ書房 2007
中学・
高校～

○

　２　文化と人々の暮らし

　（１）各国の地理・文化
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シリーズの各巻書名 著者名 出版社名 出版年 対　象 コメント 写真書名（シリーズ名）

34
まるいちきゅうのまるいちにち
Ａｌｌ　ｉｎ　ａ　ｄａｙ

安野　光雅／編 童話屋 1986 小中～ 絵本

35 地球人記 小松　義夫／著 福音館書店 2001 小高～ ○

36 国際理解ハンドブック　全４巻

「フィリピンと出会おう 」
「ブラジルと出会おう」
「韓国・朝鮮と出会おう」
「中国と出会おう」

国土社  
1999～
2002

各国の料理・工芸品・芸能・
文字などについて実際に体
験できるように書かれてい
る。

37
ギョレメ村でじゅうたんを織る
（たくさんのふしぎ傑作集）

新藤　悦子／写真・文 福音館書店 1998 小中～
トルコ
写真、さし絵が多い

○

38
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 小中～
ブラジル
写真、さし絵が多い

○

39
大きなヤシの木と小さなヤシ工場
（たくさんのふしぎ傑作集）

福家　洋介／文
平野　恵理子／絵

福音館書店 1998 小高～
インドネシア
絵で説明されている

40
ナイル川とエジプト
（たくさんのふしぎ傑作集）

赤地　経夫／文・写真
屋形　禎亮／監修

福音館書店 1991 小高～ 写真絵本 ○

41
スイス鉄道ものがたり
（たくさんのふしぎ傑作集）

宮脇　俊三／文
黒岩　保美／絵

福音館書店 1995 小高～

42 せかいのひとびと ピーター・スピアー／えとぶん 評論社 1982 小低～ 絵本

43 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 2005 小中～ 各地域の人々の生活・文化 ○

44
ホンホンとメイメイ
中国雲南省の先住民・イ族の子どもたち
の一日

・フィリピン・チボリ族
・ヴェトナム・パコ族
・モンゴル族
・中国／朝鮮族、漢族、満族

北沢　杏子／文
長谷川　瑞吉／写真

アーニ出版 1994 小中～ 写真絵本 ○

45 絵本アフリカの人びと　２６部族のくらし レオ＝ディロン／絵 偕成社 1982 小中～ 絵本

46
写真で知る世界の少数民族・先住民族
全５巻

１「イヌイット」　２「モンゴル」
３「アボリジニ」　４「マオリ」
５「マサイ」

汐文社 2008 小高～ 巻末に用語集あり ○

　（２）暮らし

　（３）民族
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シリーズの各巻書名 著者名 出版社名 出版年 対　象 コメント 写真書名（シリーズ名）

