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アフリカを読む、知る、楽しむ子どもの本のリスト 
＝「アフリカ子どもの本プロジェクト」おすすめの本全リスト 2022.01＝ 

 
・このリストは「アフリカ子どもの本プロジェクト」（JACBOP)のメンバーである子どもの本の専門家が、毎月

の定例会で話し合って選書したものです。 
・当プロジェクトのウェブサイト（http://africa-kodomo.com）の「おすすめの本」には、内容まで紹介した詳

しい情報を載せています。 
・このリストには、作者、画家、訳者、出版社、出版年、関連する国の名前、読者対象などを載せました。ア

フリカ人作家･画家の作品には、書名の後に＊をつけました。 
・本屋さんで手に入らない本は、図書館でさがしてください。 
・カットは、©沢田としき です。 

 

 

◆物語絵本◆ 

 

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 年

／モーリタニア／小学・低から 

アバディのパン 

木葉井悦子文・絵 ほるぷ出版／2005 年／ナイジェリア／幼児から 

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／2006 年／小

学・低から 
アフリカの音 

沢田としき文・絵 講談社／1996 年／西アフリカ／幼児から 

いちばんのなかよし：タンザニアのおはなし＊ 

ジョン・キラカ文・絵 さくまゆみこ訳 アートン／2006 年／タンザニア／小学・低から 

おじさんのブッシュタクシー＊ 

クリスチャン・エパンニャ文・絵 さくまゆみこ訳 アートン／2007 年／セネガル／小

学・低から 
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／

2007 年／セネガル／小学・低から 
かきねのむこうはアフリカ 

バルト・ムイヤールト文 アンナ・ヘグルンド絵 佐伯愛子訳 ほるぷ出版／2001 年／

カメルーン／小学・低から 

かわいいサルマ：アフリカのあかずきんちゃん＊ 

ニキ・ダリー文・絵 さくまゆみこ訳 光村教育図書／2008 年／ガーナ／幼児から 

ゴリラとあかいぼうし＊ 

山極寿一文 ダヴィッド・ビシームワ絵 福音館書店／2002 年／コンゴ民主共和国／

小学・低から 

サバンナのともだち 

キャロライン･ピッチャー文 ジャッキー・モリス絵 さくまゆみこ訳 光村教育図書／

2002 年／東アフリカ／小学・低から 

ジャングルでだあれ 

マルティーヌ・ペラン文・絵 石津ちひろ訳 フレーベル館／2007 年／幼児から 

ジンガくんいちばへいく 

ふしはらのじこ文・絵 福音館書店／2002 年／コンゴ民主共和国／幼児から 

ちかい 

ポール・ジェラティ文・絵 せなあいこ訳 評論社／1996 年／小学・中から 

チトくんとにぎやかないちば 

アティヌーケ文 アンジェラ・ブルックスバンク絵 さくまゆみこ訳 徳間書店／2018 年

／西アフリカ／幼児から 

チンパンジーとさかなどろぼう：タンザニアのおはなし＊ 

ジョン・キラカ文・絵 若林ひとみ訳 岩波書店／2004 年／タンザニア／小学・低から 

テンボ：ひとりぼっちのアフリカぞう＊ 

サンガ・ンゴイ・カザディ文 いそけんじ絵 アスラン書房／1993 年／コンゴ民主共和

国／小学・中から 

トビのめんどり 

ポリー・アラキジャ作 さくまゆみこ訳 さ・え・ら書房／2014 年／ナイジェリア／小学・

低から 

なかよしの水：タンザニアのおはなし＊ 

ジョン・キラカ作 さくまゆみこ訳 西村書店／2019 年／タンザニア／幼児から 

ハンダのびっくりプレゼント 

アイリーン・ブラウン文・絵 福本友美子訳 光村教育図書／2006 年／ケニア／幼児

から 

ハンダのめんどりさがし 

アイリーン・ブラウン文・絵 福本友美子訳 光村教育図書／2007 年／ケニア／幼児

から 

ふたごのゴリラ 

ふしはらのじこ文・絵 福音館書店／2015 年／コンゴ民主共和国／幼児から 

みずをくむプリンセス 

スーザン・ヴァーデ著 ピーター・H・レイノルズ絵 さくまゆみこ訳 さ・え・ら書房／ 

2020 年／ ブルキナファソ／ 幼児から 

ミルクこぼしちゃだめよ！ 

スティーヴン・デイヴィーズ文 クリストファー・コー絵 福本友美子訳 ほるぷ出版／

2013 年／ニジェール／幼児から 

ライオンの風をみたいちにち 

あべ弘士作 佼成出版社／ 2018 年／ ケニア／ 幼児から 

ライオンのながいいちにち 

あべ弘士文・絵 佼成出版社／2004 年／ケニア／幼児から 

ライオンのへんないちにち 

あべ弘士文・絵 佼成出版社／2002 年／ケニア／幼児から 

ライオンのよいいちにち 

あべ弘士文・絵 佼成出版社／2001 年／ケニア／幼児から 

リズム 

真砂秀明絵 三起商行／1990 年／西アフリカ／幼児から 
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◆昔話◆ 
 

