
書名 著者 出版者 出版年
スポーツを通じた平和と結束 : 南スーダン独立後
初の全国スポーツ大会とオリンピック参加の記録

古川光明著 佐伯印刷出版
事業部

2019

パラグアイの発展を支える日本人移住者 : 大豆
輸出世界4位への功績と産業多角化への新たな

北中真人[ほか]
著

佐伯印刷出版
事業部

2019

フィリピン・ミンダナオ平和と開発 : 信頼がつなぐ 落合直之 佐伯印刷出版 2019
アダ湖 宮田真弓 文 ; セ

ドリック・ラヴォア
日本ブータン友
好協会

2011

ごちそうの木 : タンザニアのむかしばなし ジョン・キラカ作 ;
さくまゆみこ訳

西村書店 2017

100年前の写真で見る世界の民族衣装 ナショナルジオグ
ラフィック編

日経ナショナル
ジオグラフィック

2013

2019年度ＪＩＣＡ筑波ネパール教師海外研修 : 教
材と出会う～国際理解教育授業実践報告書

 国際協力機構筑
波センター（JICA

 国際協力機構
筑波センター

[2019] 

60分でわかる!SDGs超入門 バウンド著 ; 監修:
功能聡子, 佐藤寛

技術評論社 2019

67億人の水 : 「争奪」から「持続可能」へ 橋本淳司 日本経済新聞 2010
82年生まれ、キム・ジヨン チョ・ナムジュ著 ;

斎藤真理子訳
筑摩書房 2018

990円のジーンズがつくられるのはなぜ? : ファス
トファッションの工場で起こっていること

長田華子著 合同出版 2016

アバディのパン 木葉井悦 ほるぷ出版 2005 
アフガニスタン スーザン・ウィット

フィールド
ほるぷ出版 2009

アフリカの成長を立て直す : 新しいアフリカへの
軌跡 / セオドール・アーラー, ハリンダー・S.・コー
リー編

セオドール・アー
ラー, ハリンダー・
S.・コーリー編
Theodore Ahlers
... [et al.](ed.)

ニューデリー :
Oxford
University Press
: センテニアルイ
ンターナショナ

2018

アフリカの成長を立て直す : 新しいアフリカへの
軌跡 / セオドール・アーラー, ハリンダー・S.・コー
リー編

セオドール・アー
ラー, ハリンダー・
S.・コーリー編
Theodore Ahlers
... [et al.](ed.)

ニューデリー :
Oxford
University Press
: センテニアルイ
ンターナショナ

2018

アフガニスタン山の学校の子どもたち 長倉洋海 偕成社 2006
アフリカ料理の本 : 62の有名なアフリカレシピ&物 白鳥くるみ アフリカ理解プ 2014
アヒルだってば!ウサギでしょ! エイミー・クロー

ズ・ローゼンター
ル, トム・リヒテン
ヘルドさく ; いまえ
よしともやく

サンマーク出版 2010

平成30年度 アジア・アフリカ地域の農業者に対
する農業生産技術指導（ミャンマー）事業報告書

国際農林業協働
協会

国際農林業協
働協会

2019

雨宿りはパレード : ウガンダ共和国は幸せの見 小川光一 ごきげんビジネ 2017
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・マグ

ダーモット さく ; し
ほるぷ出版 1980

あのね、サンタの国ではね… : サンタクロースの1
年のくらし

黒井健絵 ; 松本
智年, 一色恭子原

偕成社 1990 

あおいうみのイルカたち 藤原充奈子 ポプラ社 2002
アレクセイと泉のはなし 本橋成一写真・文 アリス館 2004 
ありがとう20年、これからもともに世界と-2016- 国際協力機構北

海道国際センター
国際協力機構
北海道国際セン

{2016]

あたし、メラハファがほしいな : さばくのくにモーリ
タニアのおはなし

ケリー・クネイン文
; ホダー・ハッダー
ディ絵 ; こだまとも
こ訳

光村教育図書 2014

バオバブのお嫁さま : マダガスカルのむかしばな
し

川崎奈月編訳・絵 論創社 2011



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・文 ; 長田

晶文社 2006

ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川義史 教育画劇 2007
ぼくのママが生まれた島セブ フィリピン おおともやすお,

