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1 A بچوں کے ادب کی خصوصیات
Baccon̲ ke adab kī k̲h̲uṣ

ūṣiyāt
児童文学の特色 مشیر فاطمہ علی گڑھ ہند, انجمن ترقی اردو [1962]

ウルドゥー児童文学研究
書の充実のため

ウルドゥー語児童文学の
研究書

2 A
 ،بچوں کے ادب کا پہال محقق

ڈاکٹر خوشحال زیدی

Baccaun̲ ke adab ka 

pahlā muḥaqqiq, Ḍākṭar 

Khushḥāl Zaidī

児童文学最初の研究者、フ
シュハール・ザイディー

عبد الستار نئ دہلی اادارہ بزم خضر راہ 2009
ウルドゥー児童文学研究
書充実のため。

ウルドゥー児童文学者、
フシュハール・ザイ
ディー研究

3 A اردو ادب اطفال کے معمار
Urdū adab-i  at̤fāl ke 

miʻmār

ウルドゥー語児童文学の立
役者たち

خوشحال زیدی نئ دہلی
تقسیم: نہرو چلڈرن اکاڈمی    

ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس, کار
1993

ウルドゥー児童文学研究
書の充実、及びハリヤー
ナー州政府ウルドゥー語
児童文学賞受賞者の著書
であるため

ウルドゥー語児童文学の
研究書

4 A اردو میں بچوں کا ادب
Urdū men̲ baccon̲ kā 

adab

ウルドゥー語における児童
文学

خوشحال زیدی نئ دہلی ,کتب خانہ انجمن ترقی اردو 1989

ウルドゥー児童文学研究
書の充実、及びハリヤー
ナー州政府ウルドゥー語
児童文学賞受賞者の著書
であるため

ウルドゥー語児童文学の
研究書

5 A
 بچوں کا ادب اکیسویں ضدی کی

دہلیز پر

Baccon̲ kā adab ikkīsvīn̲ 

ṣadī kī dihlīz par

児童文学　21世紀の門口に
立って

خوشحال زیدی نئ دہلی ادارہ بزم خضر راہ 2007

ウルドゥー児童文学研究
書の充実、及びハリヤー
ナー州政府ウルドゥー語
児童文学賞受賞者の著書
であるため

21世紀のウルドゥー語児
童文学の研究書

6 A اردو میں بچوں کا ادب
Urdū men baccon̲ kā 

adab

ウルドゥー語における児童
文学

محمود الرحمن کراچی نیشنل پبلشنگ ہاؤس [1970]
ウルドゥー児童文学研究
書の充実のため

ウルドゥー語児童文学の
研究書

7 A بچوں کی لوک کہانیاں Baccon̲ kī lok kahāniyān̲ 子供の民話
 یار محمد مغموم

خٹک

سلمٰی, نگران  

شاہین
اسالم آباد لوک ورثہ 2008

 سلسلۂ

مطبوعات
622

インド・パキスタンの民
話の充実のため

パシュトー語の民話集の
ウルドゥー語訳

8 A لوریاں Loriyān̲ 子守唄
راجا, اردو ترجمہ  

رسالو
اسالم آباد لوک ورثے کا قومی ادارہ 1980

インド・パキスタンの民
話の充実のため

パンジャービー語子守唄
集のウルドゥー語訳

9 A سخی سرور کی لوریاں Sak̲h̲ī Sarvar kī loriyān̲
サヒー・サルワールの子守
唄

سخی سرور

 تالش اور

عبد, تحقیق  

الغفور درشن

اسالم آباد لوک ورثہ اشاعت گھر 1995
インド・パキスタンの民
話の充実のため

パンジャーブのスー
フィー聖者、サヒー・サ
ルワールの子守唄集

10 A لوریاں Loriyān̲ 子守唄
اردو, عوامی گیت  

ترجمے نال

ارشاد احمد, ترتیب  

پنجابی
الہور پنجابی ادبی لہر  1982

インド・パキスタンの民
話の充実のため

パンジャービー語子守唄
のウルドゥー語訳

11 A سرائيکى لورياں Sarāʾekī loriyān̲ サラーエキー語の子守唄 قدسيه قاسم ملتان ضوريز پبليکيشنز 2009
インド・パキスタンの民
話の充実のため

サラーエキー語子守唄の
ウルドゥー語訳

12 A منتخب الحکایات Muntak̲h̲ibulḥikāyāt お話集 نزير احمد الہور ملک دین محمد اینڈ سنز [19--?]
インド・パキスタンの民
話の充実のため

昔から語り継がれてきた
物語などを一冊の本にま
とめたお話集

13 A
 شیخ چلی اور پری اور مختلف

کہانیاں

Shaik̲h̲ Cillī aur parī aur 

muk̲h̲talif kahāniyān̲

シャイフ・チッリーと妖精
その他のお話

 بچوں کے لیۓ مزاحیہ

کہانیاں
عتیق صدیقی کراچی چلڈرن پبلیکیشنز 2007 9695421652

インド・パキスタンの民
話の充実のため

インド・パキスタンで長
年親しまれている滑稽譚

14 A شیخ چلی نے کی خریداری
Shaik̲h̲ Cillī ne kī kh̲arīdā

rī

シャイフ・チッリー、買い
物をする

کراچی چلڈرن پبلیکیشنز [2007?]
インド・パキスタンの民
話の充実のため

インド・パキスタンで長
年親しまれている滑稽譚

15 A شیخ چلی کی عید Shaik̲h̲ Cillī kī ʻīd
シャイフ・チッリーのイー
ド

کراچی چلڈرن پبلیکیشنز [2007?]

インド・パキスタンの民
話かつ、イードというイ
スラム教徒の祝祭が登場
するため

インド・パキスタンで長
年親しまれている滑稽譚

16 A شیخ چلی نے کھچڑي کھائ
Shaik̲h̲ Cillī ne khicṛī khā

ʼī

シャイフ・チッリー、キ
チュリーを食べる

عتیق صدیقی کراچی چلڈرن پبلیکیشنز [2007?]
9789695421475 

9695421474

インド・パキスタンの民
話の充実のため

インド・パキスタンで長
年親しまれている滑稽譚

17 A شیخ چلی نے روزہ رکھا
Shaik̲h̲ Cillī ne rozah 

rakhā

シャイフ・チッリー、断食
をする

عتیق صدیقی کراچی چلڈرن پبلیکیشنز [2007?]
9789695421291 

9695421296

インド・パキスタンの民
話の充実のため

インド・パキスタンで長
年親しまれている滑稽譚
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18 A اکبر اور بیربل Akbar aur Bīrbal アクバルとビールバル طاہرہ ارشد گل زریں بٹ الہور مقبول بکس 2010
9789699059391 

9699059397

インド・パキスタンの民
話の充実のため

インド・パキスタンで長
年親しまれているとんち
話

19 A بیربل کی کہانیاں Bīrbal kī kahāniyān̲ ビールバルの物語 عادل اسیر دہلوی دہلی ملک بک ڈیپو 2005
818794417X 

9788187944126

インド・パキスタンの民
話の充実のため、著者が
インド国立文学アカデ
ミーの児童文学賞受賞者

インド・パキスタンで長
年親しまれているとんち
話。小学生から中学生向
け

20 A جادوگر اور مختلف کہانیاں
Jādūgar aur muk̲h̲talif 

kahāniyān̲
魔法使いとその他のお話  مالا دو پیازہ کی

مزاحیہ کہانیاں
شہاب شیخ

کراچی چلڈرن پبلیکیشنز 2010
インド・パキスタンの民
話の充実のため

インド・パキスタンで長
年親しまれている滑稽譚

21 A مالا دو پیازہ Mullā Dopiyāzah ムッラー・ドーピヤーザ محمد یوسف الہور مقبول اکیڈمی [2010?]
インド・パキスタンの民
話の充実のため

インド・パキスタンで長
年親しまれている滑稽譚

22 A پاكستان كى لوک دستانيں Pākistān kī lok dāstānen̲ パキスタンの民話 شفیع عقیل اسالم آباد مقتدره قومى زبان، پاكستان 1997
 سلسلۂ مقتدره

قومى زبان
335

インド・パキスタンの民
話の充実のため

パキスタンの民話集

23 A سسای پنوں Sassī Punnun̲ サッシーとプンヌーン

 پنجاب کی ایک

 دلچسپ رومانی

 داستان آسان اردو

میں

الہور دار االشاعت پنجاب 1939
インド・パキスタンの民
話の充実のため

パンジャーブの有名な悲
恋物語を子供向けに易し
いウルドゥー語に訳した
もの

24 A سوہنی مہینوال Sohnī Mahīnvāl
ソ―ホニーとマヒーンワー
ル

 پنجاب کی ایک

 دلچسپ رومانی

 داستان آسان اردو

میں

الہور دار االشاعت پنجاب 1939
インド・パキスタンの民
話の充実のため

パンジャーブの有名な悲
恋物語を子供向けに易し
いウルドゥー語に訳した
もの

25 A بچوں کے روایتی گیت Baccon̲ ke rivāyatī gīt 子供の伝統歌曲
 پرویز مہجور

خویشگی
پشاور

پشاور, پشتو اکیڈیمی  

یونیورسٹی
2008

 سلسلۂ

مطبوعات
637

インド・パキスタンの民
話の充実のため

パシュトー語の子供の伝
統的歌曲のウルドゥー語
訳

26 A
 گود کے چهوٹے بچوں کو سنانے

کی کہانیاں

God ke chot̤e baccon̲ ko 

sunāne kī kahān̲

腕に抱いた子供に聞かせる
お話

 جو دہلی کے گهروں

 میں عورتیں بچوں کے

اور, سامنے کہتی ہیں  

 بچے شوق سے سنتے

ہیں

لیلےٰ خواجہ بانو دہلی حلقۂ مشایخ بک ڈپو 1933
インド・パキスタンの民
話の充実のため

デリーの家々に伝わるお
話集

27 A جاپانی بچوں کے گیت Jāpānī baccon̲ ke gīt 日本の子どもたちの歌 چھوٹے بچاوں کے گیت
 ترجمہ از

نورالحسن
دہلی ہند, انجمن ترقی اردو 1939

 سلسلہ

 مطبوعات

 انجمن ترقی

(ہند)اردو 

127
ウルドゥー語に訳された
日本の文学

日本の童謡のウルドゥー
語訳

28 A جاپانی بچوں کے گیت Jāpānī baccon̲ ke gīt 日本の子どもたちの歌 2حصہ 
 ترجمہ از

نورالحسن
دہلی ہند, انجمن ترقی اردو 1940

 سلسلہ

 مطبوعات

 انجمن ترقی

(ہند)اردو 

157
ウルドゥー語に訳された
日本の文学

日本の童謡のウルドゥー
語訳

29 A مایا Māyā マヤの一生 موکو ہاتوجو واتاسے جونکو الہور سنگ میر پبلی کیشنز 2007
ウルドゥー語に訳された
日本の文学

椋鳩十著『マヤの一生』
のウルドゥー語訳

30 A چچا چھکن Cacā Chakkan チャッカンおじさん سید امتیاز علی الہور سنگ میر پبلی کیشنز 2000
9693503120 ウルドゥー文学上重要な

作家の著作

ウルドゥーの著名な戯曲
作家による児童向けの滑
稽話
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31 A ساداکو کی دعا Sādāko kī du'ā サダコの祈り
Fauziya 