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・マクダーモット文・絵 しろたのぼる訳 ほるぷ出版／1980 年／ガーナ／

幼児から／絵本 

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 シリグ村の女たち絵 新日本出版社／2012 年／ガーナ／小

学・低から／絵本 

歌う悪霊：北アフリカ サエル地方の昔話から＊ 

ナセル・ケミル文 エムル・オルン絵 カンゾウ・シマダ訳 小峰書店／2004 年／北ア

フリカ／小学・高から／絵本 

運命の王子：古代エジプトの物語 

リーセ・マニケ文・絵 大塚勇三訳 岩波書店／1984 年／エジプト／小学・中から／

絵本 

おおぐいひょうたん：西アフリカの昔話 

吉沢葉子再話 斉藤隆夫絵 福音館書店／2005 年／ニジェール／幼児から／絵本 

おはなしおはなし：アフリカ民話より 

ゲイル・Ｅ・ヘイリー文・絵 あしのあき訳 ほるぷ出版／1976 年／ガーナ／幼児から

／絵本 

お話は土の城のテラスで：西アフリカ・トーゴの昔話集 

和田正平 再話 メディアランド／ 2016 年／トーゴ／YA／198ｐ 

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・マーティン文・絵 福本友美子訳 ポプラ社／2000 年／タンザニア／

幼児から／絵本 

キバラカと魔法の馬：アフリカのふしぎばなし 

さくまゆみこ編訳 太田大八挿絵 岩波書店／ 岩波少年文庫／ 2019年／ 小学・ 

中から／ 198ｐ 

くいしんぼうシマウマ 

ムウェニエ・ハディシ文 アドリエンヌ・ケナウェイ絵 草山万兎訳 西村書店／1988

年／ケニア／幼児から／絵本 

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

／2011 年／エジプト／小学・低から／絵本 

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 年／タンザニア／幼児から／絵本 

ゴハおじさんのゆかいなお話：エジプトの民話＊ 

D・J・デイヴィーズ再話 ファトゥーラ＆アハマド絵 千葉茂樹訳 徳間書店／2010 年

／エジプト／小学・中から／93p 

しあわせのなる木：アフリカの民話集＊ 

島岡由美子文 ヤフィドゥ・マカカと 8 人のティンガティンガ・アーティストたち絵 未来

社／2017 年／東アフリカ／小学・高から／221ｐ 

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 年／タンザニア／小

学・低から／絵本 

たいようとつきはなぜそらにあるの？：アフリカ民話より 

エルフィンストーン・ディレル文 ブレア・レント絵 きしのじゅんこ訳 ほるぷ出版／

1976 年／ナイジェリア／幼児から／絵本 

どうしてカはみみのそばでぶんぶんいうの？：西アフリカの民話より 

ヴェルナ・アールデマ文 レオ＆ダイアナ・ディロン絵 やぎたよしこ訳 ほるぷ出版／

1976 年／西アフリカ／幼児から／絵本 

西アフリカ おはなし村 

江口一久文 アキノイサム絵 国立民族博物館編 梨の木舎／2003 年／カメルーン

／小学・高から／117p 

ノウサギのムトゥラ：南部アフリカのむかしばなし＊ 

ビヴァリー・ナイドゥー作 ピート・フロブラー絵 さくまゆみこ訳 岩波書店／ 2019 年

／ 南部アフリカ／ 小学・中から／ 142ｐ 

バオバブのきのうえで：アフリカ・マリの昔話＊ 

ジェリ・ババ・シソコ語り みやこみな再話 ラミン・ドロ絵 福音館書店／ 2005 年／ マ

リ／ 幼児から／ 絵本 

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・ホフマイアー再話 ピート・フロブラー絵 さくまゆみこ訳 光村教育図書／

2013 年／幼児から／絵本 

ほーら、これでいい！：リベリア民話＊ 

ウォン＝ディ・ペイ＆M・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／2006 年／リベリア／小学・低から／絵本 

