
2019年 読書週間児童展示



＜所蔵目録について＞

この目録は、2019年（平成31年、令和元年）の読書週間児童展示
『オーストラリア・ニュージーランドってどんな国！？

コアラ・カンガルー・キーウィもすんでるよ！』 のために作成した。
収録作品については、2019年（平成31年、令和元年）10月19日（土）～11月10日（日）
本館2階の児童コーナーにて展示した。

＜資料の収集対象について＞

2019年（平成31年、令和元年）月現在、鎌ケ谷市立図書館で所蔵している以下の
資料を対象としている。

①オーストラリア
・国に関する資料
・オーストラリア出身、在住作家の作品、お話の舞台がオーストラリアなど
オーストラリアに関わりがある作品
（児童書、絵本）

②ニュージランド
・国に関する資料

・ニュージーランド出身、在住作家の作品、お話の舞台がニュージーランドなど

ニュージーランドに関わりがある作品

（児童書、絵本）

③共通の資料
・二か国について記載がある本

＜記載項目について＞

以下の項目に分け、当館の書誌に基づく請求記号順とする。

①オーストラリア（国に関する資料・児童書・絵本）

②ニュージーランド（国に関する資料・児童書・絵本）

③共通

※一般書は●と表記し、請求記号の下に記載した

※他にもシリーズがある本は★と表記し、請求記号の下に記載した



書名 著者名 出版社 請求記号

1
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/訳

さ・え・ら書房 015

2
さがし絵で発見! 世界の国ぐに⑯

オーストラリア

多田 孝志/監修
稲葉 茂勝/著
こどもくらぶ/編

あすなろ書房 290

3
体験取材! 世界の国ぐに 8

オーストラリア

吉田 忠正/文・写真
藤川 隆男/監修 ポプラ社 290

4
目で見る世界の国々⑨

オーストラリア

スティーヴンC．ファインスタイン/
著
吉野 美耶子/訳

国土社 290

5
ナショナルジオグラフィック 世界の国

オーストラリア

ケイト・ターナー/著
エレイン・ストラットフォード/監修
ジョゼフ・M・パウエル/監修

ほるぷ出版 297

6
世界の先住民⑩いまはわたしの国といえない

オーストラリアのアボリジニー

リチャード・ナイル/著
寺谷 弘壬/監修
柏木 里美/訳

リブリオ出版 382

7
少年少女世界の大探検③

ビーグル号航海記

チャールズ・ダーウィン/作
八杉 龍一/訳
竹内 佑利子/訳

あかね書房 402

8
ナルディーニの動物シリーズ

世界のどうぶつ 第5巻
オーストラリア・南極

今泉 吉典/日本版監修
サンドロ・ナルディーニ/絵
Giuseppe Scortecci ほか/文
牧 ひでお/翻案

学習研究社 480

①　オーストラリア（国に関する資料・児童書・絵本）



書名 著者名 出版社 請求記号

9
野生動物を救おう!
コアラ病院へようこそ

スージー・エスターハス/著
海都 洋子/訳

六耀社 489

10
まもろうせかいの動物たち 4

コアラのコーラ

ジャン・ラッタ/写真・文
天川 佳代子/訳
小宮 輝之/監修

あかね書房 489

11 大草原のノネコ母さん
伊澤 雅子/文
平出 衛/絵

福音館書店 489

12
NHKはろ～!あにまる

動物大図鑑
ほ乳類 オーストラリア・海洋編

NHK「はろ～!あにまる」制作班/
編

イースト・プレ
ス

489

13 命の教室
動物管理センターからのメッセージ

