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子どもの本で世界一周－子どもの本の展示会2013－

【各 国】
書名

著者名

出版社

くらべて見る地図帳（全６巻）

吹浦忠正／監修

学研教育出版

元気が出る！世界の朝ごはん

服部幸應／監修 服部津貴子／監修

日本図書センター

こどもくらぶ／編

ポプラ社

こども世界の民話 上・下

内田莉莎子／[ほか]著

実業之日本社

写真でみる世界の子どもたちの暮らし
－世界31カ国の教室から－

ペニー・スミス／編著 ザハヴィット・シェイレブ／編著
赤尾秀子／訳

あすなろ書房

世界あちこちゆかいな家めぐり

小松義夫／文・写真 西山晶／絵

福音館書店

世界のあいさつ

長新太／さく

福音館書店

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
バーナバス・キンダスリー／写真

ほるぷ出版

－朝ごはんを知れば世界が見えてくる－（全５巻）

国際理解に役立つ世界の民族音楽
－CDできける－（全６巻）

世界の子どもたちはいま（全２４巻）
世界のだっことおんぶの絵本

学研
エメリー・バーナード／文 ドゥルガ・バーナード／絵
仁志田博司／監訳 園田正世／監訳

メディカ出版

世界のなぞかけ昔話（全３巻）

ジョージ・シャノン／文 ピーター・シス／絵
福本友美子／訳

晶文社

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

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 ブライアン・カラス／絵
こだまともこ／訳 石川烈／監修

フレーベル館

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

－だっこされて育つ赤ちゃんの一日－

国・地域

【アジア】
書名
アジア！イチャリバ、チョーデー

著者名

出版社

国・地域

大貫美佐子／文 スズキコージ／絵

光村教育図書

アジア

イクバルの闘い－世界一勇気ある少年－

フランチェスコ・ダダモ／作 荒瀬ゆみこ／訳

鈴木出版

パキスタン

石のししのものがたり－チベットの民話による－

大塚勇三／再話 秋野亥左牟／画

福音館書店 チベット

いたずらうさぎチュローチュ

たじまゆきひこ／[作]

童心社

カンボジア

王さまと九人のきょうだい－中国の民話－

君島久子／訳 赤羽末吉／絵

岩波書店

中国

－アジアからの手紙－

イチンノロブ・ガンバートル／ぶん
おかあさんとわるいキツネ－モンゴルのおはなし－ バーサンスレン・ボロルマー／え つだのりこ／やく 福音館書店 モンゴル

おどりトラ－韓国・朝鮮の昔話－

金森襄作／再話 鄭【スク】香／画

福音館書店 韓国

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
やすいきよこ／やく

福音館書店 ラオス

神様の階段

今森光彦／著

偕成社

カレーライスがやってきた

森枝卓士／文・写真

福音館書店 インド

きつねのホイティ
きょうはソンミのうちでキムチをつけるひ！

シビル・ウェッタシンハ／さく
まつおかきょうこ／やく
チェインソン／文 パンジョンファ／絵
ピョンキジャ／訳

子どもに語るアジアの昔話 １・２

松岡享子／訳

こぐま社

アジア

西遊記 上・中・下

呉承恩／作 伊藤貴麿／編訳

岩波書店

中国

三国志 上・中・下

羅貫中／作 小川環樹／編訳 武部利男／編訳

岩波書店

中国
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インドネシア

福音館書店 スリランカ
セーラー出版 韓国
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書名

著者名

出版社

国・地域

さんねん峠－朝鮮のむかしばなし－

李錦玉／作 朴民宜／絵

岩崎書店

韓国

しーっ！ぼうやがおひるねしているの

ミンフォン・ホ／作 ホリー・ミード／絵
安井清子／訳

偕成社

タイ

じゅげむ－落語絵本[4]－

川端誠／[作]

