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図書名 著者名 出版社

アフリカの成長を立て直す〜新しいアフリカへの奇跡 セオドール・アーラー　ハリンダー・S・コーリー

スマホから考える世界・わたし・SDGs 特定非営利活動法人開発教育協会

開発教育教材「豊かさと開発」 特定非営利活動法人開発教育協会

開発教育環境教材：日本と世界の水事情「水から広がる学び」 特定非営利活動法人開発教育協会

生徒の生き方が変わるグローバル教育の実践 石森広美 株式会社メディア総合研究所

地図でみる日本の外国人 石川義孝 ナカニシヤ出版

（英文対照）天声人語 朝日新聞論説委員室 株式会社原書房

親子で学ぶ英語図鑑-基礎からわかるビジュアルガイド キャロル・ヴォーダマン他 株式会社創元社

「赤毛のアン」のお料理BOOK テリー神川 講談社

アクティブ・ラーニングとしての国際バカロレア―「覚える君」から「考える君」へ 大迫 弘和 日本標準 

アジアの子ども 財団法人アジア保健研修財団「アジアの子ども」編集委員会 明石書店

新しい開発教育のすすめ方　地球市民を育てる現場から　　 開発教育推進セミナーユネスコ選書 古今書院

新しい開発教育のすすめ方Ⅱ　難民　未来を感じる総合学習 開発教育推進セミナー 古今書院

アフリカ教材シリーズ　Vol. 1  コーヒーモノガタリ 織田雪江 アフィリカ理解プロジェクト

アメリカの花水木 杉岡昭子 共同文化社

アリンゴと日本のママ APIC国際協力カマンガシリーズ1 財団法人国際協力推進協会 財団法人国際協力推進協会

ESD（持続可能な開発のための教育）実践教材集　足下から考える私たちの社会 ESD研究センター ESD研究センター

＜教材＞いい貿易って何だろう　いっぱいのコーヒーから考える世界の貿易 DEAR（開発教育協会） DEAR（開発教育協会）

イエス！となりの席は外国人 あらた真琴 ぶんか社

いきいき開発教育　総合学習に向けたカリキュラムの教材 開発教育協議会 開発教育協議会

池上彰が読む「イスラム」世界 池上彰 KADOKAWA

移住者が暮らしやすい社会に変えていく30の方法 移住労働者と連帯する全国ネットワーク 合同出版

いっしょに考えて！人権 角田尚子・ERIC国際理解教育センター ERIC国際理解教育センター

いっしょにすすめよう！人権 角田尚子・ERIC国際理解教育センター ERIC国際理解教育センター

いっしょにできるよ　Let's Cooperate ミルドレッド・マシェダー 国際理解教育・資料情報センター

いっしょに学ぼう　Let's Together　学び方・教えかたハンドブック スーザン・ファウンテン 国際理解教育センター

いつでもどこでもできる子どもの遊び 櫻井隆志・櫻井マリア・エレナ

異文化間ソーシャルワーク 石河久美子 川島書店

異文化コミュニケ－ションワークブック 八代京子荒木晶子樋口容視子山本志都コミサロフ喜美 三修社

異文化コミュニケーションを学ぶ人のために 細谷昌志 世界思想社

異文化体験入門 毛受敏浩 明石書店

異文化とコミュニケーション　オタク国家・日本の危機 島田裕巳 日本評論社

異文化とつき合うための心理学 金沢吉展 誠信書房



異文化トレーニング 八代京子、他 三修社

異文化に暮らす子どもたち 内田伸子、早津邑子 金子書房

異文化理解入門 原沢伊都夫 研究社

異文化理解 青木保 岩波新書

異文化理解おもしろクイズ 長倉百里 開拓社

異文化理解とコミュニケーション1 本名信行、他 三修社

異文化理解とコミュニケーション2 本名信行、他 三修社

インドネシア　芸術への招待　-音楽・舞踊・演劇の世界- 皆川厚一 東京堂出版

＜教材＞国際理解はじめの一歩　インドネシア・バリ島編 インドネシア教育振興会 インドネシア教育振興会

うつくしま国際理解ハンドブック 福島県国際交流協会 福島県国際交流協会

