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エジプト
エジプトのミイラ
アリキ／文と絵 神鳥統夫／訳 佐倉朔／監修 あすなろ書房

今からおよそ 5000 年前にさかえた古代エジプト文明。この本では、古代
エジプト人が、なぜどのようにミイラをつくったのかを教えてくれます。
〔小中～〕

ゴハおじさんのゆかいなお話

エジプトの民話

デニス・ジョンソン－デイヴィーズ／再話 ハグ－ハムディ・モハンメッド・ファトゥーフ／絵
ハーニ・エル－サイード・アハマド／絵 千葉茂樹／訳 徳間書店
しょくにん

中東でかたりつがれてきたわらいばなしやとんちばなしを集めたもの。エジプトの 職 人
が布をぬいあわせてつくった楽しいさしえがついています。〔小中～〕
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
めいかい

太陽神ラーの誕生、冥界の王オシリス神とその妻イシス神の冒険物語など、ヒエログリ
フ（象形文字）から解読された古代エジプトの神話が集められています。
〔小高～〕

エチオピア
はなし

もどってきたガバダばん エチオピアのお 話

渡辺茂男／やく ギルマ・ベラチョウ／え 福音館書店

ガバタばんというのは、エチオピアのしょうぎばんのこと。男の子は、お
みち

父さんからもらったガバタばんをだいじにしていました。ところが、道で会
った人にもやされてしまいます。〔幼児～〕

1

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 ペンギン社
かえ

みち

にんずう

むかし、12 人の男たちが、町へ出かけました。帰り道、人数をかぞえてみると 11 人しか
く

ようす

はな

いません。男たちは、まるで見ていたように、いなくなった男がヒョウに食われた様子を話
し、なげきかなしみますが……。〔小低～〕
山の上の火

エチオピアのたのしいお話

クーランダー／文 レスロー／文 渡辺茂男／訳 土方久功／絵 岩波書店

アルハは、お金もちの主人と、はだかで山の上に一ばんじゅうたって
いられるかかけをします。ものしりじいさんが、とおくの山でもやして
くれた火にはげまされて、夜をすごしますが……。ほか 14 編の昔話集。
〔小中～〕

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

母親を亡くした貧しい少年マモは、だまされて遠くの農家に売り飛ばされ、命からがら
故郷のアディスアベベまで逃げ帰ってきます。一方、裕福な家の息子ダニは、厳しい父を
恐れて家出をしてしまいました。偶然、墓地で一夜をともにした 2 人の少年は、やがてス
トリートチルドレンの仲間となってたくましく成長していきます。〔中学～〕

エリトリア
サラガのバオバブ

よねやまひろこ／文 エドモンド・オパレ／絵 新日本出版社
どれい

約 200 年前のガーナでは、奴隷市場が開かれ売られていく少年が、バオバブの木につな
ぼうえき

がれていました。アフリカの奴隷貿易の歴史を伝えます。
〔小中～〕

ガーナ
アナンシと６ぴきのむすこ

み んわ

アフリカ民話より

ジェラルド・マクダーモット／さく しろたのぼる／やく ほるぷ出版

クモのアナンシのむすこたちは、とくいわざをつかって、お父さん
をたすけます。ガーナのアシャンティ族には、アナンシがかつやくす
はなし

つた

るお 話 がたくさん伝えられています。〔幼児～〕

2

チョコレートがおいしいわけ

はんだのどか／作 アリス館

ガーナのカカオのうえんで、カカオがしゅうかくされ、日本にはこばれます。チョコレ
ートができるまでをしょうかいします。
〔幼児～〕
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／作 さくまゆみこ／訳 光村教育図書
わる

にもつ

ふく

サルマは、悪い犬にだまされて、荷物も服もとられてしまいます。犬は、サルマにばけ
た

たいこ

かめん

て目の悪いおばあちゃんを食べようとします。サルマは、太鼓をたたき仮面でおどかし、
犬をおいはらいました。〔幼児～〕

カメルーン
かきねのむこうはアフリカ
バルト・ムイヤート／文 アンナ・ヘグルンド／絵 佐伯愛子／訳 ほるぷ出版

ぼくのとなりの家には、カメルーンからきたデジレーさんがすんでい
ます。ある雨の日、デジレーさんは、庭に土でできた家をつくりはじめ
ました。ぼくは、カメルーンの生活をそうぞうするようになっていきま
す。〔小中～〕