むらの英雄：エチオピアのむかしばなし 

わたなべしげお文 にしむらしげお絵 瑞雲舎／2013 年／エチオピア／小学・低か

ら／絵本 

もどってきたガバタばん：エチオピアのお話＊ 

H・クーランダー＆W・レスロー文 ギルマ・ベラチョウ絵 渡辺茂男訳 福音館書店／

1997 年／エチオピア／幼児から／絵本 

やったねカメレオンくん 

ウェニイー・ハディシィ文 エイドリエンヌ・ケナウェイ絵 久山太市訳 評論社／1993

年／幼児から／絵本 

山の上の火：エチオピアのたのしいお話 

ハロルド・クーランダー＆ウルフ・レスロー文 渡辺茂男訳 岩波書店／1963 年／エ

チオピア／小学・中から／158p 

ライオンとねずみ：古代エジプトの物語 

リーセ・マニケ文・絵 大塚勇三訳 岩波書店／1984 年／エジプト／小学・中から／

絵本 
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◆児童文学◆ 

 

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／2003 年／小学・低から／79p 

アンナのうちはいつもにぎやか：アンナ・ハイビスカスのお話＊ 

アティヌーケ作 ローレン・トビア絵 永瀬比奈訳 徳間書店／2012 年／(ナイジェリ

ア）／小学・低から／160p 

イヤー オブ ノー レイン：内戦のスーダンを生きのびて 

アリス・ミード作 横手美紀訳 すずき出版／2005 年／スーダン／小学・高から／

221p 

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 さくまゆみこ訳 福音館書店／福音館文庫／2004 年／

