
地理・紀行・歴史（全体） 　

地球の歩き方　Ｄ16　東南アジア 「地球の歩き方」編集室∥編集  ダイヤモンド・ビッグ社 290.9

アジアのツボ  柳沢 有紀夫∥編  スリーエーネットワーク 292

放浪レディ　続  国井 律子∥著   求竜堂 292.3

アジア2万km大攻略  游人舎∥編   双葉社 292.3

インドシナの珠玉  菊間 潤吾∥監修   新潮社 292.3

教科書が教えない東南アジア  自由主義史観研究会∥著   扶桑社 292.3

緑色の野帖 　桜井 由躬雄∥著 　めこん 292.3

メコン川物語 　川口 敏彦∥著 　文英堂 292.3

メコンの国 　旅行人 292.3

メコンを流れる 　青柳 健二∥著 　NTT出版 292.3

東南アジアを学ぼう 　柿崎 一郎∥著 　筑摩書房 ＹＡ・Ｓ292.3

地理・紀行・歴史（国別） 　

地球の歩き方　Ｄ25　インドネシア 　「地球の歩き方」編集室∥編集 　ダイヤモンド・ビッグ社 290.9

インドネシアを齧る 　加納 啓良∥著 　めこん 292.4

ジャランジャランインドネシア 　杉田 勘三∥著 　叢文社 292.4

地球の歩き方　Ｄ19　マレーシア・ブルネイ 　「地球の歩き方」編集室∥編集 　ダイヤモンド・ビッグ社 290.9

マレーシア 　秋山 秀一∥著 　芦書房 292.3

カオハガンからの贈りもの 　崎山 克彦∥著 　海竜社 292.4

地球の歩き方　Ｄ27　フィリピン 　「地球の歩き方」編集室∥編集 　ダイヤモンド・ビッグ社 290.9

フィリピン 　 　少年写真新聞社 292.4

地球の歩き方　Ｄ20　シンガポール 　「地球の歩き方」編集室∥編集 　ダイヤモンド・ビッグ社 290.9

地球の歩き方　Ｄ17　タイ 　「地球の歩き方」編集室∥編集 　ダイヤモンド・ビッグ社 290.9

面白いほどよくわかるタイ裏ワザの旅 　やまだ ひろなが∥著 　海竜社 292.3

ハッピーバンコク 　ハッピーバンコク取材班∥編 　双葉社 292.3

微笑みの国タイ 　五十嵐 勉∥編 　アジア文化社 292.3

タイ文化ハンドブック 　松下 正弘∥編 　勁草書房 292.3

タイ楽しみ図鑑 　戸田 杏子∥著 　新潮社 292.3

地球の歩き方　Ｄ21　ベトナム 　「地球の歩き方」編集室∥編集 　ダイヤモンド・ビッグ社 290.9

これならわかるベトナムの歴史Q&A 　三橋 広夫∥著 　大月書店 223.1

天女舞う国 　片岡 利昭∥著 　アーバンプロ出版センター 292.3

地球の歩き方　Ｄ24　ミャンマー 　「地球の歩き方」編集室∥編集 　ダイヤモンド・ビッグ社 290.9
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   かたつむりとさる  
             

                       ラオス・モン族の民話      

                                                                                                                   

   作者 ヤン・サン 絵 ハー・ダン     

           カンボジア                                                
           

      はたらく子どもたち         
 

 足立 君江 写真集   連合出版             

 山岳地帯に住んでいた、刺繍が得意な山

の民・モン族に伝わる民話。 

  さるとかたつむりがかけっこをします。 

日本と同じアジアの国なので、親しみやす

いお話です。 

 大変な社会状況の中で、たくまし

く生きている子どもたち。 

 ひとりひとりの笑顔・瞳の輝きに、

どんな環境でも負けずに生きる力を

感じます。 

2013年は、日本ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）友好協力40周年です。 

ＡＳＥＡＮに加盟している東南アジアの10か国 

みなさんは、全部知っていますか？                      

ＡＳＥＡＮ１０ 
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ラオスの歴史 　上東 輝夫∥著 　同文舘出版 223.6