＜教材＞ウムヨム村のブタの一生　青年海外協力隊員からのメッセージ　テーマ・いのち 社団法人青年海外協力協会 社団法人青年海外協力協会

英語で国際理解教育[小学1・2年版] 吉村峰子、他 小学館

英語で国際理解教育[小学3・4年版] 吉村峰子、他 小学館

英語で国際理解教育[小学5・6年版] 吉村峰子、他 小学館

英語で広がるわたしたちの世界1[人間について] 吉村峰子、他 金の星社

英語で広がるわたしたちの世界2[平和について] 吉村峰子、他 金の星社

英語で広がるわたしたちの世界3[環境について] 吉村峰子、他 金の星社

英語で広がるわたしたちの世界4[いろいろな文化] 吉村峰子、他 金の星社

英語で広がるわたしたちの世界5[世界の国ぐに] 吉村峰子、他 金の星社

英語で学ぼう　国際理解教育 グローブ・インターナショナル・ティーチャーズ ベルワークス

英語の歌とゲーム・活動アイディア集 石川奈緒美、他 小学館

NIEガイドブック　総合的な学習編 財団法人日本新聞教育文化財団 財団法人日本新聞教育文化財団

エビと日本人Ⅱ　-暮らしのなかのグローバル化- 村井吉敬 岩波新書

「援助」する前に考えよう 斎藤聖、他 開発教育協会

援助する前に考えよう　参加型開発とPLAがわかる本 開発教育協会 開発教育協会

おカネで世界を変える３０の方法 田中優＋A SEEDJAPANエコ貯金プロジェクト 合同出版

＜教材＞お弁当屋さんゲーム　食のグローバリゼーションを考える 開発教育協会 開発教育協会

親子で読む地球環境の本　持続可能な開発　小さな一歩 カトリーヌ・ステルン 講談社

“女らしい”ってなあに？ “男らしい”ってなあに？ WAA 社団法人青年海外協力協会

海外とは日本人にとって何か　経済最前線をゆく 城山三郎 文春文庫

会議の技法　チームワークがひらく発想の新次元 吉田新一郎 中公新書

外国人児童・生徒教育への取り組み 中西晃・佐藤郡衛 教育出版

外国人児童生徒受入れの手引き 文部科学省初等中等教育局　国際教育課 文部科学省初等中等教育局　国際教育課

外国人と一緒に生きる社会がやってきた！ 河原俊昭、山本忠行 くろしお出版

外国人と法 手塚和彰 有斐閣

外国人の法律相談Ｑ＆Ａ　新 第一東京弁護士会、人権擁護委員会 ぎょうせい



外国人の法律相談Ｑ＆Ａ　第二次改訂版 第一東京弁護士会、人権擁護委員会 ぎょうせい

外国人よろず相談　事例と回答 東京都外国人相談研究会 日本加除出版

「ガイジン」生徒がやって来た 高橋正夫、他 大修館書店

開発教育　44号（2001） 『開発教育』編集委員会 開発教育協議会

開発教育キーワード51 『開発教育』編集委員会 開発教育協議会

開発教育　公正な地球社会のための教育 開発教育協会 明石書店

開発教育・国際理解教育ハンドブック 財団法人国際協力推進協会 財団法人国際協力推進協会

開発教育実践の手引き　開発教育ガイドブック2 財団法人国際協力推進協会 財団法人国際協力推進協会

開発教育ハンドブック―参加型学習で世界を感じる　［改訂版］ 開発教育研究会 開発教育研究会

開発教育ってなあに？　開発教育Ｑ＆Ａ集 開発教育協議会 開発教育協議会

開発教育のすすめ 西岡尚也 かもがわ出版

開発のための教育　地球市民を育てるための実践ガイド 財団法人日本ユニセフ協会 財団法人日本ユニセフ協会

開発のための教育　ユニセフによる地球学習の手引き 財団法人日本ユニセフ協会 財団法人日本ユニセフ協会

輝きがある。世界の笑顔に出会う瞬間 北川孝次、他 出版文化社

学校と地域がつくる国際理解教育NGO編 杉澤経子 武蔵野市国際交流協会

学校と地域がつくる国際理解教育[わーい！NGOが教室にやってきた] 武蔵野市国際交流協会 武蔵野市国際交流協会

学校と地域がつくる国際理解教育[わーい！外国人がが教室にやってきた] 武蔵野市国際交流協会 武蔵野市国際交流協会

