
書名 著者 出版社

1 こどもSDGs 秋山 宏次郎監修，バウンド著 カンゼン

2 るるぶマンガとクイズで楽しく学ぶ!世界の国 JTBパブリッシング

3 希望、きこえる?   ルワンダのラジオに子どもの歌が流れた日 榮谷 明子著 汐文社

4 7年目のランドセル 内堀 タケシ写真・文 国土社

5 世界を変えるSDGs 小林 亮監修 あかね書房

6 世界こども図鑑 昭文社

7 友情の輪パプアニューギニアの人たちと 日野 多香子文 佼成出版社

8 手をつなごうよ 松居 友著 彩流社

9 戦場カメラマン渡部陽一が見た世界　1 　学校 渡部 陽一写真・文 くもん出版

10 戦場カメラマン渡部陽一が見た世界　2 　家族 渡部 陽一写真・文 くもん出版

11 戦場カメラマン渡部陽一が見た世界　3 　友だち  渡部 陽一写真・文 くもん出版

12 マレットファン  　夢のたねまき 村中 李衣作 新日本出版社

13 ビックリ!!世界の小学生
柳沢 有紀夫著，海外書き人クラブ協力，田伊
りょうき絵

KADOKAWA　(角
川つばさ文庫　Dや
3-1)

14
〜
18

聞いてみました！　日本にくらす外国人（全５巻） 監修／佐藤　郡衛 ポプラ社

19 SDGsのきほん　1 　SDGsってなに? 稲葉 茂勝著，渡邉 優監修 ポプラ社

20 SDGsのきほん　2 　貧困 稲葉 茂勝著，渡邉 優監修 ポプラ社

21 SDGsのきほん　3 　飢餓 稲葉 茂勝著，渡邉 優監修 ポプラ社

22 SDGsのきほん　4 　健康と福祉 稲葉 茂勝著，渡邉 優監修 ポプラ社



23 未来につながるまなびば 子ども大学　1 　世界を知る こどもくらぶ編 フレーベル館

24
池上彰が解説したい!国民・移民・難民　1 　国民って、なに?ど
ういうこと?

稲葉 茂勝文，池上 彰監修，こどもくらぶ編 筑摩書房

25
池上彰が解説したい!国民・移民・難民　2 　移民って、なに?ど
うして移住するの?

稲葉 茂勝文，池上 彰監修，こどもくらぶ編 筑摩書房

26
池上彰が解説したい!国民・移民・難民　3 　難民って、なに?ど
うして困っているの?

稲葉 茂勝文，池上 彰監修，こどもくらぶ編 筑摩書房

27
PEACE AND MEわたしの平和
　ノーベル平和賞12人の生きかた

アリ・ウィンター文，ミカエル・エル・ファティ絵，
中井 はるの訳

かもがわ出版

28 高校チュータイ外交官のイチからわかる!国際情勢 島根 玲子著 扶桑社

29
ハーレム・チルドレンズ・ゾーンの挑戦  　貧乏人は教育で抜
け出せるのか?

ポール・タフ著，高山 真由美訳
みすず書房

30
パトリックと本を読む
　絶望から立ち上がるための読書会

ミシェル・クオ著，神田 由布子訳 白水社

31
仏陀バンクの挑戦
　バングラデシュ、貧困の村で立ち上がる日本人と仏教系先
住民たち

伊勢 祥延著，上川 泰憲監修 集広舎

32
トイレは世界を救う
　ミスター・トイレが語る貧困と世界ウンコ情勢

ジャック・シム著，近藤 奈香訳 PHP研究所

33
南スーダンに平和をつくる
　「オールジャパン」の国際貢献

紀谷 昌彦著
筑摩書房

34
情熱のアフリカ大陸
　サラヤ「消毒剤普及プロジェクト」の全記録

田島 隆雄著 幻冬舎メディアコン
サルティング

35 僕たちはヒーローになれなかった。 葉田 甲太著 あさ出版

36 国際協力キャリアガイド　2019-20 　共に創る未来
国際開発ジャーナ
ル社

37
世界で活躍する仕事100
　10代からの国際協力キャリアナビ

三菱UFJリサーチ&コンサルティング編 東洋経済新報社

38
ナマステ!会いたい友だちと
　友情は国境を越える　小学生の私たちがなぜ国際協力をす
るのか

関西大学初等部6年生著 さくら社

39 ブータンの小さな診療所 坂本 龍太著 ナカニシヤ出版

40
開発社会学を学ぶための60冊
　援助と発展を根本から考えよう

佐藤 寛編著，浜本 篤史編著，佐野 麻由子編
著，滝村 卓司編著

明石書店

41 アフガニスタンぼくと山の学校 長倉 洋海著 かもがわ出版



42
多文化社会のコミュニケーション
　買いかぶらず、決めつけない基本スキル

山本 喜久江著，八代 京子著 三修社

43 映画を観ることは社会を知ることだ 山田 和秋著 明石書店

44 この世界を知るための大事な質問 野澤 亘伸著 宝島社

45
それでも生きる
　国際協力リアル教室

石井 光太著
筑摩書房　(ちくま
文庫　い99-1)

46 絵本で世界を学ぼう! 吉井 潤著，柏原 寛一著

47 ビビのアフリカ旅行 たがわ いちろう作，中村 みつを絵 ポプラ社

48
男の子でもできること
　みんなの未来とねがい

プラン・インターナショナル文，金原 瑞人訳 西村書店

49 世界中からたっくさん! マーク・マーティン作，偕成社編集部訳 偕成社

50 かぞくってなあに?
マール・フェレーロ画，フェリシティ・ブルックス
文，石津 ちひろ訳

文化学園文化出版
局

51 ダジャレーヌちゃん世界のたび 林 木林文，こがしわ かおり絵

52 さがしてみつけてなんじゃこりゃ!まつり 西山 雅子文，中垣 ゆたか絵，芳賀 日向監修

53 今、世界はあぶないのか?　1 　争いと戦争  ハナネ・カイ絵，大山 泉訳 評論社

54 今、世界はあぶないのか?　2 　難民と移民 ハナネ・カイ絵，大山 泉訳 評論社

55 今、世界はあぶないのか?　3 　貧困と飢餓 ハナネ・カイ絵，大山 泉訳 評論社

56 今、世界はあぶないのか?　4 　差別と偏見 ハナネ・カイ絵，大山 泉訳 評論社
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