
2020年7月17日（金）～8月20日（木）

戸山図書館 平和事業



児童労働とは？アルバイトも児童労働なのか？

学校に通っており、さらに子どもにとってプラスとなる、お手伝いや
アルバイト、舞台での子役活動などは児童労働とはいわない。これらは
「子どもの仕事（Child Work)」とよばれる。それに対して、児童労働
とは教育を受ける権利や健康的な成長を妨げ、大人と同様に働くことで
ある。例えば、休みなしの長時間労働や強制労働、子ども兵士などがあ
る。

アルバイト 子役活動 子ども兵士

×

「児童労働の世界推計：推計結果と趨勢、2012~2016年」（日本語訳）
https://www.ilo.org/tokyo/areas-of-work/child-labour/WCMS_615276/lang--
ja/index.htm

出典 NGO「ACE」 https://acejapan.org

産業別：働いている子ども【全体で約1億5200万人】

危険有害労働とは？

農業：1億800万人
サービス業：2,600万人
工業：1,800万人

約70％が農業部門で発生していること
がわかる。また、児童労働全体の3分
の2以上は家庭内で発生しているとさ
れる。

農業では、身体に有害で危険な農薬を使用しているケースがある。成長
過程の小さな体で重い農薬を運び、手袋やマスクをせずに扱っているため、
健康被害などの危険が伴う。農業のほかに、スカベンジャーとよばれるゴ
ミを拾うことで、お金にする仕事がある。ゴミの中には針など危険物が混
在しているため、けがをする恐れがある。さらに、鉱山や金属加工場など
での労働がある。これらの危険有害労働の仕事では、子どもたちは知識や
経験がないため、危険だということを知らずに働いている。
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就業の最低年齢に関する条約
（第138号条約、1973年）

最低年齢は義務教育終了年齢後、原則15歳
ただし、軽労働については、一定の条件の下に13歳以上15歳未満
危険有害業務は18歳未満禁止
開発途上国のための例外：
就業最低年齢は当面14歳、軽労働は12歳以上14歳未満

最悪の形態の児童労働に関する条約
（第182号、1999年）

18歳未満の児童による「最悪の形態の児童労働」の禁止と撤廃を確保
するために、即時の効果的な措置を求める
① 人身売買、徴兵を含む強制労働、債務労働などの奴隷労働
② 売春、ポルノ製造、わいせつな演技に使用、斡旋、提供
③ 薬物の生産・取引など不正な活動に使用、斡旋、提供
④ 児童の健康、安全、道徳を害するおそれのある労働

172ヵ国（2020年1月現在）が推進している。

186ヵ国（2020年1月現在）が推進している。

ILOにより、児童労働に関する条約が定められている。

ILO「児童労働に関するILO条約」https://www.ilo.org/tokyo/areas-of-
work/WCMS_239915/lang--ja/index.htm

引用

児童労働の定義

ILO（国際労働機関）とは
1919年に創設され、国際連合初の専門機関（1946年）である。

ディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）を重要として
いる。世界の働く人々のために労働条件の改善や児童労働を各国政府に
指針などを提示している。1969年にはノーベル平和賞受賞している。
本部はスイス・ジュネーヴにある。2019年3月19日時点で、加盟国は
187ヵ国にのぼり、日本も加盟している。

ILO駐日事務所 ILOについて
https://www.ilo.org/tokyo/about-ilo/lang--ja/index.htm

出典

国際連合広報センター 国際労働機関ILO駐日事務所
https://www.unic.or.jp/info/un_agencies_japan/ilo/ （2）
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世界全体の児童労働推移（5～17歳）

児童労働 そのうち危険有害労働

児童労働全体で、1億
5162万2000人。その
うち、7252万5000人
が危険労働している。

5～17歳までの世界全体の児童労働人数は、2000年に約2
憶4550万人であったのに対し、2016年には約1億5200万
人となっている。この16年の間で約9400万人減少している
ことになる。だが、約1億5200万人という人数は、5～17歳
までの世界の子ども10人に1人が児童労働をしていることに
なる。そのうち、男の子は約8800万人、女の子は約6400万
人とされる。児童労働全体の約7300万人の子どもが危険有
害労働をしているという。

SDGｓ（国連の持続可能な開発目標）では2025年までに
児童労働ゼロを目標としている。各国の法整備や法規制、
ILOによるノウハウの提供などにより目標には徐々に近づい
てきてはいるが、目標達成まではまだほど遠い。

大きく分けると貧困や伝統と慣習、国の不安定、コスト削減へ
の需要、教育機会への欠如などがあげられる。特に、児童労働
は紛争や自然災害と深くて強い関係があるという。

出典

※1

世界には何人、児童労働に従事しているのか？（5～17歳）

ILO（国際労働機関 https://www.ilo.org/tokyo/about-ilo/lang--ja/index.htm
NGO法人ACE http://acejapan.org/

※1 ILO「児童労働に対する取組みの進展」https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
asia/---ro-bangkok/---ilo-tokyo/documents/genericdocument/wcms_239546.pdf
「児童労働の世界推計：推計結果と趨勢、2012~2016年」（日本語訳）
https://www.ilo.org/tokyo/areas-of-work/child-labour/WCMS_615276/lang--
ja/index.htm をもとに作成
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戦争や紛争 難民

児童労働が発生する原因には何があるのか？

コスト削減により、安い労働力への需要

自然災害・気候変動

教育機会の欠如

子どもが働くのが当たり前の社会

企業が生産コスト削減を求めることで、途上国の生
産者がしわ寄せが発生する。生産者は安い賃金のな
かで、安い労働力である子どもに働きを求めてしま
う。購入する側（消費者）は、児童労働によって作
られていたものにも関わらず、意識をせずに購入す
る。知らずに、加担してしまう。

自然災害や気候変動により作物が育たず、生活費にならな
い。最悪の場合、避難を余儀なくされることもある。その
ため、人手が雇えず、子どもに働いてもらうしかない。

×
などがあげられる。

ILO 「児童労働の世界推計：推計結果と趨勢、2012~2016年」（日本語訳）
https://www.ilo.org/tokyo/areas-of-work/child-labour/WCMS_615276/lang--ja/index.htm

出典

家計を支えていた働き手が、戦争や紛争に巻き込まれ、戦死や働くこと
が困難になるけがを負う。また、家に住むことができず難民となってしま
う。このような状況下で、家族を支え、毎日の食料を手にし、生き延びる
ために子どもが働くケースがある。学校を辞めさせられて、働きに出た子
どもは二度と学校に戻らないことが多いという。

児童労働の要因として貧困があるが、他にも原因はあげられる。

ILO 児童労働
https://www.ilo.org/tokyo/areas-of-work/child-labour/lang--ja/index.htm

義務教育は先進国では無償であるが、途上国では有償の国
が多い。そのため、教育費や学校で必要なものが揃えられ
ず、学校に通うことができない。さらに、校舎や教師の不
足などの要因もある。

親が子どもの頃、学校に通わず働くことが普通であった。

（4）



※2 https://www.ilo.org/tokyo/areas-of-work/child-labour/WCMS_615276/lang--ja/index.htm
児童労働の世界推計：推計結果と趨勢、2012~2016年」（日本語訳）
表2児童労働と危険有害労働の地域別状況 をもとに作成

アフリカ

47.6%

アジア太平洋

40.9%

アラブ諸国

0.8%

南北アメリカ

7.1%
欧州・中央アジア

3.6%

2016年地域別児童労働の推移

【1億5162万2000人】

※2

上図からアフリカに次いで、アジア・太平洋も多いことがわかる。

どの地域で児童労働が多いのか？

ja/index.htm

出典

世界各国の高所得国・中所得国・低所得国別でみてみると、中所得国の
児童労働は約8400万人と全体の56％を占めており、最も多い。1番多いと
思われていた低所得国で全体の約19％発生している。児童労働は途上国の
問題とされているが、高所得国である先進国でも全体の1％である約200万
人いるとされている。5～17歳までの児童労働を年齢別にみてみると、5～
11歳が最も多い。

世界各国：所得別の児童労働

「児童労働の世界推計：推計結果と趨勢、2012~2016年」（日本語訳）
https://www.ilo.org/tokyo/areas-of-work/child-labour/WCMS_615276/lang--ja/index.htm

2020年のCOVID-19（新型コロナウイルス）の大流行により、各国で仕
事を失う人が増えている。児童労働の数は徐々に減少していたが、日々の
生活をしていくために、児童労働が増える可能性があるとユニセフ・ILO
は6月12日の「児童労働反対世界デー」に共同で発信している。「一部の国
では、貧困が1％増加すると、児童労働が少なくとも0.7％増加するという
報告がある」

Unicef 「新型コロナウイルスの影響 児童労働が増加するおそれ ユニセフとILO、共同で報告書」
https://www.unicef.or.jp/news/2020/0150.html
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アムネスティ・インターナショナル日本編著『児童労働』リブリオ出版、2008