minallah
ANT-Hiroshima c2008

Hiroshima citizen's 
Award for Peace 
Education獲得。

広島の平和記念公園にあ
る「原爆の子の像」のモ
デルである佐々木禎子さ
んの物語。日本語、ダ
リー語、パシュトー語、
英語などにも訳されてい
る

32 A پہیلیاں Paheliyān̲ なぞなぞ عادل اسیر دہلوی دہلی ملک بک ڈیپو 2005
8187944285 

9788187944287

著者がインド国立文学ア
カデミー児童文学賞の受
賞者

なぞなぞ集

33 A سچ کا انعام Sac kā inʻām まことのご褒美 عادل اسیر دہلوی دہلی ملک بک ڈیپو 2010
8187944773 

9788187944775

 سلسلۂ

مطبوعات
78

著者がインド国立文学ア
カデミー児童文学賞の受
賞者

道徳的なお話

34 A بچوں کے دوہے Baccon̲ ke dohe 子供のドーハー詩 عادل اسیر دہلوی دہلی ملک بک ڈیپو 2011
8187944048 

9788187944041

 سلسلۂ

مطبوعات
5
著者がインド国立文学ア
カデミー児童文学賞の受
賞者

子供向けのドーハー詩(二
行詩)

35 A بچوں کی ربائیاں Baccon̲ kī rubāʻiyān̲ 子供のルバーイー詩 عادل اسیر دہلوی دہلی ملک بک ڈیپو 2009
8187944153 

9788187944157

 سلسلۂ

مطبوعات
16

著者がインド国立文学ア
カデミー児童文学賞の受
賞者。1990年、ウル
ドゥー協会賞受賞作品。

子供向けのルバーイー詩
(四行詩)

36 A قادر نامہ Qādir nāmah カーディル・ナーマ
 مرزا اسد اللہ خان

غالب

 مرتبہ عادل اسیر

دہلوی
دہلی ملک بک ڈیپو 2012

8187944668 

9788187944669

 سلسلۂ

مطبوعات
67

ウルドゥー文学上重要な
作家の著作

著名な詩人ガーリブの子
供向け詩集

37 A شرارت کا فرستہ Sharārat kā farishtah いたずらな天使
 بچوں کے لیے استیج

درامے
خوشحال زیدی دہلی اادارہ بزم خضر راہ 2012

ハリヤーナー州政府ウル
ドゥー語児童文学賞受賞
者の著書

子供向けの舞台演劇用戯
曲

38 A شرارتیں Sharārten̲ いたずら بچوں کی کہانیاں سالک جمیل برار دہلی ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس 2008
ハリヤーナー州政府ウル
ドゥー語児童文学賞受賞
者の著書

子供向けのユーモアあふ
れる短編お話集

39 A بے زبانوں کی دنیا Bezabānon̲ kī dunyā 声持たぬ者たちの世界 حیدر بیابانی نئ دہلی
 قومی کونسل برائے فروغ اردو

زبان
2004

 سلسلۂ

مطبوعات
710

ハリヤーナー州政府ウル
ドゥー語児童文学賞受賞
者の著書

子供向け詩集

40 A امیر خسرو کی پہیلیاں
Amīr K̲h̲usro kī paheliyā

n̲

アミール・フスローのなぞ
なぞ

امیر خسرو دہلوی
 عادل اسیر

دہلوی
دہلی ملک بک ڈیپو 2008

818794417X 

9788187944171

インド・パキスタンの民
話の充実のため

昔から親しまれてきたア
ミール・フスロー作のな
ぞなぞ集

41 A کہاوتوں کی کہانیاں Kahāvaton̲ kī kahāniyān̲ ことわざのお話 عادل اسیر دہلوی دہلی ملک بک ڈیپو 2005
ハリヤーナー州政府ウル
ドゥー語児童文学賞受賞
者の著書

小学生から中学生向け。
諺とそれにまつわるお話

42 A پھول Phūl 花

48اخبار پھول کی   

 سال کی جلدوں کا

انتخاب

مرتبه غالم عباس کراچی ترقی اردو بورڈ 1963

児童文学雑誌『花』はウ
ルドゥー語児童文学の中
でも最も重要な雑誌とさ
れている

児童文学雑誌『花』に掲
載された作品の選集

43 A رانی کیتکی کی کہانی Rānī Ketkī kī kahānī 王妃ケートキー物語 انشا اللاہ خاں انشا
 عادل اسیر

دہلوی
دہلی ملک بک ڈیپو 2012

8187944633 

9788187944638

 سلسلۂ

مطبوعات
64 文学史上重要な作品

ウダエバーン王子とケー
トキー王女が様々な苦難
を乗り越えて結ばれる恋
愛物語

44 A پریم چند کی کہانیاں
Prem Cand kī kahāniyā

n̲

プレーム・チャンドのお話
集

پریم چند نئ دہلی
 قومی کونسل برائے فروغ اردو

زبان
2010 8175873949

State or 

province 

government 

publication

文学史上重要な作品

ウルドゥー・ヒンディー
語文学の重鎮プレーム・
チャンドの児童向け作品
集

45 A انار کلی Anār kalī アナール・カリー امتیاز علی تاج نئ دہلی
 قومی کونسل برائے فروغ اردو

زبان
2011

9788175875531  

8175875534

 سلسلۂ

مطبوعات
1459 文学史上重要な作品

絶世の美貌を誇る宮廷の
踊り子アナール・カリー
とサリーム皇子（後の第
四代皇帝ジャハーンギー
ル）の悲恋物語。子供向
けの戯曲
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46 A چار درویشوں کا قصہ
Cār darveshon̲ kā 

qiṣṣah
四人の托鉢僧の物語 میر امن دہلوی

 نور الحسن

نقوی
نئ دہلی

 قومی کونسل برائے فروغ اردو

زبان
2006

817587158X 

9788175871588

 سلسلۂ

مطبوعات
734 文学史上重要な作品

四人の托鉢僧と一人の王
が語る恋と冒険と大旅行
を含む波瀾に満たち伝奇
小説を子供向けにしたも
の

47 A فسانۂ عجائب Fasānah-yi ʻajāʼib 不思議物語
 رجب علی بیگ

سرور

 نور الحسن

نقوی
نئ دہلی

 قومی کونسل برائے فروغ اردو

زبان
1997 文学史上重要な作品

主人公の恋愛と冒険を
テーマに書かれたウル
ドゥー語古典を子供向け
にアレンジしたもの

48 A میرے وطن, اے رطن Ae vat̤an, mere vat̤an ああ、祖国　我が祖国

 بچاوں کے لیے حب الو

طن

ی کے ڈرامے

میرزا ادیب الہور مقبول اکیڈمی 1971 児童文学の充実のため
子供向けに祖国愛をテー
マに書かれた一幕劇

49 A بچوں کا ادب Baccon kā adab 子供の文学
 پاکستانی شاعروں

کی بہترین نظمیں

 ,ترتیب و تدوین

شیما ماجد
اسالم آباد اکادمی ادبیات پاکستان 1999 児童文学の充実のため

パキスタンの詩人たちが
児童向けに書いた詩の選
集

50 A بچوں کا ادب  Baccon̲ kā adab 子供の文学
 پاکستانی ادیبوں کی

بہترین کہانیاں

 ,ترتیب و تدوین

شیما ماجد
اسالم آباد اکادمی ادبیات پاکستان 1999 児童文学の充実のため

パキスタンの作家たちが
児童向けに書いたお話の
選集

51 A جنبش سے ہے زندگى جہاں كى
Junbish se hai zindagī 

jahān̲ kī
天地の営みは動いている

 بچوں اور نوجوانوں

کا لقبال
محمد اقبال

 انتخاب، فتح

محمد ملک
اسالم آباد الحمرا پبلشنگ 2002 文学史上重要な作品

パキスタンの著名な政治
家・思想家・文学者であ
るイクバールの青少年向
けの詩集

52 A مقدار کا ستارہ Muqaddar kā sitārah 宿命の星
 کالم اقبال پر مبنی

بچوں کے لیۓ کہانیاں

محمد, انتخاب  

نوید مرزا
الہور اقبال اکادمى پاکستان 2006 9694163579 文学史上重要な作品

パキスタンの著名な政治
家・思想家・文学者であ
るイクバールの詩を複数
の作者が物語に翻案した
選集

53 A روشنى کى تالش Raushnī kī talāsh 光を探して

 عالمہ اقبال کی

 بچوں کے لیے نظموں

کا تجزیہ

محمد اقبال خرام على شفيق الہور اقبال اکادمى پاکستان 2010 9694164443 بروشر سیریز 58 文学史上重要な作品

パキスタンの著名な政治
家・思想家・文学者であ
るイクバールの青少年向
けの詩集

54 A
 ترانۂ ہندی اور اقبال کی دیگر

گیارہ نظمیں

Tarānah-yi Hindī aur 

Iqbāl kī dīgar giyārah 

naẓmen̲

インド祝歌とイクバールの
11篇の詩

بچوں کے لیۓ محمد اقبال
 ,حیدرآباد

انڈیا
انحمن اقبال سعیدآباد  1992

文学史上重要な作家の作
品

パキスタンの著名な政治
家・思想家・文学者であ
るイクバールの青少年向
けの詩集

55 A بچوں کا تحفہ Baccon̲ kā tuḥfah 子どもの贈り物

 بچوں کے لیے مفید اور

 دلکش نظموں کا با

تصویر مجموعہ

 محمد شفیع الدین

نیر
دہلی محمد شفیع الدین نیر 1935

文学史上重要な作家の作
品

子供向けのお話集

56 A اچاھی چڑیا Acchī cuṛiyā
善良な小鳥

 محمد شفیع الدین

نیر
نئ دہلی

 قومي كونسل برائي فروغ اردو

زبان
1998

文学史上重要な作家の作
品

児童向けの詩集

57 A چند تارا Cānd tārā お月さまとお星さま غالم عبااس کراچی گلڈ اشاعت گھر 1966
文学史上重要な作家の作
品

児童向けの詩集

58 A بطخ شہزادی Bat̤ak̲h̲ shahzādī アヒルの王女さま
 محماد شفیع الداین

نیار
دہلی نیار کتاب گھر [19--?]

