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No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

1 はじめまして!アフリカ音楽
ムクナ・チャカトゥンバ
／著

ヤマハミュージッ
クメディア

2015.9 /762.4/ﾑｸ/ 1108107002

2 楽器の音色がすぐ聴ける世界の民族楽器図鑑
民音音楽博物館／監
修

河出書房新社 2018.7 /763/ｶﾂ/ 0111896517

3 アフリカ音楽の正体 塚田 健一／著 音楽之友社 2016.6 /762.4/ﾂｶ/ 0111593514

4 吉野信的アフリカ 写真家が旅して感じた17のストーリー 吉野 信／著 天夢人 2018.7 /294.09/ﾖｼ/ 1109060325

5 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/編集

明石書店 2005.5 /596.23/ｱﾌ/ 1104580731

6 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/編集

明石書店 2004.4 /383.15/ｱﾌ/ 0110271599

7 アフリカのいまを知ろう（岩波ジュニア新書） 山田 肖子/編著 岩波書店 2008.3 S/302.4/ﾔﾏ/ 0110592697

8
辛くておいしい調味料ハリッサレシピ
オリーブオイル、とうがらし、スパイスが効く!減塩や代謝を上げる効果も!

ジェリビ・モンデール／
[ほか著]

誠文堂新光社 2017.8 /596/ｶﾗ/ 0111735564

9 マサイのルカがスマホで井戸を掘る話 ルカ・サンテ／著 学研プラス 2018.4 /382.45/ｻﾝ/ 0111810612

10 地図で見るアフリカハンドブック ジェロー・マグラン／著 原書房 2019.4 /302.4/ﾁｽ/ 0111981034

11 日本人のためのアフリカ入門（ちくま新書） 白戸 圭一/著 筑摩書房 2011.4 S/302.4/ｼﾗ/ 0111076161

12 ナチュラル・ファッション 自然を纏うアフリカ民族写真集
ハンス・シルヴェスター
/著

DU BOOKS 2013.12 /383.5/ｼﾙ/ 0103170120

13 新・現代アフリカ入門 人々が変える大陸（岩波新書 新赤版） 勝俣 誠/著 岩波書店 2013.4 S/302.4/ｶﾂ/ 1107066407

14 奥田恭子写真集 大地に生きる アフリカの動物たち 奥田 恭子/著 文芸社 2013.5 /482.45/ｵｸ/ 1107082677

15 EYE SEE ユニセフ子どもデジタル写真プロジェクト ルワンダリベリア
ソニー株式会社
CSR部

2009.3 /748/ｱｲ/ 1105971376

16 世界中のアフリカへ行こう <旅する文化>のガイドブック 中村 和恵/編 岩波書店 2009.5 /361.5/ｾｶ/ 0110966325

17 Mundi No.65 2019-2　特集アフリカ　イノベーションで未来を変える 国際協力機構 2013- /333/ﾑﾝ/ 1109322303

【文学】

18 いつか月曜日に、きっと
ナディン・ゴーディマ
/[著]

みすず書房 2005.4 /934.7/ｺﾃ/ 0110805615

19 影たち（アフリカ文学叢書）
チェンジェライ・ホー
ヴェ/著

スリーエーネット
ワーク

1994.11 /933.7/ﾎｳ/ 1100751062

20 骨たち
チェンジェライ・ホー
ヴェ/著

講談社 1990.5 /933.7/ﾎｳ/ 1100797537

21 生まれてくるものたちへ（アフリカ文学叢書）
モンガーン・セローテ/
著

スリーエーネット
ワーク

1998.10 /933.7/ｾﾛ/ 1101595393

22 ジャンプ 他十一篇（岩波文庫）
ナディン・ゴーディマ/
作

岩波書店 2014.10 B/933.7/ｺﾃ/ 1107790436

23 マイ・サンズ・ストーリー（アフリカ文学叢書）
ナディン・ゴーディマ/
著

スリーエーネット
ワーク

1997.12 /933.7/ｺﾃ/ 0110109066

24 アフリカ文学読みはじめ（アフリカ文学叢書） 福島 富士男/著
スリーエーネット
ワーク

1999.3 /994/ﾌｸ/ 0110172540

25 旅立つ理由 旦 敬介/著 岩波書店 2013.3 F/913.6/ﾀﾝｹ/ 1107085357

アフリカの今を知る。
実は文化やスポーツを通じて日本とのつながりも多いアフリカ。

今回の異文化理解講座の内容にちなんで、アフリカの音楽、スポーツや文化にかかわる本を中心に集めました。
今のアフリカ、のぞいてみませんか。

イベント開催日：令和元年6月22日
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【国際理解】

26 アフリカに大学をつくったサムライたち ジョモ・ケニヤッタ農工大学物語 荒木 光弥/著
国際開発ジャーナ
ル社

2014.1 /333.84/ｱﾗ/ 1107642223

27 青年海外協力隊員になるには（なるにはBOOKS） 横山 和子/著 ぺりかん社 2013.4 /333.8/ﾖｺ/ 0111267382

28 未来を変える目標SDGsアイデアブック Think the Earth／編著 Think the Earth 2018.5 /333.8/ﾐﾗ/ 0111876133