環境学習アクティビティ集　川に学ぼう ERIC国際理解教育センター ERIC国際理解教育センター

韓国・朝鮮と出会おう[国際理解ハンドブック] ヨコハマ ハギハッチョ実行委員会 国土社

季節行事の遊びをしよう 山田美紀子 明治図書

気づきから行動へ　環境教育活動事例集 ERIC国際理解教育センター 環境教育トレーナー研究会

木と学ぼう アメリカ森林協議会 ERIC国際理解教育センター

[きみにもできる国際交流1] 　中国 西村成雄 偕成社

[きみにもできる国際交流2]　韓国 こどもくらぶ 偕成社

[きみにもできる国際交流3]　インド・パキスタン・バングラディッシュ・スリランカ 佐藤宏 偕成社

[きみにもできる国際交流4]　タイ・ミャンマー こどもくらぶ 偕成社

[きみにもできる国際交流5]　マレーシア・シンガポール・インドネシア 田中恭子 偕成社

[きみにもできる国際交流6]　ベトナム 大貫美佐子 偕成社

[きみにもできる国際交流7]　トルコ・シリア こどもくらぶ 偕成社

[きみにもできる国際交流8]　イギリス こどもくらぶ 偕成社

[きみにもできる国際交流9]　アメリカ 中島章夫 偕成社

[きみにもできる国際交流10]　カナダ こどもくらぶ 偕成社

[きみにもできる国際交流11]　オーストラリア・ニュージーランド こどもくらぶ 偕成社

[きみにもできる国際交流12]　フィリピン こどもくらぶ 偕成社

[きみにもできる国際交流13]　フィジー・トンガ・サモア こどもくらぶ 偕成社

[きみにもできる国際交流14]　ケニア こどもくらぶ 偕成社



[きみにもできる国際交流15]　フランス こどもくらぶ 偕成社

[きみにもできる国際交流16]　ドイツ・オランダ こどもくらぶ 偕成社

[きみにもできる国際交流17]　スイス・オーストリア こどもくらぶ 偕成社

[きみにもできる国際交流18]　イタリア・ギリシア こどもくらぶ 偕成社

[きみにもできる国際交流19]　スペイン・ポルトガル こどもくらぶ 偕成社

[きみにもできる国際交流20]　デンマーク・スウェーデン・ノルウェー こどもくらぶ 偕成社

[きみにもできる国際交流21]　チェコ・ハンガリー・ポーランド こどもくらぶ 偕成社

[きみにもできる国際交流22]　ロシア 田中泰子、カスチョールの会 偕成社

[きみにもできる国際交流23]　エジプト こどもくらぶ 偕成社

[きみにもできる国際交流24]　ブラジル・ペルー こどもくらぶ 偕成社

教員必携　続　外国につながる子どもの教育 宇都宮大学　HANDSプロジェクト 宇都宮大学　HANDSプロジェクト

教員必携　続　外国につながる子どもの教育　Q&A・翻訳資料 宇都宮大学　HANDSプロジェクト 宇都宮大学　HANDSプロジェクト

＜教材＞国際理解カード　クイズで国際理解！考えてみよう、世界の国々のこと 財団法人国際協力推進協会 財団法人国際協力推進協会

＜教材＞パーム油のはなし　「地球にやさしい」ってなんだろう？ 開発教育協議会 開発教育協議会

教室から地球へ　開発教育・国際理解教育虎の巻 独立行政法人国際協力機構　中部国際センター 独立行政法人国際協力機構　中部国際センター

クラスメイトはみんな外国人 世鳥アスカ 朝日新聞出版

くらべてわかる世界の大問題 山内昌之 日経ビジネス人文庫

グローバル化時代をいかに生きるか 韓敬丸・桑山敬己 平凡社

グローバル・クラスルーム デイビット・セルビー、他 明石書店

グローバル時代の国際理解教育 －実践と理論をつなぐ－ 日本国際理解教育学会 明石書店

グローバルな視野を活動の中で育てる 開発教育センター ERIC国際理解教育センター

＜教材＞クロマグロの悲劇　ERICの環境教育教材 ERIC国際理解教育センター ERIC国際理解教育センター

ケータイの裏側 吉田里織、石川一喜 合同出版

原木のある森 コーヒーのはじまりの物語 アフリカ理解プロジェクト アフリカ理解プロジェクト