池田 まき子/著 岩崎書店 645

14 ファインディング・ゴビ
ディオン・レナード/著
橋本 恵/訳

あすなろ書房 645

15 木の声が聞こえますか
日本初の女性樹木医・塚本こなみ物語

池田 まき子/著 岩崎書店 654

16 ロスト・シング
ショーン・タン/著
岸本 佐知子/訳

河出書房新社
726.6
　●



書名 著者名 出版社 請求記号

17 アライバル ショーン・タン/著 河出書房新社
726.6
　●

18 グランパと僕らの宝探し
ドゥリンビルの仲間たち

大矢 純子/著
みしま ゆかり/絵

朝日学生新聞
社

913-オ

19 イルカのくる浜
モンキーマイアのイルカたち

辺見 栄/著
たかはし きよし/画

女子パウロ会 916-ヘ

20
ラモーゼ
プリンス・イン・エグザイル 上・下

キャロル・ウィルキンソン/作
入江 真佐子/訳

くもん出版 933-ウ

21 ドラゴンキーパー
最後の宮廷龍

キャロル・ウィルキンソン/作
もき かずこ/訳

金の星社 933-ウ

22 秘密の島のニム
ウェンディー・オルー/著
田中 亜希子/訳

あすなろ書房 933-オ

23 ナム・フォンの風
ダイアナ・キッド/作
もりうち すみこ/訳
佐藤 真紀子/画

あかね書房 933-キ

24 たいせつな友だち
モイヤ・シモンズ/作
中井 はるの/訳
後藤 貴志/画

くもん出版 933-シ



書名 著者名 出版社 請求記号

25 ぼくのクジラ
キャサリン・スコウルズ/作
百々 佑利子/訳
広野 多珂子/画

文研出版 933-ス

26 ブランディ 反抗期真っ最中
メアリー・タッカー/作
若林 千鶴/訳
吉川 聡子/画

さ・え・ら書房 933-タ

27 七人のオーストラリアの子どもたち
エセル＝ターナー/著
平松 幹夫/訳

学習研究社 933-タ

28 くまさんとことりちゃん
ウルスラ・デュボサルスキー/文
ロン・ブルックス/絵
今江 祥智/訳

BL出版 933-デ

29 くまさんとことりちゃん、また
きょうはとくべつの日

ウルスラ・デュボサルスキー/文
ロン・ブルックス/絵
今江 祥智/訳

BL出版 933-デ

30 風にのってきたメアリー・ポピンズ
P.L.トラヴァース/作
林 容吉/訳

岩波書店 933-ト

31 帰ってきたメアリー・ポピンズ
P.L.トラヴァース/作
林 容吉/訳

岩波書店 933-ト

32 とびらをあけるメアリー・ポピンズ
P.L.トラヴァース/作
林 容吉/訳

岩波書店 933-ト



書名 著者名 出版社 請求記号

33 公園のメアリー・ポピンズ
P.L.トラヴァース/作
林 容吉/訳

岩波書店 933-ト

34 さくら通りのメアリー・ポピンズ
P.L.トラヴァース/著
小池 三子男/訳

復刊ドットコム 933-ト

35 メアリー・ポピンズAからZ
P.L.トラヴァース/著
小池 三子男/訳

復刊ドットコム 933-ト

36 いたずらっ子がやってきた
カトリーナ・ナネスタッド/作
渋谷 弘子/訳
こぺんなな/画

さ・え・ら書房 933-ナ

37 銀のロバ
ソーニャ・ハートネット/著
野沢 佳織/訳

主婦の友社 933-ハ

38 ジャミールの新しい朝
クリスティーン・ハリス/作
加島 葵/訳
小倉 正巳/画

くもん出版 933-ハ

39 すすにまみれた思い出
家族の絆をもとめて

アンソニー・ヒル/作
マーク・ソフィラス/画
池田 まき子/訳

金の星社 933-ヒ

40 ベンとふしぎな青いびん