日本にいると、今手に取っているもの、身に着けている
もの、もしかしたら児童労働によって作られたものかも
しれない。

出典：

産業革命の児童労働：イギリス

イギリスの人々はそれまで着ていた毛織物から、洗濯がしやすく扱い
やすい綿織物へと需要が変化していった。綿製品の需要拡大により、速
く安く大量に生産する必要があったため、多くの機械が発明された。

鉱業で働く子どもたち繊維工場で働く女の子

V.T.J.アークル著『イギリスの社会と文化200年の歩み』英宝社、2002

指昭博著『図説イギリスの歴史』河出書房新社、2002
学ぶ会 46章（3）工場で働く子どもたち－産業革命－http://www.manabisha.com/k-sample/k-
sample.html

世紀後半から農
業革命により、それまで
農業に従事してきた労働

く、都市へと進出した。
その結果、イギリス産業

1768年にジェイムズ・ワットが蒸気機関を発明したことにより、町に
工場が作られ、物資を速く運搬することを可能とした。炭鉱では蒸気機
関に使用される唯一の燃料である石炭の需要が高まり、石炭採掘量は増
加した。その影響で、女性や少年・少女などは1日中暗い場所で螺旋エン
ジンの管理や炭鉱の換気調節管理を過ごしていた。
このような非人間的労働環境のなかで働いていたことで、健康を害

し、成人前に亡くなる子供が多かった。1830年代末、イギリス・リバ
プールの平均寿命は15～19歳ととても低かった。低賃金や長時間労働
（1日14・15時間）などの悪質な労働環境や児童労働など問題となり、
1833年工場法が制定される。工場法は繊維工場で働く女性や未成年に対
しての労働を保護することが目的であった。この法律は炭鉱などの鉱山
労働者の保護にはならなかった。この当時、繊維工場で働いていた3分の
1から3分の2にあたる労働者は児童や若者が占めていたとされる。1842
年には鉱山法が制定され、女性や13歳未満の少年が鉱山で働くことを禁
止した。1842年当時、鉱業で働く4分の1が児童であったとされる。

初期のミュール紡績機

そのうちの1つが、サムエル・クロンプトン発明
によるミュール紡績機であり、木綿生産の増大へ
とつながった。その一方で、操作が簡易化された
ことで多くの熟練工が失業し、賃金の安い女性や
未成年労働者が働くこととなった。紡績工場での
未成年労働者は、大人には大きすぎて作業するこ
とができない自動紡績機の下での作業などの危険
な労働をさせられ問題となっていた。

コトバンク 日本大百科全書（ニッポニカ）産業革命
https://kotobank.jp/word/%E7%94%A3%E6%A5%AD%E9%9D%A9%E5%91%BD-
70520 （6）



産業革命（紡績業）児童労働：日本

1853年貿易再開以来、イギリスから機械による安い綿織物が多く
輸入された。それと同時に、外国産綿糸が多く出回るようになった。
この状況を重く見た渋沢栄一らが中心となり、輸入した最新紡績機を
備えた大阪紡績会社を創立し、その後数多くの紡績会社の設立につな
がった。その結果、それまで綿織物輸出量世界1位であったイギリス
を抜いて日本は首位に代わり、紡績大国となる。このように産業革命
をすすめ、近代工業化を牽引して発展してきた紡績業であるが、その
背景では様々な問題が起こっていた。
紡績工場が多く設立されたことで、労働者数は増加していった。や

がて人員の獲得競争が激しくなり、労働者の確保が課題となった。安
い商品を生産し海外へ輸出するためには、低賃金と長時間労働が必要
であった。さらに、紡績業は他の分野に比べ、熟練度や肉体労働が少
なかった。そのため、女性や子どもの割合が多かったとされる。
紡績工場では長時間労働や劣悪な労働環境により、肺結核に罹患し

死亡する女子労働者は多かった。1日最低13時間の作業時間であり、
繁忙期には、17、18時間労働になったという。やがて社会問題とな
り、1911年の工場法の成立・施行につながった。工場法は初の労働
保護立法であった。工場法や技術水準の向上により、女性や児童労働
者は減少していった。

日本は外国と比べて産業革命期に、児童労働が問題にならなかった
国とされている。だが、海外と比べ大きな問題にならなかったとはい
え、「日本では、マッチ、段通、煙草、製紙、綿紡績、硝子、印刷の
各工場において、多くの児童労働者が見られた」とされる。その中で
も19世紀後半から20世紀前期において日本の産業革命を牽引し、重
要な産業であった紡績工場の児童労働者について取り上げる。

渋沢栄一

渋沢栄一記念財団「渋沢栄一関連会社名・団体名変遷図 綿業A」
https://www.shibusawa.or.jp/index.html

アムネスティ・インターナショナル日本編著『児童労働』リブリオ出版、
2008、ｐ81

双日歴史館「日本綿花 日本の紡績業の発達～開国以来」
https://www.sojitz.com/history/jp/

日本貿易振興機構（ジェトロ）アジア経済研究所 中村まり・山形辰史編
『児童労働根絶に向けた多面的アプローチ：中間報告』調査研究報告書
アジア経済研究所 2011年「第2章 日本の児童労働-歴史に見る児童労
働の経済メカニズム- 藤野敦子」
https://www.ide.go.jp/Japanese.html

出典：
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児童労働廃絶に成功：サッカーボール縫製

サッカーやフットサルを行うには必ず必要なのが、サッカー
ボール。現在、日本人にとって身近でかつ人気のスポーツである
ため、知っている人は多い。だが、このサッカーボールは、少し
前までは児童労働によって作られていたものもあった、というの
は知っていただろうか。
サッカーボールは機械で作られたものより、手縫いで作られた

方が品質が良く、リーズナブルで人気がある。そのサッカーボー
ルは、人件費の高い先進国では機械で生産され、その一方で人件
費の安い途上国では手縫いのサッカーボールが作られる。途上国
での手縫いのボールは、各家庭または、スティッチングセンター
とよばれる、集まって縫う場所で作られていた。子どもたちは学
校には通わず、ボールつくりに加担していたとされる。この作業
は低賃金にも関わらず、硬い皮を縫っていくことで、手のケガや
変形してしまう危険が伴っていた。
この状況を問題視した、国際機関やNGO、FIFA（国際サッ

カー連盟）などのサッカー業界が立ち上がった。FIFAは、1998
年フランス・ワールド・カップから児童労働によって作られた
ボールを使用しないことを宣言した。
スティッチャーとよばれる縫う人たちの名前や年齢などを登録

制にすること、縫製センターで仕事をすることになった。こうし
た結果、パキスタンのシアルコットでは、1997年時点で約
7,000人の子どもが働いていたが、学校に通うことになった。政
府や世界スポーツ用品産業世界連盟、ユニセフ、NGOが教育の
機会を提供協力していくことで、排除に成功した。

アムネスティ・インターナショナル日本編著『児童労働』リブリ
オ出版、2008
ヒューライツ大阪「国際人権ひろばNo.41 特集 インドのス
ポーツ産業にみる児童労働防止の取り組み」
https://www.hurights.or.jp/
児童労働とネットワーク（CL-Net）「サッカーと児童労働」
http://cl-net.org/campaign2014/soccer.html

フレーム
SOZAI GOOD

出典

-

SPOSHIRU 「昔のサッカーボールは豚や牛の膀胱が作られて
いた！？サッカーボールの面白い歴史」
https://sposhiru.com/
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ガーナ共和国は西アフリカに位置し、
赤道に近い国である。ガーナ南部地方で
は、カカオ豆栽培の環境に適しており、
生産量は世界2位である。2019年カカ
オ豆輸入全体の80％以上がガーナから
輸入され、日本のチョコレートに使われ
ている。このチョコレートにも児童労働

があることをご存じだろうか？
日本のNGO法人「ACE」の調査によると、2008年時点でガーナの生

産者はカカオ豆生産について正しい知識や技術がなく、生産量と生産効
率がとても低かったという。収入が少なく労働者を雇う余裕がないため、
子どもたちは重要な労働力となった。

2014年5月、ハーシーやネスレ、マーズなどのチョコレート世界大手
12社が中心となり、プロジェクトを始動した。カカオ農園の生産性向上
や児童労働の監視などガーナ政府と同意した上で活動を行っている。

対象の森永チョコレート商品を1つ購入するごとに、カカオ農家や学校支
援事業へ1円寄付されるという特別月間に行われる取組みである（2020
年は1月15日～2月14日まで）。これは年間の寄付とは別で行っている。
森永製菓株式会社は、国際NGO「プラン・インターナショナル」と
「ACE」と一緒に5ヵ国へ支援活動を行っている。