クレヨンハウス

日本

シルクの花

キャロリン・マースデン／作 代田亜香子／訳

鈴木出版

タイ

スーホの白い馬－モンゴル民話－

大塚勇三／再話 赤羽末吉／画

福音館書店 モンゴル

スマントリとスコスロノ－山からきたふたご－

乾千恵／再話 早川純子／絵 松本亮／監修

福音館書店 インドネシア

ソリちゃんのチュソク

イオクベ／絵と文 みせけい／訳

セーラー出版 韓国

だまされたトッケビ－韓国の昔話－

神谷丹路／編・訳 チョンスンガク／絵

福音館書店 韓国

地球のてっぺんに立つ！エベレスト

スティーブ・ジェンキンズ／作 佐藤見果夢／訳

評論社

ネパール

にげろ！にげろ？－インドのむかしばなし－

ジャン・ソーンヒル／再話・絵 青山南／訳

光村教育図書

インド

万里の長城

加古里子／文 加古里子／絵 常嘉煌／絵

福音館書店 中国

富士山の大図鑑－世界にほこる日本の名山－

富士学会／監修

PHP研究所 日本

風呂敷

森田知都子／文 ふろしき研究会／監修

文溪堂

プンクマインチャ－ネパールの昔話－

大塚勇三／再話 秋野亥左牟／画

福音館書店 ネパール

ほしになったりゅうのきば

君島久子／再話 赤羽末吉／画

福音館書店 中国

まほうのたいこ－シベリアの昔話－

うちだりさこ／ぶん シェイマ・ソイダン／え

福音館書店 シベリア

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

ももたろう

まついただし／ぶん あかばすえきち／え

福音館書店 日本

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

アジア・太平洋

リキシャ★ガール

ミタリ・パーキンス／作 ジェイミー・ホーガン／絵
永瀬比奈／訳

鈴木出版

バングラディッシュ

「和」の行事えほん １・２

高野紀子／作

あすなろ書房 日本

われたたまご－フィリピン民話－

小野かおる／再話画

福音館書店 フィリピン

日本

インドネシア

【オセアニア】
書名

著者名

出版社

国・地域

おによりつよいおれまーい－サトワヌ島民話－

土方久功／再話画

おはなし島－南太平洋クック諸島から－
－アボリジナルのものがたり－

カウラカ・カウラカ／文 田主誠／版画
保育社
生田節子／[ほか]訳
ジェームズ・ヴァンス・マーシャル／再話
岩波書店
フランシス・ファイアブレイス／絵 百々佑利子／訳

コンチキ号漂流記

トール・ハイエルダール／著 神宮輝夫／訳

偕成社

ポリネシア

地球温暖化、しずみゆく楽園ツバル

山本敏晴／写真・文

小学館

ツバル

ボルネオの熱帯雨林－生命のふるさと－

横塚真己人／著

福音館書店 ボルネオ島

まじょのひ－パプア・ニューギニアの昔話－

大塚勇三／再話 渡辺章人／画

福音館書店

パプアニューギニア

燃えるアッシュ・ロード

サウスオール／作 小野章／訳

偕成社

オーストラリア

カンガルーには、なぜふくろがあるのか
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福音館書店 ミクロネシア
クック諸島
オーストラリア
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【中 東】
書名