ケニア
ハンダのびっくりプレゼント
アイリーン・ブラウン／作 福本友美子／訳 光村教育図書
あたま

とも

いえ

ハンダは、くだものを入れたかごを 頭 にのせて、友だちの家へむ
かいました。とちゅう、キリンやダチョウがかごから、こっそりくだ
た

ものを食べてしまいます。サバンナにすむどうぶつたちが、たくさん
でてきます。
〔幼児～〕

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

ずーっとむかし、ダチョウはみじかいくびをしていました。あるときダチョウは、ワニ
ば

にむし歯をぬいてくれとたのまれます。そこで、あたまをワニの口につっこみましたが…
…。〔幼児～〕

3

へ いわ

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／作 福本友美子／訳

BL 出版

しぜん

そだ

りゅうがく

もど

ワンガリは、ケニアの自然いっぱいの村で育ちます。ところがアメリカ留 学 から戻って
かつどう

みると、ふるさとはすっかりあれはてていました。ワンガリは、木をうえる活動をはじめ
しょう

じゅ しょう

でんき えほん

ます。ノーベル平和 賞 を受 賞 したワンガリ・マータイの伝記絵本。
〔小低～〕
幸せの器

おぎぜんた／作 坂田泉／絵 偕成社

ナイロビのスラム街。両親を亡くしたアイザックは、兄弟と別れて小さな町からおばさ
んを頼ってやってきました。アイザックは学校へ通うことを夢みながら、スカベンジャー
（ゴミ拾い）をして生活します。〔中学～〕

コンゴ
ジンガくんいちばへいく
ふしはらのじこ／さく・え 福音館書店
いちば

たまご

ジンガくんは、市場にいるおばあさんに 卵 をとどけようとでかけま
す。ところが、とちゅうでまいごになりました！

く

アフリカの人々の暮

えが

らしが生き生きと描かれています。〔幼児～〕



ソンボ

ザンビア
川のほとりの少女

ナスリーン・ジーゲ／作 中野京子／訳 石鍋芙佐子／絵 さ・え・ら書房

ソンボは、弟や妹の面倒をよくみるしっかりものの女の子。２か月間にわたる成人の儀
式を終えたあと、ソンボは自分の将来について考えるようになりました。ソンボは、村を
出て勉強を続けたいと願います。〔小高～〕

シエラレオネ
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

シエラレオネでは、質のよいダイヤモンドが採掘できます。けれども、その利益は戦争
に使われました。ムリアは、12 歳のとき兵士たちに連れ去られ、最前線で戦わせられまし
た。〔小高～〕

4

スーダン
イヤーオブノーレイン

内戦のスーダンをいきのびて

アリス・ミード／作 横手美紀／訳 鈴木出版
き

1999 年、スーダン南部の村。内戦と干ばつで、村人たちは飢きんに苦しんでいます。そ
おそ

こへ、反乱軍が襲いかかってきました。ステファンは、家族を失い友だちとサバンナをさ
まよいます。
〔小高～〕

セネガル
おじさんのブッシュタクシー

クリスチャン・エパンニャ／作 さくまゆみこ／訳 アートン
うんてんしゅ

てつだ

学校がお休みの日、セネはタクシーの運転手をしているおじさんの手伝いをします。セ
ネガルのタクシーは、しらない人どうしがのりあうにぎやかなタクシーです。
〔小低～〕

タンザニア
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／さく 福本友美子／やく ポプラ社
みずうみ

じぶん

つよ

ニサヤという 湖 では、ゾウとカバが自分の強さをじまんしては、
どうぶつ

いばりちらしていました。小さな動物たちは、こわくてたまりませ
かんが

ん。そこでかしこいカメは 考 えます。
「あいつらをちょっとひっかけ
てやろう……」〔幼児～〕
ライオンとであった少女

バーリー・ドハーティ／著 斎藤倫子／訳 主婦の友社

タンザニアに暮らすアベラは、両親をエイズで亡くしました。イギリスに暮らすローザ
は、母の愛情を信じられません。ローザの母が養子縁組を望んだことから、居場所を求め、
傷ついている 2 人の少女が出会います。〔中学～〕