児童労働をなくす取組み：チョコレート

森永製菓 1チョコfor1スマイル 支援の取り組み
https://www.morinaga.co.jp/1choco-1smile/about/

日本チョコレート協会 日本の主要カカオ豆国別輸入量推移
http://www.chocolate-cocoa.com/statistics/cacao/import_j2.html

キッズ外務省 カカオ豆の生産量の多い国
https://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/ranking/cacao.html

2009年、ACEがカカオ生産地の児童労働問題など支援を行う「スマ
イル・ガーナプロジェクト」をガーナで活動を始め、450人以上の子ど
もたちを児童労働から救った。2013年からは「児童労働のないカカ
オ」を使用した商品開発を行っている。企業も児童労働をなくす取り組
みを行っている。そのなかで、2つの取り組みをあげる。

白木朋子著『子どもたちにしあわせを運ぶチョコレート』合同出版、2015出典

森永製菓「1チョコfor1スマイル」

「Cocoa Action（カカオ・アクション）」

Ghana Cocoa Board

NGO法人ACE「チョコレートとサステナビリティ」
https://acejapan.org/childlabour/report/chocolate_sustainability
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2014年、17歳という最年少記録でノーベル平和賞をマララ・ユ
スフザイ氏が受賞し話題となった。その同年、同じくノーベル平和
賞を受賞したのが、インド出身の人権活動家カイラシュ・サティヤ
ルティ氏だ。

カイラシュ・サティヤルティ（1954－）

カイラシュ氏は、1980年から児童労働に反対や社会復帰をさせる
活動を始め、「BBA／SACCS・南アジア奴隷解放連盟」を設立し、
代表となる。この団体は、主にインド国内の子どもの強制労働や人
身売買を撲滅するための活動を中心に行っており、これまでに8万人
の子どもたちを救済してきたといわれている。

1997年には国際NGO「児童労働に反対するグローバルマーチ」
を始める。この活動は、児童労働に関わる世界110ヵ国の2000以上
の団体や組織が、世界中を練り歩くというものだ。これらの活動が
評価され、2014年にノーベル平和賞を受賞した。
幼少期に、靴磨きをする親子と学校に通う自分との違いに疑問を

抱いたことが原点だという。

https://sustainablejapan.jp/2014/

アムネスティ・インターナショナル日本編著『児童労働』リブリオ出版、2008

児童労働解決に向けて取り組む人々

NGO法人ACE「ノーベル平和賞受賞カイラシュ・サティヤルティ氏について」
http://acejapan.org/info/2014/10/13218

出典

岩附由香（1974－）：NGO法人ACE代表

カイラシュ・サティヤルティ氏による「児童労働に反対するグ
ローバルマーチ」を日本でも実施するため、1997年ACEを設立す
る。2010年にNGO法人に認定される。

2004年には児童労働ネットワーク（CL-Net）を発足する。CL-
Netでは、ILOが制定する6月12日「児童労働反対世界デー」に合わ
せ、「ストップ！児童労働キャンペーン」を毎年行っている。児童
労働に反対意思を示す「レッドカードアクション」を発信するもの
だ。今年のキャンペーン期間は6月1日～20日までであった。

2007年からインド（コットン）とガーナ（カカオ）における
「子ども若者支援」や消費者に対しての啓発活動、政府や企業への
提言など児童労働予防と撤廃に取り組む活動を行っている。

ストップ！児童労働キャンペーン2020 https://stopchildlabour.jp/2020/

NGO法人ACE http://acejapan.org/
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主なフェアトレード産品 

フェアトレード認証製品市場で一番大きな割合を占めるのはコーヒーである。その他、チョ

コレートの原料となるカカオやコットン製品、バナナやスパイスなども増えている。 

現在、国際協力団体のみならずメーカーなどの一般企業でも、国際フェアトレード認証のル

ールに賛同し、フェアトレードに参加することができるようになり、身近なスーパーにもラ

ベル商品が並ぶようになっている。 

基準を守って輸入された商品には、フェアトレード商品であることを表すラベルを貼るこ

とが許され、消費者はそのことを理解して、ラベル付き商品を選んで購入し、途上国の生産

者を支援することができる。私たち各個人が、進んでフェアトレード認証商品を選ぶだけで

も、確実に世界を変える為の一歩に繋がっている。商品を選ぶことから国際協力してみては

どうだろうか？ 

フェアトレードとは？ 

フェアトレードとは公正取引のこと。フェアトレードを直訳すると「公平・公正な貿易」。

つまり、開発途上国の原料や製品を適正な価格で継続的に購入することにより、立場の弱い

開発途上国の生産者や労働者の生活改善と自立を目指す「貿易のしくみ」をいう。 
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本の紹介

⑤

① ②

③ ④

⑥

③出版社
④著者名
⑤出版年
⑥資料の概要

①資料のタイトル
②請求番号（資料の背表紙に記載されている番号）

疎開した四〇万冊の図書 016 ｶ

東京：幻戯書房 金高 謙二／著 2013年08月

太平洋戦争末期、大八車を押し、あるいはリュックを背負っ
て、何度も貴重な本を運んだ人々がいた-。旧都立日比谷図書
館の蔵書40万冊を疎開させ、知と文化を戦火から守った人々
を追うノンフィクション。
【資料番号】0550297912

はだしのゲンはヒロシマを忘れない R 319 ﾅ

東京：岩波書店 中沢 啓治／著 2008年08月

広島に落とされた原爆によって家族を失った悲しみ、戦争へ
の怒り、そして平和への願いから生まれた不朽の名作「はだ
しのゲン」。いかにしてヒロシマの記憶を未来の世代へと語
りつぐのか? 著者が積年の思いを伝える。
【資料番号】0501540136

よい戦争 209 ﾀ

東京：晶文社
スタッズ・ターケル

／著
1985年07月

アメリカの白人、黒人、かつての敵であるドイツ人、日本人、
政治家など……あらゆる階層にいた人々の第二次世界大戦前
後の経験を６０〜８０年代に回想したインタヴューの集成。
【資料番号】0500625500

戦場中毒 070 ﾖ

東京：文藝春秋 横田 徹／著 2015年10月

写真で世界は変わるのか? アフガン戦争からイスラム国まで
各地の紛争地で取材を続けた、日本人フリーカメラマンの半
生記。善悪やイデオロギーでは見えない戦争の真実。遺体・
負傷者などのモノクロ写真あり。
【資料番号】0550444729

戦争と平和の谷間で 239 ｱ

東京：岩波書店 明石 康／著 2007年10月

危機の渦中で当事者として考える、真のグローバル化とは、
平和とはなにか。平和維持活動で遭遇し一緒に仕事をした軍
人や民族主義者たちの人間像について、著者が見た生々しい
場面に焦点をあわせて語る、ボスニア内戦秘話。
【資料番号】0501506750

米英にとっての太平洋戦争 上下 209 ｿ

東京：草思社
クリストファー・

ソーン／著
1995年06月

ローズヴェルトとチャーチルと蔣介石の覇権と権益をめぐる
駆け引きの数々…対日戦争は米英中の闘いでもあった。日本
人が知らなかった太平洋戦争の本質を白日のもとにさらす。
【資料番号】0530157087
【資料番号】0530157079

「昭和天皇実録」にみる開戦と終戦 R 210 ﾊ

東京：岩波書店 半藤 一利／著 2015年09月

2014年9月に完成し公開された「昭和天皇実録」。作家・
半藤一利が、激動の昭和史の大転換点である開戦/終戦に注目
し、実録本文を引きつつ、日本の命運を揺るがせた天皇の決
断に至る経緯と心情に迫る。
【資料番号】0550436255

日本海軍と政治 210.6 ﾃ

東京：講談社 手嶋 泰伸／著 2015年01月

海軍の太平洋戦争への責任は陸軍に比して軽かったのか? 海
軍は「善玉」だったのか? 「不作為の罪」をキーワードに、
戦前期日本海軍の「政治責任」を検証する。
【資料番号】0550388085
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はじめてよむ世界人権宣言 316 ア

小学館
アムネスティ・イン
ターナショナル日本

支部／編
1998年05月

みんな、人権って言うけれど、人権って何だろう? 私たちが
ふだん当たり前に使う「人権」という言葉をもう一度考え直
すため、各界で活躍中の30人が、世界人権宣言の30条につ
いて自らの考えを述べる。
【資料番号】0500976904

ぼくたちは見た 302 ㇷ

彩流社 古居 みずえ／著 2011年08月

多数の犠牲者を出したイスラエルのパレスチナ・ガザ地区へ
の電撃攻撃。殺戮の現場を目撃した子どもたちの目線から戦
争を描く。2011年8月公開同名映画監督によるドキュメン
タリー。
【資料番号】0550177726