47
世界の先住民
（いまはわたしの国といえない）全１０巻

（民族別） 柏木　里美／訳 リブリオ出版 1995
小高・
中学～

巻末に用語解説あり ○

48
アイヌネノアンアイヌ
（たくさんのふしぎ傑作集）

萱野　茂／文
飯島　俊一／絵

福音館書店 1992 小中～ さし絵、図版が多い

49
アメリカ・インディアンはうたう
（たくさんのふしぎ傑作集）

金関　寿夫／文・訳詩
堀内　誠一／絵

福音館書店 1992 小高～ さし絵、図版が多い

50
写真でみるアメリカ・インディアンの世界
（「知」のビジュアル百科 ）

デヴィッド・マードック／
著

あすなろ書房 2007
小高・
中学～

○

51
カナダ・インディアンの世界から
（福音館文庫）

煎本　孝／作 福音館書店 2002
中学・
高校～

52
隣のアボリジニ　小さな町に暮らす先住民
（ちくまプリマーブックス）

上橋　菜穂子／著 筑摩書房 2000
中学・
高校～

53 民族衣装絵事典
高橋　晴子／監修
国立民族学博物館／
協力

ＰＨＰ研究所 2006 小中～ 靴や帽子の各国比較もある ○

54
ズボンとスカート
（たくさんのふしぎ傑作集）

松本　敏子／文・写真
西山　晶／絵

福音館書店 1993 小高～
世界の民族衣装を、巻き付けるタ
イプと筒型タイプに分けて豊富な
写真・図版で説明

○

55 シリーズ世界の服装　
９　「民族衣装」
１０「暑い土地の服」
１１「寒い土地の服」

ミリアム・モス／著 リブリオ出版 1990 小高～ ○

56 国際理解に役立つ世界の衣食住
９「アジアの民族衣装」
１０「ヨーロッパ、南北アメリカ　ア
フリカ、オセアニアの民族衣装」

久保田　陽子／文 小峰書店 2001 小高～

57 世界ふくそうの歴史　全５巻
１「服のはじまり」
２「服で身分がわかる」
３「ファッションのはじまり」ほか

川口　和正／文
高橋　晴子／監修

リブリオ出版 2001
小高・
中学～

58 ソルビム　お正月の晴れ着 ペ　ヒョンジュ／絵と文 セーラー出版 2007 少低～
韓国・朝鮮の女の子の晴れ
着についての絵本
２巻は男の子編

　（４）着る
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シリーズの各巻書名 著者名 出版社名 出版年 対　象 コメント 写真書名（シリーズ名）

59
元気が出る！世界の朝ごはん
朝ごはんを知れば世界が見えてくる
全５巻

１「東・東南アジア」
２「南・西・中央アジアとアフリカ」
３「ヨーロッパ」
４「オセアニアと南アメリカ」
５「北・中央アメリカとカリブ海」

服部　幸應／監修
日本図書セ

ンター
2007 小中～ 料理の作り方 ○

60 絵本世界の食事　　１～１５巻 （地域・国別）
農山漁村文

化協会
2008 小中～

食文化と日常のメニューや料
理の作り方

61
国際理解にやくだつＮＨＫ地球たべもの
大百科　　全１４巻

（地域・国別） 谷川　彰英／監修 ポプラ社 2000
小高・
中学～

62 国際理解に役立つ世界の衣食住

１「東アジアの食べもの」
２「ヨーロッパの食べもの」
３「西アジア、アフリカ、南北アメリ
カ、オセアニアの食べもの」
４「特別な日の食べもの」
５「世界のおかし」

久保田　陽子／文
星川　妙子／文

小峰書店 2001 小高～

63 世界の料理いただきまーす。　全１０巻 （地域・国別） 尾崎　曜子／編＋絵 アリス館 2004 小高～

64 世界の料理絵本　親子でつくろう！
キャロライン・ヤング／
文

集文社 1993
小高・中
学～

地域ごとに２点程度の料理の
作り方あり

65 世界の食べもの　地図絵本 素朴社／編 素朴社 2005
小高・中
学～

１９２か国の主食や、生産さ
れる主な食べものがわかる

66
世界の食事おもしろ図鑑  みんな、何を
食べている？

森枝　卓士／著 ＰＨＰ研究所 2009 小高～ ○

67 食べもの記 森枝　卓士／著 福音館書店 2001 小高～ 写真集 ○

68
世界の料理
（ポプラディア情報館）

サカイ　優佳子／編 ポプラ社 2007
小高・
中学～

食べ方、調理用具、調理法の
説明あり

○

69 シリーズ世界の食生活　全１２巻 （地域・国別） 横山　美智子／訳 リブリオ出版 1991
小高・
中学～

○

　（５）食べる
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シリーズの各巻書名 著者名 出版社名 出版年 対　象 コメント 写真書名（シリーズ名）

70 世界の保存食　全４巻

１「果実の保存食」
２「野菜の保存食」
３「魚の保存食」
４「肉の保存食」

谷澤　容子／著 星の環会 2007 小高～ ○

71
どんな国？どんな味？世界のお菓子
全６巻

（地域・国別） 服部　幸應／監修・著 岩崎書店 2005 小高～
各地域の代表的なお菓子の
作り方がたくさんのっている。

○

72
きょうはソンミのうちでキムチをつける
ひ！

チェ　インソン／文
パン　ジョンファ／絵

セーラー出版 2005 小低～
絵本。巻末に写真入り解説あ
り

73
カレーライスがやってきた
（たくさんのふしぎ傑作集）

森枝　卓士／文・写真 福音館書店 1992 小中～ 写真絵本 ○

74
日本と世界の食のいま
（ローティーンのための食育 ４）

金子　佳代子／著 小峰書店 2005 小高～
世界中からやってくる食材
（p.32-33）

75
写真から学ぼう国際理解世界の家
全６巻

１「島の家」
２「山地の家」
３「都市の家」
４「村の家」
５「水辺の家」
６「移動できる家」

ニコラ・バーバー／著 ほるぷ出版 2007 小中～ ○

76
世界あちこちゆかいな家めぐり
(たくさんのふしぎ傑作集)