著者名

出版社

国・地域

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

アラビアン・ナイト

ケイト・D・ウィギン／編 ノラ・A・スミス／編
坂井晴彦／訳 W・ハーヴェイ／ほか画

福音館書店 イラク

ギョレメ村でじゅうたんを織る

新藤悦子／写真・文 西山晶／絵

福音館書店 トルコ

ギルガメシュ王ものがたり

ルドミラ・ゼーマン／文絵 松野正子／訳

岩波書店

イラク

シュクラーンぼくの友だち

ドリット・オルガッド／作 樋口範子／訳

鈴木出版

イスラエル

せかいいちうつくしいぼくの村

小林豊／作・絵

ポプラ社

アフガニスタン

ナスレディンのはなし－トルコの昔話－

八百板洋子／再話 佐々木マキ／絵

福音館書店 トルコ

バスラの図書館員－イラクで本当にあった話－

ジャネット・ウィンター／絵と文 長田弘／訳

晶文社

イラク

漂泊の王の伝説

ラウラ・ガジェゴ・ガルシア／作 松下直弘／訳

偕成社

アラビア

アフガニスタン

【ヨーロッパ】
書名

著者名

出版社

国・地域
イギリス・アイルランド

イギリスとアイルランドの昔話

石井桃子／編・訳 J・D・バトン／画

福音館書店

いちばんたいせつなもの－バルカンの昔話－

八百板洋子／編・訳 ルディ・スコチル／画

福音館書店 バルカン諸国

ウズベクのむかしばなし

シェルゾッド・ザヒドフ／編・再話 落合かこ／[ほか]訳
シェルゾッド・ザヒドフ／絵 須貝亮子／絵

新読書社

ウズベキスタン

岩波書店

スイス

ポプラ社

オランダ

－タイムトラベラーと旅する12,000年－

ゼリーナ・ヘンツ／文 アロワ・カリジェ／絵
大塚勇三／訳
フィリス・クラシロフスキー／作
ピーター・スパイアー／絵 みなみもとちか／訳
アン・ミラード／文 スティーブ・ヌーン／絵
松沢あさか／訳 高岡メルヘンの会／訳

絵のあるまちバルセロナ

森枝雄司／文・写真 なかがわちひろ／絵

おおかみと七ひきのこやぎ－グリム童話－
おおきなかぶ－ロシアの昔話－

グリム／[原作] グリム／[原作]
フェリクス・ホフマン／え せたていじ／やく
A.トルストイ／再話 内田莉莎子／訳
佐藤忠良／画

おだんごぱん－ロシア民話－

瀬田貞二／訳 脇田和／画

福音館書店 ロシア

女トロルと8人の子どもたち

グズルン・ヘルガドッティル／作
ブリアン・ピルキングトン／絵 やまのうちきよこ／訳

偕成社

カナリア王子－イタリアのむかしばなし－

イタロ・カルヴィーノ／再話 安藤美紀夫／訳
安野光雅／画

福音館書店 イタリア

ガラスめだまときんのつののヤギ

田中かな子／訳 スズキコージ／画

福音館書店 ウクライナ

北のはてのイービク

ピーパルク・フロイゲン／作 野村泫／訳

岩波書店

くまのパディントン

福音館書店 フランス

コウノトリのおはなし－えんとつのうえの車輪－

マイケル・ボンド／作 松岡享子／訳
ペギー・フォートナム／画
ルドウィッヒ・ベーメルマンス／作・画
瀬田貞二／訳
マーガレット・ワイズ・ブラウン／さく
ティボル・ゲルゲイ／え あんどうのりこ／やく