キム先生の人権のおはなし 316 キ

明石書房 金 両基／著 2003年06月

「一人の人間を原点」にして人権を語る-。静岡県磐田市の
『広報いわた』に平成6年6月号から平成11年3月号までの5
年間掲載された「人権コラム」のうちから42編を採録し、あ
らたに書き下ろし6編を加え再編集。
【資料番号】0501290881

貧困 戦争 ジェンダー 312 ト

晃洋書房 戸田 真紀子／著 2015年04月

アフリカ人エリートたちの暮らしを支えているのは、テレビ
で最も頻繁に目にする“かわいそうな”アフリカの貧しき人
びと。国民を守るべき政治エリートたちが国民を食い物にす
る発展途上国を事例とした比較政治学の入門書。 【資料
番号】0550410167

SDGs時代の平和学 319 サ

法律文化社 佐渡友 哲／著 2019年12月

冷戦時代に誕生した平和学が、戦争や紛争の解明から貧困、
飢餓、地球的諸問題の解決にまで発展していく過程を踏まえ
ながら、今日のSDGs時代に果たすべき役割を分析する。平
和学の課題と展望も示す。
【資料番号】0560161908

アムネスティ人権報告 316 ア

明石書店
アムネスティ・イン
ターナショナル日本

支部／編
1994年10月

子どもの権利条約は子どもの最善の利益を優先すること。こ
の条約の精神を活かすには、私たち一人ひとりが何をすれば
いいか、世界の子どもの人権侵害の事例を見ていく。その他、
人権に関する報告。
【資料番号】 0500806811

世界を平和にするためのささやかな提案 319 イ

河出書房新社 池澤 春菜／著 2015年05月

世界を平和にするために、わたしたちができることは-。黒柳
徹子(女優・ユニセフ親善大使)、木村草太(憲法学者)、春香ク
リスティーン(タレント)など22人が、今日からできる平和の
ためのアイデアを提案する。
【資料番号】0550418990

繁栄のパラドクス 331ㇰ

ハーパーコリンズ・
ジャパン

クレイトン・M.クリ
ステンセン／著

2019年06月

絶望を希望に変えるイノベーションの経済学とは? 持続する
繁栄のつくり方の理解を通して、貧困という複雑な問題に対
する処方箋「市場創造型イノベーション」を提示する。
【資料番号】0560126590

娘と話す世界の貧困と格差ってなに? 333 ヵ

現代企画室 勝俣 誠／著 2016年10月

豊かな国と貧しい国の違いはなに? 資源があるのに貧しいの
はなぜ? すべての人びとが食べられる世界とは? 国際政治経
済学を専門とする父と高校生の娘の対話を通して、世界には
びこる貧困と格差の問題を考える。
【資料番号】0560015650

貧困なき世界 333 ㇼ

東洋経済新報社
ジャスティン・リン

／著
2016年10月

市場原理主義では貧困を脱することはできない。資源やお金、
人材が不足している国や、政府が腐敗している国などが、今
すぐ手をつけられる開発戦略のロードマップを解説する。
【資料番号】0560013887
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わたし8歳、職業、家事使用人。 316 ア

合同出版 日下部 尚徳／著 2018年10月

バングラデシュには、「家事使用人」と呼ばれる子どもが42
万人いる。「家の中」で働く女の子たちは、どのような暮ら
しをしているのか。女の子たちの厳しい現実、直面する問題
や課題、私たちに今なにができるのかを紹介する。
【資料番号】0560194511

成功する海外ボランティア21のケース 333 チ

ダイヤモンド・
ビッグ社

「地球の歩き方」編集
室(海外ボランティア

デスク)／編集
2013年07月

海外ボランティアの基礎知識から活動内容、参加方法などを
徹底ガイド。自分と世界がハッピーになるボランティアの秘
訣を21の具体例で紹介する。国際貢献できる仕事の種類や就
職する方法など、将来のヒントも満載。
【資料番号】0550294942

世界ブランド企業黒書 335 ベ

明石書店
クラウス・ベルナー

／著
2005年08月

グローバル・ブランド企業の非情を斬る! 途上国の搾取的労
働とブランド企業のつながりを、赤裸々に暴露。軍事政権へ
の援助、児童労働、劣悪な労働条件などを行うブランド企業
を、実名を上げて告発する。
【資料番号】0501389247

貧困を救うテクノロジー 333 ス

イースト・プレス イアン・スマイリー／著 2015年08月

持続可能な開発支援とは? 発展途上国の実状と、約50年にわ
たる貧困との戦いの具体的な実績、技術の関わりを広くカ
バー。真に有効で持続可能な開発援助の方法を明らかにし、
これからのあるべき姿を問う。
【資料番号】0550434548

チェンジの扉 366 エ

集英社 ACE／著 2018年08月

人生は選択でき、変えることができる-。児童労働という問題
に向き合ったことで、自分の人生を取り戻した子どもやその
親、地域の人達のストーリーを、安田菜津紀の写真とともに
紹介する。多様性の社会を生き抜くヒントが満載。
【資料番号】0560193680

グローバル経済と現代奴隷制 361 へ

凱風社
ケビン・ベイルズ／

著
2014年03月

安価な商品の背景には2700万人に及ぶ「現代奴隷」の存在
がある。売春婦・レンガ工・炭焼き人夫・農夫として最底辺
に生きる人たちの実態を克明に調査した、英社会学者の渾身
のレポート。
【資料番号】 0550333550

子どもたちのアフリカ 367 イ

岩波書店 石 弘之／著 2005年04月

親をエイズで失った子ども、少年兵、そして現代の「奴隷」。
20数年間にわたってアフリカにかかわってきた著者が、アフ
リカの今、そして未来を、数多くのデータとともに、子ども
たちを通して描く渾身のルポ。
【資料番号】0501371515

世界の貧困 368 シ

青土社
ジェレミー・シーブ

ルック／著
2005年08月

絶一握りの大金持と、毎日の食にも窮する圧倒的多数の貧者
とが共存する現代社会の歪み。経済開発のみでは解決し得な
い、お金より安全・安心を願う民衆の切なる欲求に応答し、
大胆な構想をラディカルに提言する。
【資料番号】0501384693

開発途上国で学ぶ子どもたち 372 ヵ

関西学院大学出版会 關谷 武司／編 2018年09月

アジア、アフリカ、ラテンアメリカ地域に位置する10カ国を
対象に、国際機関や多くの研究者が扱うマクロなデータでは
把握しきれないミクロな修学実態を調査研究。執筆者による
ディスカッションの記録も収録する。
【資料番号】0560195660

チャイルド・プア 369 ア

TOブックス 新井 直之／著 2014年03月

車上生活、母親の自殺、10代でホームレス…。悪化の一途を
たどる日本の「子ども貧困」の実態に迫り、課題や将来への
取り組みなどを包括的に描く。NHK総合「特報首都圏」を書
籍化。
【資料番号】0550307240
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マスード 748 マ

河出書房新社 長倉 洋海／著 2001年12月

28人の仲間と5丁の自動小銃で始まった20世紀最後の革命。
長い闘い、そして首都カブールへの念願の入城。あしかけ10
年、計300日かけて、写真と文で綴った英雄マスードのアフ
ガン戦記。
【資料番号】0501160123

発展途上国の困難な状況にある子どもの教育 372 サ

明石書店 澤村 信英／編著 2019年01月

発展途上国の困難な状況にある子どもの教育のあり方を当事
者である生徒、教師、保護者の視点から捉えたフィールド研
究。支援する学校の事例を個別に調査し、就学が阻害される
社会的背景や構造を明らかにする。
【資料番号】0560194447

おいしいコーヒーの経済論 617 ツ

太田出版 辻村 英之／著 2012年0４月

一杯のコーヒーをおいしく飲むために知っておいた方がいい
こと、コーヒーをおいしく飲んで世界の仕組みを少しはマシ
にする方法など、コーヒーの経済研究の第一人者による画期
的な業績が満載。
【資料番号】0550229776

地球の声がきこえる 482 フ

講談社 藤原 幸一／著 2010年06月

年間4万種の生物が地球上から絶滅している! 北極から南極ま
で世界各地を取材した生物ジャーナリストが、人間による環
境破壊と、その人間との共存に苦悩する野生動物たちの実像
に迫る。
【資料番号】0550077827

涙 748 ﾅ

PHPエディターズ・
グループ

長倉 洋海／著 2004年03月

涙は生きていることの証し、生きていることへのお祝い。つ
らいことや哀しいこと、そしてちょっぴりうれしいことを確
認するための儀式の一つ…。子どもたちの涙の中にいろいろ
な人生が詰まっている瞬間をとらえた写真集。
【資料番号】0501314649

チョコレートの真実 617 オ

英治出版 キャロル・オフ／著 2014年03月

巨大企業と腐敗した政府、農園経営者らが、児童労働の上に
築いたカカオ産業を牛耳っている。今この時も、子どもたち
は狙われ、酷使されているのだ。そこに乗り込んだ気鋭の女
性ジャーナリストが目にしたものとは-。
【資料番号】 0501483345