南アフリカ／小学・高から／273p 

君の話をきかせて アーメル 

ニキ・コーンウェル作 渋谷弘子訳 文研出版／2016 年／ルワンダ／小学・高から／

143p 

幸せの器 

おおきぜんた作 偕成社／2010 年／ケニア／小学・高から／238p 

白いキリンを追って＊ 

ローレン・セントジョン作 さくまゆみこ訳 あすなろ書房／2007 年／南アフリカ／小

学・高から／247p 

砂の上のイルカ＊ 

ローレン・セントジョン作 さくまゆみこ訳 あすなろ書房／2013 年／南アフリカ、モザ

ンビーク／小学・高から／331p 

ゾウの王パパ・テンボ 

エリック・キャンベル作 さくまゆみこ訳 徳間書店／2000 年／タンザニア／小学・高

から／246p 

ぞうのはなは なぜながい 

R・キプリング原作 寺村輝夫文 長新太絵 集英社／2009 年／小学・低から／72p 

ただいま！ マラング村：タンザニアの男の子のお話（２刷以降） 

ハンナ・ショット作 佐々木田鶴子訳 齋藤木綿子絵 徳間書店／2013 年／タンザニ

ア／小学・中から／152p 

ちいさなハンター：どうぶつのかぞくチーター 

佐藤まどか作 あべ弘士絵 今泉忠明監修 講談社／  2019 年／ ナミビア／ 小学・

低から／ 80ｐ 

チョコレートと青い空 

堀米薫作 小泉るみ子絵 そうえん社／2011 年／ガーナ／小学・中から／175p 

沈黙のはてに 

アラン・ストラットン作 さくまゆみこ訳 あすなろ書房／2006 年／南部アフリカ／YA

／352p 

ネコのタクシー アフリカへ行く 

南部和也作 さとうあや絵 福音館書店／2004 年／小学・中から／221p 

走れ！ マスワラ 

グザウィエ＝ローラン・プティ作 浜辺貴絵訳 PHP 研究所／2011 年／ケニア／小

学・高から／160p 

ヘブンショップ 

デボラ・エリス作 さくまゆみこ訳 すずき出版／2006 年／マラウイ／小学・高から／

277p 

炎の鎖をつないで：南アフリカの子どもたち＊ 

ビヴァリー・ナイドゥー作 さくまゆみこ訳 偕成社／1997 年／南アフリカ／小学・高か

ら／310p 

炎の秘密 

へニング・マンケル作 オスターグレン晴子訳 講談社／2001 年／モザンビーク／

YA／216p 

ぼくはアフリカにすむキリンといいます 

岩佐めぐみ作 高畠純絵 偕成社／2001 年／小学・中から／101p 

ボノボとともに：密林の闇をこえて 

エリオット･シュレーファー作 ふなとよしこ訳 福音館書店／2016 年／コンゴ民主共

和国／YA／400p 

魔法の泉への道 

リンダ・スー・パーク著 金 利光訳 あすなろ書房／2011 年／スーダン／YA／151p 

ミサゴのくる谷 

ジル・ルイス作 さくまゆみこ訳 評論社／2013 年／ガンビア／小学・高から／278p 

みんながそろう日：モロッコの風のなかで＊ 

ヨーケ・ファン・レーウェン＆マリカ・ブライン作 野坂悦子訳 すずき出版／2009 年／

モロッコ／小学・高から／277p 

闇のダイヤモンド 

キャロライン・B・クーニー作 武富博子訳 評論社／2011 年／YA／340p 

闇のダイヤモンド 

キャロライン・B・クーニー作 武富博子訳 評論社／2011 年／YA／340p 

雪山のエンジェル 

ローレン・セントジョン作 さくまゆみこ訳 評論社／ 2020 年／ ケニア／ 小学・高から

／ 251p 

ライオンとであった少女 

バーリー・ドハーティ作 斎藤倫子訳 主婦の友社／2010 年／タンザニア／YA／

288p 

リトル・ソルジャー 

バーナード・アシュリー作 さくまゆみこ訳 ポプラ社／2005 年／小学・高から／303p 

路上のストライカー＊ 

マイケル・ウィリアムズ著 さくまゆみこ訳 岩波書店／2013 年／ジンバブエ、南アフリ

カ／YA／272p 

路上のヒーローたち 

エリザベス・レアード作 石谷尚子訳 評論社／2008 年／エチオピア／YA／379p 
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◆ノンフィクション 歴史･伝記◆ 

 

エジプトのミイラ 

アリキ文・絵 神鳥統夫訳 あすなろ書房／2000 年／エジプト／小学・低から／絵本 

古代アフリカ：400 万年前の人類と消えた王国 巨大大陸の謎を追う （ナ

ショナルジオグラフィック考古学の探検） 

ヴィクトリア・シャーロー著 赤尾秀子訳 BL 出版／2013 年／小学・高から／63p 

古代エジプト：黄金のマスクとピラミッドをつくった人びと （ナショナルジオグラフィッ

ク考古学の探検） 

ジル・ルバルカーバ著 日暮雅通訳 BL 出版／2013 年／エジプト／小学・高から／

63p 

古代エジプト入門 

内田杉彦著 岩波書店／岩波ジュニア新書／2007 年／エジプト／YA／239p 

古代エジプト よみがえりのヒミツ （小学館あーとぶっく 美のおへそ） 

結城昌子著 小学館／2012 年／エジプト／小学・中から／32p 

サラの旅路：ヴィクトリア時代を生きたアフリカの王女 

ウォルター・ディーン・マイヤーズ著 宮坂宏美訳 小峰書店／2000 年／ベナン／小

学・高から／159p 

シュヴァイツァー：音楽家・著作家の実績をなげうって、アフリカの医者として

献身した人 （伝記世界を変えた人々） 

ジェームズ・ベントリー著 菊島伊久栄訳 偕成社／1992 年／ガボン／小学・高から

／180p 

ツツ大主教：南アフリカの黒人差別・アパルトヘイト（人種隔離）政策に対

してたたかう勇敢な大主教 （伝記世界を変えた人々） 

デイビッド・ウィナー著 箕浦万里子訳 偕成社／1991 年／南アフリカ／小学・高から

／174p 

動物研究者ダイアン・フォッシー （こんな生き方がしたい） 

柴田都志子著 理論社／2004 年／ルワンダ／YA／206p 

ネルソン･マンデラ 

カディール・ネルソン作・絵 さくまゆみこ訳 すずき出版／2014 年／南アフリカ／小

学・中から／絵本 

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 

ジャネット・ウィンター文・絵 福本友美子訳 BL 出版／2010 年／ケニア／小学・低

から／絵本 

ワンガリ・マータイさんとケニアの木々 

ドナ・ジョー・ナポリ文 カディール・ネルソン絵  千葉茂樹訳 すずき出版／2011 年

／ケニア／小学・中から／絵本 

 
 
 
 

 
◆ノンフィクション 地理◆ 

 

アフリカ （新版行ってみたいあんな国こんな国） 

東菜奈作 岩崎書店／2010 年／小学・中から／48p 

アフリカ・南アメリカの鉄道：ナイルエクスプレス アンデスの鉄道 （鉄道で世界

が見える！） 

秋山芳弘著 こどもくらぶ編 旺文社／2006 年／エジプト／小学・中から／47p 

エジプト （きみにもできる国際交流） 

こどもくらぶ編・著 偕成社／2001 年／エジプト／小学・中から／47p 

エジプト （ナショナルジオグラフィック世界の国） 

セリーナ・ウッド著 ほるぷ出版／2008 年／エジプト／小学・高から／64p 

絵で見るナイル川ものがたり：時をこえて世界最長の川をくだる 

アン・ミラード文 スティーブ・ヌーン絵 松沢あさか訳 さ・え・ら書房／2004 年／エジ

プト／小学・低から／絵本 

カメルーン (体験取材！世界の国ぐに) 