なとりちづ さく ; お
おともやすお え

福音館書店 2010

ぼくの村がゾウに襲われるわけ : 野生動物と共 岩井雪乃 合同出版 2017
ぼくのお母さんを殺した大統領をつかまえて。 :
人権を守る新しいしくみ国際刑事裁判所

アムネスティ・イン
ターナショナル日
本国際人権法
チーム編

合同出版 2014

ぼくのうちはゲル バーサンスレン・
ボロルマー 絵・文
; 長野ヒデ子 訳

石風社 2006

ぼくは13歳、任務は自爆テロ。 : テロと紛争をなく 永井陽右著 合同出版 2017
ぼくはまほうつかい マヤ・アンジェロウ

文 ; マーガレット・
コートニー=クラー
ク写真 ; さくまゆ
みこ訳

アートン 2006

ぼくらのアフリカに戦争がなくならないのはなぜ? 小川真吾 合同出版 2012
ブラジルと日本での再生可能エネルギー戦略の
比較研究

Comparative study of renewable energy
strategies between Brazil and Japan

Estudo comparativo das estratégias de energia
renovável entre o Brasil e o Japão

日本大学生物資
源科学部国際地
域研究所編

ブックエンド 2019

チェンジの扉 : 児童労働に向き合って気づいたこ ACE著 ; 安田菜津 集英社 2018
ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンス ほるぷ出版 1978
小さな南の島のくらし 崎山克彦 文 ; 西

村繁男 絵
福音館書店 2014

地球のハローワーク フェルディナンド・
プロッツマン

日経ナショナル
ジオグラフィック

2009

地球の仲間たち : スリランカ/ニジェール 開発教育を考える 開発教育を考え 2019
ちいさな国で ガエル・ファイユ 早川書房 2017
小さなウサギの時間旅行 アネッテ・ランゲン

話 ; コンスタン
ツァ・ドロープ絵 ;
栗栖カイ訳

ブロンズ新社 1996

チトくんとにぎやかないちば アティヌーケ 徳間書店 2018
チョコレートの歴史 ソフィー・D・コウ,

マイケル・D・コウ
河出書房新社 2017

コロンビア アニタ・クロイ ほるぷ出版 2009
Como Começa? : どうやってはじまるの？ シルヴァナ・タヴァ カリス出版社 2008
チョコレート展 : ガイドブック 国立科学博物館 ;

読売新聞社
読売新聞社 2012

中央・南アメリカ オセアニア : メキシコ ブラジル
ペルー オーストラリア ほか : しらべよう!世界の料

こどもくらぶ編・著 ポプラ社 2017

ダチョウのくびはなぜながい? : アフリカのむかし
ばなし

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

冨山房 1996

だいすきなもの : ネパール・チャウコット村のこど 公文健太郎 偕成社 2007
誰も知らない世界のことわざ エラ・フランシス・

サンダース著イラ
スト ; 前田まゆみ
訳

2016

ドバール・ダン : なおちゃんのユーゴスラビアへの
旅

横倉文子 布コ
ラージュと文,中山
豊子 スケッチと
エッセイ

窓社 1999



土壌微生物学 豊田剛己編 朝倉書店 2018
土壌物理学 西村拓編 朝倉書店 2018
土壌環境学 岡崎正規編 朝倉書店 2018
土壌生化学 犬伏和之編 朝倉書店 2018
土壌生態学 金子信博編 朝倉書店 2018
Door : 208の国と地域がわかる国際理解地図 : 1: 地図情報センター 帝国書院 2018
Door : 208の国と地域がわかる国際理解地図 : 2: 地図情報センター 帝国書院 2018
Door : 208の国と地域がわかる国際理解地図 : 3: 地図情報センター 帝国書院 2018
Door : 208の国と地域がわかる国際理解地図 :4: 地図情報センター 帝国書院 2019
Door : 208の国と地域がわかる国際理解地図 :5: 地図情報センター 帝国書院 2019
ドロミテの王子 : イタリアに古くから伝わる民話よ
り

トミー・デ・パオラ
さく ; ゆあさふみ

ほるぷ出版, 1985 

どうしてアフリカ?どうして図書館? さくまゆみこ著 ;
沢田としき絵

あかね書房 2010

どうして肌の色が問題になるの? :  Who are
racists?