ぼくはアスペルガー症候群

キャシー・フープマン/著
代田 亜香子/訳
木村 桂子/画

あかね書房 933-フ



書名 著者名 出版社 請求記号

41
アラルエン戦記①

弟子
ジョン・フラナガン/作
入江 真佐子/訳

岩崎書店
933-フ
　★

42 エメラルド色のちょうを追って
J.フレイザー/作
岡本 さゆり/訳
K.ギャンブル/画

文研出版 933-フ

43 ヒットラーのむすめ
〈新装版〉

ジャッキー・フレンチ/作
さくま ゆみこ/訳
北見 葉胡/絵

鈴木出版 933-フ

44 ひとりじゃないよ、ぼくがいる
サイモン・フレンチ/著
野の 水生/訳

福音館書店 933-フ

45 そして、ぼくの旅はつづく
サイモン・フレンチ/著
野の 水生/訳
小林 万希子/画

福音館書店 933-フ

46 ラッキー・ドラゴン号の航海
ジャック・ベネット/著
斉藤 健一/訳

福武書店 933-ベ

47
おしゃべり犬の大騒動

セルビーのひみつ

ダンカン・ボール/著
加島 葵/訳
アラン・ストマン/イラスト

河合楽器製作
所 出版事業部

933-ボ

48 カイロ・ジム 1
インディオの秘薬と謎の空中都市

ジェフリー・マクスキミング/著
貴美島 紀/訳

ランダムハウ
ス講談社

933-マ
　★



書名 著者名 出版社 請求記号

49 ミセス・タッカーと小人ニムビン
パトリシア・ライトソン/作
百々 佑利子/訳
小沢 良吉/画

岩波書店 933-ラ

50 いにしえの少女バルイェット
パトリシア・ライトソン/作
百々 佑利子/訳

岩波書店 933-ラ

51 テレビのむこうの謎の国
エミリー・ロッダ/著
さくま ゆみこ/訳
杉田 比呂美/画

あすなろ書房 933-ロ

52 謎の国からのSOS
エミリー・ロッダ/著
さくま ゆみこ/訳
杉田 比呂美/画

あすなろ書房 933-ロ

53 ボブとリリーといたずらエルフ
エミリー・ロッダ/作
深沢 英介/訳
宮﨑 耕平/画

そうえん社 933-ロ

54 ふしぎの国のレイチェル
エミリー・ロッダ/著
さくま ゆみこ/訳
杉田 比呂美/画

あすなろ書房 933-ロ

55 とくべつなお気に入り
エミリー・ロッダ/作
神戸 万知/訳
下平 けーすけ/絵

岩崎書店 933-ロ

56 だれも知らない犬たちのおはなし
エミリー・ロッダ/著
さくま ゆみこ/訳
山西 ゲンイチ/画

あすなろ書房 933-ロ



書名 著者名 出版社 請求記号

57
チュウチュウ通りの ゆかいななかまたち

1番地  ゴインキョとチーズどろぼう

エミリー・ロッダ/作
さくま ゆみこ/訳
たしろ ちさと/画

あすなろ書房
933-ロ
　★

58
デルトラ・クエスト 1

沈黙の森

エミリー・ロッダ/作
岡田 好惠/訳
はけた れいこ/画

岩崎書店
933-ロ
　★

59 ティーン・パワーをよろしく ①
誕生! ティーン・パワー株式会社

エミリー・ロッダ
岡田 好惠/訳

講談社
933-ロ
　★

60 勇者ライと3つの扉
①金の扉

エミリー・ロッダ/著
岡田 好惠/訳
緑川 美帆/イラスト

KADOKAWA
933-ロ
　★

61
フェアリー・レルム 1
金のブレスレット

エミリー・ロッダ/著
岡田 好惠/訳
仁科 幸子/画

童心社
933-ロ
　★

62 ロンド国物語 1
オルゴールの秘密

エミリー・ロッダ/作
神戸 万知/訳

岩崎書店
933-ロ
　★

63 ペーパープレーン
スティーブ・ワーランド/作
井上 里/訳

小峰書店 933-ワ