小松　義夫／文・写真 福音館書店 2004 小中～ 図版が多い ○

77 国際理解に役立つ世界の衣食住
６「アジア、アフリカの家」
７「ヨーロッパ、南北アメリカ、オセ
アニアの家」

佳元　拓実／文 小峰書店 2001 小高～

78 地球生活記　世界ぐるりと家めぐり 小松　義夫／著 福音館書店 1999 小高～ 写真集 ○

79 「イグルー」をつくる
ウーリ・ステルツァー／
写真と文

あすなろ書房 1999 小中～
写真絵本
イヌイットの雪の家を作る様
子

○

　（６）住む
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シリーズの各巻書名 著者名 出版社名 出版年 対　象 コメント 写真書名（シリーズ名）

80
写真でみる世界の子どもたちの暮らし
世界３１ヵ国の教室から

ペニー・スミス／編著 あすなろ書房 2008 小中～ ○

81
世界の子どもたち
世界をむすぶぼくの声わたしの声

バーナバス・キンダス
リー／編

ほるぷ出版 1995 小中～ ○

82
総合的学習に役立つ世界の家族
全８巻

（地域・国別） 今西　大／訳 鈴木出版 2000 小中～ ○

83 世界の子どもたちはいま　１～２４巻 （地域・国別） 学研
2000～
2002

小中～ ○

84 世界の友だちとくらし　全６冊

「フランスの友だち」
「オーストラリアの友だち」
「ブラジルの友だち」
「中国の友だち」
「韓国の友だち」
「アメリカの友だち」

学校図書 2000 小中～ ○

85
外国の小学校
（たくさんのふしぎ傑作集）

斎藤　次郎／文
西山　悦子／写真

福音館書店 1991 小中～
写真絵本
インドネシア、イタリア、アメリ
カの小学校の様子

○

86 世界の中学生　１～１６巻 （地域・国別） 学研
2003～
2006

中学～ ○

87
世界の学校
（国際理解に役立つ世界の衣食住８）

小峰書店 2001 小高～
学校の様子や各国の特徴あ
る遊び

88
学校の世界地図
（くらべてわかる世界地図２）

小川　真理子／著 大月書店 2004 小高～ 教育に関する統計

89 アジアの子ども
アジア保健研修財団
「アジアのこども」／編
集

明石書店 1994 小高～

90 ふたり★おなじ星のうえで 谷川　俊太郎／文 東京書籍 2007 小高～
インドと日本の子どもの暮らし
の比較。児童労働

○

　（７）子どもの暮らし・学校生活
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シリーズの各巻書名 著者名 出版社名 出版年 対　象 コメント 写真書名（シリーズ名）

