
国際協力事業団202009発行業務資料

請求番号 タイトル 発行年
003397 1981年12月10日付大統領令第86715号
018416 AUSTRALIA　移住の手続き
002934 BUENOS AIRES
018415 CANADA 移住の手続き
001786 COLOMBIA  List of ExParticipants
002298 International Development Terminology

202314
JAPON　Asistencia　oficial　para　el　desarrollo RESENA　DE　LA　AGENCIA　DE　COOPERACIN　INTERNACIONAL
DEL　JAPON

002296 Terminologie en developpement international
003685 オーストラリア移住者トレーニングコース
003686 カナダ移住者トレーニングコース
001601 ブラジルの開発計画
203105 ブラジル農業移住者の心得
001640 ブラジル農業移住者の心得書
002297 援助関連用語対訳集
013759 沖縄県JICA帰国専門家連絡会
002274 果樹園芸
018448 海外移住センター[パンフレット]
018327 海外移住の概要
003695 海外移住研修所案内
009024 海外移住研修所案内
003687 海外移住研修生　応募のご案内
003688 海外移住研修生　第56期　募集要項
002699 海外移住資料ハンドブック[パンフレット]
208663 概算要求明細説明書 （その1） 国際協力事業団交付金 海外技術協力事業費 海外移住事業費　昭和54年度
208664 概算要求明細説明書 （その1） 国際協力事業団交付金 海外技術協力事業費 海外移住事業費　昭和55年度
208665 概算要求明細説明書 （その1） 国際協力事業団交付金 海外技術協力事業費 海外移住事業費　昭和56年度
208666 概算要求明細説明書 （その1） 国際協力事業団交付金 海外技術協力事業費 海外移住事業費　昭和57年度
208667 概算要求明細説明書 （その1） 国際協力事業団交付金 海外技術協力事業費 海外移住事業費　昭和58年度
208668 概算要求明細説明書 （その1） 国際協力事業団交付金 海外技術協力事業費 海外移住事業費　昭和59年度
208669 概算要求明細説明書 （その1） 国際協力事業団交付金 海外技術協力事業費 海外移住事業費　昭和60年度
208670 概算要求明細説明書 （その1） 国際協力事業団交付金 海外技術協力事業費 海外移住事業費　昭和61年度
208671 概算要求明細説明書 （その1） 国際協力事業団交付金 海外技術協力事業費 海外移住事業費　昭和62年度
208672 概算要求明細説明書 （その1） 国際協力事業団交付金 海外技術協力事業費 海外移住事業費　昭和63年度
208673 概算要求明細説明書 （その1） 国際協力事業団交付金 海外技術協力事業費 海外移住事業費　昭和64年度
208676 概算要求明細説明書 （その1） 国際協力事業団交付金 海外技術協力事業費 海外移住事業費　平成4年度
208678 概算要求明細説明書 （その1） 国際協力事業団交付金 海外技術協力事業費 海外移住事業費　平成6年度
208679 概算要求明細説明書 （その1） 国際協力事業団交付金 海外技術協力事業費 海外移住事業費　平成7年度

002057
技術研修のための日本語. 初級2 : ワードリスト Japones para entrenamiento tecnico : lista de palabras en Espanol.
Elementario 2