29 持続する情熱 青年海外協力隊50年の軌跡 国際協力機構／監修 万葉舎 2015.11 /333.8/ｼｿ/ 1108142272

30 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/編

合同出版 2012.3 /334.41/ｲｼ/ 1106904723

31 SDGsを学ぶ 国際開発・国際協力入門 高柳 彰夫／編 法律文化社 2018.12 /333.8/ｴｽ/ 0111954240

【児童書】

32 Q＆A式しらべる野球 4 世界の野球事情
ベースボール・マガジ
ン社/編集

ベースボール・マ
ガジン社

2010.3 /783.7/ｷﾕ/4 1201335575

33 ルワンダに教育の種を 内戦を生きぬいた女性・マリールイズの物語 中地 フキコ/著 かもがわ出版 2011.6 /302.4/ﾅｶ/ 1201382742

34 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

偕成社 2001.9 /382.4/ｵﾆ/ 1201524517

35 世界の国々 5 アフリカ州（帝国書院地理シリーズ） 帝国書院編集部/編集 帝国書院 2012.3 /290.8/ｾｶ/5 1201525142

36 なるほど世界地名事典 6 アフリカ 蟻川 明男/著 大月書店 2013.3 /290.1/ｱﾘ/6 1201536628

37 世界のともだち 14 南アフリカ共和国 偕成社 2014.9 /384.5/ｾｶ/14 1201666623

38 チョコレートと青い空（ホップステップキッズ!） 堀米 薫/作 そうえん社 2011.4 /913.6/ﾎﾘｺ/ 0210541148

39 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

徳間書店 2016.3 /489.7/ｼﾕ/ 1201704168

40 行ってみたいなあんな国こんな国 7 アフリカ 東 菜奈/作 岩崎書店 2010.3 /290.8/ﾋｶ/7 1201709795

41 オリンピック・パラリンピックで知る世界の国と地域 6 アフリカ
日本オリンピック・アカ
デミー／監修

小峰書店 2018.4 /780.6/ｵﾘ/6 0210817186

42 DOOR 208の国と地域がわかる国際理解地図 3 アフリカ 地図情報センター 2018.10 /290/ﾄｱ/3 0210828587

43 世界の文化と衣食住 国の記念日と祝日 [3] アフリカ 鈴木 佑司／監修 小峰書店 2019.4 /382/ｾｶ/3 0210841206

44 ポプラディアプラス世界の国々 2 アフリカ州 ポプラ社 2019.4 /290.8/ﾎﾌ/2 0210842024

45 ぼくらのアフリカに戦争がなくならないのはなぜ? 小川 真吾/著 合同出版 2012.4 /302.4/ｵｶ/ 0111160855

46 世界の子どもたち 32 ブルキナファソ 偕成社 1991.4 /290/ｾｶ/32 0200278312

47
国際理解に役立つ世界の民族音楽 CDできける 4
アラブとアフリカの音楽

こどもくらぶ/編 ポプラ社 2003.4 /762.4/ｺｸ/ 0210218509

48 サバンナの動物親子に学ぶ 羽仁 進/著 講談社 2011.8 /482.4/ﾊﾆ/ 0210548150

49 アフリカン・ポップス! 文化人類学からみる魅惑の音楽世界 鈴木 裕之/編・著 明石書店 2015.3 /764.7/ｽｽ/ 1108047919

50
しらべよう!世界の料理 4
サウジアラビア トルコ エジプト ナイジェリアほか

青木 ゆり子／監修・著 ポプラ社 2017.4 /383.8/ｼﾗ/4 1201710918

51 世界の地理 国別大図解 6 アフリカ・オセアニアの国々 井田 仁康／監修 学研プラス 2019.2 /290.8/ｾｶ/6 0210836393

○オーテピア高知図書館で所蔵している本をご紹介しています。
○貸出や返却はお近くの高知県内市町村立図書館でもできます。お近くの市町村立図書館にお問い合わせください。
○本や雑誌などに関する相談がございましたら、お気軽にオーテピア図書館までお問い合わせください。
　（お問い合わせの際は資料№をお伝えいただくとスムーズです。）

〒780-0842 高知市追手筋2-1-1 オーテピア3階

TEL：088-823-4946 FAX：088-823-9352
http://otepia.kochi.jp/library