 سات آٹھ برس 

 بچوں کے لیے

 مزیدار کہانیوں

کا سلسلہ نمبر

5نمبر 
文学史上重要な作家の作
品

７～８歳向けのお話集

59 A مزدور کا بیٹا mazdūr kā beṭā 労働者の息子
 محماد شفیع الداین

نیار
دہلی نیار کتاب گھر 1972

文学史上重要な作家の作
品

子供向けのお話集

60 A مکھن کا ڈباا Makkan kā ḍabbā バターの箱
 محماد شفیع الداین

نیار
نئ دہلی نیار کتاب گھر [19--?]

文学史上重要な作家の作
品

子供向けのお話集
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61 A ہیرا من طوطا Hīrā man t̤ot̤ā 黄金の羽根をもつオウム اشرف صبوحی کراچی نونہال ادب 不明
文学史上重要な作家の作
品

子供向けのお話集

62 A بدر شہزادی Badr shahzādī バダル王女 اشرف صبوحی نئ دہلی مکتبۂ پیام تعلیم 2012 811823191
文学史上重要な作家の作
品

子供向けのお話集

63 A بندر اور نائ Bandar aur nāʼī 猿と床屋 عبدالواحد سندھی نئ دہلی مکتبۂ پیام تعلیم 2011
文学史上重要な作家の作
品

子供向けのお話集

64 A هپو جپو Happū Jappū ハップ― ジャップ― عبدالواحد سندھی نئ دہلی مکتبۂ پیام تعلیم 2011
文学史上重要な作家の作
品

子供向けのお話集

65 A تاک دھنادھن تاک Tāk dinādin tāk
ターク・ディナーディン・
ターク

عبدالواحد سندھی نئ دہلی مکتبۂ پیام تعلیم 2011
文学史上重要な作家の作
品

子供向けのお話集

66 A قافلے کے سفر Qāfle ke safar キャラバンの旅
 ایک دلچسپ اور پر

اثر کہانی
غالم عباس کراچی نونہال ادب 1993

文学史上重要な作家の作
品

子供のためのお話集

67 A چار یار Cār yār 四人の友
 الیاس احمد خان

مجیبی
نئ دہلی مکتبۂ پیام تعلیم 1983

文学史上重要な作家の作
品

子供のためのお話

68 A گمشدہ شہر کی تالش
Gumshudah shahar kī 

talāsh
失われた街を探して محمد سعید اختر نئ دہلی مکتبۂ پیام تعلیم 2012

文学史上重要な作家の作
品

子供のためのお話

69 A جیبی جاگتی کہانیاں Jītī jāgtī kahāniyān̲ いきいきしたお話 بچوں کے لیے
 ;īعصمت چغتائ

et al
الہور کتاب نما 1963

文学史上重要な作家の作
品

子供のためのお話集

70 A روشنی Raushnī 光 بچوں کی کہانیاں شکیل انور صدایقی نئ دہلی نیشنل پبلشنگ ہاؤس 2011
文学史上重要な作家の作
品

子供のためのお話集

71 A بھابی Bhābī 義姉さん عصمت چغتائ
New 

Delhi
Star Publications 1991

文学史上重要な作家の作
品

子供のためのお話集

72 A ننھی شہزادی Nannhī shahz̲ādī 幼い王女さま
 بچوں کے لیے دلچسپ

کہانی
مسلم ضیائ

 ,حیدرآباد

انڈیا
ادارۂ اشاعت اردو [19--?]

文学史上重要な作家の作
品

子供のためのお話集

73 A خرگوش کا سپنا K̲h̲argosh kā sapnā ウサギのゆめ کرشن چندر الہور الفیصل 2005
文学史上重要な作家の作
品

子供のための小説

74 A گنڈک کے بھوت Ganḍak ke bhūt ガンダク河のお化け کرشن چندر نئ دہلی مکتبۂ پیام تعلیم 2012
文学史上重要な作家の作
品

子供のための小説

75 A لکڑی کا تیر انداز Lakṛī kā tīr andāz 木の弓の名手 سراج انور نئ دہلی اردو اکیدمی 1998

 سلسلۂ

 مطبوعات اردو

اکیدمی دہلی

106
文学史上重要な作家の作
品

子供のための小説

76 A غائب مشین g̲h̲ā'ib mashīn 消えたマシーン سراج انور نئ دہلی اردو اکیدمی 2012

 سلسلۂ

 مطبوعات اردو

اکیدمی دہلی

57
文学史上重要な作家の作
品

子供のための小説

77 A عالی پر کیا گزری Ālī par kyā guzrī
アーリーになにがあったの
か

 ایک ناول بچوں کے

لیے
عزیز اثری الہور فیروز سنز 1998

文学史上重要な作家の作
品

子供のための小説

78 A بند دروازے Band darvāze 閉まった扉 ںبچوں کی کہانیا واجدہ تبسم بمبئ اورسیز بک سینٹر 1979

 سلسلۂ)

 مطبوعات

اورسیز بک س)

7نمبر 
文学史上重要な作家の作
品

子供のためのお話

79 A
 اردو ميں بچوں كى ادب كى

اينتهولوجى

Urdū men̲ baccon̲ ke 

adab kī aintholojī
ウルドゥー児童文学作品集

 مناظر عاشق

هرگانوى
نئ دہلی ساهتيه اكادمى 2002 児童文学充実のため 児童文学選集

80 A چچا چونچ Cacā conc チャチャー・チョーンチ میرزا ادیب کراچی نیشنل بک فاؤنڈیشن 1975
文学史上重要な作家の作
品

子供のためのお話

81 A ایک کان واال ہرن Ek kān vālā hiran 片耳の大シカ موکو ہاتوجو الہور سنگ میر پبلی کیشنز 不明
9693507797 

9789693507799
日本語からの翻訳

椋鳩十『片耳の大シカ』
のウルドゥー語訳

82 A سنہرا دریا Sunahrā daryā 金色の川 موکو ہاتوجو الہور سنگ میر پبلی کیشنز 2006 日本語からの翻訳
椋鳩十『金色の川』のウ
ルドゥー語訳
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83 A آزادی کی خوشی Āzādī kī k̲h̲ushī 独立の喜び کشور ناہید الہور سنگ میر پبلی کیشنز 1996 児童文学充実のため 子供のためのお話

84 A ہم سب ہیں پاکستانی Ham sab hain̲ Pākistānī 我らはみなパキスタン人 حفیظ سرور الہور سنگ میر پبلی کیشنز 2002 児童文学充実のため 子供のためのお話

85 A سراغ زندگی Surāg̲h̲-i zindagī 人生の軌跡

 عالمہ اقبال کے

 اشعار پر مبنی بچوں

کے لیے کہانیاں

 ; محمد نوید مرزا

محمد اقبال
الہور اقبال اکادمى پاکستان 2006

9694163587 

9789694163581

文学史上重要な作家の作
品

イクバールの詩を基に書
かれたお話集

86 A
 درویش کا تحفہ اور دوسری

کہانیاں

Darvesh kā tuḥfah aur 

dūsrī kahāniyān̲

托鉢僧の贈り物とその他の
お話

افشان بیگم نئ دہلی مکتبۂ پیام تعلیم 2012 児童文学の充実のため
倫理や道徳をテーマにし
たお話集

87 A قلفی والی سائکل Qulfī vālī sāʼīkal
アイスクリーム屋さんの自
転車

آصف فرخی نئ دہلی مکتبۂ پیام تعلیم 2012
児童文学の充実のため。
著者は児童文学振興にも
貢献している

アイスクリーム屋さんを
めぐるお話

88 A بچوں کے لیے منتخب کہانیاں
Baccon̲ ke liʼe 

muntak̲h̲ab kahāniyān̲
子供のためのお話選集 عفت گل اعزاز اسالم آباد نیشنل بک فاؤنڈیشن c2008

9789693702491 

9693702492

児童文学の充実のため。
出版社も重要

児童向けのお話選集

89 A اڑن کھٹوال Uṛan khaṭolā 空飛ぶ寝台 رتن سنگھ نئ دہلی نیشنل بک ٹرسٹ 2007
9788123749501 

8123749503

nehru bal 

pustakalaya
児童文学の充実のため

子供たちが寝台に乗って
空の旅をするお話

90 A عید گاہ ʻId gāh イード・ガーハ پریم چند نئ دہلی نیشنل بک ٹرسٹ 1984
nehru bal 

pustakalaya
62

文学史上重要な作家の作
品

子供向けのお話

91 A ظالم بھیڑیا Ẓālim bheṛiyā ざんこくなオオカミ

 نذیر احمد کی کتاب

 منتخب الحکایات

 ,سے انتخاب ترتیب

رضا علی عابدی

الہور سنگ میر پبلی کیشنز 1999 児童文学の充実のため 子供のための教訓話

92 A کلایات صوفی تبسام Kulliyāt-i Ṣūfī Tabassum
スーフィー・タバッスム全
集

بچوں کی شاعری
 ,ترتیب و تدوین

گلزار احمد
یاور جواد ماجد الہور صوفی تباسم اکیدیمی 1989

ウルドゥー児童文学の重
要な詩人の全集であるた
め

子供向け詩集

93 A بہادری کا تمغہ Bahādurī kā tamg̲h̲ah 勇敢さの勲章
 بچوں کی مزاحیہ

کہانیاں
سالک جمیل برار دہلی ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس 2008