渡辺一夫著・写真 ポプラ社／2009 年／カメルーン／小学・高から／47p 

驚異の大地アフリカ：空から眺めた地球の素顔 

ロバート・Ｂ・ハース著・写真 関利枝子ほか訳 日経ナショナルジオグラフィック社／

2005 年／小学・中から／208p 

ケニア （ナショナルジオグラフィック世界の国） 

B・タングェイ著 ほるぷ出版／2008 年／ケニア／小学・高から／64p 

ナイジェリア （ナショナルジオグラフィック世界の国） 

B・ジャイルズ著 ほるぷ出版／2009 年／ナイジェリア／小学・高から／64p 

西アジア・アフリカ （総合学習に役立つみんなの世界遺産） 

清原工著 岩崎書店／2000 年／小学・高から／55p 

マダガスカル （体験取材！世界の国ぐに） 

渡辺一夫著・写真 ポプラ社／2009 年／マダガスカル／小学・高から／47p 

モロッコ （体験取材！世界の国ぐに） 

渡辺一夫著・写真 ポプラ社／2009 年／モロッコ／小学・高から／47p 

 

 
 

◆ノンフィクション 社会問題◆ 

 

アパルトヘイト問題 （国際理解に役立つ 世界の紛争を考える） 

S・コノリー著 来住道子訳 文溪堂／2003 年／南アフリカ／小学・高から／63p 

アフリカ 子どもたちの日々：田沼武能写真集 

田沼武能著 ネット武蔵野／2008 年／小学・低から／108p 

アフリカのいまを知ろう 

山田肖子編著 岩波書店／岩波ジュニア新書／2008 年／YA／248p 

エイズ：とめよう世界に広がる病 （21 世紀の平和を考えるシリーズ） 

高橋央ほか著 ポプラ社／2003 年／小学・高から／45p 

ＨＩＶ/エイズとともに生きる子どもたち ケニア：あなたのたいせつなものはな

んですか？ 

山本敏晴著・写真 小学館／2009 年／ケニア／小学・高から／絵本 

オマルとハッサン：4 歳で難民になｔｙたぼくと弟の 15 年＊ 

ヴィクトリア・ジェスミン作 オマル・モハメド原案 イアン・ゲディ彩色 中山弘子訳 滝

澤三郎監修 合同出版／ 2021 年／ ソマリア、ケニア／ YA／ 264p 

学校に行けないはたらく子どもたち１ アフリカ 

田沼武能著・写真 汐文社／2004 年／小学・中から／絵本 

学校に行けないはたらく子どもたち４ 中東・北アフリカ 

田沼武能著・写真 汐文社／2004 年／北アフリカ／小学・中から／絵本 

飢餓：くりかえされる苦しみからの脱出 （21 世紀の平和を考えるシリーズ） 

国連世界食糧計画著 ポプラ社／2003 年／小学・高から／45p 

希望のダンス：エイズで親をなくしたウガンダの子どもたち 

渋谷敦志写真・文 デズモンド・T・ベル英文翻訳 学研教育出版／2015 年／ウガン

ダ／小学・中から／63p 
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子ども兵士：銃をもたされる子どもたち （世界の子どもたちは今） 