トットちゃんとアフガニスタンの子どもたち 748 ﾀ

岩崎書店 田沼 武能／著 2002年05月

戦争の悲劇は必ず、弱い立場にある人に襲いかかる。そして
平和でなければ、家族の平和も子どもの幸せもあり得ない。
2度にわたりアフガニスタンを訪ねたユニセフ親善大使黒柳
徹子と、子どもたちの姿を伝える写真集。
【資料番号】0501223922

子どもたちが生きる世界はいま 748 ﾄ

七つ森書館 豊田 直巳／著 2005年06月

コソボ、カンボジア、アチェ、東アフリカ、パレスチナ、イ
ラク、在日コリアン、沖縄…。どんな状況にあろうとも、た
くましく生きる子どもたち。世界の紛争地をめぐるフォト
ジャーナリストが撮った、子どもたちの光と影。
【資料番号】0501381126

マーシイ 933 ﾓ

早川書房 トニ・モリスン／著 2010年01月

奴隷の娘フロレンスは、主人の借金の形として北部の農場主
に譲り渡された。彼女はやがて、自由な黒人の鍛冶屋と激し
い恋に落ちるが…。未開の植民地だった時代のアメリカを舞
台に、逞しく生き抜く女性たちの姿を描く。
【資料番号】0550043439

パールストリートのクレイジー女たち 933 ﾄ

ホーム社 トレヴェニアン／著 2015年04月

世界大恐慌、父の失踪、スラム、貧困、第二次世界大戦。ア
メリカンセンチュリーに、僕と若い母と幼い妹が暮したパー
ルストリートは、クレイジーな女だらけだった…。トレヴェ
ニアン最後の長篇小説。
【資料番号】0550408733
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展望塔のラプンツェル J36 ｳｻ

光文社 宇佐美 まこと／著 2019年09月

多摩川市は労働者相手の娯楽の街として栄え、貧困、暴力、
行きつく先は家庭崩壊。寄り添って暮らすフィリピン人の息
子カイと崩壊した家庭から逃げてきたナギサは、街をふらつ
く幼児の面倒を見ることにするが…。
【資料番号】0560149632

地下鉄道 933 ﾎ

早川書房
コルソン・ホワイト

ヘッド／著
2017年12月

コーラは農園の奴隷だ。身よりはなく、仲間からは孤立し、
主人は残虐きわまりない。ある日、新入りの奴隷に誘われ、
彼女は逃亡しようと決意する。農園を抜け出し、沼地を渡り、
地下を疾走する列車に乗って、自由な北部へ…。
【資料番号】0560068733

ブルー J36 ﾊﾏ

光文社 葉真中 顕／著 2019年04月

その怒り、その悲しみ、その絶望。なぜ殺人鬼が生まれたの
か? 平成30年間の文化・風俗を俯瞰しながら、児童虐待、子
供の貧困、外国人の低賃金労働など、格差社会が生んだ闇に
迫るクライムノベル。
【資料番号】0560178607

モンスーンあるいは白いトラ 943 ｺ

理論社 クラウス・コルドン／作 1999年07月

物売りの貧しい少年・ゴプー、大富豪の一人息子・バプティ。
カースト制度の色濃く残るインドの社会風土の中、全く異な
る世界に育った少年達の間に真の友情は成り立つのか。謎に
満ちた大陸・インドを舞台に描く大長編。
【資料番号】0501079160

土の中の子供 J36 ﾅｶ

新潮社 中村 文則／[著] 2005年07月

私は土の中で生まれた。親はいない。暴力だけがあった。ラ
ジオでは戦争の情報が流れていた…。芥川賞受賞作「土の中
の子供」と、「蜘蛛の声」の2編を収録。『新潮』掲載。
【資料番号】0501384915
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平和をつくった世界の20人
YA 280 

ﾍﾞ

岩波書店 ケン・ベラー／著 2009年11月

ベトナムの禅僧から、ブラジルのミュージシャン、スウェー
デンの子どもの本の作家、イラン系アメリカ人の建築家まで、
さまざまな方法で平和を築いた20人の生き方を紹介する。
【資料番号】0550431220

シリーズ戦争孤児 （全5巻） 210.7 ｼ

汐文社 本庄 豊／編 2014年～

戦争によって身寄りを亡くしたり、親と生き別れたり、親か
ら棄てられたりして孤児となった「戦争孤児」。
【資料番号】0550359803

平和への夢 227 ｼ

PHP研究所
バット・ヘン シャ

ハク／原詩
2006年03月

イスラエルの少女バット・ヘン シャハクは、15歳の誕生日
に自爆攻撃によって亡くなりました。彼女が小学生のときか
らつけはじめた日記に残されていた詩を収録。少女の「平和
への思いと夢」を伝える一冊です。
【資料番号】0501528612

子どもたちの昭和史 217 ｼ

大月書店 1984年06月

【資料番号】0500023413

武器より一冊の本をください 289 ﾕ

金の星社
ヴィヴィアナ・マッ

ツァ／著
2013年11月

わたしが勉強したいという思いを、銃で撃つことはできない-
。女性の教育について訴え、タリバンに撃たれた少女マラ
ラ・ユスフザイの物語。彼女の国連演説抄録(和訳)も掲載。
【資料番号】0550319310

三つの願い 227 ｴ

さ・え・ら書房 デボラ・エリス／著 2006年01月

パレスチナとイスラエルの子どもたちひとりひとりが、願う
なら、「きっと、戦争は終わる」 ほんとうに望むなら…。複
雑すぎてよくわからないパレスチナ紛争。そんな紛争下で暮
らす子どもたちの本音に迫るインタビュー集。
【資料番号】 0501407444

マララ 289 ﾕ

岩崎書店
マララ・ユスフザ

イ／著
2014年10月

女の子も学校に通う権利があると声をあげ続け、史上最年少
でノーベル平和賞を受賞した少女マララの手記。パキスタン
の歴史上の重要なできごとや、貴重な写真も掲載する。
【資料番号】0550373390

世界のふしぎなぜ?どうして? 290 ｾ

高橋書店 伊藤 純郎／監修 2018年05月

「国はどうやって生まれたの?」「みんな、どんな服を着て
いるの?」…。世界のさまざまな人びとのくらしや考え方、
世界のしくみやなりたちをイラストとともに紹介。聞かれた
ら説明に困る、いろんなふしぎが理解できます。
【資料番号】0560091535

アジアを考える本（全7巻） 302 ｱ

岩崎書店 村井 吉敬／編著 1995年04月

「アジア」は近いのに、なぜ遠くに感じるのだろう。アジア
のことを忘れて、見下していないだろうか。日本とアジアの
さまざまな国との間の歴史を、写真と文で改めて考えさせる。
もう二度と「迷惑」はかけない。
【資料番号】0500904963

アフガニスタン山の学校の子どもたち 292 ﾅ

偕成社 長倉 洋海／著 2006年09月

アフガニスタン北部、パンシール峡谷。長い戦争が終わり、
山間の小さな学校にまた子どもたちの姿がもどってきた。
1980年からアフガニスタンを撮りつづける写真家・長倉洋
海が出会った、山村にくらす子どもたちの素顔。
【資料番号】0501431153
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ガザ 302 ｾ

ポプラ社 清田 明宏／著 2015年05月

21世紀だけでもすでに4回も戦争が起きているガザ。収容所
のようなこの都市では、多くの人の命が奪われ、建物が破壊
された。こどもたちを中心に、ガザの様子を紹介する。パノ
ラマページ、見返しに地図等あり。
【資料番号】0550416570

ぼくの見た戦争 302 ﾀ

ポプラ社
高橋 邦典／写真・

文
2003年12月

戦場では人の死がとてもすぐそばにある-。2003年3月。イ
ラクが大量破壊兵器をもっているという理由で、戦争になる
かもしれない緊張感が高まりつつあった。アメリカ軍に従軍
した日本人カメラマンの記録。
【資料番号】0501307727

もしも学校に行けたら 302 ｺﾞ

汐文社 後藤 健二／著 2009年12月

長年続いた内戦、多国籍軍とテロリストの戦闘で多くの人が
苦しい生活を強いられているアフガニスタン。タリバンがい
なくなったことで学校に通えるようになった、少女マリアム
の物語。
【資料番号】0550039736

みんなで考えよう世界を見る目が変わる50の事実 302 ｳ

草思社
ジェシカ・ウィリアム

ズ／著
2007年05月

世界では30万人の子どもが兵士として戦っている。どうして
こんなことに? 明るい話題から深刻な問題まで、50の切り口
で世界のいまとこれからをわかりやすく解説。2005年刊を
若者向けに編み直したビジュアル版。
【資料番号】0501473967