017604 九州国際センター　kyushu international centre
001998 研修課題　「擬音語/擬態語　日英比較」　平成元年度現地日本語教師本邦研修コース・論文
203638 研修課題　リトミック及び手と指の遊びを使った教育方法について：3才～9才
203635 研修課題　現地日本語教師本邦研修　Ｂコースの歩みと未来への展望
203636 研修課題　光村教科書（小1上）の一部を改訂して教える方法
203637 研修課題　造形で学ぶ日本語教育一例
203647 研修課題　幼児が始めて習う会話　子供は会話から
001996 現地日本語教師の本邦研修記録　昭和63年研修生論文「現地の実情に適した日本語教育を考える」
001997 現地日本語教師本邦研修生（1年コース）研修課題　昭和63年度
204521 国際協力事業団海外移住センター 国際社会に生きる若者たちを応援します
002277 作物
002276 作物保護
208633 収入支出予算明細書　昭和51事業年度
208634 収入支出予算明細書　昭和52事業年度
208635 収入支出予算明細書　昭和53事業年度
208636 収入支出予算明細書　昭和54事業年度
208637 収入支出予算明細書　昭和55事業年度
208638 収入支出予算明細書　昭和56事業年度
208639 収入支出予算明細書　昭和57事業年度
208640 収入支出予算明細書　昭和58事業年度
208641 収入支出予算明細書　昭和59事業年度
208642 収入支出予算明細書　昭和60事業年度
208643 収入支出予算明細書　昭和61事業年度
208644 収入支出予算明細書　昭和62事業年度
208645 収入支出予算明細書　昭和63事業年度
208655 収入支出予算明細書　平成10事業年度
208656 収入支出予算明細書　平成11事業年度
208657 収入支出予算明細書　平成12事業年度
208658 収入支出予算明細書　平成13事業年度
208659 収入支出予算明細書　平成14事業年度
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208660 収入支出予算明細書　平成15事業年度
208647 収入支出予算明細書　平成2事業年度
208648 収入支出予算明細書　平成3事業年度
208649 収入支出予算明細書　平成4事業年度
208650 収入支出予算明細書　平成5事業年度
208651 収入支出予算明細書　平成6事業年度
208652 収入支出予算明細書　平成7事業年度
208653 収入支出予算明細書　平成8事業年度
208654 収入支出予算明細書　平成9事業年度
208646 収入支出予算明細書　平成元事業年度
002009 生徒に興味を持たせること
002273 草花園芸
002271 肉牛・飼料作物
202318 日系研修員募集
002280 農業機械
002278 農業経営
002279 農業施設
002281 農業土木
002272 野菜園芸
002270 養鶏
002269 養豚
002427 国際協力　492号(平8.4) - 503号(平9.3) 1966-1997
004325 訓練講習受講者作文集 1973
009023 パラグアイ国イグアス移住地案内 1974
004319 荷物の一人旅 : 移住者携行荷物、別送の手引き 1974
001910 海外移住統計　(昭和27年度～48年度)  業務資料 ; no.314 1974
004944 海外研修視察リポート 1974
013114 雇用農就労先地域の概況  啓発資料 ; no.1033 1974
001807 工業技術移住ワークブック  業務資料 ; no.311 1974
002243 入植地適地調査報告書. 昭和48年度 ベレン支部. レシーフェ支部. ブェノス・アイレス支部 業務資料 ; no.304 1974
017772 オーストラリアの移住者受入れ  移住研究 2巻 : No.11(1975年2月) p55-68 : 業務資料 ; no.317 1975
017775 グァナファト　メキシコ人との10ケ月  移住研究 2巻 : No.11(1975年2月) p78-90 : 業務資料 ; no.317 1975
001838 ケベック州、平原三州移住者動態調査  業務資料 ; no.326 1975
017776 タースデー物語　オーストラリアで活躍した日本人  移住研究 2巻 : No.11(1975年2月) p91-108 : 業務資料 ; no.317 1975
018198 ブラジル : 工業技術移住者のために  講習教材 1975
017771 ブラジルにおける農業開発の一例  移住研究 2巻 : No.11(1975年2月) p43-54 : 業務資料 ; no.317 1975
017773 ブラジルの外国移民二分制限問題  移住研究 2巻 : No.11(1975年2月) p69-73 : 業務資料 ; no.317 1975
018023 ブラジル語のテキスト 1975
001637 ブラジル工業技術移住業務関係情報 : サンパウロ市における生活費状況 1975
203659 ブラジル工業技術移住者の生活調査 1975
009017 ブラジル国青年農業移住の案内　受入国ならびに地域の概況 1975
001735 ボリビア共和国オキナワ移住地かんがい事業計画予備調査報告書 1975
018025 ポルトガル語工業技術用語集 1975
017778 ヨーロッパ諸国の移住統計  移住研究 2巻 : No.11(1975年2月) p117-128 : 業務資料 ; no.317 1975
017774 リーバ・パラセ，メノニタ植民地視察記比  移住研究 2巻 : No.11(1975年2月) p74-77 : 業務資料 ; no.317 1975
001889 移住地概要. 昭和50年度版  業務資料 ; no.334 1975
001968 移住地農家経済調査報告. 昭和48年度  業務資料 ; no.351 1975
017769 海外移住の動機の変化に関する研究  移住研究 2巻 : No.11(1975年2月) p1-16 : 業務資料 ; no.317 1975
203615 海外移住統計　(昭和27年度～49年度)  業務資料 ; no.360 1975
002987 管内概況. 1975年6月 1975
001695 関係諸国法令集（原文対照 ; 33） : アルゼンチン編その4（共済組合組織法・協同組合法）  業務資料 ; no.321 1975
001755 関係諸国法令集（原文対照 ; 34） : パラグァイ編その9（移住法）  業務資料 ; no.335 1975