アムネスティ・インターナショナル日本編著 リブリオ出版／2008 年／コンゴ民主共和

国、ウガンダ／YA／125p 

シエラレオネ：５歳まで生きられない子どもたち 

山本敏晴著・写真 アートン／2003 年／シエラレオネ／小学・高から／70p 

世界の半分が飢えるのはなぜ？：ジグレール教授がわが子に語る飢餓の

真実 

ジャン・ジグレール著 たおかまゆみ訳 合同出版／2003 年／YA／182p 

戦場から生きのびて：ぼくは少年兵士だった＊ 

イシメール・ベア著 忠平美幸訳 河出書房新社／2008 年／シエラレオネ／YA／

338p 

戦争が終わっても：ぼくの出会ったリベリアの子どもたち 

高橋邦典文・写真 ポプラ社／2005 年／リベリア／小学・高から／55p 

戦争がなかったら：3 人の子どもたち 10 年の物語 

高橋邦典文・写真 ポプラ社／2013 年／リベリア／小学・高から／189p 

ダイヤモンドより平和がほしい：子ども兵士・ムリアの告白 

後藤健二著 汐文社／2005 年／シエラレオネ／小学・高から／105p 

中東／北アフリカの紛争 （いつ・どこで・何がおきたか？国際紛争の本） 

岩崎書店／2004 年／北アフリカ／小学・高から／47p 

中部・南部アフリカの紛争 （いつ・どこで・何がおきたか？国際紛争の本） 

岩崎書店／2004 年／中部・南部アフリカ／小学・高から／47p 

なんにもないけどやってみた ：プラ子のアフリカボランティア日記 

栗山さやか著 岩波書店／岩波ジュニア新書／2011 年／エチオピア他／YA／

208p 

ぼくが５歳の子ども兵士だったとき：内戦のコンゴで＊ 

J・D・ハンフリーズ＆ミシェル・チクワニネ作 C・ダビラ絵 渋谷弘子訳 汐文社／

2015 年／コンゴ民主共和国／小学・高から／47p 

ポリぶくろ、１まい、すてた 

ミランダ・ポール文 エリザベス・ズーノン絵 藤田千枝訳 さ・え・ら書房／ 2019 年

／ ガンビア／ 小学・低から／ 絵本 

マッドジャーマンズ：ドイツ移民物語 

ビルギット・ヴァイエ著 山口侑紀訳 花伝社／2017 年／モザンビーク／YA/240p 

マングローブの木：アフリカの海辺を緑の林に 

S・L・ロス文とコラージュ C・トランボア文 松沢あさか訳 さ・え・ら書房／2013 年／

エリトリア／小学・低から／絵本 

未来を信じて：南アフリカの声 

ティム・マッキー著 アン・ブラックショー写真 千葉茂樹訳 小峰書店／2002 年／南

アフリカ／YA／207p 

ルワンダの祈り：内戦を生きのびた家族の物語 

後藤健二著 汐文社／2008 年／ルワンダ／小学・高から／119p 

 

 

◆ノンフィクション 文化･暮らし◆ 

 

アフリカでケチを考えた：エチオピア・コンソの人びとと暮らし 

篠原徹著 筑摩書房／ちくまプリマ−ブックス／1998 年／エチオピア／YA／206p 

アフリカンアート＆クラフト （見る・つくる・知る おしゃれなアフリカ） 

アフリカ理解プロジェクト編 明石書店／2007 年／YA／62p 

アフリカンキッチン （見る・つくる・知る おしゃれなアフリカ） 

アフリカ理解プロジェクト編 明石書店／2005 年／YA／62p 

アフリカンドレス （見る・つくる・知る おしゃれなアフリカ） 

アフリカ理解プロジェクト編 明石書店／2004 年／YA／62p 

アフリカンリビング （見る・つくる・知る おしゃれなアフリカ） 

アフリカ理解プロジェクト編 明石書店／2006 年／YA／62p 

いっしょにあそぼう：アフリカの子どものあそび＊ 

イフェオマ・オニェフル文・写真 さくまゆみこ訳 偕成社／2007 年／ナイジェリア、セ

ネガル／小学・低から／絵本 

いのちの教室：アフリカの大地が教えてくれたこと＊ 

ライアル・ワトソン文 キース・ウエスト絵 難波裕子訳 PHP研究所／2009 年／南ア

フリカ／小学・高から／95p 

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 さくまゆみこ訳 偕成社／2001 年／ナイジェリア／

小学・低から／絵本 

エジプト：アフマド 毎日がもりだくさん！ （世界のともだち） 

常見藤代 写真・文 偕成社／2016 年／エジプト／小学・中から／絵本 

エチオピア：ナティはたよれるお兄ちゃん  （世界のともだち） 

東海林美紀 写真・文 偕成社／2015 年／エチオピア／小学・中から／絵本 

絵本アフリカの人びと：26部族のくらし 

マーガレット・マスグローブ著 レオ・ディロン＆ダイアン・ディロン絵 西江雅之訳 偕

成社／1982 年／小学・低から／絵本 

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 年／ケニア／小学・中から／絵本 

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／2006 年／ナイジェリア／

小学・低から／絵本 

おばあちゃんにおみやげを：アフリカの数のお話＊ 

イフェオマ・オニェフェル作･写真 さくまゆみこ訳 偕成社／2000 年／ナイジェリア／

幼児から／絵本 

風をつかまえたウィリアム＊ 

ウィリアム・カムクワンバ＆ブライアン・ミーラー文 エリザベス・ズーノン絵 さくまゆみこ

訳 さ・え・ら書房／2012 年／マラウイ／小学・低から／絵本 

風をつかまえた少年：14 歳だったぼくはたったひとりで風力発電をつくった＊ 

ウィリアム・カムクワンバ＆ブライアン・ミーラー著 田口俊樹訳 文藝春秋／2010 年

／マラウイ／YA／400p 

語りつぐ人びと・アフリカの民話 

江口一久ほか著 福音館書店／福音館文庫／2004 年／YA／413p 

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／ 2020 年／ ルワンダ／ 小学・中から／ 147p 