アフガニスタン勇気と笑顔 302 ｳ

国土社
内堀 たけし／写

真・文
2004年02月

中国の西に位置するアフガニスタンは、美しい国です。今、
戦時下にあるアフガニスタンの働く人々、景色、子供たちを
カラーとモノクロ写真で紹介。知っているようで知らない国-
アフガニスタンを理解できます。
【資料番号】0501472744

平和ってなんだろう
YA 302 

ｱ

岩波書店 足立 力也／著 2009年05月

「軍隊をすてた国」として注目を浴びる国・中米コスタリカ
の民主的な選挙システム、窓口負担無料の医療制度などを紹
介。自由と民主主義を重んじる社会の中で育まれる人々の意
識を探りながら、平和とはなにかを考える。
【資料番号】0550002434

戦争が終わっても 302 ﾀ

ポプラ社 高橋 邦典／写真・文 2005年07月

内戦のさなかに出会った少年兵や、迫撃砲に被弾した女の子
…。西アフリカのリベリア共和国の子どもたちの姿を捉えた
写真集。「ぼくの見た戦争」の著者が描く、戦争と子どもた
ちの物語。
【資料番号】0501385386

もったいないばあさんと考えよう世界のこと 304 ｼ

講談社 真珠 まりこ／作・絵 2008年07月

気候変動、災害、食料と水の不足、戦争や貧困など、世界の
現状と、子どもたちを取りまくさまざまな問題を伝え、それ
らが私たちの暮らしとどのようにつながっているかを、もっ
たいないばあさんのメッセージとともに紹介します。
【資料番号】0501534850

紛争・対立・暴力
YA 310

ﾆ

岩波書店 西崎 文子／編著 2016年10月

なぜ世界でテロや暴力が蔓延するのか。亀裂の走る世界とど
う向き合うか。欧州の移民問題や中東のイスラム国(IS)など
各地の対立や衝突の背景を、わかりやすく解説する。2015
年10月開催のシンポジウムをもとに書籍化。
【資料番号】0560014106

みんなたいせつ 316 ﾐ

岩崎書店 東 菜奈／構成・訳 2018年11月

第二次世界大戦への深い反省から生まれた「世界人権宣言」
には、すべての人がしあわせに、自分らしく生きるための権
利が書かれている。条文を簡単な日本語に直した「意訳文」
を、世界の子供たちの写真とともに掲載した絵本。
【資料番号】0560186302
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小型武器よさらば 319 ﾔ

小学館 柳瀬 房子／文 2004年12月

ある日突然、子どもが戦場にかり出される。世界にはそんな
現実がある。銃を持たされ、他人の命を奪えと命令されると
いうことが、今も現実に起きている。つらく悲しい現実を、
子どもにもわかりやすく伝える本。
【資料番号】0501357251

世界の人びとに聞いた100通りの平和（全4巻） 319 ｾ

かもがわ出版 伊勢崎 賢治／監修 2015年～

世界16カ国の人びとに、その国で考えられている「平和」に
ついてインタビュー。背景にある歴史や国際問題などをまと
める。
【資料番号】0550443086

子どもたちの戦争 319 ｵ

講談社
マリア・オーセイミ／

著
1997年08月

「大人になったらもう一度小さな子どもになりたい…。だっ
てぼくには子ども時代なんてなかったから…」 レバノンやボ
スニア・ヘルツェゴビナなどの、死と恐怖の中で必死に生き
る子どもたちの叫びを多数の写真と共に収録する。
【資料番号】0501245266

13歳からの平和教室 319 ｱ

かもがわ出版 浅井 基文／著 2010年08月

人間の尊厳、戦争、核兵器、いじめ、国際協力…。祖父と孫
たちの対話を通して、平和についてやさしく説く。『ちゅー
ピー子ども新聞』連載を書籍化。一部書き込み式。
【資料番号】0550146820

戦争を平和にかえる法 319 ｱ

河出書房新社
ルイズ・アームストロ

ング／ぶん
2009年03月

砂の城をめぐって、スージーとジョニーの間でイザコザがも
ちあがり、論争から紛争へと発展してしまった…。戦争がど
うして起こり、どうやって平和にかえるべきかを、砂浜に平
和がおとずれるまでのストーリーで伝える。
【資料番号】0501569633

楽園に降った死の灰 319 ﾓ 1

新日本出版社 森住 卓／文・写真 2009年03月

1954年、アメリカがビキニ環礁でおこなった水爆実験「ブ
ラボー」。放射能を含んだ細かい砂や埃「死の灰」を浴び、
半世紀以上経った今も苦しみ続けるマーシャル諸島の現実を、
写真とともに紹介する。
【資料番号】0550005399

おとなはなぜ戦争するの（全2巻） 319 ｵ

新日本出版社 2004年03月

イラク戦争に際し、日本各地で子どもたちが自分にできる方
法で戦争反対を訴えた。混乱のイラクで生きる子らに思いを
はせ平和を願う、日本の子どもたちの声と行動を紹介する。
【資料番号】0550004331

私たちはいま、イラクにいます 319 ｱ

講談社
シャーロット・アル

デブロン／文
2003年06月

「爆撃で殺されるのは、私のような子どもなのです…」
2003年2月3日メーン州で行われた平和集会で13歳の少女
が読み上げた非戦メッセージ。朝日新聞掲載の記事(藤原泰子
訳)を基に、原文を参照して文章を改めたもの。
【資料番号】0501351386

六本足の子牛 319 ﾓ 3

新日本出版社 森住 卓／文・写真 2009年05月

見渡す限りの草原、のんびりと草を食べる牛や馬、客人を温
かくもてなす遊牧民。そこではかつて、400回以上の核実験
が行われていた-。今も放射能汚染の不安に脅かされるカザフ
スタンの現実を、写真とともに紹介する。
【資料番号】0550007379

ムスタファの村 319 ﾓ 2

新日本出版社 森住 卓／文・写真 2009年04月

2002年9月、イラクで出会った少年ムスタファは、白血病
に侵されていた-。湾岸戦争後、ガンや白血病の子どもが増え
つづけるイラクの現実を、写真とともに紹介する。
【資料番号】0501569443
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100円からできる国際協力（全6巻） 329 ﾋ

汐文社
100円からできる国際
協力編集委員会／編

2010年04月

世界には貧しさ・病気・戦争・環境破壊など、さまざまな問
題で苦しむ人たちがいます。1は、子どもへの栄養補助食や
難民への毛布の配布など、100円からでもできる国際協力の
具体例と、関連するデータを掲載します。
【資料番号】0550060079

ニュースに出てくる国際条約じてん（全5巻） 329 ﾆ

彩流社 池上 彰／監修 2015年～

国際社会での取り決めである国際条約について、採択された
年、条約がつくられた背景や経緯、内容、日本とのかかわり
を、写真や地図を交えて解説する。
【資料番号】0550396821

国際協力と平和を考える50話
YA 319 

ﾓ

岩波書店 森 英樹／著 2004年02月

【資料番号】0501315050

PEACE AND MEわたしの平和 319 ｳ

かもがわ出版 アリ・ウィンター／文 2019年09月

自由で平等な社会、個人の尊厳が尊重される社会を実現する
ために-。ジャン・アンリ・デュナン、キング牧師など、ノー
ベル平和賞受賞者12人を取り上げ、それぞれの生き方や平和
への思いを紹介する。
【資料番号】0560153913

池上彰が解説したい!国民・移民・難民（全3巻） 334 ｲ

筑摩書房 稲葉 茂勝／文 2018年～

ニュースでよく聞く「難民」は、日本にとっても大問題! そ
もそも国民とはなにかという基礎から、池上彰がわかりやす
く解説する。
【資料番号】0560181138

人口問題にたちむかう 334 ｾ

文研出版 鬼頭 宏／監修 2014年02月

人口に関するさまざまな問題や話題を、写真を使ってわかり
やすく解説。人口増加と食料問題、先進国の少子高齢化対策
など、さまざまな人口問題について考える。統計グラフや図
表などの資料も収録。
【資料番号】0550331601

左手がなくてもぼくは負けない! 319 ﾀ

学研教育出版 高橋 うらら／文 2009年10月

もし、地雷被害にあったら…。もし左手をなくしてしまった
ら…。明るい未来を思いえがくカンボジアの子どもたちと、
自分にもできることで支援する日本の子どもたちの話。
【資料番号】0550028332

平和と戦争の絵本（全6巻） 319 ﾍ

大月書店 岩川 直樹／文 2002年～

人は争いをやめることができるのか? 平和をつくるとはどん
なことなのか? さまざまな角度から平和と戦争の本質にアプ
ローチする。世代をこえて語り、考える絵本。
【資料番号】0501528620

NPOってなんですか（全3巻） 335 ｴ

汐文社
NPO活動を考える会

／編著
2004年03月

NPOってなんだろう? どんな活動をしているの? 地域社会や
それを越えた様々な課題を解決する社会的使命や価値観を
持って自主的、自発的に活動するNPOについて紹介する。
【資料番号】0501321587