91
韓国の若者を知りたい
（岩波ジュニア新書）

水野　俊平／著 岩波書店 2003
中学・
高校～

92
だいすきなもの
ネパール・チャウコット村のこどもたち

公文　健太郎／写真 偕成社 2007 小中～ ○

93 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
小高・
中学～

○

94 しあわせ  インド大地の子どもたち 鬼海　弘雄／［撮影］ 福音館書店 2001
小高・
中学～

○

95 草原の少女プージェ 関野　吉晴／著 小峰書店 2006
小高・
中学～

モンゴルの遊牧民の少女を
追った写真絵本

○

96
世界のだっことおんぶの絵本
だっこされて育つ赤ちゃんの一日

エメリー・バーナード／
文

メディカ出版 2006 小低～ 絵本

97
はがぬけたらどうするの？
せかいのこどもたちのはなし

セルビー・ビーラー／
文

フレーベル館 1999 小低～

98 手で食べる？（たくさんのふしぎ傑作集） 森枝　卓士／文・写真 福音館書店 2005 小中～ 写真絵本 ○

99 世界のことばあそびえほん
戸田　やすし／企画・
編集

戸田デザイン
研究室

1990 小低～
英・仏・中・露・西・スワヒリ語
の言葉の読み方あり

100
世界のあいさつ
（みるずかん・かんじるずかん）

長　新太／さく 福音館書店 1989 小低～ 言語の綴りと読み方あり

101 子どもの写真で見る世界のあいさつことば 稲葉　茂勝／著 今人舎 2004 小中～
「こんにちは」にあたる言葉の
綴りと読み方がのっている

○

102 世界の文字と言葉入門　全１６巻 （シリーズは言語のグループ別） 小峰書店 2005 小高～

103
ピーター流外国語習得術
（岩波ジュニア新書）

ピーター・フランクル／著 岩波書店 1999
中学・
高校～

　（８）習慣

　（９）ことば
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シリーズの各巻書名 著者名 出版社名 出版年 対　象 コメント 写真書名（シリーズ名）

104
もっと知ろうよ！中国　　全３巻
漢字のふるさとの言葉と文化

１「漢字ってどこからきたの」
２「中国のことばとくらし」
３「中国４０００年の歴史」

納村　公子／作・絵 汐文社 2003 小高～

105
国際理解に役立つよくわかる世界の宗教
全６巻

１「イスラム教」
２「キリスト教」
３「ユダヤ教」
４「ヒンズー教」
５「シク教」
６「仏教」

岩崎書店 1999 小高～ ○

106
国際関係がよくわかる宗教の本
全４巻

１「ヨーロッパとキリスト教 」
２「アメリカのキリスト教・ユダヤ
教」
３「中東とイスラム教」
４「アジアと仏教 」

池上　彰／著 岩崎書店 2006 中学～

107
世界の宗教入門
（「知」のビジュアル百科）

マートル・ラングリー／
著

あすなろ書房 2004
中学・
高校～

○

108
どこにいるかわかる？
アジア・太平洋の子どもたちのたのしい
一日

ユネスコ・アジア文化
センター／編

こぐま社 2006 小低～
絵本
各国のお祭りが描かれている

109 世界の祭り大図鑑 芳賀　日出男／監修 ＰＨＰ研究所 2006 小高～ ○

110 世界のおまつり　世界の子どもたち
アナベル・キンダスリー
／文

ほるぷ出版 1998 小中～ ○

111 世界の祭りと子ども
１～４　世界編
５～８　日本編（各巻は季節別）

西田　敬／写真・文 大日本図書 1993 小中～ ○

112 ソリちゃんのチュソク イ　オクベ／絵と文 セーラー出版 2000 小低～ 韓国のお盆の行事

113
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

偕成社 2007 小低～ 写真絵本 ○

114
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
／作・画

冨山房 1991 小低～
絵本
メキシコのクリスマスの行事

　（１０）宗教・お祭り・行事
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シリーズの各巻書名 著者名 出版社名 出版年 対　象 コメント 写真書名（シリーズ名）

115
クリスマス・クリスマス
（たくさんのふしぎ傑作集）

角野　栄子／さく 福音館書店 1992 小中～
写真絵本
欧米のクリスマス

○

116
魔女に会った
（たくさんのふしぎ傑作集）

角野　栄子／文・写真 福音館書店 1998 小中～
写真絵本
ヨーロッパの魔女

○

117
国際理解にやくだつ世界の遊び
全１０巻

（地域・国別） ポプラ社 1998 小中～

118 世界の子どもの遊び事典 馬場　桂一郎／編著 明治図書出版 2000 小高～ 続編もあり

119
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

偕成社 2007 小中～
写真絵本
同じ著者の写真絵本でアフリ
カの言語や数の本あり

○

120
世界のじゃんけん
（大人と子どものあそびの教科書 ）

田中　ひろし／著 今人舎（発売） 2002 小高～ 「世界のなぞなぞ」もあり

121
作ろう！遊ぼう！
アジア・太平洋の手作りおもちゃ

ユネスコ・アジア文化
センター／編
松岡　享子／監修

こぐま社 1989 小中～

122 ワールドスポーツ大事典
日本ワールドゲームズ
協会／監修

ＰＨＰ研究所 2007 小中～

123 世界の「楽器」絵事典 ＰＨＰ研究所／編 ＰＨＰ研究所 2007 小中～ ○

124
民族楽器にチャレンジ！！
（リサイクル楽器を楽しもう４）

上畑　美佐江／作 汐文社 2002 小中～

125 民族楽器をつくる 関根　秀樹／著 創和出版 1989 小高～

126 国際理解にやくだつ世界の神話　全７巻 （地域・国別） 吉田　敦彦／監修 ポプラ社 2000 小中～

127 世界のむかしばなし
瀬田　貞二／訳
太田　大八／絵

のら書店 2000 小低～

128 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 1979 小中～

　（１１）あそび・スポーツ・芸術

　（１２）昔話・伝説
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シリーズの各巻書名 著者名 出版社名 出版年 対　象 コメント 写真書名（シリーズ名）

