
国際子ども図書館 学校図書館セット貸出し
ヨーロッパセット 小学校高学年向

このセットに含まれる本のリストと内容紹介です。

学校での本の紹介や展示、学校図書館での選書などにご利用下さい。

No 書名 出版社 出版年 請求記号 関連国・地域

1 ヨーロッパとキリスト教 岩崎書店 2006 Y5-N06-H87 －

2 世界の国々  3　ヨーロッパ州  1 帝国書院 2012 Y2-N12-J128 －

3 世界の国々  4　ヨーロッパ州  2 帝国書院 2012 Y2-N12-J129 －

4 さがし絵で発見 !世界の国ぐに  17　イタリア あすなろ書房 2014 Y2-N15-L5 イタリア

5 ヨーロッパの民族衣装 グラフィック社 2013 GG77-L2 －

6 イギリスの小学生（ヨーロッパの小学生  1） 学研教育出版 2012 Y2-N12-J38 イギリス

7 ロシアの小学生（ヨーロッパの小学生  4） 学研教育出版 2012 Y2-N12-J41 ロシア

8 フランスの小学生（ヨーロッパの小学生  6） 学研教育出版 2012 Y2-N12-J43 フランス

9 ルーマニア（世界のともだち  1） 偕成社 2013 Y2-N14-L10 ルーマニア

10 ドイツ（世界のともだち  32） 偕成社 2015 Y2-N15-L499 ドイツ

11 オランダ（世界のともだち  33） 偕成社 2016 Y2-N16-L96 オランダ

12 クリスマス･クリスマス 福音館書店 1992 Y5-M98-69 －

13 魔女に会った 福音館書店 1998 Y2-M99-9 －

14 ヨーロッパの家 講談社 2000 KA241-G20 －

15 世界遺産になった食文化  2　地中海料理 WAVE出版 2013 Y2-N13-L103 －

16 元気が出る!世界の朝ごはん 3 ヨーロッパ 日本図書センター 2007 Y2-N07-H113 －

17 世界の料理いただきまーす。 : スウェーデン・

フィンランド
アリス館 2004 Y1-N04-H183 －

18 ヨーロッパお菓子物語 朝日学生新聞社 2012 Y1-N12-J370 －

19 レオナルド・ダ・ヴィンチ BL出版 2009 Y3-N10-J60 イタリア

20 ふしぎ ?なるほど !西洋美術たんけん  2 日本図書センター 2015 Y6-N15-L48 －

21 絵のあるまちバルセロナ 福音館書店 2004 Y6-N04-H226 スペイン

22 写真で学ぶ世界遺産  1　ヨーロッパ 汐文社 2014 Y6-N14-L457 －

23 ヨーロッパとロシアの音楽（※ CD付） ポプラ社 2003 YU81-H54 －

24 世界のスポーツ  3　ヨーロッパ  2 学習研究社 2005 Y12-N05-H52 －

25 ヨーロッパの遊び ポプラ社 1998 Y12-M98-225 －

26 なぞなぞ100このほん 福音館書店 1994 Y12-3149 ロシア

27 ギリシアの文字と言葉（※CD付） 小峰書店 2004 YU81-H206 ギリシア

28 北ヨーロッパの文字と言葉（※ CD付） 小峰書店 2005 YU81-H345 北欧

29 ロシアの文字と言葉（※CD付） 小峰書店 2005 YU81-H346 ロシア

30 ドイツ・オランダの文字と言葉（※CD付） 小峰書店 2005 YU81-H344 －

31 ロシアの昔話 福音館書店 1989 Y8-6429 ロシア

32
Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и о сером
волке（ロシア語）

Goznak 1994 Y17-B2387 ロシア

33 いちばんたいせつなもの 福音館書店 2007 Y9-N07-H141 東欧

34 The house that Jack built（英語） Fukuinkan shoten 2001 Y17-A7360 イギリス