ふえる人口へる人口 334 ｾ

文研出版 鬼頭 宏／監修 2013年12月

人口に関するさまざまな問題や話題を、写真を使ってわかり
やすく解説。減少する先進国の人口と、開発途上国の人口増
加を取り上げ、資源としての人口について考える。統計グラ
フや図表などの資料も収録。
【資料番号】0550338840
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みんなのチャンス 367 ｲ

少年写真新聞社 石井 光太／著 2014年10月

貧しい国の子どもたちは、どんなふうな毎日を過ごしている
んだろう? 「家」「働く」「仲間」などのテーマごとに、作
家・石井光太が写した、路上に生きる子どもたちの実態を紹
介する写真絵本。
【資料番号】0550371335

子どもが働く国があるの? 367 ｶ

ほるぷ出版 稲葉 茂勝／著 2003年01月

家族について考えるシリーズ。この巻では、世界中には、実
にさまざまな家族のかたちがあることを知り、家族の多様性
とともに、子どもが将来どういう家族をつくっていくかを一
緒に考える。
【資料番号】0501120242

あるけ!ねがいをこめて 366 ｶ

フレーベル館
モニカ・カリング／

文
2018年12月

世の中から児童労働をなくす活動をしたアメリカ人女性、マ
ザー・ジョーンズ。1903年、彼女は子どもたちとともに
フィラデルフィアからデモ行進をスタートさせ…。大統領の
家を目指して行進した16日間のものがたり。
【資料番号】0560183027

21世紀の平和を考えるシリーズ（全6巻） 360 ﾆ

ポプラ社 大貫 美佐子／監修 2003年04月

世界のニュースの中の、子どもたちが「なぜ?」と感じる問
題を、身近な視点からわかりやすく解説。国際理解学習、時
事問題をめぐる学習に最適なシリーズ。
【資料番号】0501332469

チャンスがあれば… 367 ﾁ

岩崎書店 チャンスの会／編・訳 2007年05月

知りたいんだ、なぜ、なんのために、ぼくは生まれてきたの
か-。バングラデシュ、カンボジアなどの貧しい子どもたちに
よる、独特の視点からの絵とことばを収録。小さなアーティ
ストたちの大きなメッセージ。
【資料番号】0501471291

幸せとまずしさの教室 367 ｲ

少年写真新聞社 石井 光太／著 2015年08月

世界にはたくさんのまずしい子どもたちがいます。かれらは
どういうくらしをして、何を楽しみにして生きているので
しょうか。路上に生きる子どもたちのリアルなくらし、幸せ
を、写真を交えて紹介します。見返しに地図等あり。
【資料番号】0550433341

ぼくが5歳の子ども兵士だったとき 367 ﾊ

汐文社
ジェシカ・ディー・ハ

ンフリーズ／作
2015年07月

長いあいだ戦争が続き、貧困と絶望の果てに、ぼくの祖国で
は、子どもを兵士として利用した…。政治の転換期にあった
コンゴ民主共和国で、反政府軍の兵士に連れ去られた記憶を
絵本で綴る。
【資料番号】0550427915

イラクから日本のおともだちへ 360 ｻ

子どもの未来社 佐藤 真紀／文 2013年02月

イラクを攻撃して、世界は平和になりましたか? 戦争前の美
しい町並み、飛行機の爆撃、一度もしてもらえなかった誕生
日、過酷な難民キャンプ、病院での治療…。イラクの子ども
たちが平和への願いをこめて描いた絵を紹介する。
【資料番号】0550261397

今、世界はあぶないのか?（全4巻） 368 ｲ

評論社 ハナネ・カイ／絵 2017年10月

世界中で起きている問題について考えるための絵本。「争い
と戦争」をとりあげ、戦争とは何か、どうして起こるのか、
どうしたら止められるのか、子どもたちにできることはある
のかなどを紹介します。
【資料番号】0560061985

アフガニスタンの少女マジャミン 367 ﾅ

新日本出版社 長倉 洋海／写真・文 2010年09月

戦争から復興しつつあるアフガニスタンで、山の学校へ通う
マジャミンは4年生。家事を手伝いながら、羊や牛の面倒も
みます。そんな彼女の夢は-。「助け合って生きる」ことへの
共感と、未来への希望を見つけ出せる写真集。
【資料番号】0550092527
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こどものけんり 369 ｺ

雲母書房 名取 弘文／編 1996年03月

1989年に国連で決めた「子どもの権利条約」を、小学校6
年生による訳文と、日本政府による訳文を両方掲載し、その
双方の視座から、あらためて子どもの権利について考察して
いく書。条文に具体例をあげ、理解しやすく構成。
【資料番号】0501189085

なぜ学校にいくの? 370 ﾏ

リブリオ出版
マンフレート・マイ／

さく
1994年03月

子どもの「なぜ?」にユーモアたっぷりに答えてくれる、
“知りたいことがいっぱいあるのシリーズ”。なぜ学校にい
かなきゃいけないの? なぜ学年があるの? など、学校とは何
かについて、楽しく教えてくれる。
【資料番号】0500759955

もう、死なせない! 369 ﾓ

フレーベル館 桃井 和馬／著 2004年07月

1994年に批准された「子ども権利条約」。世界各地で見た
子どもたちの現状を、著者の言葉と権利条約を併記すること
によって伝え、世界の子どもの生きる権利について考えてい
きます。
【資料番号】0501338524

シリーズ・貧困を考える（全3巻） 368 ｲ

ミネルヴァ書房 稲葉 茂勝／著 2017年01月～

いろいろな角度から、世界と日本の貧困について考えるシ
リーズ。【資料番号】0560029950

ヒマラヤに学校をつくる 372 ﾖ

旬報社 吉岡 大祐／著 2018年09月

組織に属さず、社会的な信頼も実績もないまま22歳でネパー
ルに渡り、思いつきで始めた貧しい人たちへの教育支援活動
…。ゼロから学校づくりに挑んだ著者の涙と感動の20年の軌
跡。
【資料番号】0560121572

ノーベル賞とアルフレッド・ノーベル 377 ﾉ

岩崎書店 こどもくらぶ／編 2019年11月

平和と学問の研究につくした人たちに贈られるノーベル賞。
ノーベル賞をつくったアルフレッド・ノーベルを絵本形式で
紹介するほか、ノーベル賞の誕生やしくみ、ノーベル賞を受
賞した偉人たちなどを豊富な写真で解説する。
【資料番号】0560160710

いま、地球の子どもたちは（全4巻） 369 ﾓ

新日本出版社 本木 洋子／著 2005年04月～

国連が21世紀の地球のために定めた開発目標「ミレニアム
ゴール」をテーマごとに紹介。
【資料番号】0501377557

名もなき花たちと 369 ｺ

原書房 小手鞠 るい／著 2019年06月

肌や目の色が違うから、敵国の子だから-。敗戦後の日本で見
捨てられた「混血孤児」たちと、その母となる道を選んだ澤
田美喜。差別と闘い、懸命に生きた二千人の「家族の物語」。
【資料番号】0560126996

ノーベル賞の大常識 377 ｱ

ポプラ社 青木 一平／文 2004年01月

「ノーベル賞の賞金っていくら?」という素朴な疑問から、
受賞者の生い立ちやエピソードをまじえて紹介した、楽しい
学習読み物。知ってるとトクするノーベル賞のひみつを徹底
攻略! 
【資料番号】0501307735

平和・環境につながるノーベル賞 377 ﾉ

文研出版 若林 文高／監修 2014年03月

人類に役立つ研究や活動をした人々におくられる栄誉ある賞、
ノーベル賞。各国の指導者や学者たちが、どのような成果を
あげて平和・環境につながるノーベル賞を受賞したのかをわ
かりやすく紹介する。
【資料番号】0550340696
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自給力でわかる日本の産業（全8巻） 602 ｼﾞ

学研 2009年02月

「日本の産業する力」を自給率から紹介。生産から流通まで
の一連の流れを学べる。
【資料番号】0501563013

考えよう!やってみよう!フェアトレード（全3巻） 678 ｶ

彩流社 こどもくらぶ／編 2015年09月 ～

発展途上国の人びとの生活改善と自立をめざすために考えだ
された貿易のしくみ「フェアトレード」。
【資料番号】0550435067

池上彰のニュースに登場する世界の環境問題
（全10巻）

519 ｲ

さ・え・ら書房 池上 彰／監修 2010年03月 ～

環境問題に関するニュースをその背景とともに紹介。
【資料番号】0550052638

戦場カメラマン渡部陽一が見た世界（全3巻） 384 ﾜ

くもん出版 渡部 陽一／写真・文 2015年01月 ～

戦場カメラマンとして約130の国や地域を訪れた渡部陽一が、
世界で起きていることを写真とともに伝えるシリーズ。
【資料番号】0550393894

メイドインどこ?（全3巻） L 678 ﾒ

大月書店 斉藤 道子／編・著
2014年09月

～

原料のほとんどを海外から輸入している砂糖、日本で発明さ
れたインスタントラーメン…。身近な食べものや飲みものが
どこで作られているのかを、写真や円グラフ、地図などを交
えてわかりやすく説明します。
【資料番号】0550370725