129 千びきのうさぎと牧童
「岩波おはなしの本」シリーズに世
界の民話の本が、他にもあります

ポラジンスカ／文
内田　莉莎子／訳

岩波書店 1980 小中～

130 子どもに語るアジアの昔話
「子どもに語る～」シリーズ
現在２０冊

松岡　享子／訳 こぐま社 1997 小低～

131 イギリスとアイルランドの昔話 石井　桃子／編・訳 福音館書店 1982 小中～

132 世界遺産　（ポプラディア情報館）
稲葉　信子／監修
斎藤　英俊／監修

ポプラ社 2007 小高～ ○

133
総合学習に役立つみんなの世界遺産
全７巻

（地域・国別） 岩崎書店 2000 小高～ ○

134
世界遺産の建築を見よう  カラー版
（岩波ジュニア新書）

古市　徹雄／著 岩波書店 2007 中学～ ○

135
世界の建物たんけん図鑑
お城や神殿の不思議な構造と内部を知ろ
う

パオロ・ドナティ／イラ
スト

集文社 1993 小高～ 図解のイラストが豊富

136
世界の建物事典
（「知」のビジュアル百科）

フィリップ・ウィルキンソ
ン／著

あすなろ書房 2005
中学
・高校～

○

137
世界の高層建築まるわかり事典
古代から近未来まで

高松　伸／監修 ＰＨＰ研究所 2008 小中～ ○

138
バルセロナ建築たんけん
（たくさんのふしぎ傑作集 ）

森枝　雄司／写真・文 福音館書店 1998 小中～ 写真絵本 ○

139
憲法を知ろう！  日本と世界の憲法
全３巻

（地域・国別） 池上　彰／監修 教育画劇 2007 小高～

140 合衆国憲法のできるまで ジーン・フリッツ／著 あすなろ書房 2002 小高～

141
世界の選挙制度
（イラストで学べる選挙制度３）

大野　一夫／編 汐文社 2008 中学～

　（１３）世界遺産・建造物ほか

　（１４）政治
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シリーズの各巻書名 著者名 出版社名 出版年 対　象 コメント 写真書名（シリーズ名）

142
いっぽんの鉛筆のむこうに
（たくさんのふしぎ傑作集 ）

谷川　俊太郎／文 福音館書店 1989 小中～ 写真絵本 ○

143 経済　（世界地図から学ぼう国際理解） ほるぷ出版 2007 小高～

144 世界の市場  アジア編　全５巻 （地域・国別） こどもくらぶ／編 アリス館 2007 小高～

145 モノから知る日本と世界の結びつき

１｢食べるモノから見る,日本と世界｣
２｢身につけるモノから見る,日本と世界｣
３｢暮らしのモノから見る,日本と世界｣
４｢学びのモノから見る,日本と世界｣
５｢遊びのモノから見る,日本と世界｣ほ
か