001589
関係諸国法令集（原文対照 ; 35） : ブラジル編その13（森林法及び関連法令・森林開発院規則・外国人の農村地取得制
限法）  業務資料 ; no.340

1975

001696 関係諸国法令集（原文対照 ; 36） : アルゼンチン編その5（工業振興法・同施行細則）  業務資料 ; no.345 1975
001573 経済研究調査. no.9  業務資料 ; no.324 1975

017777
健康な胡椒栽培に寄せて  移住研究 2巻 : No.11(1975年2月) p109-1
16 : 業務資料 ; no.317

1975

205061
雇用農引受農家概況表 雇用農引受農家一覧表（サンパウロ支部）1975年調査分・雇用農引受農家一覧表（ブエノスア
イレス支部管内）1975年調査分

1975

002195
雇用農実態調査報告書. 昭和48年度 ベレン支部管内, サンパウロ支部管内, ブエノス・アイレス支部管内 業務資料 ;
no.332

1975

203729 国際協力事業団所蔵映画フィルム等目録. [昭和50年] 1975
002059 国際協力事業団年報. 1975年 1975
002205 市場調査報告書. 昭和48年度  業務資料 ; no.349 1975
002225 試験農場試験調査報告書. 昭和48年度 付・昭和47年度第2トメアス試験農場試験調査報告書 業務資料 ; no.376 1975
003331 青年農業移住者独立の姿  啓発資料 ; no.1044 1975
002216 土壌センチュウ  業務資料 1975
001812 南米移住地における香料作物適地調査報告書  業務資料 ; no.341 1975

2 / 21 ページ



国際協力事業団202009発行業務資料

請求番号 タイトル 発行年

002244
入植地適地調査報告書. 昭和49年度 ベレーン支部.レシーフェ支部. リオ・デ・ジャネイロ支部. ポルト・アレグレ支部. ブェ
ノス・アイレス支部管内 CORFO-Rio Colorado計画調査報告書 業務資料 ; no.343

1975

017770
兵庫県における昭和48年度新規面接海外移住相談者調査報告　昭和47年度との対比  移住研究 2巻 : No.11(1975年2
月) p17-42 : 業務資料 ; no.317

1975

012797 HOP STEP JUMP 1976

017781
アマゾン・ジュートにかけた青春　高島義雄元アマゾニア産業研究所員  移住研究 2巻 : No.12(1976年3月) p21-23 : 業
務資料 ; no.366

1976

002966 アルゼンティン国青年農業移住の案内 : 受入国ならびに地域の概況  業務資料 ; no.476 1976
017782 いわゆる農協理論と南米の日系農協  移住研究 2巻 : No.12(1976年3月) p24-36 : 業務資料 ; no.366 1976
001863 オンタリオ州移住者動態調査. [昭和51年]  業務資料 ; no.371 1976
001853 カナダで面接する際の注意事項  啓発資料 ; no.1048 1976
013202 サンパウロの生活 : 暮しのための知識・法律. [1976] 1976
001839 トロント市における物価表 1976
003574 ブラジルにおける学校卒業資格と技師等資格の取得手続案内 1976

017783
ブラジルにおける土地代・労働賃金及び請負サービス料の動向について  移住研究 2巻 : No.12(1976年3月) p37-50 :
業務資料 ; no.366