ニケシュ・シュクラ,
クレア・フーチャン

創元社 2018

動物研究者ダイアン・フォッシー 柴田都志子 理論社 2014
絵でわかる生物多様性 鷲谷いづみ著 ; 講談社 2017
絵本で学ぶイスラームの暮らし 松原直美 文 ; 佐

竹美保 絵
あすなろ書房 2015

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

イフェオマ・オニェ
フル 作・写真 ; さ

偕成社 2001

エジプトのミイラ アリキ・ブランデン
バーグ 文と絵 ;
神鳥統夫 訳 ; 佐
倉朔 監修

あすなろ書房 2000

絵コロジー : 地球にやさしく暮らすための絵本 高月紘著 ; 中部リ
サイクル運動市民

合同出版 2002

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 2009

ファンが悪魔をつかまえた：　メキシコの民話 やなぎやけいこ
再話 ; 今井俊 絵

福音館書店 2005

Farm management in Northern Mozambique 山田, 隆一 : 小出,
淳司 : 大矢, 徹治

養賢堂 2017

フェアトレードのおかしな真実 : 僕は本当に良い コナー・ウッドマン 英治出版 2013
フェミニズムってなんのこと? : What is feminism? ルイーズ・スピル

ズベリー, ビー・
創元社 2018

フィリピン NGOダイレクトリー : Japanese NGO
Directory in the Philippines 2019

国際協力機構
（JICA）フィリピン

国際協力機構
（JICA）フィリピ

2019 

フードシステムの空間構造論 : グローバル化の 高柳長直 筑波書房 2006
フードバンクという挑戦 : 貧困と飽食のあいだで 大原悦子 岩波書店 2016
夫婦で暮らしたラオス：　スローライフの二年間 菊地良一, 菊地晶 めこん 2004
紛争地の看護師 白川優子 小学館 2018
ふしぎなボジャビのき : アフリカのむかしばなし ダイアン・ホフマイ 光村教育図書 2013
ふしぎな銀の木 : スリランカの昔話 シビル・ウェッタシ

ンハ再話・絵 ; 松
岡享子 ; 市川雅
子訳

福音館書店 2003

ふたごのゴリラ ふしはらのじこ 福音館書店 2015
現場の声からひもとく：　国際協力の心理学：　農
村開発分野のプロジェクトを事例として

国際協力機構 国際協力機構 2016

ギルガメシュ王ものがたり ゼーマン,ルドミラ 岩波書店 1993
合意ってなに?なぜだいじなの? = Who are
refugees and migrants?

ルイーズ・スピル
ズベリー, ヤズ・ネ

創元社 2018

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

ゴマの洋品店 : ネパール・バネパの街から 公文健太郎 偕成社 2010



五節句を折る : ひなまつり・端午の節句・七夕ま 小林一夫監修 エム・ピー・シー 2007
グリーンパワーブック : 再生可能エネルギー入門 Think the Earth編 ダイヤモンド社 2013
グアテマラ アニタ・クロイ ほるぷ出版 2011
ぐりとぐらのあいうえお なかがわりえこさ

く ; やまわきゆりこ
福音館書店 2002

グローバル時代のの「開発」を考える：世界と関わ
り、共に生きるための７つのヒント

西あい ; 湯本浩
之[ほか]

明石書店 2017

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

フレーベル館 1999

ハチドリのひとしずく : いま、私にできること 辻信一監修 光文社 2005
ハイカラ手ぬぐい案内 君野倫子 河出書房新社 2005
はじめまして!アフリカ音楽 ムクナ・チャカトゥ