35 Ride a-cock horse to Banbury Cross（英語） Fukuinkan shoten 2001 Y17-A7360 イギリス

36 コールデコットの絵本（解説書） Fukuinkan shoten 2001 Y17-A7360 イギリス

37 マザー・グースのうた 第1集 草思社 1975 KS164-101 イギリス

38 ジス・イズ・アイルランド
ブルース・インター

アクションズ
2005 Y2-N05-H187 アイルランド

39 もじゃもじゃペーター ほるぷ出版 1985 Y18-1451 ドイツ

40 Der Struwwelpeter oder lustige Geschichten und drollige
Bilder（ドイツ語）（もじゃもじゃペーター）

Insel Verlag 2006 Y17-B8446 ドイツ

41 うんがにおちたうし ポプラ社 1967 Y17-238 オランダ

42 De koe die in het water viel（オランダ語）（うんがにおちた

うし）

Van Holkema &
Warendorf

1995 Y17-A114 オランダ

43 ABC sa lilla t（スウェーデン語） Eriksson & Lindgren 1994 Y17-A5136 スウェーデン
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1. ヨーロッパとキリスト教
池上彰 著

岩崎書店 2006 年

キリスト教は世界の三大宗教の一つに数えられており、ヨーロッパはキリスト教との関わりが深く、

ヨーロッパを知る上で、キリスト教は大きな手がかりとなるであろう。キリスト教のおこり、聖書の

教え、ユダヤ教やイスラム教との関わり、歴史、行事、芸術など、地図や写真を多く取り入れて子ど

もにもわかりやすいよう短く平易に解説した本。

2. 世界の国々. 3 ヨーロッパ州 1 帝国書院地理シリーズ

3. 世界の国々. 4 ヨーロッパ州 2 帝国書院地理シリーズ
帝国書院編集部 編

帝国書院 2012 年

世界各地の地理・歴史・産業・文化等を詳しく解説する全 10 巻のシリーズ。3 巻では、ヨーロッ

パ全体および北・西ヨーロッパを、4 巻では南・東ヨーロッパを取り上げている。巻末索引あり。

4. さがし絵で発見!世界の国ぐに 17 イタリア
多田孝志 監修；木矢恵梨子 著；こどもくらぶ 編

あすなろ書房 2014 年

1 冊につき 1 か国の地理・歴史・産業・文化等を紹介するシリーズ。巻頭には、紹介する国に関す

るさがし絵クイズが付く。本書はイタリアを取り上げ、食文化や芸術のほか、ローマ市に位置するヴ

ァチカン市国についても紹介している。巻末索引あり。

5. ヨーロッパの民族衣装 = national costume of europe : 衣装ビジュアル資料
芳賀日向 著

グラフィック社 2013 年

ヨーロッパ 26 カ国の民族衣装や時代衣装を写真で紹介するビジュアル資料。一つの国の中でも地

域ごとに特徴的な衣装を掲載している。巻頭には地図あり。

6-8. ヨーロッパの小学生

1 巻 イギリスの小学生

4 巻 ロシアの小学生

6 巻 フランスの小学生
多田孝志 監修

学研教育出版 2012 年

ヨーロッパ各国の子どもたちの生活を紹介するシリーズ。1 冊につき 2～3 人の小学生の学校や家

庭を写真入りで解説する。学校生活では時間割や昼食、家庭生活では家族構成や趣味などが紹介され

る。巻末には、索引に加えて、その国の政治制度や産業に関する情報が掲載されている。

9. 世界のともだち 01 ルーマニア
長倉洋海 写真・文

偕成社 2013 年

10. 世界のともだち 32 ドイツ
新井卓 写真・文

偕成社 2015 年

11. 世界のともだち 33 オランダ
浅田政志 写真・文

偕成社 2016 年
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世界の子どもたちの生活を紹介する写真絵本シリーズ。1 冊ごとに 1 人の子どもに密着し、家庭、