長崎出版

ハンガリー

古代ギリシャのいいこと図鑑

結城昌子／著

小学館

ギリシャ

砂糖菓子の男－ギリシアのむかしばなし－

ユーリア・グコーヴァ／絵
アルニカ・エステル／再話 酒寄進一／訳

西村書店

ギリシャ

ザビット一家、家を建てる－KOSOVO－

長倉洋海／著

偕成社

コソボ

ウルスリのすず
うんがにおちたうし
絵で見るある町の歴史

－アイスランドの巨石ばなし－

－白ロシア民話－

げんきなマドレーヌ
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さ・え・ら書房 ヨーロッパ

福音館書店 スペイン
福音館書店 ドイツ
福音館書店 ロシア

アイスランド

グリーンランド

福音館書店 イギリス
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書名

著者名
トルストイ／ぶん おがさわらとよき／やく
バスネツォフ／え

３びきのくま

出版社

国・地域

福音館書店 ロシア

三びきのやぎのがらがらどん－ノルウェーの昔話－マーシャ・ブラウン／え せたていじ／やく

福音館書店 ノルウェー

しごとをとりかえたおやじさん－ノルウェー昔話－ 山越一夫／再話 山崎英介／画

福音館書店 ノルウェー

仕立屋のニテチカさんが王さまになった話
－ポーランドの昔話－

コルネル・マクシンスキ／再話 足達和子／訳
ボグスワフ・オルリンスキ／絵

偕成社

ジャックと豆の木－イギリスの昔話－

ジョン・シェリー／再話絵 おびかゆうこ／訳

福音館書店 イギリス

スイス鉄道ものがたり

宮脇俊三／文 黒岩保美／絵

福音館書店 スイス

大どろぼうホッツェンプロッツ

オトフリート=プロイスラー／作 中村浩三／訳

偕成社

ドイツ

小さなバイキングビッケ

ルーネル・ヨンソン／作
エーヴェット・カールソン／絵 石渡利康／訳

評論社

スウェーデン

てぶくろ－ウクライナ民話－

エウゲーニー・M・ラチョフ／え うちだりさこ／やく

福音館書店 ウクライナ

長ぐつをはいたねこ

シャルル・ペロー／原作
ハンス・フィッシャー／ぶん・え やがわすみこ／やく

福音館書店 フランス

ニルスが出会った物語４－ストックホルム－
ぬまばばさまのさけづくり
ハイジ
はなのすきなうし

セルマ・ラーゲルレーヴ／原作
菱木晃子／訳構成 平澤朋子／画
イブ・スパング・オルセン／さく・え
きむらゆりこ／やく
J・シュピーリ／作 矢川澄子／訳
パウル・ハイ／画
マンロー・リーフ／おはなし
ロバート・ローソン／え 光吉夏弥／やく

ポーランド

福音館書店 スウェーデン
福音館書店 デンマーク
福音館書店 スイス
岩波書店

スペイン

パンのかけらとちいさなあくま－リトワニア民話－ 内田莉莎子／再話 堀内誠一／画

福音館書店 リトアニア

ピーターラビットの絵本１

ビアトリクス・ポター／さく・え いしいももこ／やく

福音館書店 イギリス

－第二次世界大戦下のオランダで－

ルイーズ・ボーデン／作 ニキ・ダリー／絵
ふなとよし子／訳

福音館書店 オランダ

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

ボスニア・ヘルツェゴビナ

星のひとみ

トペリウス／作 万沢まき／訳

岩波書店

フィンランド

マザー・グースのうた（全６巻）

谷川俊太郎／訳 堀内誠一／画

草思社

イギリス

ムーミン童話全集１－ムーミン谷の彗星－

トーベ・ヤンソン／作・絵 下村隆一／訳

講談社

フィンランド

ものいうなべ－デンマークのたのしいお話－

メリー・C・ハッチ／文 渡辺茂男／訳
富山妙子／絵

岩波書店

デンマーク

ヨーロッパお菓子物語

今田美奈子／著 青山みるく／絵

朝日学生新聞社

ヨーロッパ

ラップランドのサンタクロース図鑑

ペッカ・ヴォリ／著・絵 迫村裕子／訳

文渓堂

北欧

りこうなおきさき－ルーマニアのたのしいお話－

モーゼス・ガスター／文 光吉夏弥／訳
太田大八／絵

岩波書店

ルーマニア

ルーマニアどこからきてどこへいくの

山本敏晴／写真・文

小学館

ルーマニア

わらのうし－ウクライナの昔話－

内田莉莎子／文
ワレンチン・ゴルディチューク／絵

福音館書店 ウクライナ

－ピーターラビットのおはなし－

ピートのスケートレース

－北欧コルヴァトゥントゥリからのおくりもの－

【アフリカ】
書名

著者名

出版社

国・地域

アナンシと６ぴきのむすこ－アフリカ民話より－

ジェラルド・マクダーモット／さく
しろたのぼる／やく

ほるぷ出版 ガーナ

アフリカないしょだけどほんとだよ

竹下文子／作 高畠純／絵

ポプラ社

アフリカ

アフリカの音

沢田としき／作・絵

講談社

西アフリカ

－A STORY OF WEST AFRICANDRUM&DANCE－
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子どもの本で世界一周－子どもの本の展示会2013－
書名

著者名

出版社

国・地域

－時をこえて世界最長の川をくだる－

イフェオマ・オニェフル／作・写真
さくまゆみこ／訳 川口澄子／画
イフェオマ・オニェフル／作・写真
さくまゆみこ／訳
アン・ミラード／文 スティーブ・ヌーン／絵
松沢あさか／訳