高校生の地理A[くらし・世界・未来] 中村和郎、他 帝国書院

高校で考えた外国人の人権 神奈川県立多摩高校日本語ボランティアサークル 明石書店

高等学校学習指導要領 文部省 文部省

公務員のための外国語活用術 毛受敏浩 ぎょせい

公立小学校でやってみよう！英語　総合的な学習の時間にすすめる国際理解教育 吉村峰子 草土文化

コーヒーモノガタリ　アフリカ教材シリーズ Vol.1 アフリカ理解プロジェクト アフリカ理解プロジェクト

国際会議「持続可能な開発のための教育-環境教育と開発教育をこえるもの」 立教大学東アジア地域環境問題研究所 立教大学東アジア地域環境問題研究所

国際化：美しい誤解が生む成果 大沼保昭 東信堂

国際化時代と日本人 栗本一男 NHKブックス

国際化時代のスポーツ交流 外務省対外スポーツ交流情報センター 社団法人国際交流サービス協会

国際化対応の重要ポイント 岡本薫 財団法人全日本教育連合会

国際協力の現場から見たアジアと日本-経済技術交流の50年 久保田誠一 スリーエーネットワーク



「国際交流コミュニケーション」としての出版 箕輪成男 日本エディタースクール出版部

国際交流入門 榎田勝利 アルク

国際交流ボランティアをエンパワーメントする55のプログラム ボランティアを笑顔にし隊 in AICHI 財団法人愛知県国際交流協会

国際人間関係論 西田司、他 聖文社

国際文化社会をめざして 国際交流基金 国際交流基金

国際ボランティアへの道　国際協力ハンドブック 財団法人茨城県国際交流協会 財団法人茨城県国際交流協会

国際理解を深める世界の宗教　１　　仏教 保坂俊司 ポプラ社

国際理解を深める世界の宗教　２　　キリスト教・ユダヤ教 土井かおる ポプラ社

国際理解を深める世界の宗教　３　　イスラム教 清水芳見 ポプラ社

国際理解を深める世界の宗教　４　　ヒンドゥー教 山下博司 ポプラ社

国際理解を深める世界の宗教　５　　世界のさまざまな宗教　 井上順孝 ポプラ社

国際理解教育指導事例集　小学校編 文部省 文部省

国際理解教育[地球市民を育てる授業と構想] 大津和子 国土社

国際理解教育ハンドブック 財団法人名古屋国際センター（NIC） 財団法人名古屋国際センター（NIC）

国際理解教育ハンドブック――グローバル・シティズンシップを育む 日本国際理解教育学会、他 明石書店

国際理解[重要用語300の基礎知識] 大津和子、他 明治図書

国際理解にやくだつ　日本と世界のちがいを考える本1　こんなにちがう日本の常識・世界の常識 飯塚峻 ポプラ社

「こころ」をつなぐ国際交流1　考えよう！ぼくの町の国際化 池上彰 光村教育図書

「こころ」をつなぐ国際交流2　考えよう！文化のちがいと知る努力 池上彰 光村教育図書

「こころ」をつなぐ国際交流3　考えよう！グローバル化と共存共栄 池上彰 光村教育図書

国家と人種偏見 ポール・ゴードン・ローレン TBSブリタニカ

子どもとできる創造的な対立解決－実践ガイド－ モーニングサイドセンター 開発教育協会（DEAR）

子供の異文化体験 箕浦康子 新思索社

子どもの参加　国際社会と日本の歩み 財団法人アジア・太平洋人権情報センター 財団法人アジア・太平洋人権情報センター

子どもの参画 財団法人アジア・太平洋人権情報センター 財団法人アジア・太平洋人権情報センター

コミュニティー通訳入門 水野真木子 大阪教育図書

コミュニティ・カフェと市民育ち　あなたにもできる地域の縁側づくり 陣内雄次、他 萌文社

コミュニティ通訳　－多文化共生社会のコミュニケーション 水野真木子、内藤稔 みすず書房

サードカルチャーキッズ -多文化の間で生きる子どもたち- デビッド・C・ポロック+ルース=ヴァン・リーケン スリーエーネットワーク

在日外国人　第三版　法の壁、心の溝 田中宏 岩波新書

在日外国人 -法の壁、心の溝 田中宏 岩波新書