学校、地域などさまざまな側面からその国や都市での暮らしを伝える。巻末には、地理・歴史のデー

タを掲載する。ルーマニア編の第 1 巻ではネグリア村に住む 12 歳の少女アナ・マリアの生活を紹介

する。ドイツ編の第 32 巻ではベルリンに住む 12 歳の少年クラースの生活を紹介する。オランダ編の

第 33 巻ではユトレヒト郊外の町ザイストに住む 9 歳の少女サシャの生活を紹介する。

12. クリスマス・クリスマス
角野栄子 さく

福音館書店 1992 年

今では日本にもすっかり定着している「クリスマス」。なぜケーキを食べるのか、なぜツリーを飾

るのか…。こうした疑問が次々と明かされる。スウェーデン・フィンランドの「サンタクロース」の

家訪問記など、興味深い内容が盛りだくさん。ヨーロッパのみならず、世界各地のクリスマスについ

ても紹介されている。クリスマスをさまざまな角度からさぐり、祭りの本当の意味や人々の願いを伝

える 1 冊。

13. 魔女に会った
角野栄子 文・写真；みやこうせい 写真

福音館書店 1998 年

『魔女の宅急便』の作者が、魔女を知るためにドイツとベルギーの祭りに出かける。歴史ある魔女

の祭りが、解説付きの豊富な写真で紹介されている。それぞれの地方の魔女に特徴があり、祭りの風

習も興味深い。ルーマニアでは本物の魔女に出会い、現在の魔女の生活に触れる。

14. ヨーロッパの家 4（イタリア・ギリシア・ポルトガル）
樺山紘一 監修；和田久士 写真

講談社 2000 年

カラー写真満載の『ヨーロッパの家』全 4 冊シリーズの最終巻である本書は、南欧のイタリア・ギ

リシア・ポルトガルから 50 軒の家を紹介。説明は大人向だが、各家の外部・内部の写真のほか、家

並み全体を写した風景写真など、旅する気分で楽しむことができる。なお、家屋は構造・材質により

「石造」・「レンガ造」・「木造」・「木造と石造」の 4 つに分類されており、見出しの色で区別すること

ができる。（凡例については p.4 参照）第 1 巻はイギリス・アイルランド・北欧編、第 2 巻はフラン

ス・スペイン編、第 3 巻はオランダ・ドイツ・スイス・オーストリア編。

15. 世界遺産になった食文化 2 健康的な食生活 地中海料理
服部津貴子 監修；こどもくらぶ 編

WAVE 出版 2013 年

世界遺産に登録された食文化を紹介するシリーズ。本書では地中海沿岸地方の伝統的な食を取り上

げ、オリーブやトマト等の代表的な食材について解説する。ギリシャ、イタリア、スペイン各国の食

生活の紹介や、地中海料理のレシピも掲載されている。巻末索引あり。

16. 元気が出る！世界の朝ごはん 3
服部幸應，服部津貴子 監修

日本図書センター 2007 年

各国の主な朝ごはんのレシピとそれぞれの料理の栄養分析をした本書は、食育や環境問題に取り組

む監修者が、朝ごはんを食べることの大切さをアピールするためにまとめたシリーズである。様々な

国の伝統的な朝ごはんが、食欲をそそる写真で紹介され、各国の食文化や食生活全般について知るこ

とができる。レシピには、スクランブルエッグなど子どもたちにも簡単に作れるものから、手間隙の

かかるパンやジャムの作り方まで紹介されている。
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17. 世界の料理いただきまーす。－スウェーデン・フィンランド
尾崎曜子 編・絵