64
オーストラリア先住民

アボリジニのむかしばなし 池田 まき子/文と絵 新読書社 997-イ



書名 著者名 出版社 請求記号

65 ちいさないのち
最古の大陸、オーストラリア

相原 正明/著 小学館 E-ア

66 サラちゃんと おおきな あかいバス
ジェーン・ゴドウィン/文
アンナ・ウォーカー/絵
石津 ちひろ/訳

光村教育図書 E-ウ

67
探し絵ツアー

世界地図

ルース・ブロックルハースト/作
リンダ・エドワーズ/画
ナカイ サヤカ/訳

文溪堂 E-エ

68 こんにちは あかちゃん
メム・フォックス/文
ヘレン・オクセンバリー/絵
かとう りつこ/訳

主婦の友社 E-オ

69 ゆめみる リジー
ジャン・オーメロッド/作/絵
はやかわ ゆか/訳

アールアイシー出
版 E-オ

70 おおきなカエル ティダリク
オーストラリア アボリジニ・ガナイ族のお話

加藤 チャコ/再話・絵 福音館書店 E-カ

71 もくようびはどこへいくの?
ジャニーン・ブライアン/文
スティーブン・マイケル・キング/絵
すえよし あきこ/訳

主婦の友社 E-キ

72 だいすき、ママ!
マーガレット・ワイルド/文
スティーブン・マイケル・キング/絵
三辺 律子/訳

主婦の友社 E-キ



書名 著者名 出版社 請求記号

73 おやすみ、ぼく
アンドリュー・ダッド/文
エマ・クエイ/絵
落合 恵子/訳

クレヨンハウス E-ク

74 いぬが かいた～い!
ボブ・グラハム/さく
木坂 涼/やく

評論社 E-グ

75 きずついた つばさを なおすには
ボブ・グラハム/さく
まつかわ まゆみ/やく

評論社 E-グ

76 ジス・イズ・オーストラリア
ミロスラフ・サセック/著
松浦 弥太郎/訳

ブルース・イン
ターアクション
ズ

E-サ

77
きょうりゅうのこどもたち ①

たんじょうびを わすれた きょうりゅう
マイケル・サーモン/文・絵
戸田 早紀/訳

文渓堂 E-サ

78
きょうりゅうのこどもたち ②

がっこうの きらいな きょうりゅう
マイケル・サーモン/文・絵
戸田 早紀/訳

文渓堂 E-サ

79
きょうりゅうのこどもたち ③

おおぞらを とんだ きょうりゅう
マイケル・サーモン/文・絵
戸田 早紀/訳

文渓堂 E-サ

80 みつけたよ、ぼくだけのほし
オリヴァー・ジェファーズ/作
三辺 律子/訳

ソニー・マガジンズ E-ジ



書名 著者名 出版社 請求記号

81 クレヨンからのおねがい!
ドリュー・デイウォルト/文
オリヴァー・ジェファーズ/絵
木坂 涼/訳

ほるぷ出版 E-ジ

82 ジェニー・エンジェル
マーガレット・ワイルド/作
アン・スパッドヴィラス/絵
もりうち すみこ/訳

岩崎書店 E-ス

83 おじいちゃん、おぼえてる?
フィル・カミングス/文
オーウェン・スワン/絵
福本 友美子/訳

光村教育図書 E-ス

84 クッツさんのくつ
ジョン・ダナリス/さく
ステラ・ダナリス/え
寺岡 由紀/やく

岩崎書店 E-ダ

85 りんごろうくんのもりあるき
渡辺 鉄太/作
中川 画太/絵

アリス館 E-ナ

86 お な ら く ん
ゾーイ・フォスター・ブレイク/作
アダム・ニッケル/絵
よしはら かれん/訳

アルファポリス E-ニ

87 ちいさな ちいさな おんなのこ
フィリス・クラシロフスキー/文
ニノン/絵
福本 友美子/訳

福音館書店 E-ニ

88 いぬのおやくそく
クリス・ホーンゼイ/作
グゥイン・パーキンス/絵
みま しょうこ/訳