1976

017780 ブラジルにおける日本人の同化について  移住研究 2巻 : No.12(1976年3月) p15-20 : 業務資料 ; no.366 1976
001641 ブラジルにおける農村地取得のための手引き 1976
001631 ブラジル工業技術移住者実態調査. [昭和50年度]  業務資料 ; no.370 1976

017784
ボリヴィアにおけるマカダミアナッツ試作の現況と今後の普及上の改善課題について  移住研究 2巻 : No.12(1976年3
月) p51-65 : 業務資料 ; no.366

1976

203505 移住相談分析　昭和50年度 1976
017779 海外移住についての一つの考え方  移住研究 2巻 : No.12(1976年3月) p1-14 : 業務資料 ; no.366 1976
017785 海外移住雑感  移住研究 2巻 : No.12(1976年3月) p66-70 : 業務資料 ; no.366 1976
001911 海外移住統計　(昭和27年度～50年度)  業務資料 ; no.399 1976
001697 関係諸国法令集（原文対照 ; 37） : アルゼンチン編その6（労働契約法）  業務資料 ; no.378 1976
001590 関係諸国法令集（原文対照 ; 38） : ブラジル編その14（ブラジル協同組合法）  業務資料 ; no.379 1976
001730 関係諸国法令集（原文対照 ; 39） : ボリビア編その5（ボリビア国移民法）  業務資料 ; no.382 1976
001756 関係諸国法令集（原文対照 ; 40） : パラグァイ編その10（経済・社会開発のための投資助成法）  業務資料 ; no.388 1976
001698 関係諸国法令集（原文対照 ; 41） : アルゼンチン編その7（移住法施行細則）  業務資料 ; no.389 1976

001731
関係諸国法令集（原文対照 ; 42） : ボリビア編その6（総合労働法.同施行細則.労働法改正法令.社会保障制度）  業務資
料 ; no.392

1976

001591 関係諸国法令集（原文対照 ; 43） : ブラジル編その15（勤続年限保障基金制度(FGTS)）  業務資料 ; no.397 1976

001732
関係諸国法令集（原文対照 ; 44） : ボリビア編その7(行政組織法.行政組織及び管理規則.地方自治体組織法)  業務資
料 ; no.402

1976

001596 関係諸国法令集（増刷版） : ブラジル編（外国人法・外国人法施行細則）  業務資料 ; no.387 1976

203489
業種別簡易市場調査 : ブラジル企業移住のための アルミサッシ製造業. 土木工事請負業. ダイカスト製造業. 各種タン
ク配管工事業 業務資料 ; no.377 : 経済研究調査シリーズ ; 10

1976

002196 雇用農青年移住者の実態調査報告書. 昭和49年度 1976
001634 工業移住関係資料 1976
001638 工業技術移住関係情報 : サンパウロ市における生活費状況. [1976] 1976
002060 国際協力事業団年報. 1976年 1976
002275 植物生理 1976
001897 送出手続ワークブック  業務資料 1976
002262 中南米諸国の主要現地金融機関の貸付条件  業務資料 ; no.369 1976

001618
南米入植地造成工事の手引 : 土地の取得(ブラジル編) 1.土地の選定 2.面積の確認 3.登記 4.売買契約 業務資料 ;
no.395

1976

002245
入植地適地調査報告書. 昭和49年度(その2) ベレーン支部管内. アマゾナス州マナウス市周辺入植適地調査 業務資料
; no.358

1976

002246 入植地適地調査報告書. 昭和50年度 サンパウロ支部管内. ベレーン支部管内 業務資料 ; no.403 1976

017793
アルゼンチン国リオ・ネグロ下流渓谷開発地域調査報告について  移住研究 3巻 : No.13(1977年3月) p95-106 : 業務資
料 ; no.415

1977

001783 アルトパラナ移住地の現況と今後の入植のあり方  業務資料 ; no.421 1977
001662 コーヒーの市況構造及びブラジル国の奨励政策  業務資料 ; no.423 1977
001603 サンパウロの生活 : 暮しのための知識・法律. [1977] 1977
002288 スペイン語入門　（訓練講習用） 1977
017799 トメアスー農業の動向概観  移住研究 3巻 : No.14(1977年7月) p93-109 : 業務資料 ; no.428 1977