地球の歩き方　Ｄ23　ラオス 　「地球の歩き方」編集室∥編集 　ダイヤモンド・ビッグ社 290.9

モンキームーンの輝く夜に 　たかの てるこ∥著 　幻冬舎 292.3

南ラオス・山河紀行 　 　シャンティ国際ボランティア会 292.3

激動のカンボジアを生きぬいて 　ヌオン　パリー∥著 　たちばな出版 289.2ヌオン

地球の歩き方　Ｄ22　カンボジア 　「地球の歩き方」編集室∥編集 　ダイヤモンド・ビッグ社 290.9

カンボジアはたらく子どもたち 　足立 君江∥写真と文 　連合出版 748

政治・経済・社会文化 　

アジアを考える本　２ 　 　岩崎書店 児302

現代インドネシアを知るための60章 　間瀬 朋子∥編著 　明石書店 302.2

インドネシアにおいでよ 　重田 久仁子∥著 　連合出版 302.2

インドネシア人 　キャシー　ドレイン∥著 　河出書房新社 302.2

経済大国インドネシア 　佐藤 百合∥著 　中央公論新社 Ｓ332.2

インドネシア 　水本 達也∥著 　中央公論新社 Ｓ312.2

マレーシア人 　ハイディ　ミューナン∥著 　河出書房新社 302.2

フィリピン最底辺を生きる 　山本 宗補∥著 　岩波書店 302.2

フィリピンの陽気な若者と庶民生活 　花井 喜六∥著 　明石書店 302.2

シンガポールを知るための62章 　田村 慶子∥編著 　明石書店 302.2

変貌するシンガポール 　小竹 裕一∥著 　勁草書房 302.2

手さぐりのタイ 　やまもとくみこ／著 　農山漁村文化協会 302.2

タイ中進国の模索 　末廣 昭∥著 　岩波書店 Ｓ302.2

現代ベトナムを知るための60章 　今井 昭夫∥編著 　明石書店 302.2

ヴェトナム新時代 　坪井 善明∥著 　岩波書店 Ｓ302.2

ヴェトナム人 　クレア　エリス∥著 　河出書房新社 302.2

ラオスを知るための60章 　菊池 陽子∥編著 　明石書店 302.2

世界遺産 　

7日でめぐるインドシナ半島の世界遺産 　樋口 英夫∥著 　めこん 292.3

アンコール・ワットを読む 　石澤 良昭∥編 　連合出版 223.5

アンコール遺跡を楽しむ 　波田野 直樹∥著 　連合出版 223.5

アンコール・ワット 　谷 克二∥著 　日経BP社 223.5

アンコール・ワット 　ブリュノ　ダジャンス∥著 　創元社 702.2

密林の王土アンコール 　田村 仁∥写真 　恒文社 702.2

アンコール遺跡見聞録 　内田 弘慈∥著 　KDDクリエイティブ 702.2

危機に立つアンコール遺跡 　井川 一久∥編 　朝日新聞社 702.2

アンコール・ワット　甦る文化遺産 　石沢　良昭∥著   日本テレビ放送網 702.2

食文化 　

東南アジア丸かじり! 　根津 清∥著 　ダイヤモンド社 383.8

世界の食文化　6　インドネシア 　石毛 直道∥監修 　農山漁村文化協会 383.3

世界の食文化　5　タイ 　石毛 直道∥監修 　農山漁村文化協会 383.3

世界の食文化　4　ﾍﾞﾄﾅﾑ他 　石毛 直道∥監修 　農山漁村文化協会 383.3

世界の料理いただきまーす。ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ・ﾍﾞﾄﾅﾑ 　尾崎 曜子∥編+絵 　アリス館 児596

アジアエスニック料理 　梁 超華∥著 　柴田書店 596.2

タイの屋台図鑑 　岡本 麻里∥著 　情報センター出版局 596.2

私のタイ料理 　氏家 昭子∥著 　柴田書店 596.2

わたしのベトナム料理 　有元 葉子∥著 　柴田書店 596.2

ベトナム家庭料理入門 　三浦 行義∥著 　農山漁村文化協会 596.2

とっておきのベトナム家庭料理 　平松 洋子∥文　構成 　マガジンハウス 596.2

アジアンティーの世界 　平野 久美子∥著 　河出書房新社 596.7

その他 　

シンガポールの図書館政策 　ラス　ラマチャンドラン∥ほか共著 　日本図書館協会 011.1

東南アジア市場図鑑　植物篇 　吉田 よし子∥著 　弘文堂 383.8

東南アジア市場図鑑　魚貝篇 　河野 博∥編 　弘文堂 383.8

フィールドガイドボルネオ野生動物 　浅間 茂∥著 　講談社 Ｓ482.2

東南アジアの鉄道 　秋山 芳弘∥著 　旺文社 児686

インドネシア美術入門 　伊東 照司∥著 　雄山閣出版 702.2

かたつむりとさる　ラオス・モン族の民話 　ヤン　サン∥さいわ 　福音館書店 児Ｅカ

　　　　　　　　　YA…ヤングアダルト　S…新書　児…児童図書