「在日」外国人　35カ国100人が語る「日本と私」 江崎泰子、他 晶文社

在日日系人のための生活相談事例集　スペイン語版 独立行政法人国際協力機構（JICA） 独立行政法人国際協力機構（JICA）

在日日系人のための生活相談事例集　ポルトガル語版 独立行政法人国際協力機構（JICA） 独立行政法人国際協力機構（JICA）

参加型学習で世界を感じる　開発教育実践ハンドブック 開発教育協会 開発教育協会

参加型学習のすすめ方 廣瀬隆人、他 ぎょうせい



参加型で伝える12のものの見方・考え方 ERIC国際理解教育センター ERIC国際理解教育センター

参加型ワークショップ入門 ロバート・チェンバース 明石書店

JSL中学高校生のための教科につなげる学習語彙・漢字ドリル[中国語版] 樋口万喜子 ココ出版

持続可能な開発のための教育-ESD- 開発教育協会 開発教育協会

持続可能な開発のための学び 開発教育協会 開発教育協会

持続可能な社会のための環境学習 木俣美樹男、他 培風館

実践　国際交流 国際交流基金、他 財団法人大阪国際交流センター

市民学習実践ハンドブック -教室と世界をつなぐ参加型学習30 市民学習実践ハンドブック編集委員会 開発教育協会

市民参加のデザイン 世古一穂 ぎょうせい

社会科 [中学生の公民]　地球市民をめざして 谷本美彦、他 帝国書院

社会の真実の見つけかた 堤未果 岩波ジュニア新書

シュミレーション教材　「ひょうたん島問題」　ＣＤ付 藤原孝章 明石書店

生涯学習支援のたえの参加型学習のすすめ方 廣瀬隆人、他 ぎょうせい

小学校　テーマで学ぶ英語活動　　BOOk　１　ＣＤ付 町田淳子　滝口優 三友社出版

小学校　テーマで学ぶ英語活動　　BOOk　２　ＣＤ付 町田淳子　滝口優 三友社出版

小学校英語活動実践の手引 文部科学省 文部科学省

小学校学習指導要領 文部省 文部省

小学校学習指導要領解説　道徳編 文部省 文部省

小学校「総合的な学習の時間」実践ブック2[国際理解編] 影浦攻 啓林館

小学校の英語教育[地球市民の育成のために] 樋口忠彦、他 KTC中央出版

省資源・省エネルギー活動ガイドブック　ステップ1・2・3 社団法人経済企画協会 経済企画庁国民生活局

食農共育　わたしと地球がつながる 近藤惠津子 コモンズ

進学を目指す人のための教科につなげる学習語彙6000語 日中対訳 樋口万喜子、他 ココ出版

シンガポールの青少年と教育 財団法人国際青少年育成振興財団 財団法人国際青少年育成振興財団

人権教育ファシリテーター・ハンドブック　基本編　参加型「気づきから築きへ」 ERIC国際理解教育センター ERIC国際理解教育センター

人権教育ファシリテーター・ハンドブック基本編 ERIC国際理解教育センター ERIC国際理解教育センター

新現代社会[地球市民として生きる] 谷内達、他 帝国書院

人権で世界を変える30の方法 ヒューマンライツ・ナウ 合同出版

[人権の絵本1] じぶんを大切に 岩川直樹、他 大月書店

[人権の絵本2] ちがいを豊かさに 岩川直樹、他 大月書店

[人権の絵本3] それって人権？ 喜多明人、他 大月書店

[人権の絵本4] わたしたちの人権宣言 喜多明人、他 大月書店

[人権の絵本5] タイムトラベル人権号 満川尚美、他 大月書店

[人権の絵本6] 学びの手引き 岩辺泰吏 大月書店

人権は国境を越えて 伊藤和子 岩波ジュニア新書

世界から貧しさをなくす30の方法 田中優、樫田秀樹、他 合同出版



世界がわかる国旗の本 学研 学研

世界と地球の困った現実　まんがで学ぶ開発教育 日本国際飢餓対策機構 明石書店

世界と私と未来をつなぐ授業づくりガイド -開発教育・ESDを教室へ- DEAR（開発教育協会） DEAR（開発教育協会）

世界のゲーム 財団法人日本レクレーション協会 不昧堂出版

世界の子どもの遊び辞典　総合的な学習・国際交流学習を盛り上げる 馬場桂一郎、他 明治図書