アリス館 2004 年

世界各国の郷土料理のレシピをわかりやすく紹介したシリーズ。各国の食文化はもちろんのこと、

歴史や人々の暮らしについて簡単な解説が入る。日本でも手に入れやすい食材でレシピを紹介してい

る。スウェーデン編では、じゃがいもを使ったボリュームたっぷりのサラダやアイスクリームを添え

たりんごのケーキ、フィンランド編では、魚を使ったスープやサラダにアイスクリームを添えたパン

ケーキを紹介。

18. ヨーロッパお菓子物語
今田美奈子 文；青山みるく 絵

朝日学生新聞社 2012 年

ヨーロッパ 26 か国のお菓子を、国ごとに 1 種類ずつ紹介する。各国のお菓子の全体的特徴にも言

及している。筆者あとがきによると、レシピは簡単に作れるように扱いやすい材料を選んだものを掲

載されている。巻末には取り上げたお菓子の産地を示す地図があり、国名と国の位置、首都の位置を

確認できる。

19. レオナルド・ダ・ヴィンチ : 時代を超えた天才
ジョン・フィリップス 著；大岡亜紀，小野田和子 訳

BL 出版 2009 年

レオナルド・ダ・ヴィンチの活動を、豊富な図版や本人の言葉と共に解説する。図版は本人の作品

や素描のほか、当時の歴史資料の写真も掲載している。章立ては、少年期、画家としての修業と独立、

ミラノでの活動、後半生、と時系列に沿っており、扉を除く本文ページ下端には年表がついている。

巻末に用語解説、参考文献、索引あり。参考文献欄では関連ウェブサイトも紹介。

20. ふしぎ？なるほど！西洋美術たんけん : 子どものための西洋美術「超」入門 : 名画の

ヒミツが、見えてくる！ 第 2 巻 (人間を描くぞ！美の巨匠たち〈15～19 世紀〉) 
池上英洋 監修

日本図書センター 2015 年

各時代の主要な美術作品を大きなカラー図版で紹介し、作者や見どころを解説するシリーズ。第 2
巻の本書は、15～19 世紀の作品を取り上げる。対象となる美術作品は絵画、彫刻、工芸、壁画で、

最も多いのは絵画。古典期から 20 世紀までの時代別様式一覧が各ページ下部にあり、本文で取り上

げている作品がどの時期・様式に属しているかを示している。巻末に索引、参考文献、作品のデータ

をまとめた一覧表あり。

21. 絵のあるまちバルセロナ
森枝雄司 文・写真；なかがわちひろ 絵

福音館書店 2004 年

スペインのバルセロナは芸術の街で、街のいたるところにオブジェ、彫刻、建築物、絵がある。ガ

ウディ、ピカソ、ミロなどの著名な芸術家の作品に街角で出会える楽しい写真絵本。ドラゴンの彫刻

が街のあちこちに見られる理由や、クリスマスの風習など、興味深い内容がもりこまれている。

22. 写真で学ぶ世界遺産 1 ヨーロッパ
平川陽一 編著

汐文社 2014 年

世界遺産を写真付きで紹介する全 3 巻のシリーズ。1 巻ではヨーロッパ各地の世界遺産のうち 60
件を取り上げている。1 件につき 1～2 ページを使い、概要や歴史的背景を解説する。巻末には、取

り上げなかったものも含めたヨーロッパの世界遺産一覧表を掲載している。巻末に用語集あり。
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23. ヨーロッパとロシアの音楽
冨浪貴志 監修；こどもくらぶ 編