エンザロ村のかまど

さくまゆみこ／文 沢田としき／絵

福音館書店 ケニア

おしゃれがしたいビントゥ

シルヴィアン・A.ディウフ／文
シェーン・W.エヴァンス／絵 さくまゆみこ／訳

アートン

セネガル

お父さんゴリラは遊園地

山極寿一／写真文

新日本出版社

コンゴ

おとうとは青がすき－アフリカの色のお話－

イフェオマ・オニェフル／作・写真
さくまゆみこ／訳

偕成社

ナイジェリア

おはなしおはなし－アフリカ民話より－

ゲイル・E・ヘイリー／さく あしのあき／やく

ほるぷ出版 ガーナ

いっしょにあそぼう－アフリカの子どものあそび－
AはアフリカのA
－アルファベットでたどるアフリカのくらし－

絵で見るナイル川ものがたり

偕成社

ｾﾈｶﾞﾙ／ﾅｲｼﾞｪﾘｱ

偕成社

ナイジェリア

さ・え・ら書房 エジプト

かしこいカメのおはなし－アフリカのむかしばなし－ フランチェスカ・マーティン／さく 福本友美子／やく ポプラ社

タンザニア

語りつぐ人びと*アフリカの民話

江口一久／[ほか]著・訳

福音館書店 アフリカ

カマキリと月－南アフリカの八つのお話－

マーグリート・ポーランド／作 リー・ヴォイト／絵
さくまゆみこ／訳

福音館書店 南アフリカ

かわいいサルマ－アフリカのあかずきんちゃん－

ニキ・ダリー／作 さくまゆみこ／訳

光村教育図書

ガーナ

古代エジプトのものがたり

ロバート・スウィンデルズ／再話
スティーブン・ランバート／絵 百々佑利子／訳

岩波書店

エジプト

ゴハおじさんのゆかいなお話－エジプトの民話－

デニス・ジョンソン‐デイヴィーズ／再話 ハグ‐ハムディ・モハンメッド・ファ
トゥーフ／絵 ハーニ・エル‐サイード・アハマド／絵 千葉茂樹／訳

徳間書店

エジプト

白いキリンを追って

ローレン・セントジョン／著 さくまゆみこ／訳

あすなろ書房

南アフリカ共和国

ジンガくんいちばへいく

ふしはらのじこ／さく・え

福音館書店

コンゴ民主共和国

ダイヤモンドより平和がほしい

後藤健二／著

汐文社

シエラレオネ

ヴァーナ・アーダマ／文 マーシャ・ブラウン／絵
まつおかきょうこ／訳

富山房

ケニア

－子ども兵士・ムリアの告白－

ダチョウのくびはなぜながい？
－アフリカのむかしばなし－

チンパンジーとさかなどろぼう

ジョン・キラカ／作 若林ひとみ／訳 クリスティーネ・ハッ
岩波書店
ツ／ドイツ語訳 アナ・カタリーナ・ウルリッヒ／補作

タンザニア

バオバブ－アフリカの大きな木－

ミリアム・モス／文 エイドリアン・ケナウェイ／絵
さくまゆみこ／訳

アートン

アフリカ

はじめてのかり

吉田遠志／絵と文

リブリオ出版 アフリカ

ハンダのびっくりプレゼント

アイリーン・ブラウン／作 福本友美子／訳

光村教育図書

ひとつ、アフリカにのぼるたいよう

ウェンディ・ハートマン／文
ニコラース・マリッツ／絵 さくまゆみこ／訳

文化出版局 アフリカ

ぼくはまほうつかい

マヤ・アンジェロウ/文
アートン
マーガレット・コートニー=クラーク/写真 さくまゆみこ/訳

ガーナ

炎の秘密

ヘニング・マンケル／作 オスターグレン晴子／訳 講談社

モザンビーク

ほーら、これでいい！－リベリア民話－

ウォン=ディ・ペイ/再話 マーガレット・H.リッパート/再話
ジュリー・パシュキス/絵 さくまゆみこ/訳

アートン

リベリア

マングローブの木－アフリカの海辺を緑の林に－

スーザン・L.ロス／文とコラージュ
シンディ・トランボア／文 松沢あさか／訳

さ・え・ら書房 エリトリア

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 エチオピア

ヤクーバとライオン １・２

ティエリー・デデュー／作 柳田邦男／訳