アールアイシー出版E-パ



書名 著者名 出版社 請求記号

89 カンガルーには、なぜふくろがあるのか
アボリジナルのものがたり

ジェームズ・ヴァンス・マーシャル
/再話
フランシス・ファイアブレイス/絵
百々 佑利子/訳

岩波書店 E-フ

90 さよならをいえるまで
マーガレット・ワイルド/ぶん
フレヤ・ブラックウッド/え
石崎 洋司/やく

岩崎書店 E-ブ

91 エイミーとルイス
リビー・グリーソン/ぶん
フレヤ・ブラックウッド/え
角田 光代/やく

岩崎書店 E-ブ

92 ねずみのへやもありません
カイル・ミューバーン/ぶん
フレヤ・ブラックウッド/え
角田 光代/やく

岩崎書店 E-ブ

93 だいすきだっこ
ニック・ブランド/ぶん
フレヤ・ブラックウッド/え
灰島 かり/やく

岩崎書店 E-ブ

94 モーディ と くま
ジャン・オーメロッド/ぶん
フレヤ・ブラックウッド/え
角田 光代/やく

岩崎書店 E-ブ

95
300年まえから伝わる
とびきりおいしいデザート

エミリー・ジェンキンス/文
ソフィー・ブラッコール/絵
横山 和江/訳

あすなろ書房 E-ブ

96
プーさんと であった日
世界で いちばん ゆうめいな クマの ほんとうに あった お
話

リンジー・マティック/ぶん
ソフィー・ブラッコール/え
山口 文生/やく

評論社 E-ブ



書名 著者名 出版社 請求記号

97 あかちゃんの木
ソフィー・ブラッコール/さく
やまぐち ふみお/やく

評論社 E-ブ

98 ぺろぺろキャンディー
ルクサナ・カーン/文
ソフィー・ブラッコール/絵
もりうち すみこ/訳

さ・え・ら書房 E-ブ

99 おーい、こちら灯台
ソフィー・ブラッコール/作
山口 文生/訳

評論社 E-ブ

100 ロージーとちびっこかめさん
マーガレット・ワイルド/文
ロン・ブルックス/絵
今村 葦子/訳

あすなろ書房 E-ブ

101 あかちゃんなんてだいきらい
J・マックレランド/作
R・ブルックス/絵
小杉 佐恵子/訳

岩崎書店 E-ブ

102 くまさん どこ?
ジョナサン・ベントレー/作
林 木林/訳

講談社 E-ベ

103 ライオンのひみつ
マーガレット・ワイルド/文
リトバ・ボウティラ/絵
木坂 涼/訳

国土社 E-ボ

104 まじょのウィニー
ヴァレリー・トーマス/文
コーキー・ポール/絵
もとした いづみ/訳

静山社 E-ポ



書名 著者名 出版社 請求記号

105 まじょのウィニー おたんじょうび おめでとう
ヴァレリー・トーマス/文
コーキー・ポール/絵
もとした いづみ/訳

静山社 E-ポ

106 まじょのウィニー と まほうのパソコン
ヴァレリー・トーマス/文
コーキー・ポール/絵
もとした いづみ/訳

静山社 E-ポ

107 ウォンバットのにっき
J・フレンチ/ぶん
B・ホワットリー/え
かしま あおい/やく

評論社 E-ホ

108 ダンスの すきな ジョセフィーヌ
ジャッキー・フレンチ/作
ブルース・ホワットリー/絵
三原 泉/訳

鈴木出版 E-ホ

109 おともだち たべちゃった
ハイディ・マッキノン/作
なかにし ちかこ/訳

潮出版社 E-マ

110 森のおはなし
マーク・マーティン/著
おび ただす/訳

六耀社 E-マ

111 ぜったいあけちゃダメッ!
アンディ・リー/作
ヒース・マッケンジー/絵
林 木林/訳

永岡書店 E-マ

112 ぜったいぜったいあけちゃダメッ!!
アンディ・リー/作
ヒース・マッケンジー/絵
林 木林/訳