ハリーヤーナー州政府児
童文学賞受賞作家の作品

子供のための滑稽譚

94 A نہ ہوئ قرولی Nah hūʼī qaraulī 短剣はないものの جمیل جالبی, مرتب دہلی ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس 2006
8182231922 

9788182231924

ウルドゥー文学史的に重
要であるため

ウルドゥー古典小説
『アーザード物語』の一
部

95 A کچھوا اور خرگوش Kachvā aur k̲h̲argosh 亀とウサギ بچوں کے لیۓ نظمیں اسماعیل میرٹھی دہلی ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس 2006
ウルドゥー児童文学史の
先駆者の作品

子供向けの詩

96 A عجیب چڑیا ʻAjīb ciṛiyā 不思議な鳥 اسماعیل میرٹھی الہور سنگ میر پبلی کیشنز 1996
969350688X 

9789693506884

ウルドゥー児童文学史の
先駆者の作品

小学生から中学生向けの
詩

97 A اب سب ہیں ٹوٹ بٹوٹ میاں
ab sab hain̲ ṭūṭ batūṭ 

miyān̲

もうみんなトート・バトー
ト・ミヤーンだ

صوفی تبسام الہور الفیصل ناشران و تاجران کتب 1998
児童文学作家の中で最も
有名な作家の一人

子供向けのお話集

98 A کہانی بادل کی زبانی Kahānī bādal kī zabānī 雲の随想録 تاجیما شن جی کراچی فیروز سنز 2000 日本語から訳された物語

国際識字文化センター所
長でありパキスタンでも
活動する田島信二氏の
『雲の随想録』の翻訳

99 A پھول اور کلیاں Phūl aur kalyān̲ 花とつぼみ رابندر ناتھ ٹیگور الہور دار االشاعت 2005
重要な作者の作品である
ため

詩聖タゴールの書いた作
品を翻訳したもの

100 A سچی خوشی اور دیگر کہانیاں
Saccī k̲h̲ushī aur digar 

kahāniyān̲
本当の幸せとその他のお話 سیدعبید اشرف کراچی الحسن اکیڈمی 2004

9789698467302 

9698467300

Worldcat 注記に受賞作
品と記載あり

子供向けのお話
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101 A بچے اور ادب Bacce aur adab 子供と文学

 پاکستان کے مکاتیب

 فکر کا بچوں کے ادب

 پر مضامین کا

مجموعہ

شیما مجید, مرتبہ الہور Glob Pablisharz 1985
ウルドゥー児童文学研究
書の充実のため

児童文学について書かれ
た小論集(パキスタン)

102 A شيخ چلى Shaik̲h̲ Cillī シャイフ・チッリー حفیظ  الرحمان اسالم آباد دوست پبلیکیشنز [2009?]
9694961726 

9789694961729

インド・パキスタンの民
話の充実のため

インド・パキスタンで長
年親しまれている滑稽譚

103 A
 اردو میں منظوم عوامی ادب اور

لوریاں

Urdū men̲ manẓūm ʻavā

mī adab aur loriyān̲

ウルドゥー語における民俗
韻文文学と子守唄

 معزہ ابراہیم 

قاضی
نئ دہلی

 غزالی ٹائپ سیٹرس اینڈ

پرنٹرس
2007 研究書の充実のため

ウルドゥー語の民俗韻文
詩、子守唄の研究書

104 B گل متی Gul muttī グル・ムッティー
 شمالی عالقہجات

کی لوک کہانیاں

 روبینہ امتیاز

قزلباش
اسالم آباد اکادمی ادبیات پاکستان 1990

インド・パキスタンの民
話の充実のため

パキスタン北西部の民
話。主に雑誌に掲載され
た作品

105 B اور کہانیاں, لوک گیت, ادب
Adab, lok gīt, aur kahā

niyān̲
文学、民謡、そしてお話 شفیق احمد عزیز اسالم آباد نیشنل بک فاؤنڈیشن 1983

インド・パキスタンの民
話の充実のため

パキスタンの民話、民謡
のコレクション

106 B جاپان کی عوامی کہانیاں Jāpānī lok kahāniyān̲ 日本の民話 شفیع عقیل الہور فکشن ہاؤس 1995
ウルドゥー語に訳された
日本の民話

日本の民話集の翻訳

107 B جاپان کی لوک کہانیاں Jāpānī lok kahāniyān̲ 日本の民話 شفیع عقیل کراچی پاکستان, انجمن ترقی اردو 1980

 سلسلہ

 مطبوعات

 انجمن ترقی

(پاکستان)اردو 

 شمارہ

412

ウルドゥー語に訳された
日本の民話

日本の民話集の翻訳

108 B جاپانی کہانیاں Jāpānī kahāniyān̲ 日本の物語
اکبر; نشاط نقوى   

شکور
کراچی بک گروپ 1996

9698129618 

9789698129613

ウルドゥー語に訳された
日本の文学

日本の物語の翻訳

109 B جاپان کی مقبول کہانیاں
Jāpān kī maqbūl kahā

niyān̲
日本の有名な物語 شفیع عقیل الہور دار االشاعت 2008

ウルドゥー語に訳された
日本の文学

日本のお話の翻訳

110 B توت تو چان Tot to cān トットちゃん
 كهڑکى پر كهڑى

چهوٹى سى لڑکى

 کورویاناگی

تیتسوکو

طاہرہ, ترجمہ  

حسن
نئ دہلی نیشنل بک ٹرسٹ 2008

Young India 

library

ウルドゥー語に訳された
日本の文学

黒柳徹子著『窓際のトッ
トちゃん』のウルドゥー
語訳

111 B مراة العروس Mirātul ʿarūs 花嫁の鏡 نزیر احمد دہلوی کراچی تاج کمپنی لمیٹڈ 1978
初のウルドゥー語近代小
説にして児童向け小説。
文学史の観点からも重要

理想の女性像を提出した
女子啓蒙長編小説

112 B بنات الناعش Banātunnaʿsh 大熊座 نزیر احمد دہلوی الہور ٹیکنیکل پبلشرز 1987
『花嫁の鏡』の続編であ
り、文学史上も重要

女子啓蒙長編小説『花嫁
の鏡』の続編。女子教育
がテーマ

113 B چند پند Cand pand 幾つかの忠言の書 نزیر احمد دہلوی دہلی کتب خانۂ علم و ادب 1937
『花嫁の鏡』の作者によ
る男児向け教訓集

読み書きを学んだ後に学
ぶべき教訓集

114 B
 امراؤ جان ادا کا تجزیاتی

مطالعہ

Umrāʼo Jān Adā kā 

tajziyātī mut̤ālaʻah

ウムラーオ・ジャーン・ア
ダー研究

سلیم اختر الہور سنگ میر پبلی کیشنز 2002
9693513509 

9789693513509
児童文学の充実のため

ウルドゥー小説の傑作
『ウムラーオ・ジャー
ン・アダー』研究。高校
生向け

115 B اقبال اور بچوں کا ادب
 Iqbāl aur baccon̲ kā 

adab
イクバールと児童文学 زیب النساء بیگم نئ دہلی ترقی اردو بیورو 1992

 سلسلۂ

 مطبوعات ترقی

اردو بیورو

ウルドゥー児童文学研究
書の充実のため。また、
研究の対象が近代ウル
ドゥー文学の重鎮である
ため

近代ウルドゥー文学を代
表する詩人であり政治
家、思想家ムハンマド・
イクバールの児童向け作
品に関する研究書

116 B
 مغربی بنگال اور بچوں کا اردو

ادب

Mag̲h̲ribī Bangāl aur 

baccon̲ kā Urdū adab

西ベンガルとウルドゥー児
童文学

 عاصم  شاہنواز

سبلی
کلکتہ مغربی بنگال اردو اکاڈمی 1994

ウルドゥー児童文学研究
書の充実のため

西ベンガルにおけるウル
ドゥー語児童文学につい
ての研究書

117 B
 اردو ادب اطفال میں خواتین کا

حصاہ

Urdū adab-i at̤fāl men̲ 

k̲h̲avātīn kā ḥiṣṣah

ウルドゥー児童文学におけ
る女性の役割

خوشحال زیدی نئ دہلی
تقسیم: اادارہ بزم خضر راہ    

نرالی دنیا پبلیکیشنز, کار
2003 　

ウルドゥー児童文学研究
書の充実、及びハリヤー
ナー州政府ウルドゥー語
児童文学賞受賞者の著書
であるため

女性のウルドゥー語児童
文学作家についての研究
書
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118 B بلوچی لوک کہانیاں Balocī lok kahāniyān̲ バローチ語民話 جمیل زبیری اسالم آباد لوک ورثہ اشاعت گھر 1985
 سلسلہ لوک