つながる 748 ﾅ

アリス館 長倉 洋海／著 2019年06月

家族、友達、地域、国…人とつながることは、自分が生きる
ための根っこをのばすことになる。写真を撮る旅で出会った
世界各地の人びと、美しい光景、動物や花ばなを通して「つ
ながる」ということを考える。見返しに写真あり。
【資料番号】0560126060

じゅんびはいいかい? 519 ｽ

山川出版社 末吉 里花／文 2019年07月

食べ物を食べるとき、物を手にするとき、人や動物がハッ
ピーになる方を選べるように、見えない世界のほんとうのは
なしを見にいこう。人、地球環境、社会、地域に配慮した考
え方や行動「エシカル」の理念を伝える絵本。
【資料番号】0560142876

子ども兵士 393 ｱ

リブリオ出版
アムネスティ・イン

ターナショナル日本／
編著

2008年10月

私たちが子どものためにできることは何か? 戦争に兵隊とし
て子どもを使い捨てているという現実を、現地からの衝撃的
なレポートや豊富な写真、資料で紹介する。
【資料番号】0501554815

やんばるの少年 E ﾔ

童心社 たじま ゆきひこ／作 2019年05月

沖縄県のやんばるの森は、ぼくと弟のげんた、ハルコのあそ
びばです。だけど、アメリカ軍に森の木は切り倒されてしま
い、ぼくたちは森がこわされていくのを見ていました。それ
からハルコは学校を休んでいて…。
【資料番号】0560120614

せんそうしない E ｾ

講談社
たにかわ しゅんたろ

う／ぶん
2015年07月

ちきゅうにいきるいきもののなかで、せんそうをはじめるの
は、にんげんだけ。それも、おとなだけ-。詩人・谷川俊太郎
とイラストレーター・江頭路子のコラボで生まれた、戦争と
平和を考える本。
【資料番号】0550425887
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焼けあとのちかい E ﾔ

大月書店 半藤 一利／文 2019年07月

小学5年生でアメリカとの戦争が始まり、東京大空襲の猛火
を生きのびたのが中学2年生のとき。焼け跡で誓ったことと
は…。東京の下町で生まれ育った作家・半藤一利が、少年時
代の戦争体験を描いた絵本。
【資料番号】0560129297

むこうがわのあのこ E ﾑ

光村教育図書
ジャクリーン・ウッド

ソン／文
2010年11月

町をしきる栅。わたしたちは栅のこっち側に、白い人たちは

栅の向こう側に住んでいた。ある夏の日、ひとりの女の子が

栅のところへやってきた。夏が半分過ぎた頃、わたしはその
女の子と話をして…。
【資料番号】0550114403

戦火のなかの子どもたち E ｾ

岩崎書店 岩崎 ちひろ／作 1978年

【資料番号】0560038380

ぼくが一番望むこと E ﾎﾞ

新日本出版社
マリー・ブラッドビー

／文
2010年07月

ぼくは、朝暗いうちから仕事にでかける。朝食ぬきでお腹が
なっている。でも、ぼくの望みは朝食ではない。ぼくは、本
が読めるようになりたい-。黒人教育家ブッカー・T・ワシン
トンの幼少期を描いた絵本。
【資料番号】0550086512

とりがおしえてくれたこと E ﾄ

株式会社budori 株式会社budori／制作 2016年06月

原料のほとんどを海外から輸入している砂糖、日本で発明さ
れたインスタントラーメン…。身近な食べものや飲みものが
どこで作られているのかを、写真や円グラフ、地図などを交
えてわかりやすく説明します。
【資料番号】0560194934

ようこそ!ここはみんなのがっこうだよ E ﾖ

鈴木出版
アレクザーンドラ・ペ

ンフォールド／作
2020年02月

教室では心配なんてなんにもないよー。様々なバックグラウ
ンドを持った子ども達が互いに認め合い、楽しく学校生活を
送っている様子を描く。子ども達に励ましと勇気を与え、人
種・国籍などの多様性の素晴らしさを伝える絵本。
【資料番号】0560167677

へいわってどんなこと? E ﾍ

童心社 浜田 桂子／作 2011年04月

きっとね、平和ってこんなこと。戦争をしないこと、爆弾な
んか落とさないこと、家や町を破壊しないこと…。日本・中
国・韓国の絵本作家が手をつなぎ、子どもたちにおくる平和
絵本シリーズ。
【資料番号】0550210615

せんそう E ｾ

ほるぷ出版
エリック・バトゥー／

作
2003年06月

美しい国で、仲良く平和に暮らしていた住民たち。ところが
ある日、ささいなことをきっかけに、戦争が始まってしまっ
たのです…。戦争の愚かさと悲惨さを鋭く描く絵本。
【資料番号】0501282225

わたしの「やめて」 E ﾜ

朝日新聞出版
自由と平和のための京
大有志の会声明書<こ

ども語訳>／文
2015年09月

戦争は始めるのは簡単だけど、終わるのは難しい…。「なぜ、
戦争をしてはいけないの?」という問いにはっきりと答える
本。自由と平和のための京大有志の会「声明書」のこども語
訳を絵本化。
【資料番号】0550436199

ぼくがラーメンたべてるとき E ﾎﾞ

教育画劇 長谷川 義史／作 絵 2007年07月

僕がラーメンたべてるとき、となりでミケがあくびした。と
なりでミケがあくびしたとき、となりのみっちゃんがチャン
ネルを変えた…。遠く遠く離れた国でいま何が起こっている
のだろう? 同じこの空の下で。
【資料番号】0501484378
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ソンジュの見た星 F2 ﾘｿ

徳間書店 リ ソンジュ／著 2019年05月

軍の指揮官になる夢、家、そして両親。11歳のころ、ソン
ジュはすべてを失った。ひどい飢饉のなか、彼は6人の仲間
と力を合わせ、路上で生きていくことに…。16歳のときに脱
北した著者が、北朝鮮での過酷な少年時代を綴る。
【資料番号】0560121530

チョコレートと青い空 F1 ﾎﾘ

そうえん社 堀米 薫／作 2011年04月

周二の家は近所でも珍しい専業農家。ある日、ガーナ人の研
修生エリックさんがやってきた。頼もしいエリックさんと
いっしょの楽しい日々。そしてエリックさんは、周二にとて
も大切なことを教えてくれた…。
【資料番号】0550136285

ワンガリの平和の木 E ﾜ

BL出版
ジャネット・ウィン

ター／作
2010年02月

9本の苗木が3000万本になったグリーンベルト運動を、詩
的な文章と美しいイラストで綴ります。ふるさとのケニアに
緑を取り戻すために立ち上がったワンガリ・マータイの伝記
絵本。
【資料番号】0550048697

黒い兄弟（上・下巻） YA F2 ﾃﾂ

あすなろ書房 リザ・テツナー／著 2002年09月

今から150年以上も昔のスイス。山奥の貧しい農民たちは、
8歳から15歳になる自分の子供たちをミラノの煙突掃除夫に
売っていた。秘密結社「黒い兄弟」の仲間たちの波瀾万丈の
物語。
【資料番号】0501155738

はたらく E ﾊ

アリス館 長倉 洋海／著 2017年09月

山の上で山羊を育て、放牧する少年。両親のかわりに市場で
はたらく少女。森の恵み、海の恵みで生きる人々…。世界各
地で出会った、家族や仲間と助け合ってはたらく子どもたち
を写真で紹介する。見返しに写真あり。
【資料番号】0560059807
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新宿区平和都市宣言

世界の恒久平和は、人類共通の願いである。
私たちは、世界で唯一の核被爆国民として、自らも戦火を受けた都市の住
民として、戦争の惨禍を人々に訴えるとともに、永遠の平和を築き、この緑の
地球を、次の世代に引き継ぐ責務がある。
国際平和年にあたり、私たちは、人類の生存に深刻な脅威をもたらす、すべ

ての国の核兵器の廃絶を全世界に訴え、世界の恒久平和の実現を心から希
求し、ここに新宿区が、平和都市であることを宣言する。

昭和61年3月15日 新宿区

戸山図書館
〒162-0052 戸山2-11-101 ２階
窓口時間：
火曜日～金曜日 午前9時～午後7時
（児童室は午後6時まで）、
土曜日・日曜日・祝休日 午前9時～午後6時まで
お休み：
月曜日（祝休日の場合は翌日）、館内整理日（第
3木曜日）、年末年始、特別図書整理日