017797
フィジー諸島における日本人契約移民について　広島県移民を例として  移住研究 3巻 : No.14(1977年7月) p55-79 : 業
務資料 ; no.428

1977

017800
ブラジルにおける工業､特に工作機械の現況及び今後の技術移住について  移住研究 3巻 : No.14(1977年7月) p110-
116 : 業務資料 ; no.428

1977

017786 ブラジルの日系中小企業　その経営と意見  移住研究 3巻 : No.13(1977年3月) p1-18 : 業務資料 ; no.415 1977
013813 ブラジル企業者移住の案内  啓発資料 ; no.1054 1977
017788 ブラジル農業開発について  移住研究 3巻 : No.13(1977年3月) p33-36 : 業務資料 ; no.415 1977
017791 ブラジル北東部における入植地造成のプロセス  移住研究 3巻 : No.13(1977年3月) p69-74 : 業務資料 ; no.415 1977
017794 メキシコ革命と日本人移民  移住研究 3巻 : No.14(1977年7月) p1-12 : 業務資料 ; no.428 1977
017795 メキシコ拓殖に賭けた青春　照井亮次郎の思想と生涯  移住研究 3巻 : No.14(1977年7月) p13-47 : 業務資料 ; no.428 1977
004978 移住関係融資利用の手引 1977
001938 移住相談分析　昭和51年度 1977
001958 移住地農家経営調査報告書. 昭和50年度  業務資料 ; no.419 1977
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請求番号 タイトル 発行年
001969 移住地農家経済調査報告. 昭和51年度  業務資料 ; no.450 1977
001912 海外移住統計　(昭和27年度～51年度)  業務資料 ; no.435 1977
004949 海外発展懸賞作文優秀作品集. 昭和52年度 1977
002448 刊行資料目録. 昭和51年3月現在 1977
001574 経済研究調査. no.11 サンパウロ州を中心としたブラジル漁業の現況 業務資料 ; no.444 1977
002198 雇用農実態調査報告書. 昭和51年度 コチア青年移住者実態調査 業務資料 ; no.445 1977
003447 雇用農実態調査報告書. 昭和51年度 コチア青年移住者実態調査 業務資料 ; no.445 1977
001810 工業移住関係資料 1977
203055 工業移住関係情報 : サンパウロ市における生活費状況. [1977] 1977
013285 散在移住者実態調査 : サンパウロ支部管内 1977
002282 施肥と土壌の手引き 1977
002226 試験農場試験調査報告書. 昭和49年度  業務資料 ; no.432 1977
203478 試験農場試験調査報告書. 昭和50年度  業務資料 ; no.433 1977
017787 滋賀県海外移住史抄  移住研究 3巻 : No.13(1977年3月) p19-32 : 業務資料 ; no.415 1977
002283 新しいブラジル語　訓練講習用 1977
002131 新たな「開発教育」をめざして : 南北問題・開発途上国に関する教科書調査報告書 1977
001620 第3トメアスー植民地調査報告書. 昭和51年度 ベレーン支部管内. パラー州モジュー郡, 及びアカラ郡 業務資料 ; no.443 1977
017796 拓植の軌跡　満蒙開拓青少年義勇軍は生きている　　　  移住研究 3巻 : No.14(1977年7月) p48-54 : 業務資料 ; no.428 1977
017790 中南米の草地と飼料作物  移住研究 3巻 : No.13(1977年3月) p45-68 : 業務資料 ; no.415 1977

017789
南ブラジルにおける青年農業移住者の独立過程での歩合､借地農業の現状  移住研究 3巻 : No.13(1977年3月) p37-44
: 業務資料 ; no.415

1977

017792 南米における国際協力事業団の農業試験場　  移住研究 3巻 : No.13(1977年3月) p75-94 : 業務資料 ; no.415 1977
001813 南米の棉作テキスト 1977

002247
入植地適地調査報告書. 昭和51年度 サンパウロ支部管内 サンパウロ州ベイロン・ブランコ郡. ベレーン支部管内 パ
ラー州ブレーベス郡ブレーベス地区(マラジョー島内) 業務資料 ; no.442