講談社

アフリカ

山の上の火－エチオピアのたのしいお話－

岩波書店

エチオピア

ライオンと歩いた少年

クーランダー／文 レスロー／文 渡辺茂男／訳
土方久功／絵
エリック・キャンベル／作 さくまゆみこ／訳
中村和彦／絵

徳間書店

タンザニア

ワンガリの平和の木

ジャネット・ウィンター／作 福本友美子／訳

BL出版

ケニア

－タンザニアのおはなし－

－絵本アフリカのどうぶつたち－

－アフリカでほんとうにあったおはなし－
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ケニア

子どもの本で世界一周－子どもの本の展示会2013－

【北 米】
書名

著者名

出版社

国・地域

完訳赤毛のアンシリーズ１－赤毛のアン－

L・M・モンゴメリー／著 掛川恭子／訳

講談社

アメリカ・インディアンはうたう

金関寿夫／文・訳詩 堀内誠一／絵

福音館書店 アメリカ

アラスカたんけん記

星野道夫／文・写真

福音館書店 アメリカ

「イグルー」をつくる

ウーリ・ステルツァー／写真と文 千葉茂樹／訳

あすなろ書房 カナダ

大きな森の小さな家

ローラ・インガルス・ワイルダー／作
恩地三保子／訳 ガース・ウィリアムズ／画

福音館書店 アメリカ

おじいさんならできる

フィービ・ギルマン／作・絵 芦田ルリ／訳

福音館書店 カナダ

かあさん、わたしのことすき？

－アラスカのエスキモーのたのしいお話－

バーバラ・ジョシー／さく バーバラ・ラヴァレー／え
わたなべいちえ／やく
バーバラ・グリーンウッド／文
ヘザー・コリンズ／絵 村麻美／訳
グレイ・アウル／作 吉田健正／訳
伊東美貴／絵
チャールズ・ギラム／文 石井桃子／訳
丸木俊／絵

極北のおもいで

ノルミー・エコーミャク／作 大窪一志／訳

リブロポート カナダ

クローディアの秘密

E.L.カニグズバーグ／作 松永ふみ子／訳

岩波書店

アメリカ

こんにちは、トーテム・ポール

浮橋美頭／文・写真 浮橋啓介／文・写真

中央アート出版社

カナダ

最後の狩人

ニコラ・ヴァニエ／文 フィリップ・ミニョン／絵
河野万里子／訳

小峰書店

カナダ

シモンのアメリカ旅行

バーバラ・マクリントック／作 福本友美子／訳

あすなろ書房 アメリカ

太陽へとぶ矢－インディアンにつたわるおはなし－

ジェラルド・マクダーモット／さく
ほるぷ出版 アメリカ
じんぐうてるお／やく
ジョージ・セルデン／作 ガース・ウイリアムズ／絵
あすなろ書房 アメリカ
吉田新一／訳

開拓時代の生活図鑑
カナダの森で－ビーバーとインディアンの少女－
カラスだんなのおよめとり

天才コオロギニューヨークへ

偕成社

カナダ

カナダ

あすなろ書房 カナダ

星の環会

カナダ

岩波書店

アメリカ

とうもろこしおばあさん－アメリカ・インディアン民話－ 秋野和子／再話 秋野亥左牟／画

福音館書店 アメリカ

トム・ソーヤーの冒険 上・下

マーク・トウェイン／作 石井桃子／訳

岩波書店

アメリカ

とんでとんでサンフランシスコ

ドン・フリーマン／さく やましたはるお／やく

BL出版

アメリカ

トンボソのおひめさま

バーボー／文 ホーンヤンスキー／文
石井桃子／訳 アーサー・プライス／絵
レイフ・マーティン／作 デイヴィッド・シャノン／絵
常盤新平／訳

岩波書店

カナダ

岩崎書店

アメリカ

架空社

カナダ

光村教育図書

アメリカ

童話館

アメリカ

理論社

アメリカ

－フランス系カナダ人のたのしいお話－

みにくいむすめ

ムースの大だいこ－カナダ・インディアンのおはなし－ 秋野和子／再話 秋野亥左牟／画
リンカーンとダグラス
RAVEN-光をもたらしたカラス
－アメリカ先住民の昔話－