ポプラ社 2003 年

ヨーロッパを「ケルト」、「南部」、「中部･東部」、「北部」、「ロシア」の 5 つの地域に分けて、風土

や歴史、民族的な特色などもまじえながら、各地の民族音楽を概説した本。歌や楽譜のほか、各地域

の音楽に欠かせない民族楽器、その音楽に合わせた踊りや芸術まで幅広く紹介している。鮮やかな民

族衣装に身を包み、踊りや歌を披露する人々の写真も豊富。CD 付。

24. 世界のスポーツ 3 ヨーロッパ 2
友添秀則 監修

学習研究社 2005 年

ヨーロッパで生まれ、現在でも伝えられている、日本ではあまりなじみのないヨーロッパの民族ス

ポーツを取り上げる。主に力の強さを競うイギリス・スコットランド地方のハイランドゲームズ、ス

ペインの闘牛、20 世紀にフランスで生まれたボール競技のペタンクなど、それぞれのスポーツの歴史、

ルール、エピソードを写真や挿絵をまじえながら紹介する。各々のスポーツの日本での活動について

も触れられている。巻末に参考文献あり。

25. ヨーロッパの遊び（国際理解にやくだつ世界の遊び 3）
大貫美佐子 監修

ポプラ社 1998 年

ヨーロッパ 14 か国の遊びを紹介するほか、「ヨーロッパのケンパ遊び」として、イギリス・ギリシ

ャ・ルーマニアの 3 か国を比較。遊び方がイラスト入りで詳しく紹介されている。

26. なぞなぞ 100 このほん
M.ブラートフ 採集；M.ミトゥーリチ 絵；松谷さやか 編・訳

福音館書店 1994 年

「うまれたときからひげがはえているのはだれ？」、答えは「ねこ」。旧ソ連の昔話研究者が編んだ

本より、100 個のなぞなぞを選び、ロシアの代表的な画家であるミトゥーリチがイラストを描いた絵

本。少し難しいなぞなぞもあるが、イラストが大きなヒントとなっている。答えはページの端に逆さ

まに記されている。巻末にはどの民族のなぞなぞかを示した一覧がある。

27. ギリシアの文字と言葉（世界の文字と言葉入門 8）
岩崎務 監修・著

小峰書店 2004 年

28. 北ヨーロッパの文字と言葉（世界の文字と言葉入門 13）
森信嘉 監修・著

小峰書店 2005 年

29. ロシアの文字と言葉（世界の文字と言葉入門 14）
中澤英彦 監修

小峰書店 2005 年

30. ドイツ・オランダの文字と言葉（世界の文字と言葉入門 12）
成田節 監修

小峰書店 2005 年

世界の文字と言葉を紹介するシリーズ。

ギリシア編の第 8 巻では、古代ギリシアの時代から、数学や科学などの学問で使われてきたギリシ

ア文字の歴史が詳しく説明されている。

北欧編の第 13 巻では、「北欧 5 か国」のうち、語系の異なるフィンランド語を除いたノルウェー・
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アイスランド・スウェーデン・デンマークの 4 か国の言語を取り上げている。『子どもに語る北欧の

昔話』に登場する「ルーン文字」という古代文字で、自分の名前を書いてみようというコーナーや、

4 か国語の簡単なあいさつ文など、北欧の文字や言葉に楽しく触れることができる。

ロシア編の第 14 巻では、ロシアの昔話『おおきなかぶ』の一場面がキリル（キリール）文字で書

かれ、さらに付属の CD でロシア語による朗読を聞くことができる。

ギリシア編の第 8 巻では、古代ギリシアの時代から、数学や科学などの学問で使われてきたギリシ

ア文字の歴史が詳しく説明されている。

ドイツ語・オランダ語編の第 12 巻では、隣り合う両国の言葉の類似点と相違点が説明されている。

どの巻も、それぞれの国の文化にも言及しており、各国の文字と言葉を通して異文化への興味が広が

る。

31. ロシアの昔話
内田莉莎子 編訳；タチヤーナ・マブリナ 画

福音館書店 1989 年

『おおきなかぶ』（福音館書店）の名訳で知られる内田莉莎子が、編集・翻訳ともに手がけたロシ

ア昔話集。33 編の話は、ロシアの昔話に詳しい編者が、各再話者の特性を知り抜いたうえで、語り口

の異なる複数の話の中から選んだもの。国際アンデルセン賞受賞画家のマーヴリナ（マブリナ）が挿

絵を添えている。

32. Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и о сером волке（ロシア語）

イワン王子と火の鳥と灰色おおかみ
Goznak（Гознак） 1994
ロシアの昔話絵本。「イワン王子とはいいろおおかみ」というタイトルで『ロシアの昔話』にも収

められている。絵を手がけたのは、20 世紀初頭に昔話挿絵を数多く手がけたイヴァン・ビリービン。

1994 年に刊行された本書では、その挿絵部分のみを用いており、初版本の持つ重厚な雰囲気を伝え

ている。

33. いちばんたいせつなもの
八百板洋子 編・訳；ルディ・スコチル 画

福音館書店 2007 年

バルカン地域に位置するブルガリア、ルーマニア、スロベニア、クロアチア、セルビア、アルバニ

ア、マケドニア、トルコ、ギリシアの昔話全 29 話を収録した昔話集。オリエントとヨーロッパの文

化が混じりあうバルカン地域は、変化に富んだ昔話の宝庫である。本書には、原資料を翻訳した話の

ほか、著者自らが現地で採録した話が 10 話含まれている。

34. The house that Jack built
ジャックがたてた家

Fukuinkan shoten 2001 年

マザーグースの中でもよく知られている「積み上げ」唄。動物の獲物を追う際の緊張感、人間の喜

怒哀楽の表情を見ていると、文がなくても意味が伝わる。

35. Ride a-cock house to Banbury Cross
棒馬にのってバンベリ・クロスへ

Fukuinkan shoten 2001 年

これもマザーグースで、大人が幼児をひざにまたがらせ「ハイシドードー」とゆすってあやす際や、

子どもが玩具の棒馬にまたがって歌う際の遊び唄として愛唱される。ふだんは平穏で単調な田舎町が、

美しい姫君のお出ましでにわかに活気づく。そのハレの日を、挿絵画家コールデコットはユーモアを

交えて描く。
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36. コールデコットの絵本（オリジナル復刻版）
福音館書店 2001 年