ナイジェリア
アバディのパン

木葉井悦子 ほるぷ出版
や

あさ

アバディどおりのパン屋さん。朝いちばんにパンやきがまに火をいれて、パンだねをこ
ねて、ちぎってぽん。かたにいれて、１どに 100 このパンをやきます。ナイジェリアのパ
えが

ンやさんの一日を描きます。〔幼児～〕

5

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
しゃしんか

ぶんか

ナイジェリア生まれの写真家が、アフリカのくらしや文化をしょうかいします。おなじ
シリーズに、
『おばあちゃんにおみやげを』
『おとうとは青がすき』
『たのしいおまつり』
『い
っしょにあそぼう』があります。

ニジェール
おおぐいひょうたん

むかしばなし

西アフリカの 昔 話

ニジェール
吉沢葉子／再話 斎藤隆夫／絵
福音館書店
フライラが見つけたのは、とんだりはねたりするふしぎなひょうた
ん。ところが、ひょうたんは「にくがくいたい」といって、フライラ
の足にくいつきました。〔幼児～〕
砂漠の国からフォフォー

中川なをみ／作 くもん出版

あゆらは、青年海外協力隊の幼稚園教諭として、ニジェールに派遣されました。厳しい
気候や文化の違いに悩みながらも情熱を持って働きます。〔中学～〕

マダガスカル
カメレオンに会いたい

不思議の島・マダガスカルを訪ねて

増田戻樹／著・写真 あかね書房

マダガスカルでは、160 種類ほどいるカメレオンの約 60 パーセントが生息しています。
著者は、27 ミリしかない世界最小のカメレオンやカラフルな色彩のカメレオンなど、珍し
い種類に出会います。
〔小高～〕

マラウイ
ヘブンショップ

デボラ・エリス／作 さくまゆみこ／訳 鈴木出版

マラウイに住む 13 歳のビンディは、成績優秀で、ラジオドラマの子役であることに誇り
を持っていました。ところが父がエイズで死ぬと、生活は一変します。お金や土地を奪わ
れ、エイズに偏見を持つ親戚からひどい扱いを受けます。耐えかねたビンディは、たった
一人で祖母の家にたどり着きました。そこでは、たくさんのエイズ孤児が一つの家族をつ
くり、力を合わせて暮らしていました。
〔中学～〕

6

マリ
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
りょうしん

し

ジョレ村にうまれた男の子は、うまれてすぐに両 親 が死に、森にすてられました。男の
どうぶつ

そだ

子は、動物たちに育てられ大きくなりますが、ジョレ村には雨がふらなくなりました。
〔幼児～〕



南アフリカ
白いキリンを追って

ローレン・セントジョン／著 さくまゆみこ／訳 あすなろ書房

イギリスに住むマーティンは、両親を亡くし南アフリカに住む祖母にひきとられました。
マーティーンは、動物のケガを治す不思議な力に目覚め、伝説の白いキリンと心を通わせ
るようになります。
〔小高～〕

モザンビーク
炎の秘密

ヘニング・マンケル／作 オスターグレン晴子／訳 講談社

ソフィアの生活は、盗賊に襲われてから一変します。父が殺され、ソフィアは母と姉と
ともに放浪の旅を続けます。ようやく別の村にたどりつきましたが、ソフィアは地雷をふ
み、姉と両足を失ってしまいます。でも、ソフィアは、過酷な運命を受け入れ夢を実現さ
せていきます。地雷が多く埋まるモザンビークの実在の少女をモデルに描いた物語。
〔中学～〕

リベリア
ほーら、これでいい！

リベリア民話

ウォン＝ディ・ペイ／再話 マーガレット・Ｈ．リッパート／再話 ジュリー・パシュキス／絵
さくまゆみこ／訳 アートン
あたま

うで

どうたい

むかしむかし、 頭 はひとりぽっちでした。頭には、足も腕も胴体もついていないので、
ごろごろころがってうごくしかありません。ある日頭はうでに会い、いっしょになること
にしました。
〔幼児～〕
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