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No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

1 国際ボランティア論 世界の人びとと出会い、学ぶ 内海 成治/編著 ナカニシヤ出版 2011.4 /333.8/ｺｸ/ 1106350356

2 国際協力 治水インフラ整備の現場から 浦上 将人/著 鹿島出版会 2013.2 /333.8/ｳﾗ/ 1106992579

3 これからの日本の国際協力 ビッグ・ドナーからスマート・ドナーへ 黒崎 卓/編著 日本評論社 2015.2 /333.8/ｺﾚ/ 1107892604

4 いっしょにやろうよ最新国際ボランティアNGOガイド NGO情報局/編 三省堂 2010.5 /329.36/ｲﾂ/ 0111022940

5 アフリカの風に吹かれて 途上国支援の泣き笑いの日々 藤沢 伸子/著 原書房 2012.7 /302.4/ﾌｼ/ 0111178797

6 妹は3歳、村にお医者さんがいてくれたなら。 わたしたちが900万
人の人びとに医療を届けるわけ

国境なき医師団日本/
編著

合同出版 2013.8 /329.36/ｲﾓ/ 0111293456

7 ネパールに学校をつくる 協力隊OBの教育支援35年 酒井 治孝／著 東海大学出版部 2015.12 /372.25/ｻｶ/ 0111545676

8 国際協力論を学ぶ人のために 内海 成治／編 世界思想社 2016.3 /333.8/ｺｸ/ 1108268812

9 奔走老人 あなたの村に学校をつくらせてください 谷川 洋／著 ポプラ社 2016.5 /372.2/ﾀﾆ/ 0111594847

10 海外勤務が決まったらすぐ読む本 白藤 香／著 あさ出版 2016.9 /335.5/ｼﾗ/ 0111635721

11 はじめてのジェンダーと開発 現場の実体験から 田中 由美子／編著 新水社 2017.1 /333.8/ﾊｼ/ 1108745793

12 アフリカ紛争国スーダンの復興にかける 復興支援1500日の記録 宍戸 健一/著
佐伯印刷株式会
社出版事業部

2013.10 /333.84/ｼｼ/ 1108782655

13 「国境なき医師団」を見に行く いとう せいこう／著 講談社 2017.11 /329.36/ｲﾄ/ 0111770106

14 世界が、それを許さない。 大西 健丞／著 岩波書店 2017.12 /329.36/ｵｵ/ 1108926138

15 グローバルキャリアのすすめ プロフェッショナル講義 小西 尚実／編著
関西学院大学総
合政策学部

2018.3 /329.3/ｺﾆ/ 1108977800

16 グローバルキャリア教育 グローバル人材の育成 友松 篤信/編 ナカニシヤ出版 2012.3 /366.29/ｸﾛ/ 1106865478

17 あの日私たちは東北へ向かった 国際協力NGOと3・11（早稲田大
学ブックレット）

多賀 秀敏/編著
早稲田大学出版
部

2012.9 4T/369.31/ﾀｶ/ 1107117333

18 成長する資源大陸アフリカを掘り起こせ 鉱業技術者が説く資源開
発のポテンシャルとビジネスチャンス（B&Tブックス）

細井 義孝/著 日刊工業新聞社 2014.2 /561.14/ﾎｿ/ 1107745000

19 国際協力トイレ修行学 神馬 征峰／監修 文芸社 2015.10 4H/498/ｺｸ/ 0111519900

20 日本・中国縁むすび 地球市民としての国際交流 酒井 正人／著 文芸社 2015.12 /319.1/ｻｶ/ 0111539919

21 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/ 0111546621

そうだ！国際協力しよう！
国際協力機構JICAに関する本を中心に国際協力に関する本を集めました。

国際協力とはどのようなものか。グローバル化が進む世界で本当に求められている援助とはどういうものなのか。
「知る」からはじめる国際理解。

展示期間：平成30年9月11日～10月18日
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22 世界を救う7人の日本人 国際貢献の教科書（朝日文庫） 池上 彰／編・著 朝日新聞出版 2016.4 B/333.8/ｲｹ/ 0111583101

23 アジア×カメラ 「正解」のない旅へ 安田 菜津紀/著 第三書館 2011.5 /302.2/ｱｼ/ 1108320266

24 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 2016.7 /333.8/ｼｿ/ 0111624339

25 国際協力キャリアガイド 世界を目指す仕事と学びの進路ナビ
2016～17 Globalに生きる

国際開発ジャーナ
ル社

2016.10 /333.8/ｺｸ/ 1108444074

26
JICA国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト 優秀作品集
2015 テーマ世界を知ろう!考えよう!-よりよい世界のため私たちに
できること

[国際協力機構]
2016はじめ
に

/333.8/ｼﾔ/ 1108510650

27 プノンペンの奇跡 世界を驚かせたカンボジアの水道改革 鈴木 康次郎/著
佐伯印刷株式会
社出版事業部

2015.3 /518.1/ｽｽ/ 1108782697

28 国際協力の誕生 開発の脱政治化を超えて（創成社新書） 北野 収／著 創成社 2017.12 S/333.8/ｷﾀ/ 1108956689

29 海を渡った日本食 石井 智美／編 ストーク 2018.3 /383.81/ｳﾐ/ 0111804329

30 屋根もない、家もない、でも、希望を胸に フィリピン巨大台風ヨラン
ダからの復興

見宮 美早／著
佐伯印刷株式会
社出版事業部

2018.3 4T/369.33/ｹﾝ/ 1109121366

31 海外で日本語を教える ネイティブ日本語教師への期待 椎名 和男/編 凡人社 2006.5 /810.7/ｶｲ/ 1103988521

32 UGANDA通信 北部復興支援の現場から
国際開発ジャーナル編
集部/編

国際開発ジャーナ
ル社

2013.5 /333.84/ｳｶ/ 1107095349

33 国際協力と防災 つくる・よりそう・きたえる（災害対応の地域研究） 牧 紀男/編著
京都大学学術出
版会

2015.3 4T/369.3/ﾏｷ/ 1107828137

34 成功する海外ボランティア21のケース 自分と世界がハッピーにな
る!（地球の歩き方BOOKS）

「地球の歩き方」編集
室(海外ボランティアデ
スク)／編集

ダイヤモンド・ビッ
グ社

2013.7 /333.8/ｾｲ/ 0111281164

35 じゃあまあいーか JICAボランティアジャマイカを行く 塚崎 雄一／著 大盛堂書房 2015.8 /333.85/ﾂｶ/ 1107984930

36 グローバル支援の人類学 変貌するNGO・市民活動の現場から 信田 敏宏／編 昭和堂 2017.3 /333.8/ｸﾛ/ 1108659911

37 防災をめぐる国際協力のあり方 グローバル・スタンダードと現場と
の間で（検証・防災と復興）

片山 裕／編著 ミネルヴァ書房 2017.7 4T/369.3/ｶﾀ/ 1108732106

38 貧しい人を助ける理由 遠くのあの子とあなたのつながり
デイビッド・ヒューム／
著

日本評論社 2017.11 /333.8/ﾋﾕ/ 1108911650

39 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

40 青年海外協力隊は何をもたらしたか 開発協力とグローバル人材
育成50年の成果

岡部 恭宜／編著 ミネルヴァ書房 2018.5 /333.8/ｵｶ/ 1109111557

○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。）

展示期間：平成30年9月11日～10月18日

〒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