ンバ著 ; 今井田博
ヤマハミュー
ジックメディア

2015

はじめて学ぶ多文化共生 「外国につながる
子どもたちの物
語」編集委員会編
; みなみななみま

明石書店 2013

ハンダのびっくりプレゼント ; Handa’s surprise アイリーン・ブラウ
ン 作 ; 福本友美

光村教育図書 2006

ハンダのめんどりさがし :  Handa's Hen アイリーン・ブラウ
ン 作 ; 福本友美

光村教育図書 2007

はらぺこライオン：　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

はるかな島 ダイアン・ホフマイ
アー文 ; ジュード・
ダリー絵 ; 片岡し
のぶ訳

光村教育図書 2008

はるかなるアフガニスタン アンドリュー・クレ
メンツ著 ; 田中奈

講談社 2012

ハーメルンの笛ふき サラ&ステファン・
コリンぶん ; エ
ロール・ル・カイン
え ; かなせきひさ

ほるぷ出版, 1989 

はしれ!カボチャ : ポルトガルのむかしばなし エバ・メフト文 ; ア
ンドレ・レトリア絵 ;

小学館 2008 

平成30年(2018年）度　インターンシップ報告書 茨城大学人文社
会科学部

茨城大学人文
社会科学部

[2019]

平成農業技術史 大日本農会編 農山漁村文化 2019
へいわってどんなこと? 浜田桂子 童心社 2011
星と月の生まれた夜：　ベネズエラ星と月の生ま
れた夜

ドオウグラス・グ
ティエレス 作 ; マ
リア・フェルナン
ダ・オリベル 画 ;
山本厚子 訳

河出書房新社 1994

東アジア : 日本 韓国 中国 モンゴル : しらべよう! こどもくらぶ編・著 ポプラ社 2017
北緯36度線 : えほん 小林豊 ポプラ社 1999
翻訳できない世界のことば エラ・フランシス・

サンダース著イラ
スト ; 前田まゆみ
訳

2016

ほーら、これでいい! : リベリア民話 ウォン=ディ・ペイ
&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

アートン 2006

星と月の生まれた夜：　ベネズエラ ドオウグラス・グ
ティエレス 作 ; マ
リア・フェルナン
ダ・オリベル 画 ;
山本厚子 訳

河出書房新社 1994



イチからつくるチョコレート APLA, オルター・
トレード・ジャパン
編 ; バンチハル絵
こどもくらぶ編・著

農山漁村文化
協会

2018

イードのおくりもの ファウズィア・ギラ
ニ・ウィリアムズ文
; プロイティ・ロイ
絵 ; 前田君江訳

光村教育図書 2017

生きものがきえる : もったいないばあさんと考えよ  真珠まりこ 講談社 2010
生きのびるために デボラ・エリス さ・え・ら書房 2002 
イクバルの闘い : 世界一勇気ある少年 フランチェスコ・ダ 鈴木出版 2004
移民解禁 : 受け入れ成功企業に学ぶ外国人材
活用の鉄則

永井隆 毎日新聞出版 2019

移民や難民ってだれのこと? = Who are refugees
and migrants?

マイケル・ローゼ
ン, アンネマリー・

創元社 2018

妹は3歳、村にお医者さんがいてくれたなら。 : わ
たしたちが900万人の人びとに医療を届けるわけ

国境なき医師団
日本編著

合同出版 2013

いなむらの火 川崎大治脚本 ;
降矢洋子絵

童心社 2011

稲作革命ＳＲＩ：　飢餓・貧困・水不足から世界を救 Ｊ-ＳＲＩ研究会編 日本経済新聞 2011
イネの生産性・品質と栄養生理 日本土壌肥料学 博友社 2006 
いのり : 聖なる場所 フィリモン・スター

ジス文 ; ジャイル
ズ・ラロッシュ絵 ;
さくまゆみこ訳

光村教育図書, 2004

一般財団法人　日本水土総合研究所創立40周年 日本水土総合研 日本水土総合 2019
いっぽんの鉛筆のむこうに 谷川俊太郎 福音館書店 1989
イラン レオン・グレイ ほるぷ出版 2009
イラク チャーリー・サミュ ほるぷ出版 2008
いろのかけらのしま イ・ミョンエ ポプラ社 2017
石をとらえたお役人 チャミジョンぶん ;