義足と歩む：ルワンダに生きる日本人義肢装具士 

松島恵利子著 汐文社／ 2019 年／ ルワンダ／ 小学・高から／ 185p 

ケニア：大地をかけるアティエノ （世界のともだち） 

桜木奈央子写真・文 偕成社／2014 年／ケニア／小学・中から／絵本 

サンコン少年のアフリカ物語＊ 

オスマン・サンコン著 あべ弘士挿絵 講談社／青い鳥文庫／2001 年／ギニア／小

学・中から／137p 

人類発祥の地 アフリカ （グレートジャーニー人類 5 万キロの旅） 

関野吉晴著・写真 小峰書店／2004 年／北東アフリカ／小学・高から／142p 

世界の文化と衣食住 アフリカ 

鈴木佑司監修 小峰書店／ 2019 年／ 小学・中から／ 55p 

セネガル：貝がら島のマドレーヌ  （世界のともだち） 

小松義夫写真・文 偕成社／2015 年／セネガル／小学・中から／絵本 

たのしいおまつり：ナイジェリアのクリスマス＊ 

イフェオマ・オニェフル作・写真 さくまゆみこ訳 偕成社／2007 年／ナイジェリア／

小学・低から／絵本 
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中東・アフリカのお菓子 （どんな国？どんな味？世界のお菓子） 

服部幸応＆服部津貴子著 岩崎書店／2005 年／チュニジア・ケニア・エジプト・モロ

ッコ／小学・中から／47p 

どうしてアフリカ？ どうして図書館？ 

さくまゆみこ著 沢田としき挿絵 あかね書房／2010 年／ナイジェリア、ケニア／YA

／163p 

ヒョウタンの絵本 （そだててあそぼう） 

おおつきよしあき編 やまふくあけみ絵 農山漁村文化協会／2001 年／小学・低か

ら／絵本 

プリミティブアートってなぁに？ （直感こども美術館） 

マリー・セリエ文 結城昌子訳 西村書店／2008 年／小学・低から／95p 

ぼくの村がゾウに襲われるわけ。：野生動物と共存するってどんなこと？ 

岩井雪乃著 合同出版／2017 年／タンザニア／YA／135ｐ 

ぼくはマサイ：ライオンの大地で育つ＊ 

ジョゼフ・レマソライ・レクトン著 さくまゆみこ訳 さ・え・ら書房／2006 年／ケニア／

YA／161p 

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 年／ガーナ／小学・低から／絵本 

まんが アフリカ少年が日本で育った結果＊ 

星野ルネ著 毎日新聞出版／2018年／カメルーン／小学・高から／126p 

南アフリカ共和国：シフィウェ 夢はサッカー選手 （世界のともだち） 

船尾修 写真・文 偕成社／2014 年／南アフリカ／小学・中から／絵本 

森に生きる人：アフリカ熱帯雨林とピグミー （自然とともに） 

寺嶋秀明著 小峰書店／2002 年／小学・中から／123p 

モロッコのごはん （絵本 世界の食事） 

銀城康子著 高松良己絵 農山漁村文化協会／2010 年／モロッコ／小学・中から／

絵本 

わきだせ！ いのちの水：日本伝統の上総掘り井戸をアフリカに 

たけたにちほみ著 フレーベル館／ 2019 年／ ザンビア、タンザニア、ケニア／小学・

高から／ 200p 

 

 

 

 

◆ノンフィクション 動物◆ 

 