کہانیاں

FST-

856-01

インド・パキスタンの民
話の充実のため

バローチー語の民話集の
ウルドゥー語訳

119 B سندھی لوک کہانیاں Sindhī lok kahāniyān̲ シンディー語民話
محمد, ترجمہ  

اقبال جتوئ
اسالم آباد لوک ورثے کا قومی ادارہ 1978

 سلسلہ لوک

کہانیاں

FT-783-

0ii

インド・パキスタンの民
話の充実のため

スィンディー語の民話集
のウルドゥー語訳

120 B براہوی لوک کہانیاں
Brāhūʾī lok kahāni

yān̲
ブラーフーイー語民話

 ,تالش اور ترجمہ

عبد  الرحمٰن براہوی
اسالم آباد لوک ورثے کا قومی ادارہ 1978

 سلسلہ لوک

کہانیاں

FT-

7811-oiv

インド・パキスタンの民
話の充実のため

ブラーフイー語の民話集
のウルドゥー語訳

121 B کشمیری لوک کہانیاں Kashmīrī lok kahāniyān̲ カシュミーリー語民話

 ,تحقیق اور ترجمہ

 رسول طاؤس

بانہالی

اسالم آباد لوک ورثے کا قومی ادارہ 1978
 سلسلہ لوک

کہانیاں

FT-783-

0i

インド・パキスタンの民
話の充実のため

カシュミーリー語の民話
集のウルドゥー語訳

122 B سرحد کی رومانی کہانیاں
Sarḥad kī rūmānī kahā

niyān̲
辺境のロマンス民話

 ,تالش اور ترجمہ

خاطر غزنوی
اسالم آباد لوک ورثے کا قومی ادارہ 1978

 سلسلہ لوک

کہانیاں

FT-783-

0iii

インド・パキスタンの民
話の充実のため

パシュトー語の民話集の
ウルドゥー語訳

123 B ہنزه كى لوک كہانياں Hunzah kī lok kahāniyān̲ フンザの民話

 سرزمين ہنزه كى

 عجيب و غريب مگر

حقيقى كہانياں

عبدهللا جان ہنزائ الہور سنگ میر پبلی کیشنز 1998
インド・パキスタンの民
話の充実のため

パキスタン、フンザ地方
の民話集

124 B چترال کی لوک کہانیاں Citrāl kī lok kahāniyan̲ チトラールの民話 غالم عمر اسالم آباد لوک ورثے کا قومی ادارہ 1984
インド・パキスタンの民
話の充実のため

パキスタン、チトラール
地方の民話集

125 B سوات کی لوک کہانیاں Svāt kī lok kahāniyān̲ スワートの民話 عنایت الرحمن [پشاور]
پشاور, پشتو اکیڈیمی  

یونیورسٹی
1993

インド・パキスタンの民
話の充実のため

パキスタン、スワート地
方の民話集

126 B چولستانی لوک کہانیاں Colistānī lok kahāniyān̲ チョーリスターンの民話 احمد غزالی الہور نگارشات 1995
インド・パキスタンの民
話の充実のため

パキスタン、チョーリス
ターンの民話集

127 B جھنگ کی لوک کہانیاں Jhang kī lok kahāniyān̲ ジャングの民話 بالل زبیری جھنگ جھنگ اکیڈمی 1975
インド・パキスタンの民
話の充実のため

パキスタン、ジャング地
方の民話集

128 B سرائکی لوک کہانیاں Sirāʾekī lok kahāniyān̲ サラーエキー語の民話 بمع اردو ترجمہ
 بشیر احمد ضامی 

بہاول پوری
بہاول پور اردو اکیدمی 1984

インド・パキスタンの民
話の充実のため

パキスタン、バハーワル
プール地方サラーエキー
語民話のウルドゥー語訳

129 B لوک کہانیاں بھارت سے
Lok kahāniyān̲ bhārat 

se
民話　インドより

 زبانی کہی ہوئ

 کہانیوں کا انتخاب

بائس زبانوں سے

نئ دہلی نیشنل بک ٹرسٹ 2005
8123742665 

9788123742663

インド・パキスタンの民
話の充実のため

インドの22言語の民話を
集めた翻訳本

130 B ہزاره کى لوک کہانياں
Hazārah kī lok kahāniyā

n̲
ハザーラの民話 بشير احمد سوز راولپنڈی حرف اکادمى 2006

インド・パキスタンの民
話の充実のため

ハザーラ民族の民話集

131 B قصص ہند
Qiṣaṣ-i H

ind
インドの物語 محماد حسین آزاد الہور مجلس ترقی ادب 1961

 اردو کا

کالسیکی ادب
6
インド・パキスタンの民
話の充実のため

インドの民話集

132 B 1بھارت کی لوک کتھائیں  Bhārat kī lok kathāʼen̲ 1 インドの民話１
 محمد قاسم

صدیقی
نئ دہلی

 قومی کونسل برائے فروغ اردو

زبان
2006

 سلسلۂ

مطبوعات
823

インド・パキスタンの民
話の充実のため

インドの民話集

133 B 2بھارت کی لوک کتھائیں  Bhārat kī lok kathāʼen̲ 2 インドの民話２
 محمد قاسم

صدیقی
نئ دہلی

 قومی کونسل برائے فروغ اردو

زبان
2006

 سلسلۂ

مطبوعات
824

インド・パキスタンの民
話の充実のため

インドの民話集

134 B 3بھارت کی لوک کتھائیں  Bhārat kī lok kathāʼen̲ 3 インドの民話３
 محمد قاسم

صدیقی
نئ دہلی

 قومی کونسل برائے فروغ اردو

زبان
2006

 سلسلۂ

مطبوعات
825

インド・パキスタンの民
話の充実のため

インドの民話集
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135 B بچوں کے اسماعیل میرٹھی
Baccon̲ ke Ismāʻīl 

Meraṭhī

子供のためのイスマーイー
ル・メーラティー

حکیم نعیم, مرتبہ  

الدین زبیری
کراچی ہمدرد فاؤنڈیشن پریس 1991

著者はウルドゥー児童文
学の基礎を築いた詩人で
あるため

児童向け詩集

136 B بچوں کے افسر Baccon̲ ke Afsar 子供のためのアフサル حامداللہ افسر دہلی مکتبۂ جعمیہ [1955]
著者はウルドゥー児童文
学の基礎を築いた詩人で
あるため

児童向け詩集

137 B بچوں کا اقبال Baccon̲ kā Iqbāl 子供のためのイクバール محمد اقبال لکھنؤ نسیم بک ڈیپو 1978
著者はパキスタンの著名
な政治家・思想家・文学
者であり、重要度が高い

児童向け詩集

138 B بچوں كے ڈپٹى نزير احمد
Baccon̲ ke Ḍipṭī Nazīr 

Aḥmad

子供のためのディプ
ティー・ナズィール・アフ
マド

اسلم فرخى نئ دہلی
تقسیم کار: مکتبۂ پیام تعلیم  , 

مکتبۂ جعمیہ
2011

ノンフィクション分野の
充実のため

文学史上重要な作家の伝
記

139 B بچوں كے سردار جعفرى Baccon̲ ke Sardār Jaʻfrī
子供のためのサルダール・
ジャーフリー

رفيعه شبنم عابدى نئ دہلی
تقسیم کار: مکتبۂ پیام تعلیم  , 

مکتبۂ جعمیہ
2011

ノンフィクション分野の
充実のため

文学史上重要な作家の伝
記

140 B بچوں کے نظیر اکبرآبادی
Baccon̲ ke Naẓīr Akbrā

bādī

子供のためのナズィール・
アクバラーバーディー

شفيقه فرحت نئ دہلی
تقسیم کار: مکتبۂ پیام تعلیم  , 

مکتبۂ جعمیہ
2011

ノンフィクション分野の
充実のため

文学史上重要な作家の伝
記

141 B بچوں كے فیض احمد فیض
Baccon̲ ke Faiz̤ Aḥmad 

Faiz̤

子供のファイズ・アフマ
ド・ファイズ

طهٰ نسيم نئ دہلی
تقسیم کار: مکتبۂ پیام تعلیم  , 

مکتبۂ جعمیہ
2011

ノンフィクション分野の
充実のため

文学史上重要な作家の伝
記

142 B بچوں كے ربندر ناته ٹیگور
Baccon̲ ke Rabindar Nā

th Ṭaigor

子供のためのラービンド
ラ・ナート・タゴール

ناظمه نئ دہلی
تقسیم کار: مکتبۂ پیام تعلیم  , 

مکتبۂ جعمیہ
2011

ノンフィクション分野の
充実のため

文学史上重要な作家の伝
記

143 B بچوں كے مرزا غالب Baccon̲ ke Mirzā G̲h̲ālib
子供のためのミルザー・
ガーリブ

اسلم فرخى نئ دہلی
تقسیم کار: مکتبۂ پیام تعلیم  , 

مکتبۂ جعمیہ
2011

ノンフィクション分野の
充実のため

文学史上重要な作家の伝
記

144 B بچوں کے حالی Baccon̲ ke Ḥālī 子供のためのハーリー
 خواجہ الطاف

حسین حالی
نئ دہلی

 قومی کونسل برائے فروغ اردو

زبان
2003

 سلسلۂ

مطبوعات
81

文学史上重要な詩人であ
るため

児童向け詩集

145 B ہمارے ٹگور Hamāre Ṭagor 私たちのタゴール صفدر حسین نئ دہلی
 قومی کونسل برائے فروغ اردو

زبان
2006

8175871636 

9788175871632

 سلسلۂ

مطبوعات
571

ノンフィクション分野の
充実のため

文学史上重要な作家の伝
記

146 B پریم چند Prem Cand プレーム・チャンド ئیسقمر ر نئ دہلی
 قومی کونسل برائے فروغ اردو

زبان
2002

 سلسلۂ

مطبوعات
461

ノンフィクション分野の
充実のため

文学史上重要な作家の伝
記

147 B استاد عمر فاروقی Ustād ʻUmar Fārūqī ウマル・ファールーキー
 بچوں کے ان پڑھ

شاعر
مظہر یوسفزی کراچی چلڈرن پبلیکیشنز 2007

9789690780331 

9690780336

文学史上重要な詩人であ
るため

児童向け詩集

148 B پریم چند Prem cand プレーム・チャンド امرت راۓ نئ دہلی نیشنل بک ٹرسٹ 2000 8123730233
Nehru bal 

pustakalaya

ノンフィクション分野の
充実のため

文学史上重要な作家の伝
記

149 B دادا نہرو Dādā Nahrū ダーダー・ネルー منور لکھنوی نئ دہلی مکتبۂ پیام تعلیم 2005
ノンフィクション分野の
充実のため

インド初代首相ネルーの
伝記

150 B موالنا شبلى نعمانى Maulānā Shiblī Nuʻmānī
マウラーナー・シブリー・
ノーマーニー

اسلم فرخى نئ دہلی
تقسیم کار: مکتبۂ پیام تعلیم  , 

مکتبۂ جعمیہ
2011

ノンフィクション分野の
充実のため

文学史上重要な作家の伝
記

151 B بچوں کے بابا کبیر Baccon̲ ke Bābā Kabīr 子供のバーバー・カビール شکیل الرحمن نئ دہلی نرالی دنیا پبلیکیشنز 2004
ノンフィクション分野の
充実のため