ハンチャンスえ ;
かみやにじやく

少年写真新聞
社

2006

いたずらうさぎチュローチュ たじまゆきひこ 童心社 1999
岩をたたくウサギ : サバンナのむかしがたり よねやまひろこ再

話 ; シリグ村の女
新日本出版社 2012

ジャマイカ ジェン・グリーン ほるぷ出版 2010
ジェンダーってなんのこと? What is gender? ジュノ・ドーソン 創元社 2018
自分ごとからはじめよう SDGs　探求ワークブック
: 旅して学ぶ、サスティナブルな考え方

保本 正芳 ： 中西
将之 : 池田 靖章

ワークアカデ
ミー

2017

ＪＩＣＡ事業実績表： ２０１０年３月末現在 国際協力機構情
報政策部情報政

JICA 2010

ＪＩＣＡ事業実績表： ２０１６年３月末現在 国際協力機構 JICA 2016
ＪＩＣＡ事業実績表： ２０１８年３月末現在 国際協力機構 JICA 2018
事業評価年次報告書　２０１８ 国際協力機構評 国際協力機構 [2019]
ジンガくんいちばへいく ふしはらのじこ文・ 福音館書店 2002
JIRCAS-CAAS 農業科学技術研究協力の歩み：
20周年記念シンポジウム　プロシーディングス：中
日農業科技合作20周年学術研討会論文集：
Proceedings of Sino-Japan Symposium on 20th
Anniversary of Agricultural Science Technology

銭小平編 国際農林水産
業研究センター

2019

持続可能な地域のつくり方 : 未来を育む「人と経
済の生態系」のデザイン : 実践地方創生×SDGs

筧, 裕介 英治出版 2019

ジャングル 松岡達英 岩崎書店 1993
ジャーニー国境をこえて フランチェスカ・サ

ンナ作 ; 青山真知
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大泉泰雅 佐伯印刷出版
事業部

2019

くいしんぼうシマウマ ムウェニエ・ハディ
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マチュピチュをまもる　アンデス文明5000年の知 白根全 文・写真 福音館書店 2013
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こどもくらぶ編・著 ポプラ社 2017

未来の授業 : 私たちのSDGs探究BOOK 佐藤真久監修 ;
ETIC.編集協力

宣伝会議 2019

未来を変える目標SDGsアイデアブック Think the Earth編
著 ; ロビン西マン

Think the Earth
; 紀伊國屋書店

2018

ミルクこぼしちゃだめよ! スティーヴン・デイ
ヴィーズ

ほるぷ出版 2013

ミサゴのくる谷 : Sky Hawk ジル・ルイス 評論社 2013 
見てびっくり野菜の植物学 : ゲッチョ先生の野菜 盛口満文 少年写真新聞 2012
三つ編み コロンバニ、レティ 早川書房 2019
三つの願い : パレスチナとイスラエルの子どもた デボラ・エリス さ・え・ら書房 2006 
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ト ナイジェリアほか : しらべよう!世界の料理, 4
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おばあちゃんをすてちゃいやだ!! : パキスタンのむ 福井達雨文 ; 馬 偕成社 1983
オウエンとムゼイ イザベラ・ハトコフ

; クレイグ・ハトコ
フ ; ポーラ・カフン
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さく ; あしのあきや
ほるぷ出版 1976

おおきなかぶ トルストイ 話 ;
ニーアム・シャー
キー 絵 ; 中井貴
惠 訳
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世界の外あそび : 総合学習に役立つ こどもくらぶ編 今人舎 2004
世界の住まい大図鑑 : ユニークな家、大集合! :
地形・気候・文化がわかる