永岡書店 E-マ



書名 著者名 出版社 請求記号

113 ほんとにぜったいあけちゃダメッ!!!
アンディ・リー/作
ヒース・マッケンジー/絵
林 木林/訳

永岡書店 E-マ

114 しあわせの石のスープ
ジョン・J・ミュース/作・絵
三木 卓/訳

フレーベル館 E-ミ

115 わたしの おじさんの ロバ
トビー・リドル/作
村上 春樹/訳

あすなろ書房 E-リ

116 クライブは わにをたべる
アリスン・レスター/作
あんどう のりこ/訳

偕成社 E-レ



書名 著者名 出版社 請求記号

1
耳の聞こえないメジャーリーガー
ウィリアム・ホイ

ナンシー・チャーニン/文
ジェズ ・ツヤ/絵
斉藤 洋/訳

光村教育図書 289-ホ

2
体験取材！世界の国ぐに-9

ニュージーランド
岡崎 務/文・写真 ポプラ社 290

3
目で見る世界の国々㉕

ニュージーランド
メアリー M.ロジャース/著
草野 淳/訳

国土社 290

4
ナショナルジオグラフィック 世界の国

ニュージーランド

バーバラ・ジャクソン/著
ヴォーン・ウッド/監修
サイモン・ミルン/監修

ほるぷ出版 297

5
きみにもできる国際交流⑪

オーストラリア・ニュージーランド
こどもくらぶ（中田 ゆみ）/編・著 偕成社 319

6
みんなで楽しく国際交流!13

世界の中学生

ニュージーランドの中学生
森住 衛/監修 学習研究社 376

7
世界の先住民⑨いまはわたしの国といえない

マオリ族

ロバート・マクドナルド/著
寺谷 弘壬/監修
柏木 里美/訳

リブリオ出版 382

8
学研まんがでよくわかるシリーズ
キウイフルーツのひみつ

おがた たかはる/漫画
WILLこども知育研究所/構成・文

学研プラス 625

②　ニュージーランド（国に関する資料・児童書・絵本）



書名 著者名 出版社 請求記号

9
科学のアルバム
塩　海からきた宝石

片平 孝/著 あかね書房 669

10

世の中への扉

強くなりたいきみへ！
ラグビー元日本代表
ヘッドコーチ エディー・ジョーンズのメッセージ

エディー・ジョーンズ/著 講談社 783

11
12月の夏休み
ケンタとミノリの冒険日記

川端 裕人/作
杉田 比呂美/絵

偕成社 913-カ

12
続・12月の夏休み
ケンタとミノリのつづきの冒険日記

川端 裕人/作
杉田 比呂美/絵

偕成社 913-カ

13
キーウィと羊と南十字星
あかね紀行文学 8

百々 佑利子/著
根本 進/画

あかね書房 915-モ

14 ヘビとトカゲ きょうからともだち
ジョイ・カウリー/作
ガヴィン・ビショップ/絵
もりうち すみこ/訳

アリス館 933-カ

15 サンゴしょうのひみつ
ジョイ・カウリー/作
百々 佑利子/訳

富山房 933-カ

16 帰ろう、シャドラック!
ジョイ・カウリー/作
大作 道子/訳
広野 多珂子/画

文研出版 933-カ

17 ハンター
ジョイ・カウリー/作
大作 道子/訳
マダ ジュンコ/画

偕成社 933-カ



書名 著者名 出版社 請求記号

18 ダーウィンと旅して
ジャクリーン・ケリー/作
斎藤 倫子/訳

ほるぷ出版 933-ケ

19 ダーウィンと出会った夏
ジャクリーン・ケリー/作
斎藤 倫子/訳

ほるぷ出版 933-ケ

20
バディ
たいせつな相棒

V・M・ジョーンズ
田中 亜希子/訳 PHP研究所 933-ジ

21 ウォンバットとゆかいななかま
ルース・パーク/作
ノエラ・ヤング/絵
加島 葵/訳