1977

017798 略説・アマゾンの農業  移住研究 3巻 : No.14(1977年7月) p80-92 : 業務資料 ; no.428 1977

017808
CAICISAの現状と今後の展望　パラグァイ国民の期待を担った存在  移住研究 3巻 : No.15(1978年3月) p106-116 : 業
務資料 ; no.477

1978

017807
アジア系移住者がラテン・アメリカ諸国に与えている文化的影響　殊に言語の立場から  移住研究 3巻 : No.15(1978年3
月) p100-105 : 業務資料 ; no.477

1978

017804
｢アマンバイ移住者呼び寄せの父｣　ジョンソンとジョンソン耕地  移住研究 3巻 : No.15(1978年3月) p46-75 : 業務資料 ;
no.477

1978

013566 アルゼンチン漁業移住関係調査報告書  業務資料 ; no.459 1978
001876 オーストラリアの概要  業務資料 1978
001880 オーストラリア事情　その1: 雇用・住宅・教育・納税・社会保障  業務資料 ; no.491 1978
001881 オーストラリア事情　その2: 国民,国土,国家,通信,生活様式,余暇・娯楽と芸術  業務資料 ; no.492 1978
001882 オーストラリア事情　その3: 旅行の準備・税関・検疫  業務資料 ; no.493 1978
001690 オランブラ第2移住地調査報告書  業務資料 ; no.462 1978
013192 コショウ根腐病防除のために  業務資料 ; no.464 1978
013546 ドイツ人移住地“エントレ・リオス"の20年 Suábio no Paraná 業務資料 ; no.486 1978
017803 トレス海峡における真珠貝漁業と日本人の遺跡  移住研究 3巻 : No.15(1978年3月) p39-45 : 業務資料 ; no.477 1978
013516 ブラジルにおける農業試験研究の現状  業務資料 ; no.489 1978
018197 ブラジル工業移住者心得書 1978
001613 ブラジル職業分類解説書 1978
001655 ブラジル農業ハンドブック  業務資料 ; no.503 1978
003872 ブラジル農村への日本人移住　移住70周年記念 1978
203500 ブリティッシュ・コロンビア州移住者動態調査  業務資料 ; no.465 1978
203640 移住相談統計　昭和52年度  業務資料 ; no.500 1978
001890 移住地概要. 昭和53年度版  業務資料 ; no.502 1978
001970 移住地農家経済調査報告. 昭和52年度  業務資料 ; no.498 1978
013544 荷物の一人旅 : 移住者携行荷物、別送の手引き  業務資料 ; no.458 1978
017107 海外への道 : 日本人の海外発展  啓発資料 ; no.1056 1978
204522 海外移住センター概要 1978
203618 海外移住統計　(昭和27年度～52年度)  業務資料 ; no.494 1978
001757 関係諸国法令集（原文対照 ; 46） : パラグアイ編その11（協同組合法.協同組合法施行細則）  業務資料 ; no.453 1978

001699
関係諸国法令集（原文対照 ; 47） : アルゼンチン編その8（新外資法、新外資法施行細則.移住促進法、移住促進法施行
規則）  業務資料 ; no.454

1978

001870 関係諸国法令集（原文対照 ; 48） : オーストラリア編その1（移民法）  業務資料 ; no.455 1978
001700 関係諸国法令集（原文対照 ; 49） : アルゼンチン編その9（労働契約法.恩給法）  業務資料 ; no.479 1978
002028 研修員受入れの手引 1978
002197 雇用農実態調査報告書. 昭和50年度 1978
203021 工業移住関係情報 : サンパウロ市における生活費状況. 1978.10 1978
001809 工業移住者統計及び関係資料  業務資料 ; no.499 1978
017802 豪州移住調査見聞録　見たまま、聞いたまま  移住研究 3巻 : No.15(1978年3月) p5-38 : 業務資料 ; no.477 1978
017801 豪州移住調査報告概要  移住研究 3巻 : No.15(1978年3月) p1-4 : 業務資料 ; no.477 1978
015659 国際協力　280号(昭53.6) 1978
017806 今は昔　移住基地神戸  移住研究 3巻 : No.15(1978年3月) p86-99 : 業務資料 ; no.477 1978

