
《絵本》

書名 著者名 出版者 出版年

かさどろぼう
シビル・ウェタシンヘさく；
いのくまようこやく

福武書店 1986.6

きつねのホイティ
シビル・ウェッタシンハさく；　
まつおかきょうこやく

福音館書店 1994.3

くろってかわいい
アナ・マリア・マシャドさく；ロサナ・ファリ
アえ；もちづきひろあきやく

新世研 2001.12

菜食主義のねこ：インド
キティシュ・チャタジー文・絵；
くろかわたえこ訳

蝸牛新社 2000.5

西遊記 : 決定版!大型絵本. 1
(石からうまれた孫悟空)

唐亜明文；于大武絵 偕成社 2006.3

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 1984.12

十万本の矢 : 三国志絵本 唐亜明文；于大武絵 岩波書店 1997.11
地球が緑になったわけ：バングラデッシュ ナイマ・ハク 文・絵；本山央子訳 蝸牛新社 2000.5

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 1991.7

動物バス : ジンバブエ
H.ニコル文；バーバラ・マクガイア絵；
柳生圭訳

蝸牛新社 2000.5

図書館だいすき : メキシコ マルタ・アビレス文・絵；清水透訳 蝸牛新社 2000.5
とべ！クリプス ハイメ・コルテス文・絵 ; 平野東海子訳 蝸牛社 1996.7
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 1984.12

なぞをとく少年 : モンゴル
ムンフジン・チュールテミン文・絵；
大貫美佐子訳

蝸牛新社 2000.5

魔法のかたつむり : メキシコ
ファブリシネ・V.ブロエク絵・文；加藤耕
子訳

蝸牛新社 1996.7

森のこえ: トルコ
フェリドゥン・オラール文･絵；
遠山博文訳

蝸牛新社 2000.5

森をすくったシンバ: キューバ
M．バスケスペレス文；E．レイエス絵；
片山和子訳

蝸牛新社 2000.5

モンゴルの黒い髪
バーサンスレン・ボロルマー文・絵；
長野ヒデ子訳

石風社 2004.11

ヤクの冒険：ブータン カーマ・ワンデ文・絵；アラキ・トキ訳 蝸牛新社 2000.5

山になった巨人 : 白頭山ものがたり
リュウ・チェスウ作・絵；イ・サンクム,ま
ついただし共訳

福音館書店 1990.1

夢みるこどもたち : イラン レザ・ラバサニ文・絵；西岡直樹訳 蝸牛新社 2000.5
《昔話絵本・昔話集》
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 偕成社 1990.4

うたうカメレオン
掛川恭子訳； レオ＆ダイアン・ディロ
ン；松枝張絵

ほるぷ出版 1979.10

おひさまをほしがったハヌマン : インドの大昔
の物語「ラーマーヤナ」より

A. ラマチャンドランさく・え; 松居直訳 福音館書店 1997.11

クムクボリクラ王子 : ナイジェリア
アデモラ・アデコラ文・絵；
ヒロコ・ムトー訳

蝸牛新社 2000.5

ごきぶりねえさんどこいくの？
モルテザー・ザーヘディ絵；M.アーザー
ド再話；愛甲恵子訳

ブルース・インター
アクションズ

2006.5

ずるがしこいジャッカル : ネパール テクビール・ムキヤ絵・文；小林孝子訳 蝸牛新社 2000.5
ちょうちんまつり 唐亜明文；徐楽楽絵 木城えほんの郷 2003.1

ヒマラヤのふえ : インド民話
A． ラマチャンドランさく・え；
きじまはじめやく

木城えほんの郷 2003.1

ふしぎなサンダル 福井恵樹訳 ; 竹田鎮三郎絵 ほるぷ出版 1979.10

めんどりのさがしもの
フランシス・アルカラスえ・さいわ；
ふせまさこやく

新世研 2001.10

《知識》
アジアの友だちに会おう! : アジア太平洋の文
化を知るための絵本

ユネスコ・アジア文化センター企画 東京書籍 2003.4

ゆめいろのパレットIV

※このリストは、子どものへや・世界を知るへやで行っている小展示の資料一覧であり、テーマに沿った資料を網羅的に紹介し
たり、リストに挙げられた資料を推薦したりするものではありません。
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書名 著者名 出版者 出版年

イラン(目で見る世界の国々; 56)
メアリ－・Ｍ．ロジャ－ス著； 
東眞理子訳

国土社 2001.3

軍隊のない国コスタリカ(母と子でみる; 37) 早乙女勝元編 草の根出版会 1997.7
コスタリカ（体験取材！世界の国ぐに ; 5） 渡辺一夫文・写真；五十嵐義明監修 ポプラ社 2006.3
グレートジャーニー : 人類400万年の旅. 8 関野吉晴著 毎日新聞社 2002.4
ジャングル（絵本図鑑シリーズ ; 14） 松岡達英作 岩崎書店 1993.10
中央アメリカをかける 関野吉晴文・写真 小峰書店 1997.8

東南アジアを知る事典　新版

桃木至朗,小川英文,クリスチャン・ダニ
エルス,深見純生,福岡まどか,見市建,
柳澤雅之,吉村真子,渡辺佳成編；石井
米雄,高谷好一,立本成文,土屋健治,池
端雪浦監修；ジャイナル・アマンビング
[カバー絵]

平凡社 2008.6

南アメリカ・アフリカ (行ってみたいなあんな
国こんな国  :  国際理解に役立つ  ; 5)

東菜奈作 岩崎書店 1999.4

《洋書》

िचटकू（チトク）
lekhika，Surekha Panandikara ; 
citrankana，Mrnala Mitra ; anuvada，
Manamohini Puri

Cild ̣ransa Buka 

T ̣rast ̣a c2002

دوستان  دارباید 

『アジアの友だちに会おう！』

Meet My Friends!　
『アジアの友だちに会おう！』

Asia/Pacific Cultural Centre for 
UNESCO

ACCU 2001

The sun and the moon 
（太陽と月）

Jagdish Joshi絵；
Varsha Das文

National Book 
Trust

2000

ตนไมใกลตัว
（身のまわりの木）

プリーダー・パンヤーチャン
Prīdā Panyāčhan絵・文

Amarin Printing 
and Publishing

1995

열두 띠 이야기 
（十二支の物語）

リー・チュンギル
이춘길絵；정하섭文

보림 2001

猎人传 (彩绘本中国民间故事  蒙古族) 朱成梁絵；方夏文
浙江少年儿童出版
社

1990

※洋書は、既に日本で翻訳が刊行されているものは『　』内に翻訳書名を、その他については参考訳を（　）内に示しています。

Asia/Pacific Cultural Centre for 
UNESCO

Kānūn-i 
Parvarish-i Fikrī-i 
Kūdakān va 
Nūjavānān

2001
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