朔北社 933-パ

22 魔法使いのチョコレート・ケーキ
マーガレット・マーヒーお話集

マーガレット・マーヒー/作
シャーリー・ヒューズ/画
石井 桃子/訳

福音館書店 933-マ

23 ポータブル・ゴースト
マーガレット・マーヒー/作
幾島 幸子/訳

岩波書店 933-マ

24 リサイクル
コリンはエコ戦士

サンディ・マカーイ/作
鈴木 明子/絵

さ・え・ら書房 933-マ

25
木の上のひみつ基地
フォーチュン団のなかまたち 1

マーガレット・マーヒー/作
幾島 幸子/訳 岩波書店

933-マ
　★

26 地下脈系
マーガレット・マーヒー作
青木 由紀子/訳

岩波書店 933-マ



書名 著者名 出版社 請求記号

27 マディガンのファンタジア上
未来からのねがい

マーガレット・マーヒー/作
山田 順子/訳
佐竹 美保/絵

岩波書店 933-マ

28 マディガンのファンタジア下
未来への綱わたり

マーガレット・マーヒー/作
山田 順子/訳
佐竹 美保/絵

岩波書店 933-マ

29 めざめれば魔女
マーガレット・マーヒー/作
清水 真砂子/訳

岩波書店 933-マ

30 めざめれば魔女
岩波少年文庫

マーガレット・マーヒー/作
清水 真砂子/訳

岩波書店 933-マ

31 足音がやってくる
岩波少年文庫

マーガレット・マーヒー/作
清水 真砂子/訳

岩波書店 933-マ

32
なぞのハリケーンピーク

魔法の学校、大さわぎ

マーガレット・マーヒー/著
夏目 道子/訳
ウェンディ・スミス/画

ほるぷ出版 933-マ

33 悪者は夜やってくる
マーガレット・マーヒー/作
幾島 幸子/訳

岩波書店 933-マ

34 いかさま海賊こんぐら航海記
マーガレット・マーヒー/著
青木 由紀子/訳
長 新太/画

福音館書店 933-マ

35 贈りものは宇宙のカタログ
マーガレット・マーヒー/作
青木 由紀子/訳

岩波書店 933-マ



書名 著者名 出版社 請求記号

36 ひみつの友だち
エリザベス・レアード/作
ジェイソン・コックロフト/挿絵
香山 千加子/訳

徳間書店 933-レ

37 やまとあな
カイル・ミューバーン/文
ヴァサンティ・アンカ/絵
おおさく みちこ/訳

ワールドライブラ
リー E-ア

38

タニファ
ニュージーランド民話

海と空と大地の宝物

ロビン・カフキワ/作・絵
浜島 代志子/訳

コスモトゥーワン E-カ

39
アフリカの 大きな木

バオバブ

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 E-ケ

40 モラッチャホンがきた!
ヘレン ド・カティ/文
トーマス・ドカティ/絵
福本 友美子/訳

光村教育図書 E-ド

41 もしゃもしゃマクレリー おさんぽにゆく
リンリー・ドッド/文絵
たまの まさと/訳

あづき E-ド

42 くまくん おきて!
リンリー・ドッド/文・絵
広木 貴美子/訳

PHP研究所 E-ド

43 くだものたちのないしょだよ はせがわ わかこ/作 WAVE出版 E-ハ

44 たてる こうじのえほん

サリー・サットン/さく
ブライアン・ラブロック/え
あらや しょうこ/やく

福音館書店 E-ラ



書名 著者名 出版社 請求記号

45 こわす こうじのえほん

サリー・サットン/さく
ブライアン・ラブロック/え
あらや しょうこ/やく

福音館書店 E-ラ



書名 著者名 出版社 請求記号

1