世界の半分が飢えるのはなぜ？ ジャン・ジグレール 合同出版

世界はなぜ仲良くできないの？　暴力の連鎖をとくために 竹中千春 阪急

世界をささえる一本の木 ヴァルデ＝マール 福音館書店

＜教材＞セネガルのファールさんの暮らし　青年海外協力隊員からのメッセージ　テーマ・平等 社団法人青年海外協力協会 社団法人青年海外協力協会

戦争のつくりかた りぼん・ぷろじぇくと マガジンハウス

戦争をしなくてすむ世界をつくる３０の方法 平和をつくる１７人 合同出版

戦争をなくすための平和教育　「暴力の文化」から「平和の文化」へ ベティ・リアドン、他 明石書店

創造的（クリエイティブ）に対立解決 ‐教え方ガイド‐ 開発教育協会 開発教育協会

[続]地球家族 フェイス・ダルージオ、他 TOTO出版

滞日外国人支援の実践事例から学ぶ　多文化ソーシャルワーク 社団法人日本社会福祉士会 中央法規

対立から学ぼう ウィリアム・クライドラー ERIC国際理解教育センター

＜教材＞たずねてみよう！カレーの世界 開発教育協議会 開発教育協議会

楽しく学ぶメディアリテラシー授業―ネット・ケータイ、ゲーム、テレビとの正しいつきあい方 学事出版

多文化教育を招く　マルチカルチャルな日本の現実のなかで 渡戸一郎、他 明石書店

多文化共生社会と外国人コミュニティーの力 吉富志津代 現代人文社

多文化共生社会の保育者 J・ゴンザレス・メーナー 北大路書房

多文化共生の学校づくり 山脇啓造、他 明石書店

多文化共生の教育とまちづくり 財団法人アジア・太平洋人権情報センター 財団法人アジア・太平洋人権情報センター

多文化共生のジレンマ 加藤秀俊 明石書店

多文化共生の街・新宿の底力 川村千鶴子 明石書店

多文化子どもの歌集 多文化共生センター 多文化共生センター

多文化社会と異文化コミュニケーション 伊佐雅子 三修社

多文化社会への道 駒井洋 明石書店

多文化主義・多言語主義の現在 西川長夫、他 人文書院

「多文化パワー」社会　多文化共生を超えて 毛受敏浩、他 明石書店

食べ方で地球が変わる～フードマイレージと食・農・環境～ 山下惣一、他 創森社

＜教材＞食べ物から世界が見える 東京YMCA国際奉仕センター 東京YMCA国際奉仕センター

食べものを通して世界を見つめよう ローリー・ルービン ERIC国際理解教育センター

たみちゃんと南の人びと 21世紀をともに生きる地球の仲間 明石書店

たみちゃんと南の人びと　Part2 21世紀をともに生きる地球の仲間 明石書店

たみちゃんと南の人びと　Part3 22世紀をともに生きる地球の仲間 明石書店



多様性トレーニングガイド　人権啓発参加型学習の理論と実践 森田ゆり 開放出版社

地域からの国際化 チャドウィック・Ｆ・アルジャー 日本評論社

地域と結ぶ国際理解[カリキュラム改革としての総合学習5] 善元幸夫、他 アドバンテージサーバー

地域福祉の今を学ぶ　‐理論・実践・スキル‐ 妻鹿ふむ子 ミネルヴァ書房

地球家族 [世界30か国のふつうの暮らし] マテリアル・ワールド・メンツェル TOTO出版

地球国際化のすすめ 池引嘉博 ぎょうせい

地球市民教育のすすめかた デイヴィッド・ヒックス、他 明石書店

地球市民になるための学び方　フィリピンにふれる、アジアに学ぶ 下羽友衛 日本図書センター

地球市民を育む学習 クライム・パイク、他 明石書店

地球市民をめざして 栗木千恵子 中央公論新社

地球社会の教育 E・O・ライシャワー サイマル出版会

地球データマップ　世界の“今”から“未来”を考える NHK「地球データマップ」制作班 NHK出版

地球では1秒間にサッカー場1面分の緑が消えている 田中章義 マガジンハウス

地球のごはん 世界30か国80人の“いただきます！” ピーター・メンツェル、フェイス・ダルージオ TOTO出版