野外民族博物館
リトルワールド監

PHP研究所 2013

世界の食事おもしろ図鑑 : みんな、何を食べてい
る? : 食べて、歩いて、見た食文化

森枝卓士 PHP研究所 2009

世界の食料ムダ捨て事情 トリストラム・ス 日本放送出版 2013
世界を変えた100人の女の子の物語 : グッドナイ
トストーリーフォーレベルガールズ

エレナ・ファヴィッ
リ, フランチェスカ・
カヴァッロ文 ; 芹
澤恵, 高里ひろ訳

河出書房新社 2018

世界をつなぐ架け橋 国際開発ジャーナ
ル社，国際協力機

国際開発ジャー
ナル社, 丸善(発

2015

世界食べものマップ フェーベ・シッラー
ニ ; ジュリア・マレ

河出書房新社 2017

世界中から人身売買がなくならないのはなぜ? :
子どもからおとなまで売り買いされているという真

小島優 ; 原由利
子

合同出版 2010

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 ;

偕成社 1998

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 ;

偕成社 1998

しんぞうとひげ : アフリカの民話 しまおかゆみこ再
話 ; モハメッド・
チャリンダ絵

ポプラ社 2015



シルム : 韓国のすもう キム・ジャンソン作
; イ・スンヒョン絵 ;

岩崎書店 2011

施設園芸・植物工場ハンドブック 日本施設園芸協
会企画・編集

農山漁村文化
協会

2015

知っていますか？ SDGs : ユニセフとめざす2030
年のゴール

日本ユニセフ協会
制作協力

さ・え・ら書房 2018

しずくのぼうけん マリア・テルリコフ
スカさく ; うちだり
さこやく ; ボフダ
ン・ブテンコえ

福音館書店 1969

少女が運んだ中国民話 : 栗田美和語り 松谷みよ子編著 ;
三栗紗緒子絵 ;

星の環会 2001

商人とオウム：　ペルシャのおはなし ミーナ・ジャバアー
ビン 文 ; ブルー
ス・ホワットリー 絵
; 青山南 訳

光村教育図書 2012

商社 : グローバルな価値創造に向けて : 商社ハ 日本貿易会 2019
そのこ 谷川俊太郎詩 ;

塚本やすし絵
晶文社 2011

創立３０周年記念誌　２００９～２０１８年度（平成 取手市国際交 2019 
ソルビム : お正月の晴れ着 ペ・ヒョンジュ絵と

文 ; ピョン・キジャ
らんか社 2007

ソルハ 帚木蓬生 あかね書房 2006
すごいね!みんなの通学路 ローズマリー・マ

カーニー文 ; 西田
西村書店東京
出版編集部

2017

「水土の知」を語る　ＶＯＬ．２３ 日本水土総合研 日本水土総合 2016
すいか！ 石津ちひろ文 ; 村

上康成絵
小峰書店 2013

スマホから考える : 世界・わたし・SDGｓ 開発教育協会 開発教育協会 2018
スマントリとスコスロノ : 山からきたふたご : 影絵
芝居ワヤンの物語より

乾千恵再話 ; 早
川純子絵 ; 松本

福音館書店 2009

スリランカの民話 Ⅲ P・P会 サルボダヤ・
ヴィシュヴァ・

1994 

スリランカの民話 Ⅳ P・P会 双信舎印刷 1999 
写真で伝える仕事 : 世界の子どもたちと向き合っ 安田菜津紀 日本写真企画 2017
食料の世界地図 Erik Millstone ; 丸善 2009
多文化共生20の物語 「外国につながる

子どもたちの物
語」編集委員会編
; みなみななみま

明石書店 2009

多文化に生きる子どもたち：乳幼児期からの異文 山田千明 編著 明石書店 2010
ただいま!マラング村 : タンザニアの男の子のお話 ハンナ・ショット作

; 佐々木田鶴子訳
; 齊藤木綿子絵

徳間書店 2013

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 ; 林
屋永吉 訳

河出書房新社 1994

てぬぐい手帳 : 京都・永楽屋、RAAKの心得 ゴンフレナ(国分里
保)、矢野原隆行

アスキー・メディ
アワークス

2008

ナイト・ビフォー・クリスマス ロバート・サブダさ
く ; クレメント・
ムーアし ; きたむ
らまさおやく

大日本絵画 2003

The sapeur : コンゴで出会った世界一おしゃれな
ジェントルマン

茶野, 邦雄 オークラ出版 2016

トビのめんどり アラキジャ, ポリー さ・え・ら書房 2014
トイレをつくる未来をつくる 会田法行 ポプラ社 2014
トマトさん 田中清代 福音館書店 2006



