
開発教育関連書籍

タイトル 著者 出版社 出版年

1
SDGs 国連 世界の未来を変えるための17の目標 2030年
までのゴール

日能研教務部 みくに出版 2017

2 未来を変える目標 SDGsアイデアブック

Think the Earth(著)
蟹江憲史(慶應義塾大学大学院 教授)(監
修)
ロビン西（マンガ）(イラスト)

紀伊國屋書店 2018

3 水がなくなる日
橋本　淳司
やまぐちかおり（イラスト）

産業編集センター 2018

4 ６７億人の水「争奪」から「持続可能」へ 橋本　淳司
日本経済新聞出版
社

2010

5
NAKED FASHION ―ファッションで世界を変える― お
しゃれなエコのハローワーク

サフィア・ミニー(ピープル・ツリー/
グローバル・ヴィレッジ代表)

サンクチュアリ出
版

2012

6
フェアトレードのおかしな真実――僕は本当に良いビジ
ネスを探す旅に出た

コナー・ウッドマン (著)
松本 裕 (翻訳)

英治出版 2013

7 絵でわかる生物多様性 鷲谷 いづみ (著),　後藤 章 (著) 講談社 2017

8 食料の世界地図 第2版 
Erik Millstone (著),Tim Lang (著)
大賀 圭治 (翻訳),中山 里美 (翻訳),
高田 直也 (翻訳)

丸善; 第2版 2009

9 世界食べものマップ

辻調グループ辻静雄料理教育研究所　(監
修),
Giulia Malerba (原著),Febe Sillani (原
著),

河出書房新社 2017

10
コンビニ弁当16万キロの旅―食べものが世界を変えてい
る

コンビニ弁当探偵団 (著),
千葉 保 (監修),

太郎次郎社エディ
タス

2005

11 世界の食料ムダ捨て事情 (地球の未来を考える)
トリストラム・スチュアート(著),
中村 友 (翻訳)

 NHK出版 2010

12 さらば、食料廃棄 捨てない挑戦
シュテファン・クロイツベルガー、 バレ
ンティン・トゥルン

 春秋社 2013

13 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   (著) 岩波書店 2016

14 チェンジの扉 ~児童労働に向き合って気づいたこと~
認定NPO法人ACE (著),
安田 菜津紀 (写真)

集英社 2018

15 君とまた、あの場所へ: シリア難民の明日 安田 菜津紀 (著) 新潮社 2016

16 紛争地の看護師 白川 優子 (著) 小学館 2018

2018年度「松村恵美子メモリアルファンド」ご寄贈資料一覧



絵本・児童書

タイトル 国 出版社 出版年

1 ちびゴリラのちびちび アフリカ ほるぷ出版 1978

2 トイレをつくる　未来をつくる 東ティモール ポプラ社 2014

3 ミサゴのくる谷 ガンビア 評論社 2013

4 動物研究者ダイアン・フォッシー ルワンダ 理論社 2004

5 北緯36度線 ユーラシア ポプラ社 1999

6 いっぽんの鉛筆のむこうに スリランカほか 福音館書店 1989

7 ぼくのうちはゲル モンゴル 石風社 2006

8 ジャングル（世界図巻シリーズ） コスタリカ 岩崎書店 1993

9 きかんしゃキト号 エクアドル PHP研究所 2006

10 星と月の生まれた夜 ベネズエラ 河出書房新社 1994

11 うさぎのみみはなぜながい メキシコ 福音館書店 1962

12
ワンガリの平和の木　アフリカでほんとうにあったおは
なし

ケニア BL出版 2010

13 どうしてアフリカ？どうして図書館？ ケニア あかね書房 2010

14 サバンナのともだち 東アフリカ 光村教育図書 2002

15 ルワンダに灯った希望の光　久美子のバナナ和紙 ルワンダ 書肆侃侃房 2017

16 はじめましてアフリカ音楽 アフリカ ヤマハミュージックメディア2015

17 ちいさな国で ブルンジ 早川書房 2017

18 いのり　聖なる場所 世界 光村教育出版 2004

19 カポックの木 アマゾン 童話屋 1996

20 図書館ラクダがやってくる 世界 さ・え・ら書房 2010

21 ジャーニー　国境を越えて 世界 きじとら出版 2018

22 難民になったねこクンクーシュ イラク きじとら出版 2018

23 おとうさんのちず トルキスタン（カザフスタン） あすなろ書房 2009

24 はるかな島 セントヘレナ 光村教育出版 2008

25 世界で一番貧しい大統領のスピーチ ウルグアイ 汐文社 2014



国際理解

タイトル （国） 出版社 出版年

1 ナショナルジオグラフィック世界の国 イラク ほるぷ出版 2009

2 ナショナルジオグラフィック世界の国 イラン ほるぷ出版 2009

3 ナショナルジオグラフィック世界の国 アフガニスタン ほるぷ出版 2009

4 ナショナルジオグラフィック世界の国 コロンビア ほるぷ出版 2009

5 ナショナルジオグラフィック世界の国 ジャマイカ ほるぷ出版 2009

6 ナショナルジオグラフィック世界の国 グアテマラ ほるぷ出版 2009

7 世界の食事おもしろ図鑑 PHP研究所 2009

8 世界の料理（わくわく発見！） 河出書房新社 2018

9 世界のお祭り（わくわく発見！） 河出書房新社 2018

10 世界の民族衣装（わくわく発見！） 河出書房新社 2018

11 「しらべよう世界の料理」全7巻 ポプラ社 2017

12 チョコレート（イチからつくるシリーズ） 農山漁村文化協会 2018

合計 53 点