ロッテニューヨークにいく
若草物語
わたしには夢がある

ニッキ・ジョヴァンニ／文 ブライアン・コリアー／絵
さくまゆみこ／訳
ジェラルド・マクダーモット／再話と絵
はるみこうへい／訳
ドーリス・デリエ／文 ユリア・ケーゲル／絵
若松宣子／訳
L・M・オールコット／作 矢川澄子／訳
T・チューダー／画
マーティン・ルーサー・キング・ジュニア／文
カディール・ネルソン／絵 さくまゆみこ／訳
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福音館書店 アメリカ
光村教育図書

アメリカ

子どもの本で世界一周－子どもの本の展示会2013－

【中南米】
書名

著者名

出版社

国・地域

アマゾン・アマゾン

今森光彦／文・写真

福音館書店 ブラジル

アンデスの少女ミア－希望や夢のスケッチブック－

マイケル・フォアマン／作 長田弘／訳

BL出版

インカの村に生きる

関野吉晴／著

ほるぷ出版 ペルー

うさぎのみみはなぜながい－メキシコ民話－

北川民次／ぶんとえ

福音館書店 メキシコ

エレーナのセレナーデ

キャンベル・ギースリン／文 アナ・フアン／絵
小島希里／訳

BL出版

メキシコ

ジャングル

松岡達英／作

岩崎書店

コスタリカ

しろいむすめマニ－アマゾンのいものはじまり－

稲村哲也／再話 アントニオ・ポテイロ／絵

福音館書店 ブラジル

世界をささえる一本の木

ヴァルデ=マール／再話・絵 永田銀子／訳

福音館書店 ブラジル

太陽と月になった兄弟－ボリビア民話－

秋野靱子／再話・絵

福音館書店 ボリビア

たことサボテン－メキシコ－

アリン・ピーターソン／文
エラクリオ・ラミーレス／絵

河出書房新社

チャマコとみつあみのうま

竹田鎮三郎／え 清水たま子／ぶん

福音館書店 メキシコ

－ブラジル・インディオの神話と伝説－

－メキシコ・ミステカ族のお話－

トウモロコシが実るころ
特急キト号
ポインセチアはまほうの花
－メキシコのクリスマスのおはなし－

星と月の生まれた夜－ベネズエラ－
魔法のオレンジの木－ハイチの民話－
道はみんなのもの
ミラクルバナナ
ろばのとしょかん
－コロンビアでほんとうにあったおはなし－

ドロシー・ローズ／作 長滝谷富貴子／訳
小泉るみ子／絵
ルドウィッヒ・ベーメルマンス／作
ふしみみさを／訳
ジョアンヌ・オッペンハイム／文
ファビアン・ネグリン／絵 宇野和美／訳
D・グティエレス／文 M・F・オリベル／絵
山本厚子／訳
ダイアン・ウォルクスタイン／採話
清水真砂子／訳
クルーサ／文 モニカ・ドペルト／絵
岡野富茂子／共訳 岡野恭介／共訳

文研出版

チリ

メキシコ

メキシコ

PHP研究所 エクアドル
光村教育図書

メキシコ

河出書房新社

ベネズエラ

岩波書店

ハイチ

さ・え・ら書房 ベネズエラ

ジョルジュ・キャストラ／作 ロドニィ・サン・エロワ／作
ルイジアーヌ・サン・フルラン／絵 加古里子／文

学研

ハイチ

ジャネット・ウィンター／文と絵 福本友美子／訳

集英社

コロンビア

【南極・北極】
書名

著者名

出版社

国・地域

ながいながいペンギンの話

いぬいとみこ／作 山田三郎／絵

理論社

南極のコレクション

武田剛／著

フレーベル館 南極

ホッキョクグマが教えてくれたこと

寺沢孝毅／著 あべ弘士／絵

ポプラ社

－ぼくの北極探検3000キロメートル－
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南極

北極