203482
散在移住者実態調査 : サンパウロ支部管内 (附)レシーフェ支部管内 リオデジャネイロ支部管内 ポルトアレグレ支部管
内 サントドミンゴ支部管内

1978
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002211
市場調査報告書. 昭和50,51年度　 パラナ州における大型雑作農家の経営状況調査.伯国果樹栽培状況調査 業務資料
; no.472

1978

001745 市場調査報告書. 昭和50年度 ボリビアサンタクルス州の飼料工場 業務資料 ; no.461 1978
012725 市場調査報告書. 昭和50年度 ボリビアの稲作と市場 業務資料 ; no.460 1978
002207 市場調査報告書. 昭和50年度 ボリビアの棉実油、大豆油の市場 業務資料 ; no.467 1978
002208 市場調査報告書. 昭和51年度 カカオの市況構造および奨励政策 業務資料 ; no.468 1978
002210 市場調査報告書. 昭和51年度 ハワイマモンおよびメロンの輸出可能性 業務資料 ; no.471 1978
002212 市場調査報告書. 昭和51年度 ブラジル国産リンゴの品種別、月別、取扱い統計 業務資料 ; no.473 1978
002209 市場調査報告書. 昭和51年度 熱帯果樹のサンパウロ・リオ市場における生果物としての市場性 業務資料 ; no.469 1978

017809
試験研究について　一戸稔専門家の農業技術者会議報告書  移住研究 3巻 : No.15(1978年3月) p117-121 : 業務資料 ;
no.477

1978

002645 試験研究実績. 昭和51年度 / 試験研究課題. 昭和52年度(長期総合試験研究計画を含む)  業務資料 ; no.482 1978
203004 新しいブラジル語　訓練講習用 1978
001898 送出手続業務ワークブック : 極東選考事務所関係  業務資料 ; no.483 1978
017805 南大河州におけるドイツ系コロニアの歴史  移住研究 3巻 : No.15(1978年3月) p76-85 : 業務資料 ; no.477 1978
203074 国際協力　279号(昭53.4-5) - 289号(昭54.3) 1978-1979
013595 JICA直営試験場効果測定調査報告書 1979
012728 アミーゴ編集版　1号(昭和40)～200号(昭和54) 1979
001712 アルゼンティン漁業移住調査報告書  業務資料 ; no.521 1979
017816 ある移民の一族  移住研究 3巻 : No.16(1979年3月) p65-79 : 業務資料 ; no.518 1979
013369 オーストラリアの移住者と法律  業務資料 ; no.513 1979
013373 オーストラリアの市民の権利について  業務資料 ; no.520 1979

001885
オーストラリア政府合同調査団による金属及び電気関係職種における日本人熟練技能者の技能水準に関する調査報
告  業務資料 ; no.553

1979

001864 オンタリオ州移住者動態調査. [昭和54年]  業務資料 ; no.527 1979

001857
カナダ移住協力員報告書. 53年度 トロント地区 小泉摩耶著. バンクーバー地区 平野雷秀著. モントリオール地区 久保
総一著 業務資料 ; no.523

1979

203515 カナダ移住統計. 1977年 カナダ雇用移民省発行資料抜粋 業務資料 ; no.512 1979
017815 カリフォルニア州の農業概況  移住研究 3巻 : No.16(1979年3月) p55-64 : 業務資料 ; no.518 1979
017811 カリフォルニア州排日史概説  移住研究 3巻 : No.16(1979年3月) p19-24 : 業務資料 ; no.518 1979
001865 ケベック州移住者動態調査  業務資料 ; no.516 1979
017810 テーラ・ダ・ガウシャの移住史  移住研究 3巻 : No.16(1979年3月) p1-18 : 業務資料 ; no.518 1979
001768 パラグァイ農業移住者の心得書 1979
017812 パラナ州南部における日本人移住の概況  移住研究 3巻 : No.16(1979年3月) p25-32 : 業務資料 ; no.518 1979
013504 ブラジル、サンパウロ近郊における花卉栽培の現状と見直しに関する調査報告書  業務資料 ; no.532 1979
001616 ブラジルにおける中小企業経営 : 企業・技術移住者のために  業務資料 ; no.544 1979
001614 ブラジルにおける労働市場 : とくに大学・工科卒技術者の需給と雇用条件 1979
001615 ブラジルの日系企業要覧 : 工業技術移住者受入企業 [1979年]  業務資料 ; no.565 1979
001647 ブラジルの農業災害保障制度と農産物最低価格保障制度  業務資料 ; no.534 1979
203476 ブラジル工業技術移住者実態調査報告書  業務資料 ; no.526 1979
002606 ブラジル農業実績. 1978年度  業務資料 ; no.531 1979