あいうえおカメレオン 

増田戻樹文・写真 偕成社／2009 年／マダガスカルほか／幼児から／絵本 

アフリカゾウ 56 頭移動大作戦 

神部俊平著 学習研究社／2002 年／ケニア／小学・中から／123p 

アフリカの森の日々：わたしの愛したチンパンジー 

ジェーン・グドール著 赤尾秀子訳 BL 出版／2002 年／タンザニア／小学・高から

／78p 

生きもののおきて 

岩合光昭著 筑摩書房／ちくまプリマーブックス／1999 年／タンザニア／小学・高か

ら／152p 

1 はゴリラ：かずのほん 

アンソニー・ブラウン作 さくまゆみこ訳 岩波書店／2013 年／幼児から／絵本 

お父さんゴリラは遊園地 

山極寿一著・写真 新日本出版社／2006 年／コンゴ民主共和国／小学・中から／

絵本 

くんくんくん おいしそう 

阿部知暁作 福音館書店／2014 年／コンゴ共和国／幼児から／絵本 

この世界からサイがいなくなってしまう：アフリカでサイを守る人たち 

味田村太郎文 学研プラス／ 2021 年／ 南アフリカ／ 小学・中から／ 120p 

ゴリラ （どうぶつの赤ちゃんとおかあさん） 

スージー・エスターハス文・写真 成島悦雄訳 さ・え・ら書房／2013 年／小学・低か

ら／絵本 

ゴリラ （動物大せっきん） 

マイケル・ニコルズ＆エリザベス・カーニー著 小宮輝之監修 ほるぷ出版／2012 年

／小学・中から／32ｐ 

ゴリラが胸をたたくわけ 

山際寿一文 阿部知暁絵 福音館書店／2015 年／アフリカ中東部／小学・低から／

絵本 

ゴリラ図鑑 

山極寿一著・写真 田中豊美絵 文溪堂／2008 年／コンゴ民主共和国ほか／小学・

高から／63p 

ゴリラは語る  (15 歳の寺子屋) 

山極寿一著 講談社／2012 年／コンゴ・ルワンダ／YA／98p 

 

砂漠の虫の水さがし 

山口進著・写真 福音館書店／2000 年／ナミビア／小学・中から／絵本  

シマウマのこども （サバンナを生きる） 

ガブリエラ･シュテープラー写真･文 たかはしふみこ訳 徳間書店／2017 年／小学・

中から／絵本 

人生で大事なことはみんなゴリラから教わった 

山極寿一著 家の光協会／ 2020 年／ コンゴ民主共和国、ガボン／ 小学・高から

／ 223p 

先生、ウンチとれました：野生動物のウンチの中にある秘密 

牛田一成著 さ・え・ら書房／ 2019 年／小学・高から／ 158ｐ 

ゾウ （どうぶつの赤ちゃんとおかあさん） 

スージー・エスターハス文・写真 渋谷弘子訳 さ・え・ら書房／2014 年／小学・低か

ら／絵本 

ゾウ （動物大せっきん） 

デレック・ジュベール＆ビバリー・ジュベール著 小宮輝之監修 ほるぷ出版／2011

年／小学・中から／32ｐ 

ゾウのこども （サバンナを生きる） 

ガブリエラ・シュテープラー写真・文 たかはしふみこ訳 徳間書店／2016 年／小学・

中から／絵本 

ぞうの子ラウルとなかまたち 

キャサリン・ペイン著・写真 水原洋城訳 岩波書店／1994 年／ケニア／小学・低か

ら／絵本 

チーター （どうぶつの赤ちゃんとおかあさん） 

スージー・エスターハス文・写真 成島悦雄訳 さ・え・ら書房／2013 年／小学・低か

ら／絵本 

チーター （動物大せっきん） 

クリス・ジョンズ＆エリザベス・カーニー著 小宮輝之監修 ほるぷ出版／2012 年／小

学・中から／32ｐ 

チンパンジーキキの冒険旅行 

神戸俊平著 講談社／青い鳥文庫／2010 年／コンゴ民主共和国ほか／小学・中か

ら／154p 

動物大図鑑 ほ乳類アフリカ編 

ＮＨＫ「はろー！あにまる」制作班編 イースト・プレス／2008 年／小学・中から／

111p 
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なぞのサル アイアイ 

島泰三文 笠原富美代絵 福音館書店／2014 年／マダガスカル／小学・中から／

絵本 

パンサーカメレオン （いきもの写真絵本館） 

ジョイ・カウリー著 ニック・ビショップ写真 大澤晶訳 ほるぷ出版／2005 年／マダガ

スカル／幼児から／絵本 

ヒョウ （動物大せっきん） 

デレック＆ビバリー・ジュベール著 ほるぷ出版／2012 年／ボツワナ／小学・中から

／32p 

ミーアキャットの家族 

江口絵理文 内山晟写真 そうえん社／2010 年／小学・低から／絵本 

野生のゴリラと再会する：二十六年前のわたしを覚えていたタイタスの物語 

山極寿一著 くもん出版／2012 年／ルワンダ／小学・高から／111p 

ライオン （どうぶつの赤ちゃんとおかあさん） 

スージー・エスターハス文・写真 成島悦雄訳 さ・え・ら書房／2013 年／小学・低か

ら／絵本 

ライオン （動物大せっきん） 

デレック・ジュベール＆ビバリー・ジュベール著 小宮輝之監修 ほるぷ出版／2011

年／小学・中から／32ｐ 

ライオンのこども （サバンナを生きる） 

ガブリエラ・シュテープラー写真・文 たかはしふみこ訳 徳間書店／2016 年／小学・

中から／絵本 

 

 

 