インドの宗教改革者、詩
人カビールの伝記
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152 B اورنگزیب عالمگیر Aurangzeb ʻĀlamgīr
アウラングゼーブ・アーラ
ンギール

الہور مقبول اکیڈمی 2007
Maqbool 

classics

ノンフィクション分野の
充実のため

ムガル帝国第６代皇帝ア
ウラングゼーブの伝記

153 B نور جہاں Nūrjahān̲ ヌール・ジャハーン الہور مقبول اکیڈمی 2007
Maqbool 

classics

ノンフィクション分野の
充実のため

ムガル帝国第４代皇帝
ジャハーンギールの妃
ヌール・ジャハーンの伝
記

154 B شہاب الداین شاہجہان
Shahābuddīn Shāhjahā

n

シャハーブッディーン・
シャージャハーン

الہور مقبول اکیڈمی 2007
Maqbool 

classics

ノンフィクション分野の
充実のため

ムガル帝国第５代皇帝
シャージャハーンの伝記

155 B عالء الدین خلجی
ʻAlāʼuddīn K̲h̲aljī アラーウッディーン・ハル

ジー
ارشد مقبول اختر حسین شیخ الہور مقبول اکیڈمی 2007

Maqbool 

classics

ノンフィクション分野の
充実のため

デリー・スルターン朝の1
つハルジー朝の王アラー
ウッディーンの伝記

156 B سراج الدولہ
Sirājuddaulah

スィラージュッダウラー ارشد مقبول اختر حسین شیخ الہور مقبول اکیڈمی 2007
Maqbool 

classics

ノンフィクション分野の
充実のため

ベンガル大守スィラー
ジュッダウラーの伝記

157 B شیر شاہ سوری Sher Shāh Sūrī
シェール・シャー・スー
リー

ارشد مقبول اختر حسین شیخ الہور مقبول اکیڈمی 2007
9789694426860 

9694426863

Maqbool 

classics

ノンフィクション分野の
充実のため

スール朝の建国者シェー
ル・シャーの伝記

158 B رضیہ سلطانہ Raz̤iyah Sult̤āna ラズィヤ・スルターナ ارشد مقبول الہور مقبول اکیڈمی 2007
Maqbool 

classics

ノンフィクション分野の
充実のため

デリー・スルターン朝の
女王ラズィヤ・スルター
ナの伝記

159 B ظہیر الدین بابر Ẓahīruddīn Bābur
ザヒールッディーン・バー
ブル

ارشد مقبول الہور مقبول اکیڈمی 2007
Maqbool 

classics

ノンフィクション分野の
充実のため

ムガル帝国初代皇帝バー
ブルの伝記

160 B بہادر شاہ ظفر Bahādur Shāh Ẓafar
バハードゥル・シャー・ザ
ファル

الہور مقبول اکیڈمی 2007
Maqbool 

classics

ノンフィクション分野の
充実のため

ムガル帝国最後の皇帝バ
ハードゥル・シャー・ザ
ファルの伝記

161 B نور الدین جہانگیر Nūruddīn Jahān̲gīr
ヌールッディーン・ジャ
ハーンギール

الہور مقبول اکیڈمی 2007
Maqbool 

classics

ノンフィクション分野の
充実のため

ムガル帝国第４代皇帝
ジャハーンギールの伝記

162 B جالل الدیں اکبر Jalāluddīn Akbar
ジャラールッディーン・ア
クバル

الہور مقبول اکیڈمی 2007
Maqbool 

classics

ノンフィクション分野の
充実のため

ムガル帝国第３代皇帝ア
クバルの伝記

163 B نصير الدين همايون Naṣīruddīn Hamāyūn
ナスィールッディーン・フ
マーユーン

الہور مقبول اکیڈمی 2009
Maqbool 

classics

ノンフィクション分野の
充実のため

ムガル帝国第2代皇帝フ
マーユーンの伝記

164 B ٹیپو سلطان Ṭīpū Sult̤ān ティープー・スルターン صفدر شاہین کراچی چلڈرن پبلیکیشنز 2007
9698669353 

9789698669355

 اسالم کے نامور

سپہ ساالر

ノンフィクション分野の
充実のため

マイソールの大守ティー
プー・スルターンの伝記

165 B راجندر پرساد Rājindra Prasād
ラージェンドラ・プラサー
ド

 عبد اللطیف 

اعظمی
نئ دہلی ترقی اردو بیورو [1985?]

ノンフィクション分野の
充実のため

インド独立闘争の戦士で
あり、インド大統領と
なったラージェンドラ・
プラサードの伝記

166 B موالنا حسرت موہانی Maulānā Ḥasrat Mohānī
マウラーナー・ハスラッ
ト・モーハーニー

محمود الرحمن اسالم آباد دوست پبلیکیشنز [2010?]
 ,ہمارے قائد

ہمارے رہبر

ノンフィクション分野の
充実のため

文学史上重要な作家の伝
記

167 B موالنا آزاد کی کہانی Maulānā Āzād kī kahānī
マウラーナー・アーザード
の物語

ظفر احمد نظامی نئ دہلی مکتبۂ پیام تعلیم 1995
ノンフィクション分野の
充実のため

インド独立闘争の指導
者、政治家アブルカラー
ム・アーザードの伝記

168 B
 حضرت شیخ فرید الدین گنج

شکر

Ḥaz̤rat Shaik̲h̲ Farīduddī

n Ganj-i Shakar

ハズラット・シャイフ・
ファリードゥッディーン・
ガンジ・エ・シャカル

مشیر الحق نئ دہلی مکتبۂ پیام تعلیم 不明
ノンフィクション分野の
充実のため

スーフィー聖者の伝記。
パンジャービー語詩人と
しても知られている

169 B اندرا گاندھی کی کہانی Indirā Gāndhī kī kahānī
インディラー・ガーン
ディーの物語

شمیم حنفی نئ دہلی مکتبۂ پیام تعلیم 1984
ノンフィクション分野の
充実のため

インドの政治家インディ
ラー・ガーンディーの伝
記

170 B لیاقت علی خان Liyāqat ʻAlī K̲h̲ān
リヤーカット・アリー・
ハーン

محمود ارحمن اسالم آباد دوست پبلیکیشنز [2010?]
 ,ہمارے قائد

ہمارے رہبر

ノンフィクション分野の
充実のため

パキスタン初代首相リ
ヤーカット・アリー・
ハーンの伝記
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171 B نواز شریف Navāz Sharīf ナワーズ・シャリーフ
 ایک حکمران ایک