地球のなおし方　限界を超えた環境を危機から引き戻す知恵 ドネラ・H・メドウズ、他 ダイアモンド社

地球のみかた パメラ・バッサマン、他 ERIC国際理解教育センター

中学教科単語帳 宇都宮大学　HANDSプロジェクト 宇都宮大学　HANDSプロジェクト

中学教科単語帳（別冊） 宇都宮大学　HANDSプロジェクト 宇都宮大学　HANDSプロジェクト

中学校学習指導要領 文部省 文部省

中国語スピーキング 市瀬智紀、他 三修社

中国と出会おう[国際理解ハンドブック] 納村公子 国土社

中南米の音楽 -歌・踊り・祝宴を生きる人々- 石橋純 東京堂出版

チョコレートから世界が見える　-人権を基盤にしたESD教材集 ヒューライツ大阪 ヒューライツ大阪

つながれ開発教育　学校と地域のパートナーシップ事例集 開発教育協議会 開発教育協議会

テキスト国際理解 米田伸次 国土社

徹底解剖100円ショップ　日常化するグローバリゼーション アジア太平洋資料センター コモンズ

南北問題と開発教育 田中治彦 亜紀書房

難民理解のためのワークショップ　なんみん　故郷をはなれて アジア福祉教育財団　難民事業本部 アジア福祉教育財団　難民事業本部

ニッポン不思議　日本文化を英語で語る50のエッセイ集 日本文化研究所 講談社インターナショナル

ニッポン在住ハーフな私の切実で笑える１００のモンダイ サンドラ・ヘフェリン メディアファクトリー

日本がもし100人の村だったら 池上彰 マガジンハウス

日本語が話せないお友だちを迎えて～国際化する教育現場からのＱ＆Ａ～ 河原俊昭、他 くろしお出版

日本国際人流志 吹浦忠正 自由国民社

日本語憲法 C・ダグラス・ラミス マガジンハウス

日本人の知らない日本語　３　　祝！卒業編 蛇蔵＆海野凪子 メディアファクトリー

日本人の知らない日本語　４　　海外編 蛇蔵＆海野凪子 メディアファクトリー



日本人と国際化 天沼香 弘文館

日本人の意識構造 会田雄次 講談社現代新書

日本で暮らす移住者の貧困 移住連　貧困プロジェクト 移住労働者と連帯する全国ネットワーク

日本の国際化 E・O・ライシャワー、他 文藝春秋

日本の子どもは何をして働いているの？ 国際子ども権利センター 国際子ども権利センター

人間関係づくりトレーニング 星野欣生 金子書房

バナナとエビと私たち 出雲公三 岩波ブックレット

バナナと日本人 -フィリピン農園と食卓のあいだ‐ 鶴見良行 岩波新書

＜教材＞パプアニューギニアの運動会の話　テーマ・ちがい 社団法人青年海外協力協会 社団法人青年海外協力協会

＜教材＞貧困と開発　豊かさのエンパワーメント 開発教育協会 開発教育協会

ファシリテーション革命　参加型の場づくりの技法 中野民夫 岩波アクティブ新書

ファシリテーター型リーダーの時代 フラン・リース プレジデント社

ファシリテーター・トレーニング 津村俊充、他 ナカニシヤ出版

ファシリテーターになろう 高橋浩一 総合法命

フィリピンと出会おう　国際理解ハンドブック ピナツボ復興むさいのネット 国土社

福祉の時代の心理学 今城周造 ぎょうせい

不都合な真実　地球温暖化の危機 アル・ゴア ランダムハウス講談社

2人から100人でもできる！ 15分でチームワークを高めるゲーム39 ブライアン・コール・ミラー ディスカヴァー・トゥエンティワン

ブラジルと出会おう　国際理解ハンドブック IAPEポルトガル語教室、他 国土社

文化の国際関係 田中俊郎 三嶺書房

ヘイト・スピーチとは何か 師岡康子 岩波新書

＜教材＞貿易ゲーム 財団法人神奈川県国際交流協会 財団法人神奈川県国際交流協会

＜教材＞貿易ゲーム　新 財団法人神奈川県国際交流協会、他 財団法人神奈川県国際交流協会、他

＜教材＞貿易ゲーム　新　経済のグローバル化を考える 財団法人神奈川県国際交流協会、他 財団法人神奈川県国際交流協会、他

＜教材＞ホンジュラスのホセ君の気持ち　テーマ・愛 社団法人青年海外協力協会 社団法人青年海外協力協会