共に生きるために : アジアの医療と平和 岩村昇 新教出版社 2018
東南アジア : ベトナム タイ フィリピン インドネシア
ほか : しらべよう!世界の料理, 2

こどもくらぶ編・著 ポプラ社 2017

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

さ・え・ら書房 2010

ツバル : 海抜1メートルの島国、その自然と暮らし 遠藤秀一 国土社 2004
土と農地 : 土が持つ様々な機能 長谷川周一著 養賢堂 2013
つまり、「合理的配慮」って、こういうこと？！：　共
に学ぶための実践事例集

インクルーシブ教
育データバンク編

現代書館 2017

土のひみつ : 食料・環境・生命 日本土壌肥料学
会「土のひみつ」
編集グループ編

朝倉書店 2015

ウマン イザベラ・ジャリ作
; ムハマト・ヒザミ・
ムサ絵 ; シャリ
ファ・ヌル・ファティ
マ・サイド・ザイ

ITBM (Institut
Terjemahan &
Buku Malaysia

2013

海を渡った故郷の味 : Flavours without borders 難民支援協会 ジュリアン (発 2013
うさぎのみみはなぜながい 北川民次 福音館書店 1962
うしはどこでも「モ〜!」 エレン・スラス

キー・ワインス
ティーン作 ; ケネ
ス・アンダーソン
絵 ; 桂かい枝訳

鈴木出版 2008

ベトナム ジェン・グリーン ほるぷ出版 2009
わきだせ!いのちの水 : 日本伝統の上総掘り井戸 たけたにちほみ フレーベル館 2019
ワンガリの平和の木 : アフリカでほんとうにあった ジャネット・ウィン BL出版 2010
われたたまご : フィリピン民話 小野かおる再話・ 福音館書店 1997
わたし8歳、職業、家事使用人。 : 世界の児童労 日下部尚徳 合同出版 2018
わたしは10歳、本を知らずに育ったの。 : アジア
の子どもたちに届けられた27万冊の本

シャンティ国際ボ
ランティア会編 ;
鈴木晶子 ; 山本
英里 ; 三宅隆史

合同出版 2017

わたしは12歳爆撃される悪夢を見る夜 : 紛争下
でこころのケアを必要とする4億人の子どもたち

セーブ・ザ・チルド
レン・ジャパン著

合同出版 2019

わたしは13歳、学校に行けずに花嫁になる。 : 未
来をうばわれる2億人の女の子たち

久保田恭代, 寺田
聡子, 奈良崎文乃

合同出版 2014

わたしは13歳、シリア難民。 : 故郷が戦場になっ 国境なき子どもた 合同出版 2018
わたしは女の子だから : 世界を変える夢をあきら
めない子どもたち

マカーニー, ロー
ズマリー ; オール
バー, ジェン : 国
際NGOプラン・イ
ンターナショナル

西村書店 2019

私たちが国際協力する理由 : 人道と国益の向こう 紀谷昌彦, 山形辰 日本評論社 2019
やさいのおなか きうちかつさく・え 福音館書店 1997
やさいさん tupera tupera 学研教育出版 ,

学研マーケティ
2010

養液土耕と液肥・培地管理 日本土壌肥料学 博友社 2005 
ようこそ、難民! : 100万人の難民がやってきたドイ 今泉みね子 合同出版 2018
よりよい未来をともに学び・ともに創るファシリテー
タのための参加型アクティビティ集 : コミュニケー
ション編ー他者に関わる力を育もうー

国際理解教育セ
ンター編

国際理解教育セ
ンター ; 特定非
営利活動法人
NIED

2018

ゾウの森とポテトチップス 横塚眞己人しゃし
んとぶん

そうえん社 2012