سیاستدان

 محمد فاروق

قریسی
الہور قومی پبلیشرز 1994

ノンフィクション分野の
充実のため

パキスタンの元首相ナ
ワーズ・シャリーフの伝
記

172 B باپو اور بچے Bāpū aur bacce バープーと子供 پی ڈی ٹنذن نئ دہلی
 قومی کونسل برائے فروغ اردو

زبان
2011

9788175873247 

8175873248

 سلسلۂ

مطبوعات
911

ノンフィクション分野の
充実のため

マハートマー・ガーン
ディーの人生に纏わる逸
話

173 B نہرو کے ان دیکھے روپ Nahrū ke an dekhe rūp ネルーの知られざる姿 پی ڈی ٹنذن نئ دہلی
 قومی کونسل برائے فروغ اردو

زبان
c1999

ノンフィクション分野の
充実のため

インド初代首相ネルーの
伝記

174 B سر سید احمد خان Sir Sayyid Aḥmad K̲h̲ān
サー・サイヤド・アフマ
ド・ハーン

محمود الرحمن اسالم آباد دوست پبلیکیشنز [2010?]
ノンフィクション分野の
充実のため

インドの社会改革者の自
伝

175 B روشنی کی کرن Raushnī kī kiran 光明
سوانح: فاطمہ جناح   

عمری
اسالم آباد نیشنل بک فاؤنڈیشن 2008

ノンフィクション分野の
充実のため

パキスタン建国の父ムハ
ンマド・アリー・ジン
ナーの妹、ファーティー
マ・ジンナーの伝記

176 B مغلو ں کی عظیم سلطنت
Mug̲h̲lon̲  kī ʿaẓīm  salt̤

anat
ムガルの偉大な帝国 الہور سنگ میر پبلی کیشنز 2000 9693511190 歴史書の充実のため ムガル帝国の歴史

177 B یہ جاپان ہے Yih Japān hai これが日本だ
 نونہالوں کے لیے ایک

دلچسپ سفرنامہ
حکیم محمد سعید کراچی ہمدرد فاؤنڈیشن پریس 1991

日本への旅行記であると
ともに、著者もまた児童
文学の普及に従事した人
物であるため

日本を旅したパキスタン
人の旅行記

178 B پاکستان کے تہوار اور تقریبات
̤Pākistān ke tihvār aur 

taqrībāt
パキスタンの祭りと儀礼 Parvez Masani Oxford Oxford University Press c1999

9780195779608 

0195779606

ノンフィクションの充実
のため

パキスタンの祭礼

179 B کراچی Karācī カラチ رومانہ حسین رفعت الیانی کراچی بک گروپ 2004
9695500420 

9789695500422
ノンフィクションの良書

パキスタンの金融、経済
の中心都市、カラチが小
さな漁村から大都市に成
長するまでの歴史

180 B پاکستان کی سیر Pākistān kī sair パキスタンの旅 رومانہ حسین کراچی بک گروپ 1998
9698129332 

9789698129330
ノンフィクションの良書 パキスタン紹介書

181 B اتجاد اور آزادی Ittiḥād aur āzādī 団結と独立

 پاکستان اور آزادی

 کی اہمیت اجاگر

کرتی تحریریں

شبانہ نظر اسالم آباد نیشنل بک فاؤنڈیشن 2008
9789693702576 

9693702573

インド・パキスタンの分
離独立を扱ったものは歴
史的、政治的にも重要

パキスタンの分離独立を
扱テーマにした短編集

182 B تاریخی کہانیاں Tārīk̲h̲ī kahāniyān̲ 歴史物語

 تاریخ کے صفحات سے

 منتخب عظیم لوگوں

کی کہانیاں

 واجہ امام بخش

بلوچ
کراچی چلڈرن پبلیکیشنز [2008?] ノンフィクションの良書 歴史上の偉人の物語集

183 B بھارت کی چند عظیم شخصیتیں
Bhārat kī cand ʻaẓīm 

shak̲h̲ṣiyaten̲
インドの偉大な人物たち

 شمیم احمد

صدیقی
نئ دہلی موڈن پبلیشنگ ہاؤس 1989 ノンフィクションの良書 インドの偉人の伝記

184 B بر صغیر کے نامور حکمراں
Bar-i Ṣag̲h̲īr ke nāmvar 

ḥukmrān̲

インド亜大陸の著名な統治
者たち

ارشاد مقبول اختر حسین شیخ الہور مقبول بکس 2008
 عظیم تاریخی

شخصیت
ノンフィクションの良書

インド亜大陸の偉人の伝
記

185 B الہور نامہ Lāhaur nāmah ラホール・ナーマ نایر رباب

illustrated by 

Masroor 

Haider

کراچی بک گروپ 2001
969812988X  

9789698129880
ノンフィクションの良書

豊かな歴史を誇るパキス
タンの都市ラホールの歴
史。歴史的建造物や伝
統、習慣、祝祭も含む

186 B بچو ں کی لغت Baccon̲ kī lug̲h̲at 子供の辞書
 خلیق احمد

صدیقی
اسالم آباد مقتدره قومى زبان، پاكستان 1995

9694741459 

9789694741451

 سلسلۂ

 مطبوعات

 مقتدرہ قومی

زبان

301 子供向け辞書の良書
子供用のウルドゥー語辞
典

187 B قائد اعظم اور پاکستان
Qāʼid-i Aʻẓam aur Pā

kistān

カーイデ・アーザムとパキ
スタン

 کتابی مصوری میں

1876-1948

 محمد حسین

رومی
کراچی فیروز سنز 2001

9690017284 

9789690017284
ノンフィクションの良書

パキスタン建国の父ムハ
ンマド・アリー・ジン
ナーの伝記
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188 B
 انسانى حقوق کى کہانى بچاوں

کى زبانى

Insānī ḥuqūq kī kahānī 

baccon̲ kī zabānī

人権のおはなし子供の言葉
で

يڈيٹر، سدره وهيد ارجنا شريستھا کراچی
 هيومن رائتس ايجوکيشن

پروگرام
2000 ノンフィクションの良書

国連の宣言に基づく人権
や子供の権利についての
お話

189 B بچوں كے گيت Baccon̲ ke gīt 子供の歌曲

 پاكستان ٹيلى وژن 

 سے نشر هونے والے

گيتوں سے انتخاب

 ،ترتيب و انتخات

نويد ظفر
اسالم آباد مفتدره قومى زبان 1996 文学史上重要な作品

パキスタン・テレヴィ
ジョン(PTV)で放送された
子供の歌の選集

190 B بارہ کہانیاں Bārah kahāniyān̲ 12の物語  بچوں اور بڑوں

دونوں کے لیے
جمیل جالبی

دہلی ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس 2006 文学作品の充実のため
子供、大人の両方が楽し
めるお話

191 B انوکھی پہیلی Anokhī pahelī 珍しいなぞなぞ
 شمسن االسالم

فاروقی
نئی دہلی

 قومی کونسل براۓ فروغ اردو

زبان
1997 児童文学の充実のため なぞなぞ

192 B بچوں کی نظمیں Baccon̲ kī naẓmen̲ 子どものための詩 جگن ناته آزاد نئ دہلی
 قومي كونسل برائي فروغ اردو

زبان
2006

文学史上重要な作家の作
品

児童向けの詩集

193 B شریف بیٹی Sharīf beṭī ご令嬢 محمدی بیگم الہور [s.n.] 1934
文学史上重要な作家の作
品

女子啓蒙小説

194 B ہوشیار حسن Hoshyār Ḥasan ホーシュヤール・ハサン
 محماد شفیع الداین

نیار
دہلی نیار کتاب گھر [19--?]

 نناھے مناے بچوں

 کے لیے ہلکی

پھلکی کہانیاں

6نمبر 
文学史上重要な作家の作
品

子供向けの簡単なお話集

195 B میاں مٹھو Miyān̲ Miṭṭhū ミヤーン・ミットゥー
 محماد شفیع الداین

نیار
دہلی نیار کتاب گھر 1973

 بچاوں کے لۓ

 دلچسپ اور

 مزیدار کہانیوں

کا سلسلہ

2نمبر 
文学史上重要な作家の作
品

子供向けのお話集

196 B وطنی نظمیں Vatnī naẓmen̲ 祖国の詩
 محماد شفیع الداین

نیار
دہلی نیار کتاب گھر 1968

文学史上重要な作家の作
品

児童向けの詩集

197 B پریوں كى كہانیاں Pariyon̲ kī kahāniyān̲ 妖精のお話 اشرف صبوحی نئ دہلی مکتبۂ پیام تعلیم 2011
文学史上重要な作家の作
品

子供向けのお話集

198 B الل مرغی Lāl murg̲h̲ī 赤いニワトリ عبدالواحد سندھی نئ دہلی مکتبۂ جعمیہ 1945
文学史上重要な作家の作
品

子供向けのお話集

199 B
تین پھول

Tīn phūl 三つの花 لطیف فاروقی الہور ایم ثناع اللہ خان 1957
文学史上重要な作家の作
品

子供のためのお話集

200 B حافظ جی Hāfiẓ jī ハーフィズ・ジー

  سال تک16سال 12

 کے بچوں کے لیے ہنسا

 ہنسا کو لوٹ پوٹ کر

دینے والی

سعید لخت کراچی فیروز سنز 2003
9690000063 

9789690000064

文学史上重要な作家の作
品

子供のためのお話集・12
～16歳向け

201 B ایک دن کا بادشاہ
Ek din kā bādsh

āh
一日の王さま اطہر پرویز نئ دہلی نیشنل بک ٹرسٹ 1977

 بچاوں کے لیے

 الف لیلہ کی

 کہانیوں کا

سلسلہ

1 児童文学充実のため 子供のためのお話

202 B کلیلہ دمنہ Kulailah damna パンチャ・タントラ بچوں کے لیے انتظار حسین الہور سنگ میر پبلی کیشنز 1995
9693505050 

9789693505054
児童文学充実のため 子供のためのお話

203 B بابرنامہ Bābarnāmah バーブル・ナーマ
 محمد قاسم

صدایقی
نئ دہلی

 قومی کونسل برائے فروغ اردو

زبان
2010

9788175873872 

8175873876

 سلسلۂ

مطبوعات
703

ノンフィクションの充実
のため

ムガル帝国初代皇帝バー
ブルの伝記

204 B ننھی جلپری Nannhī jalparī 小さな人魚 سیاد حامد حسین نئ دہلی مکتبۂ پیام تعلیم 2012 児童文学の充実のため
倫理や道徳をテーマにし
たお話集

205 B سارا جہاں ہمارا Sārā jahān̲ hamārā 世界はすべて我らのもの ابصار عبد العلی الہور سنگ میر پبلی کیشنز 2004
9693516214 

9789693516210
児童文学の充実のため 子供向け詩集
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206 B پطرس کے مضامین Pat̤ras ke maz̤āmīn パトラスのエッセイ
 احمد شاہ بخاری

پطرس
دہلی Publications India 1989

8185243131 

9788185243139

Large print 

book series
児童文学の充実のため

ウルドゥーの作家パトラ
ス・ブハーリーのエッセ
イ集

207 B پہال انسان Pahlā insān 最初の人間 ثانی اثنین خان کراچی پرڈائس پبلیشنگ ہاؤس 2003
児童文学および宗教関連
書の充実ため

聖典『コーラン』に基づ
いた子供向けのお話

208 B بچوں سے باتیں Baccon̲ se bāten̲ 子供とのお話
 سید مسعود حسن

رضوی ادیب
مرتبہ نیر مسعود لکھنؤ اتر پردیش اردو اکاڈمی 2004 児童文学の充実のため 子供のためのお話

209 B آؤ گائیں, آؤ کھیلیں Āo khelen̲, āo gāʾen̲ さあ遊ぼう、さあ歌おう بچوں کی نظمیں توصیف تبسام اسالم آباد نیشنل بک فاؤنڈیشن 2008 児童文学の充実のため 子供向け詩集

210 B چند کہاں چال گیا Cānd kahān calā gayā 月はどこへいったの بچوں کی کہانیاں
 عذرا حفیظ 

الراحمٰن
اسالم آباد نیشنل بک فاؤنڈیشن 2000 児童文学の充実のため 子供のためのお話

211 B ماں کا پیغام بچوں کے نام
Mān̲ kā peg̲h̲ām baccon̲ 

ke nām

母からのメッセージ　子供
に宛てて

ارشاد عرشى ملک اسالم آباد ارشاد عرشى ملک 2010 児童文学の充実のため 子供のためのお話

212 B ملکہ شہرزاد Malikah Shahrazād シャハラザード女王

 رتن ناتھ سرشار کی

ہزار دا

ستان پہال حصاہ

 ,تسہیل و تلخیض

اقبال کاردار
الہور فیروز سنز 1971 児童文学の充実のため 子供のためのお話

213 B حجاام اور قزااق Ḥajjām aur Qazzāq 床屋と盗賊

رتن: بچاوں کے لیے   

 ناتھ سرشار کی ہزار

داستان دوسرا حصاہ

 ,تسہیل و تلخیض

اقبال کاردار
فیروز سنز فیروز سنز 1971 児童文学の充実のため 子供のためのお話

214 B چین کی شہزادی Cīn kī shahzādī 中国の王女様

رتن: بچاوں کے لیے   

ناتھ س

 رشار کی ہزار

داستان تیسرا حصاہ

 ,تسہیل و تلخیض

اقبال کاردار
فیروز سنز فیروز سنز 1971 児童文学の充実のため 子供のためのお話

215 B چاندی کا جوتا Cāndī kā jūtā 月光のくつ
 صفیہ سلطان

صدیقی
دہلی ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس 2004

8182230225 

9788182230224
児童文学の充実のため 子供向けのお話

216 B گوسش Koshish 努力
 بچوں کا افسانوی

ادب
عابد علی خاں دہلی ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس 2008

