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ＪＩＣＡ海外協力隊 おススメの一冊

世界がもし100人の村だったら
池田 香代子／
再話

マガジンハウス 2001.12 304/ｲｹ02/ 0004518536

僕の名前はアリガトウ  太平洋廃棄物広域協
力の航跡

天野 史郎／著
佐伯印刷株式会
社出版事業部 2018.12 333.8/ｱﾏ19/ 0014817431

裸でも生きる  25歳女性起業家の号泣戦記 山口 絵理子／著 講談社 2007.9 589.27/ﾔﾏ07/ 0008376360

トットちゃんとトットちゃんたち 黒柳 徹子／著 講談社 1997.7 916/ｸﾛ97/ 0003661741

ハリー・ポッターと賢者の石
J.K.ローリング
／作

静山社 1999.12 933.7/ﾛﾘ00/ 0004186516

アルケミスト  夢を旅した少年
パウロ・コエー
リョ／著

地湧社 1994.12 969.3/ｺｴ98/ 0003720653

竜馬がゆく １  ※文庫版１巻のデータを記載し
ています。８巻まであります。

司馬　遼太郎／著 文芸春秋 1975.6 B913.6/ｼﾊ08/1 0008900375

こころ 夏目 漱石／著 集英社 1991.2 B913.6/ﾅﾂ18/ 0014699466

すべてがFになる 森 博嗣／著 講談社 1996.4 F87-65/ｽﾍ16/ 0013445655

明日は心でできている 小山 薫堂／著 ＰＨＰ研究所 2016.2 B159/ｺﾔ22/ 0016476095

　ＪＩＣＡ（国際協力機構）

青年海外協力隊員になるには 益田 美樹／著 ぺりかん社 2020.12 333.8/ﾏｽ21/ 0015753841

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18/ 0014446975

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 L333.8/ｺｸ16/ 0013675335

国際協力機構史　1999〜2018
国際協力機構
／編纂

国際協力機構 2019.3 L333.8/ｺｸ19/ 0014979165

JICA国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト 2016 優秀作品
集 テーマ未来の地球のためにー私たち一人一人にできることー

[国際協力機構] 2017.3
L333.8/ｼﾔ
10/2016

0014015051

ソロモン諸島でビブリオバトル  ぼくが届けた本
との出会い

益井 博史／著
子どもの未来
社

2020.5 019.9/ﾏｽ20/ 0015291479

鉄道で世界をつなぐ  海外プロジェクトの現状と
展望

国際協力機構運輸
交通ナレッジ／著

日刊建設工
業新聞社

2021.3 516/ｺｸ21/ 0015787799

※　リストはテーマに関連する本の一部です。
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　国際協力

ガザ、西岸地区、アンマン  「国境なき医師団」
を見に行く

いとう せいこう
／著

講談社 2021.1 329.36/ｲﾄ21/ 0015726862

私たちが国際協力する理由  人道と国益の向
こう側

紀谷 昌彦／著 日本評論社 2019.8 333.8/ｷﾔ19/ 0015008980

SDGs時代の社会貢献活動  一人ひとりができ
ることとは

前林 清和／編著 昭和堂 2021.4 333.8/ﾏｴ21/ 0015790884

ひろがるベトナム希望レストラン  循環する支援
ふぇみんベトナムプロ
ジェクト25周年記念誌
編集委員会／編著

梨の木舎 2021.11 369.43/ﾌｼ22/ 0015995517

国際教育開発への挑戦  これからの教育・社
会・理論

荻巣 崇世／編著 東信堂 2021.1 370.4/ｵｷ21/ 0015618713

超えてみようよ!境界線  アフリカ・アジア、そし
て車イスで考えた援助すること・されること

村山 哲也／著 かもがわ出版 2021.1 372/ﾑﾗ21/ 0015736010

地球を駆ける  世界のハンセン病の現場から 笹川 陽平／著 工作舎 2021.7 498.6/ｻｻ21/ 0015895899

人は愛するに足り、真心は信ずるに足る  アフ
ガンとの約束

中村 哲／著 岩波書店 2021.9
B333.827/ﾅｶ
22/

0015465602

それでも生きる  国際協力リアル教室 石井 光太／著 筑摩書房 2020.7 B367.6/ｲｼ20/ 0015373772

未来をつくるあなたへ 中満 泉／著 岩波書店 2021.3 C304/ﾅｶ/ 0015424401

海外で国際協力をしたい人のための活動ハンドブック
事前準備から,現地の暮らし,仕事,危機管理,帰国まで

岡本 美代子／
編著

遠見書房 2021.10 333.8/ｵｶ21/ 0015931330

国際協力キャリアガイド 2021-22  新たな形を
デザインする

国際開発
ジャーナル社

2021.11
333.8/ｺｸ
16/2021

0015993520

世界で活躍する仕事100  10代からの国際協力
キャリアナビ

三菱UFJリサーチ&コ
ンサルティング／編

東洋経済新報社 2018.7 333.8/ﾐﾂ18/ 0014482384

キャリア教育に活きる!仕事ファイル 6 センパイ
に聞く インターナショナルな仕事

小峰書店編集
部／編著

小峰書店 2017.4 C366/ｺﾐ/6 0013857644

　世界の国々

図説世界の地域問題100 漆原 和子／編 ナカニシヤ出版 2021.12 290/ﾌｼ22/ 0016017501

地図でみる世界の地域格差 2020年版 OECD
地域指標

OECD／編著 明石書店 2021.9
350.9/ｹｲ
08/2020

0015924186

<国別比較>危機・格差・多様性の世界地図 ダン・スミス／著 柊風舎 2022.7 350.9/ｽﾐ22/ 0015981616

新・世界の国々 1  アジア州　※１０巻まであり
ます

帝国書院編集
部／編集

帝国書院 2020.3 C290/ﾃｲ/1 0014668677

地球村の子どもたち 1 途上国から見たSDGs
※４巻まであります

石井 光太／著 少年写真新聞社 2020.9 C333/ｲｼ/1 0015366172

なるほど知図帳世界 [2022]19版  ニュースが
わかる世界地図

昭文社 2022.4
L290.38/ﾅﾙ
05/2022

0015485030

☆お探しの資料が見つからない時は、カウンターでおたずねください。　社会科学班
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