
《絵本》
書名 著者名 出版者 出版年

あかてぬぐいのおくさんと7にんのなかま イヨンギョンぶん・え ; かみやにじやく 福音館書店 1999.11

神さま、ぼくがいきます : タイ
ウイリヤ・シリシング作 ; 
チュング・トゥリン画 ; 田中忠治訳

河出書房新社 1994.2

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

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

ブルース・インター
アクションズ

2006.5

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

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

象とふくろう : ネパール
シャム・ラル・シュレスタ絵・文 ; 
青木久子訳

蝸牛社 1991.7

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

チュウ太郎の青い国 : 韓国 チョンヨンミ文・絵 ; あらきみほ訳 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

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 : コロンビア 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

ねこのくにのおきゃくさま
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 1996.4

魔法のかたつむり : メキシコ V.ブロエク絵・文 ; 加藤耕子訳 蝸牛社 1996.7

密猟者と3匹のさる : インドネシア
サルジョノ・アリバザ絵・文 ; 
田中安男訳

蝸牛社 1991.7

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

モンゴルの黒い髪
バーサンスレン・ボロルマー絵・文 ; 
長野ヒデ子訳

石風社 2004.11

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

アジアの昔話. 1
アジア地域共同出版計画編集委員会
編 ; 松岡享子訳

福音館書店 1975

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 ; 松居直やく 福音館書店 1997.11

語りつぐ人びと・インドの民話 長弘毅著・訳 福音館書店 2003.9

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

クリシュナ物語 : インド
パンドパダヤイ・ラマナンダ文・絵 ; 
若林千鶴子訳

蝸牛社 1984.12

子どもに語るアジアの昔話. 1 松岡享子訳 こぐま社 1997.2

ずるがしこいジャッカル : ネパール
テクビール・ムキヤ文・絵 ; 
小林孝子訳

蝸牛新社 2000.5

ぞうのマハギリ : インドの民話
ケシャブ・シャンカール・ピライ再話 ; プ
ラク・ビスワス絵 ; みやちとしこ訳

グランまま社 2002.5

はらペこライオン ：インド民話
ギタ・ウルフぶん ; インドラプラミット・ロ
イえ ; 酒井公子やく

アートン 2005.11

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

マンゴーとバナナ : まめじかカンチルのおは
なし

ネイサン・クマール・スコット文 ; T.バラ
ジ絵 ; なかがわちひろ訳

アートン 2006.4

ゆめいろのパレットⅢ

※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

めんどりのさがしもの
フランシス・アルカラスさいわ・え ; 
ふせまさこやく

新世研 2001.10

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 1997.11

《詩》

すずめの空
モハンマド=ホセイン・モハンマディ詩 ; 
モハンマド=マフディ・タバータバーイー
絵 ; 蜂飼耳,愛甲恵子訳

ブルース・インター
アクションズ

2006.8

《知識》
アジア 東菜奈作 岩崎書店 1999.4
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

インド(図説世界文化地理大百科)
ゴードン・ジョンソン著 ; 小谷汪之監修 
; 小谷汪之〔ほか〕訳

朝倉書店 2001.7

インド(読んで旅する世界の歴史と文化) 新潮社 1992.11
インドの神話 ：今も生きている神々 田中於菟弥著 筑摩書房 1982.10

せかいのひとびと
ピーター・スピアーえとぶん ; 
松川真弓やく

評論社 1982.1

東南アジア. 1(日本とのつながりで見るアジ
ア過去・現在・未来 ; 第3巻 )

木村宏一郎著 岩崎書店 2003.4

東南アジア. 2(日本とのつながりで見るアジ
ア過去・現在・未来 ; 第4巻 )

関根秋雄著 岩崎書店 2003.4

東アジア. 1(日本とのつながりで見るアジア
過去・現在・未来 ; 第1巻 )

仲尾宏著 岩崎書店 2003.4

東アジア. 2(日本とのつながりで見るアジア
過去・現在・未来 ; 第2巻 )

江里晃著 岩崎書店 2003.4

南アジア (日本とのつながりで見るアジア過
去・現在・未来 ; 第5巻 )

大橋正明,五十嵐理奈著 岩崎書店 2003.4

南アメリカ・アフリカ 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

  ديداربا  رفيقان

『アジアの友だちに会おう！』　

خاله خاله جان، بابا مهربان 絵علی نامور

（すてきなおばさんとやさしいおじさん）
文مصطفی رحماندوست

महािग र　『ぞうのマハギリ』 Pulak Viśvāsa絵 ； Hēmalatā再話
Cild ̣ransa Buka 

T ̣rast ̣a 1993

మ ా
『ぞうのマハギリ』

Pulak Biśvās絵　Hemalatā再話 Cildrans Buk Trast c1993

Meet my friends!
『アジアの友だちに会おう!』

Asia/Pacific 
Cultural Centre for 
UNESCO

2001.11

The sun and the moon
Varsha Das ;
illustrations, Jagdish Joshi

National Book 
Trust

2000

Stories of Africa （アフリカのお話） Gcina Mhlophe
University of Natal 
Press

2003

ＴấｍＣáｍ(タムとカム) Mai Long絵 ; Nguyễn Thấng Vu[編] ; 
Đỗ Minh Nguyệt訳 Kim đồng 2004

ตนไมใกลตัว（身のまわりの木）
プリーダー・パンヤーチャン
Prīdā Panyāčhan（タイ）絵・作

Amarin Printing and 
Publishing

1995

※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 2001
Kānūn-i Parvarish-i 
Fikrī-i Kūdakān va 
Nūjavānān

Shabāvīz [2002]
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