9788182234048 

8182234042
児童文学の充実のため 子供向けのお話集

217 B السالم علیکم Assalām ʻalaikum アッサラーム・アライクム آغا اشرف دہلی ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس 2004
818223025X 

9788182230255
بچوں کا ادب 児童文学の充実のため

子供向けのお話集。倫
理、道徳

218 B حيرت ناک كہانيان Ḥairat nāk kahānīyān̲ 驚くべき物語 جميل جالي دہلی ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس 2006 بچوں کا ادب 児童文学の充実のため 子供向けのお話集

219 B امیر حمزه اور سلیمانی ٹوپی
Amīr Ḥamzah aur Sulai

mānī ṭopī

アミール・ハムザとスライ
マーン帽

اسالم آباد دوست پبلیکیشنز 不明 有名な作品 子供向けのお話

220 B عقیل سوداگر ʻAqīl saudāgar 賢い商人 سلیم اختر الہور مقبول اکیڈمی 2007
9694424461 
9789694424460

児童文学の充実のため 子供向けのお話

221 B

 رپورٹ، دو روزه سيمينار، نئ

 نسل كى تربيت ميں بچوں كے

  جون١٤-١٥رسائل كا كردار، 

١٩٨٧

Riporṭ, do rozah 

Saiminār, Naʼī Nasl kī 

Tarbiyyat men̲ Baccon̲ 

ke Rasāʼil kā Kirdār, 14-

15 Jūn 1987

報告書、2日間のセミ
ナー、新しい世代の教育に
おける児童向け雑誌の役割
1987年6月14－15日

 مرتب ، محمد

افتخار كھوكھر
کراچی

 شعبه بچوں كا ادب، دعوة

 اكيڈمى، بين االقوامى اسالمى

يونيورسٹى

1988

児童雑誌についてのセミ
ナーだが、インド・パキ
スタンでは児童雑誌の刊
行が盛んであったため貴
重な資料となり得るた
め、リスト似含めること
とした

次世代の教育において児
童雑誌の果たす役割につ
いて考えるワークショッ
プのレポート

222 B پردیسی بچے Pardesī bacce 外国の子供たち الہور فیروز سنز 不明
ノンフィクションの強化
のため

世界の子供たちの暮らし
が書かれた本
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223 B
 چاند کی بیٹی اور دوسری

کہانیاں

Cānd kī beṭī aur dūsrī 

kahāniyān̲

月の娘（かぐや姫？）とそ
の他のお話

ننھے منے بچوں کے لیے کشور ناہید نئ دہلی مکتبۂ پیام تعلیم 2011
文学史上重要な作家の作
品

子供のためのお話集

224 C ریڈیو كى كہانى Reḍiyo kī kahānī ラジオのお話 ترقى كى منزلیں  على ناصر زیدى نئ دہلی مکتبۂ پیام تعلیم 2011 ノンフィクションの良書
ラジオの発展とその歴史
的背景

225 C ریل کہانی Rail kahānī 鉄道物語 رضا علی عابدی الہور سنگ میر پبلی کیشنز 2001 ノンフィクションの良書

パキスタンのクエッタか
らインドのコルカタ（イ
ンド・パキスタン横断）
まで鉄道を使った旅行記

226 C كیوں اور كیسے ؟ Kyūn̲ aur kaise ? どうして、どうやって？
 دلچسپ سائنسى

معلومات
محمد ابراهيم شاه نئ دہلی مکتبۂ پیام تعلیم 2011 ノンフィクションの良書

サイエンスの知識を学ぶ
本

227 C سحت کی الف بے Saḥat kī alif be 健康のABC
 مسعود احمد

برکاتی
نئ دہلی مکتبۂ پیام تعلیم 2005 ノンフィクションの良書 健康習慣を学ぶ本

228 C پرانی تہذیبیں Purānī tahẕīben̲ 古代文明 الہور فیروز سنز [1959] ノンフィクションの良書 古代文明について

229 C اسالم کیسے پھیال Islām kaise phailā
イスラームはどのようにひ
ろがったのか

عبدالواحد سندھی نئ دہلی مکتبۂ جعمیہ 1976
イスラーム関連資料充実
のため

イスラームの歴史

230 C اسالم کیسے شروع ہوا Islām kaise shurūʻ huvā
イスラームはどのようには
じまったか

عبدالواحد سندھی کراچی فاران [196-?]
イスラーム関連資料充実
のため

イスラームの歴史

231 C رسول اللہ کی باتیں Rasūl Allāh kī bāten̲ 預言者のお話
 شیخ محمد اسمائل

پانیپتی
[s.n.] اردو مرکز [1956]

イスラーム関連資料充実
のため

子供むけにイスラム教の
預言者ムハンマドの言行
集

232 C عظیم اجادات ʻAẓīm ījādāt 偉大な発明 ترقی کی منزلیں علی ناصر زیدی نئ دہلی مکتبۂ پیام تعلیم 2012
ノンフィクション分野の
充実のため

偉大な発明家たちやその
発明について

233 C حضرت ابو بکر صدیق Ḥaz̤rat Abū Bakr Ṣiddīq
アブー・バクル・スィッ
ディーキー

صفدر شاہین کراچی چلڈرن پبلیکیشنز 2007
9698669272 

9789698669270

 اسالم کے نامور

سپہ ساالر

ノンフィクション分野の
充実のため

初代カリフ、アブー・バ
クルの伝記

234 C ہارون الرشید Hārūn al-Rashīd ハールン・アル・ラシード الہور مقبول اکیڈمی 2007
Maqbool 

classics

ノンフィクション分野の
充実のため

アッバース朝のカリフ、
ハールン・アル・ラシー
ドの伝記

235 C سکندر اعظم Sikandar-i A'ẓam アレクサンダー大王 الہور مقبول اکیڈمی 2007
Maqbool 

classics

ノンフィクション分野の
充実のため

アレクサンダー大王の伝
記

236 C نوشیروان عادل Naushīrvān-i ʻĀdil
ナウシールワーニー・エ　
アーディール

الہور مقبول اکیڈمی 2007
Maqbool 

classics

ノンフィクション分野の
充実のため

ペルシャの王、ナウシー
ルワーニー・エ・アー
ディルの伝記

237 C قطب الدین ایبک Qut̤buddīn Aibak
クトゥブッディーン・アイ
バク

الہور مقبول اکیڈمی 2007
Maqbool 

classics

ノンフィクション分野の
充実のため

クトゥブッディーン・ア
イバク王の伝記

238 C حضرت سلیمان Ḥaz̤rat Sulaimān 預言者ソロモン صفدر شاہین کراچی چلڈرن پبلیکیشنز 2006
 بچوں کے لیے

قصص االنبیاء

ノンフィクション分野の
充実のため

預言者ソロモンの伝記

239 C حضرت عیسیٰ علیہ السالم Ḥaz̤rat ʻĪsá ʻalaihissalām 預言者イエス صفدر شاہین کراچی چلڈرن پبلیکیشنز 2006
 بچوں کے لیے

قصص االنبیاء

ノンフィクション分野の
充実のため

預言者イエス・キリスト
の伝記

240 C علیہ السالم حضرت اسماعیل
Ḥaz̤rat Ismāʻīl 

ʻalaihissalām
預言者イスマーイール صفدر شاہین کراچی چلڈرن پبلیکیشنز 2006

 بچوں کے لیے

قصص االنبیاء

ノンフィクション分野の
充実のため

預言者イスマーイールの
伝記

241 C صالح الدین ایوبی Ṣalāḥuddīn Ayyūbī
サラーフッディーン・アイ
ユービー

صفدر شاہین کراچی چلڈرن پبلیکیشنز  [2007?]
9698669337 

9789698669331

 اسالم کے نامور

سپہ ساالر

ノンフィクション分野の
充実のため

エジプトの王、サラディ
ンの伝記

242 C ؤد علیہ السالمحضرت دا
Ḥaz̤rat Dāʼūd 

ʻalaihissalām
預言者ダヴィデ صفدر شاہین کراچی دوست پبلیکیشنز 2006

 بچوں کے لیے

قصص االنبیاء

ノンフィクション分野の
充実のため

預言者ダヴィデの伝記.

243 C بیماریوں کے خالف جہاد Bīmāriyon̲ ke k̲h̲ilāf jihād 病気との闘い محمد بدر منیر کراچی پاک پبلیشرز [1968] UNESCO受賞作品
Received Unesco award. 
1968.

14/15



国立国会図書館国際子ども図書館選書用ブックリスト（ウルドゥー語）
ランクA：これだけは必ずそろえたい資料　　ランクB：Aには該当しないが是非そろえたい資料　　ランクC：余裕があれば入手したい資料

作成者：村上　明香
作成年月日　2013年1月

No.
ラ
ン
ク

書名（原タイトル） 書名（LC翻字） 書名（日本語訳）
副書名

（サブタイトル）
著者名1 著者名2 出版地 出版者（出版社） 出版年 ISBN シリーズ名

シリーズ
番号

選書理由 内容・あらすじ等

244 C آؤ سمندروں کی سیر کریں
Āo samandaron̲ kī sair 

karen̲
さあ、海の旅をしよう محمد شمس الحق نئ دہلی

 قومی کونسل برائے فروغ اردو

زبان
2008

ノンフィクション分野の
充実のため

中学生に向けの海につい
て学ぶ本

245 C انوکھی مچلیاں Anokhī machliyān̲ 珍しい魚 لکھنؤ اتر پردیش اردو اکاڈمی 2009
ノンフィクション分野の
充実のため

さまざまな魚について

246 C کمپیوٹر Kampiyūṭar コンピューター الہور پنجاب تیکسٹ بک بورڈ [2006]
ノンフィクション分野の
充実のため

コンピューターについて
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