日本とのつながりで見るアジア 過去・現在・未来　第7巻

オセアニア 石出 法太/著 岩崎書店 220

2 改訂版 世界の国旗図鑑
歴史とともに進化する国旗

苅安 望/著 偕成社 288

3 マップス 新・世界図絵
アレクサンドラ・ミジェリンスカ＆ダ
ニエル・ミジェリンスキ/作.・絵
徳間書店児童書編集部/訳

徳間書店 290

4 なるほど世界地名事典①
アジアＩ・オセアニア

蟻川 明男/著 大月書店 290

5
帝国書院 地理シリーズ

世界の国々⑧

オセアニア州・南極
帝国書院編集部/編集 帝国書院 290

6
新版 行ってみたいな

あんな国こんな国⑤

北米/オセアニア
東 菜奈/著 岩崎書店 290

7
小学生のための

世界の国ぐにものしり学習ブック
「地球の歩き方」編集室/編
どりむ社/編集・ 執筆

ダイヤモンド・
ビッグ社

290

8
もっと知りたい!
世界の国ぐに ビジュアル事典 フリーポート藤井 勝彦/著 メイツ出版 290

③オーストラリア・ニュージーランド共通（国に関する本）



書名 著者名 出版社 請求記号

9
読んで見て楽しむ

世界地図帳
井田 仁康/監修 学研 290

10 しらべよう!世界の選挙制度
アジア・アフリカ・オセアニアほか

大野 一夫/著 汐文社 314

11

国際理解に役立つ

世界のお金図鑑
①アジア・オセアニア

佐藤 英人/協力
平田　美咲/編

汐文社 337

12
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 371

13
しらべよう!世界の料理⑦
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

青木 ゆり子/監修・著
こどもくらぶ/編

ポプラ社 383

14
わくわく発見!

世界の民族衣装
竹永 絵里/画 河出書房新社 383

15 世界食べものマップ

ジュリア・マレルバ/著
フェーベ・シッラーニ/著
中島 知子/訳
赤塚 きょう子/訳
辻調グループ 辻静雄料理教育研究所
（近藤 乃里子）/監修

河出書房新社 383

16 世界の子どもたち2
ぼくの、わたしの、世界の誕生日

マーグリート・ルアーズ/文
アシュレイ・バロン/絵
大西 昧/訳

鈴木出版 384

17 世界の子どもの遊び
文化のちがいがよくわかる!

寒川 恒夫/監修 PHP研究所 384



書名 著者名 出版社 請求記号

18
わくわく発見!

世界のお祭り
竹永 絵里/画 河出書房新社 386

19 気候帯でみる!　自然環境　①熱帯
高橋 日出男/監修
こどもくらぶ/著

少年写真新聞社 451

20
NHK生きもの地球紀行 7

オセアニア
増井 光子/監修 ポプラ社 482

21 キャプテン・クックの動物たち
すばらしいオセアニアの生きもの

羽田 節子/著
今井 桂三/絵

大日本図書 482

22
空を飛ばない鳥たち
泳ぐペンギン、走るダチョウ 翼のかわりに
なにが進化したのか?

上田 恵介/監修 誠文堂新光社 488

23
地球の危機をさけぶ生きものたち②
森が泣いている

藤原 幸一/写真・文 少年写真新聞社 519

24
鉄道で世界が見える!

鉄道で知る各地のくらしと文化

オセアニアの鉄道

秋山 芳弘/著
こどもくらぶ/編

旺文社 686

25
1日10分で
せかいちずをおぼえる絵本

あきやま かぜさぶろう/作 講談社 E-ア

26 バッタロボットのぼうけん まつおか たつひで ポプラ社 E-マ