保岡　孝之／監修 学研 2006 小高～ ○

146
グローバリゼーション
（世界地図から学ぼう国際理解 ）

ほるぷ出版 2007 小高～

147
グローバリゼーション
（現代の世界と日本を知ろう）

桜井　よしこ／日本語
版総監修

小峰書店 2004 小高～ ○

148
グローバル化とわたしたち
 国境を越えるモノ・カネ・ヒト
（イワサキ・ノンフィクション）

村井　吉敬／著 岩崎書店 2006 小高～

149 世界のお金事典 平井　美帆／文 汐文社 2006 小中～

150
コインと紙幣の事典
（「知」のビジュアル百科 ）

ジョー・クリブ／著 あすなろ書房 2006
中学・
高校～

○

151
平和・環境・歴史を考える国境の本
全５巻

１「国境のひみつをさぐろう」
２「日本の国境」
３「アジアの国境」
４「ヨーロッパ・アフリカ・南北アメリカの
国境」
５「国境が消える！？ 」

池上　彰／監修 岩崎書店 2005 小高～

　３　国のつながり

　（１）経済・ネットワーク

　（２）課題（紛争・貧困・環境ほか）

13



シリーズの各巻書名 著者名 出版社名 出版年 対　象 コメント 写真書名（シリーズ名）

152
はてな？なぜかしら？国際問題
全３巻

１「はてな？なぜかしら？イスラム・中東
問題」
２「はてな？なぜかしら？北朝鮮問題」
３「はてな？なぜかしら？国際紛争」

池上　彰／監修 教育画劇 2004
小高・
中学～

153
国際理解に役立つ世界の紛争を考える
全５巻

１ 「アラブ・イスラエル紛争」
２ 「国際連合  世界の平和を守るため」
３ 「旧ユーゴスラビア紛争」
４ 「アパルトヘイト問題」
５ 「北アイルランド紛争」

文渓堂 2003
小高・
中学～

154 国際紛争の本　全５巻

１「アジアの紛争  １」
２「アジアの紛争  ２」
３「中東／北アフリカの紛争」
４「中部・南部アフリカの紛争」
５「ヨーロッパ／アメリカの紛争」

大芝　亮／監修 岩崎書店 2004
小高・
中学～

155
よくわかる世界の紛争大図解
全３巻

１「領土をめぐる争い」
２「民族・宗教対立から起きた争い」
３「民族独立をめざす争い」

安部　直文／著 汐文社 2003
小高・
中学～

156
現代の世界と日本を知ろう
イン・ザ・ニュース　　全８巻

１ 「テロリズム」
２ 「こんにちの犯罪」
３ 「移民と亡命」
４ 「食べ物の安全と農業」
５ 「グローバリゼーション」
６「ドラッグ 」
７「子どもの人権 」
８「国連」

桜井　よしこ／日本語
版総監修

小峰書店 2004
小高・
中学～

○

157
＜調べ学習＞激動２０世紀の真実と２１
世紀への課題　　全６巻

１ 「貧困」　２ 「女性の権利」
３ 「医療の倫理」
４ 「犯罪と刑罰」
５ 「人種差別」　６「検閲 」

星の環会 2000
中学・
高校～

○

158 世界地図から学ぼう国際理解

１ 「戦争」
２ 「経済」
３ 「文化」
４ 「生命」
５ 「グローバリゼーション」
６「 環境」

ほるぷ出版 2007
小高・
中学～

統計情報が多い
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シリーズの各巻書名 著者名 出版社名 出版年 対　象 コメント 写真書名（シリーズ名）

159
地球を救う仕事  １４歳になったら考える
1～５

１「平和な世界をつくりたい」
２「貧しさをなくしたい」
３「命を助けたい」
４「苦しみから救いたい」
５「温暖化をくい止めたい」

 汐文社
2008～
2009

小高・
中学～

160
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 高校～ 写真集 ○

161
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 2008 小高～ ○

162
人口危機のゆくえ
（岩波ジュニア新書）

芦野　由利子／著
戸田　清／著

岩波書店 1996
中学・
高校～

163
僕たちは、自由だ！
クレイグ少年の南アジア５０日間の冒険
記

クレイグ・キールバー
ガー／著
ケビン・メジャー／著

本の泉社 2000 中学～
１２歳の少年が児童労働の現
状をリポート

164
児童労働  働かされる子どもたち
（世界の子どもたちは今）

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 中学～

同シリーズに、
「子どもの人身売買  売られる子ど
もたち」
「子ども兵士  銃をもたされる子ど
もたち」もあり

165
ストリートチルドレン
（岩波ジュニア新書）

工藤　律子／著 岩波書店 2003
中学・
高校～

166 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

小峰書店 2002
中学・
高校～

167
みんなが知りたい！「環境問題」がわか
る本

カルチャーランド／著 メイツ出版 2008
小高・
中学～

168 京都議定書がわかる絵事典 ＰＨＰ研究所／編 ＰＨＰ研究所 2008
小高・
中学～

169 アレクセイと泉のはなし 本橋　成一／写真と文 アリス館 2004
小高・
中学～

写真絵本 ○

170 ナターシャ  チェルノブイリの歌姫 手島　悠介／著 岩崎書店 2001
小高・
中学～
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シリーズの各巻書名 著者名 出版社名 出版年 対　象 コメント 写真書名（シリーズ名）