19 世紀イギリスを代表する挿絵画家ランドルフ・コルデコット（コールデコット）が出版した木口

木版による多色刷り絵本全 16 冊の複製版。コルデコットの絵本は近代絵本の基礎となったと評価さ

れ、後世の絵本作家に多大な影響を与えた。アメリカでは、優れた絵本に贈られる「コルデコット賞」

が 1937 年に創設された。

国 際 子 ど も 図 書 館 ホ ー ム ペ ー ジ ＞ 絵 本 ギ ャ ラ リ ー ＞ 絵 本 は 舞 台

（http://www.kodomo.go.jp/gallery/picturebook/index.html）ではコルデコットの絵本の 9 作品の画

像を、朗読つきで楽しむことができる。

37. マザー・グースのうた 1
谷川俊太郎 訳；堀内誠一 画

草思社 1975 年

イギリスのみならずアメリカなど英語圏の国で広く親しまれているわらべ唄、マザー・グース。マ

ザー･グースのフレーズは、古今より文学作品の中で多く引用され、また人々が日常的に使う言葉の

はしばしにも顔をのぞかせる。本書は日本におけるマザー･グースの訳者として定評のある詩人谷川

俊太郎が訳したもの。巻末に英文あり。

38. ジス・イズ・アイルランド
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 2005 年

チェコ出身の作者が、世界の都市を旅して描いた「ジス･イズ」シリーズの 1 冊。緑あふれるアイ

ルランドを案内している。歴史、自然、古城、古代の石の建造物などが、挿絵で紹介されている。原

書は 1964 年の刊行だが、巻末で現在の情報が補われている。

39. もじゃもじゃペーター
ハインリッヒ・ホフマン 作；ささきたづこ 訳

ほるぷ出版 1985 年

40. Der Struwwelpeter oder lustige Geschichten und drollige Bilder（ドイツ語）
Heinrich Hoffmann
Insel Verlag 1985

1845 年にドイツで出版されて以来、ヨーロッパ圏内のみならず、世界中の子どもたちから愛され

続けている古典的絵本。ドイツの子どもはみなこの本を読んで育つ、と言っても過言ではない。一見

すると「少々刺激の強すぎる」教育的絵本のようにも見えるが、いたずら心いっぱいのありのままの

子どもの姿が、デフォルメされた素朴な線画で描かれており、不思議と子どもたちの心をとらえては

なさない。表題作はじめ、軽快な韻文の 10 編の作品からなる。

41. うんがにおちたうし
フィリス・クラシロフスキー 作；ピーター・スパイアー 絵；みなもとちか 訳

ポプラ社 2013 年

42. De koe die in het water viel（オランダ語）うんがにおちたうし
オランダの平らな畑地で退屈に暮らしていた牝牛ヘンドリカは、不注意で運河に落ち、様々な経験

をする。最後には元通りの生活に戻るが、運河を流された経験のおかげで以前の生活にも退屈さを感

じなくなる。カラーページと白黒ページが交互にあらわれる。オランダ語版と日本語版は、絵の全体

像に大きな違いはないが、線画の細部や色調は異なる。

43. ABC sa lilla t（スウェーデン語）
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ABC、とちっちゃな t が言った*
Lena Anderson
Eriksson & Lindgren 1994
スウェーデンの絵本作家レーナ・アンデションによる ABC 絵本。ANKA（あひる）から ödla（と

かげ）まで、一つの単語の大文字と小文字が見開きで示される。大文字と小文字に合わせて、大きな

物と小さな物が、韻をふんだ平易な文と、素朴で愛らしい絵で表現される。レーナ・アンデションは

1984 年に『マーヤの春・夏・秋・冬』（富山房）でエルサ・ベスコフ賞を受賞した。
*：タイトルは参考訳です

国立国会図書館 国際子ども図書館

児童サービス課 児童サービス企画係

URL：http://www.kodomo.go.jp/