＜教材＞マジカルバナナ 地球の木 地球の木

学びかた・教えかたハンドブック サイモン・フィッシャー、他 ERIC国際理解教育センター

マルチ能力が育む子どもの生きる力 トーマス・アームストロング 小学館

マレーシアの青少年と教育 財団法人国際青少年育成振興財団 財団法人国際青少年育成振興財団

まんが　クラスメイトは外国人 -多文化共生20の物語‐ みなみななみ 明石書店

マンガジア～アジアのマンガから世界を見よう～ 財団法人名古屋国際交流センター 財団法人名古屋国際交流センター

まんがで学ぶ世界の経済　グローバリゼーションとは何か？ エル・フィスゴン 明石書店

身近なことから世界と私を考える授業 開発教育研究会 明石書店

身近なことから世界と私を考える授業2 ―オキナワ・多みんぞくニホン・核と温暖化― 開発教育研究会 明石書店

未来を学ぼう サリー・バーンズ、他 ERIC国際理解教育センター

ミレニアム開発目標　世界から貧しさをなくす8つの方法　 「動く→動かす」編 合同出版



みんなで楽しむ子どもの遊ぶ 櫻井隆志、他 ベンデク櫻隆社

みんなでつなごう！教室と世界 財団法人福島県国際交流協会 財団法人福島県国際交流協会

みんなとの人間関係を豊かにする教材55 安達昇、他 小学館

ムースの大だいこ 秋野和子、他 架空社

メディアリテラシーの道具箱―テレビを見る・つくる・読む 東京大学情報学環メルプロジェクト 東京大学出版会

メディアリテラシー・ワークショップ―情報社会を学ぶ・遊ぶ・表現する 水超伸、東京大学情報学環メルプロジェクト 東京大学出版会

モット！となりの席は外国人 あらた真琴 ぶんか社

もっと話そう！エネルギーと原発のこと －参加型で学ぶ合うための16の方法－ 開発教育研究会 開発教育研究会

もっと話そう！平和を築くためにできること 開発教育研究会 開発教育研究会

＜教材＞モルディブのミィードゥ島の水　青年海外協力隊員からのメッセージ　テーマ・環境 社団法人青年海外協力協会 社団法人青年海外協力協会

野外活動・遊ぶ・ゲームアイデア集2　季節行事の遊びをしよう 山田美紀子 明治図書

やさしいことばで日本国憲法 池田佳代子 マガジンハウス

やさしいボランティア[小学校高学年・中学生版] ほんの木 ほんの木

ｙｏｕｒ　ｗｏｒｌｄ　　英語テキスト 町田淳子 子どもの未来社

ｙｏｕｒ　ｗｏｒlｄ　　CLASS CD    BeLL Works 町田淳子 子どもの未来社

ｙｏｕｒ　ｗｏｒｌｄ　　国際理解教育テキスト 町田淳子 子どもの未来社

ユニセフによる地球学習の手引き　小学校版 多田孝志、他 教育出版

幼児のための多文化理解教育 ボニー・ノイゲバウエル 明石書店

＜教材＞ルーマニアの子どもたちの生活　青年海外協力隊員からのメッセージ　テーマ・生きる 社団法人青年海外協力協会 社団法人青年海外協力協会

＜教材＞レヌカの学び 土橋泰子 あおもり開発教育研究会

ワークショップ　[新しい学びと創造の場] 中野民夫 岩沼新書

ワークショップ版　世界がもし100人の村だったら[第3版] DEAR（開発教育協会） DEAR（開発教育協会）

わが家に外国人がやってきた！ホームステイ in 日本 清水祺子、他 窓社

「わからないことは希望なのだ」 -新たな文化を切り開く15人との対話- 春原憲一郎 アルク

わくわく開発教育　参加型学習へのヒント 開発教育協議会 開発教育協議会

わたし、あなた、そしてみんな エリザベス・キャリスター、他 ERIC国際理解教育センター

私にできることは、なんだろう。あなたにはじめのNPO/NGO 財団法人2005年日本国際博覧会協会 財団法人2005年日本国際博覧会協会

わたしの　あなたの　みんなの会議　NPO運営マニュアル ERIC国際理解教育センター ERIC国際理解教育センター

わたし8歳、カカオ畑で働き続けて 岩附由香、他 ACE