171 クジラから世界が見える
ウーマンズフォーラム
魚／編

遊幻舎 2006 小高～

172 国際協力を知る本　全４巻

１「飢饉」
２「戦争」
３「地震」
４「洪水」

ポール・ベネット／著
日本赤十字社／日本
語版監訳

小峰書店 1999 小高～ ○

173 きみもやってみよう国際協力　全６巻

１「地球の豊かな環境を保つために」
２「飢えた人たちに食料が届くように」
３｢紛争や災害の難民を助けるために ｣
４｢病人が薬やワクチンで治るように ｣
５｢すべての子が学校で学べるために｣
６｢世界を知り人の輪を広げるために｣

杉下　恒夫／監修・指
導

学研 2004 小高～

174
カンボジアに心の井戸を
僧侶・内田弘慈さんの汗と涙の記録

井上　こみち／文 学研 2003
小高・
中学～

175 国際組織　（ポプラディア情報館） 渡部　茂己／監修 ポプラ社 2006 小高～

176 世界を救う国際組織　　全５巻

１「国際連合」
２「 国連難民高等弁務官事務所
」
３「国際赤十字」
４「アムネスティ」
５「世界自然保護基金」

偕成社 1996
小高・
中学～

177 シリーズ国連　　全６巻
１「 国連のしくみとはたらき」
２「平和へのとりくみ 」
３「人権へのとりくみ」ほか

リブリオ出版 1993

178
調べてみよう世界のために働く国際機関
全６巻

１「国際平和をめざして国際連合」
２「世界の子どもたちのためにユニセフ」
３「世界の人びとを健康に世界保健機
関」
４「国際紛争や災害の被害者を救う国
際赤十字」
５「世界の野生生物と自然を守る世界自
然保護基金」
６「ヨーロッパをひとつに欧州連合」

ほるぷ出版 2003 小高～ ○

　（３）国際協力・国際機関
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シリーズの各巻書名 著者名 出版社名 出版年 対　象 コメント 写真書名（シリーズ名）

179 国際理解に役立つＥＵの大研究
ＥＵインスティテュート
関西／監修

ＰＨＰ研究所 2008 小高～

180 もっと知ろうよ！ＥＵ
１「ＥＵの歴史」
２「ＥＵの政治と経済」
３「ＥＵの文化とことば」

山崎　智嘉／著 汐文社 2005 小高～

181
第二次世界大戦
（ビジュアル博物館  第８８巻）

サイモン・アダムズ／
著

同朋舎 2002
小高・
中学～

○

182
アジア・太平洋戦争
（ポプラディア情報館）

森　武麿／監修 ポプラ社 2006 小高～

183
日本とのつながりで見るアジア
過去・現在・未来　　全７巻

（地域・国別） 岩崎書店 2003
小高・
中学～

○

184 アジアを考える本  近くて遠い国　全７巻
１「アジアってなに？」
２「東南アジアってどこ？」ほか

岩崎書店 1995
小高・
中学～

185
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

Ｍ・Ｏ・タンネル／著 金の星社 1998
小高・
中学～

186
日系人の歴史を知ろう
（岩波ジュニア新書）

高橋　幸春／著 岩波書店 2008
小高・
中学～

187 平和へ
キャサリン・スコールズ／
作
上遠　恵子／訳

岩崎書店 1995 小中～ 写真絵本 ○

188 私たちはいま、イラクにいます
シャーロット・アルデブロン
／文
森住　卓／写真

講談社 2003 小高～
１３歳少女の平和集会でのス
ピーチ

○

189 世界がもし１００人の村だったら
池田　香代子／再話
Ｃ．ダグラス・ラミス／対訳

マガジンハウス 2001 小高～

190
三つの願い
パレスチナとイスラエルの子どもたち

デボラ・エリス／著
もりうち　すみこ／訳

さ・え・ら書房 2006
小高・
中学～

191
平和の種をまく
ボスニアの少女エミナ

大塚　敦子／写真・文 岩崎書店 2006 小高～ 写真絵本。解説あり ○

　（４）歴史と平和を考える
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シリーズの各巻書名 著者名 出版社名 出版年 対　象 コメント 写真書名（シリーズ名）

192 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 小高～ ○

193
国境をこえた子どもたち
国際養子縁組の家族

今西　乃子／著
浜田　一男／写真

あかね書房 2000
小高・
中学～

194
ここが家だ
ベン・シャーンの第五福竜丸

ベン・シャーン／絵
アーサー・ビナード／
構成・文

集英社 2006 小高～ 原水爆反対を訴える絵本

195 ジス・イズ・ニューヨーク ミロスラフ・サセック／著
ブルース・イン
ターアクション

ズ

2004～
2007

小高～
様々な都市を紹介した絵本、
「ジスイズ」シリーズ１８冊

196
リヤカーマン、歩いて世界４万キロ冒険
記

永瀬　忠志／著 学研 2008 小高～

197 みちるのアメリカ留学記
ショート・みちる／文と
絵

小峰書店 1998
小高・
中学～

「みちるのハイスクール日記」
もあり

198 グレートジャーニー人類５万キロの旅 関野　吉晴／著 小峰書店 1995～
小高・
中学～

１～１５巻。「新グレートジャーニー
日本人の来た道」もあり

199
修学旅行・語学研修を10倍から100倍た
のしむための本

「オーストラリア」
「カナダ」「シンガポール」
「ニュージーランド」

近畿日本
ツーリスト本
社営業推進

室

2004～
2005

中学・
高校～

各国の基本情報のほか、日
常会話、旅行計画の立て方、
旅行後のレポートの書き方な
ども掲載。

200
海外修学旅行を１０倍から１００倍たのし
むためのシリーズ

「韓国」
「中華人民共和国」

近畿日本
ツーリスト本
社企画室

2003～
2004

中学・
高校～

　　　　　　　〃

201
ピーター流わくわく旅行術
（岩波ジュニア新書）

ピーター・フランクル／著 岩波書店 2002
中学・
高校～

202
旅の夢かなえます  だれもがどこへでも
行ける旅行をつくる
（ドキュメント・ユニバーサルデザイン）

三日月　ゆり子／著 大日本図書 2008
中学・
高校～

外国旅行客を迎える日本旅
館の取り組み

203
話してみよう旅行の英語
（岩波ジュニア新書）

大津　幸一／著 岩波書店 2008
中学・
高校～

　４　世界を旅する
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シリーズの各巻書名 著者名 出版社名 出版年 対　象 コメント 写真書名（シリーズ名）

204
ソウルで学ぼう
（岩波ジュニア新書）

水野　俊平／著 岩波書店 2006
中学・
高校～

韓国に修学旅行をする中高
生向け

205
スタディ・ツアーのすすめ
（岩波ジュニア新書）

市原　芳夫／著 岩波書店 2004
中学・
高校～

206 この地球（ほし）を受け継ぐ者へ
人力地球縦断プロジェクト「Ｐ２Ｐ」の全記録

石川　直樹／著 講談社 2001

207 きみにもできる国際交流　全２４巻 （地域・国別） 偕成社
1999～
2001

小高～ ○

208 外国からきた人といっしょに
（体験しよう！発見しよう！福祉ボランティア４）

こどもくらぶ／編集 岩崎書店 2003 小高～

209 「こころ」をつなぐ国際交流　全５巻

１ 「考えよう！ぼくの町の国際化」
２ 「考えよう！文化のちがいと知る努
力」
３ 「考えよう！グローバル化と共存共
生」ほか

稲葉　茂勝／著
池上　彰／監修

光村教育出版 2003 小高～

210
地域でできるこれからの国際交流　全８
巻

テーマ別 岩崎書店 2002 小高～

211
日本のしきたり絵事典
行事や儀式の「なぜ？」がわかる

深光　富士男／著 ＰＨＰ研究所 2008 小中～

212
日本と世界のちがいを考える本
国際理解にやくだつ　全８巻

１「こんなにちがう日本の常識・世界の
常識」
２「世界とくらべる日本人ってこんな
人々」ほか

飯塚　峻／監修 ポプラ社 2000
小高・
中学～

　５　国際交流・日本を知る
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