017818
ポルト・アレグレ支部管内在住邦人および日系人の現況記録  移住研究 3巻 : No.16(1979年3月) p117-138 : 業務資料 ;
no.518

1979

002294 ポルトガル語工業技術用語集 1979
001939 移住相談統計　昭和53年度　  業務資料 ; no.535 1979
001971 移住地農家経済調査報告. 昭和53年度  業務資料 ; no.528 1979
001818 営農基本単価表　昭和53年度  業務資料 ; no.515 1979
017817 沖縄海外移住関係記録  移住研究 3巻 : No.16(1979年3月) p81-115 : 業務資料 ; no.518 1979
013326 沖縄県と海外移住 : ブラジル移住70周年記念 1979
208986 海外移住縮刷版. 1 : 1号(昭29.2) - 180号(昭38.3)日本海外協会連合会時代 Kaigai iju 1979

208987
海外移住縮刷版. 2 : 191号(昭38.8) - 326号(昭49.7)海外移住事業団時代, 327号(昭49.9) - 327号(昭54.3)国際協力事業
団発足以後 Kaigai iju

1979

001913 海外移住統計　(昭和27年度～53年度)  業務資料 ; no.529 1979
001842 関係諸国法令集（原文対照 ; 50） : カナダ編その3（新移民法・施行規則・新移民法解説）  業務資料 ; no.495 1979
017813 協定入植地の現状と今後の方向  移住研究 3巻 : No.16(1979年3月) p33-47 : 業務資料 ; no.518 1979
002199 雇用農実態調査報告書. 昭和52年度  業務資料 ; no.517 1979
002200 雇用農実態調査報告書. 昭和53年度  業務資料 ; no.538 1979
015658 国際協力　290号(昭54.4-5) 1979
015650 国際協力　295号(昭54.10) 1979
002114 国際協力事業団業務の栞 1979

013282
散在移住者実態調査 : ポルト・アレグレ支部管内. サンパウロ支部管内 (附)リオ・デ・ジャネイロ支部管内 業務資料 ;
no.536

1979

002213 市場調査報告書. 昭和52年度 アルゼンチン国植林調査ミシオネス州を中心として 業務資料 ; no.507 1979
001664 市場調査報告書. 昭和52年度 マラクジャ(クダモノトケイソウ)について 業務資料 ; no.505 1979

002786
試験研究実績. 昭和52年度 / 試験研究課題. 昭和53年度(長期総合試験研究計画を含む) 附録: 国際協力事業団農業
試験場試験成績項目索引1巻1号 業務資料 ; no.510

1979

017814
南部パラグァイ農林業開発計画と移住事業との関連について  移住研究 3巻 : No.16(1979年3月) p49-53 : 業務資料 ;
no.518

1979

002248
入植地適地調査報告書. 昭和52年度・昭和53年度 ポルト・アレグレ支部管内・サンタ・カタリーナ州. サンタ・クルス支部
管内・サンタクルス州. サンパウロ支部管内・マット・グロッソ州 業務資料 ; no.509

1979
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001681 熱帯の草地と畜産 : ブラジルを中心とした  業務資料 ; no.525 1979
208988 海外移住　379号 (1979.11) - 395号 (1981.3) Kaigai iju 1979-1981
017824 Amazoniaにおける地力増進対策について  移住研究 3巻 : No.17(1980年3月) p67-77 : 業務資料 ; no.564 1980
001709 CORFO入植地調査報告書  業務資料 ; no.586 1980
001713 アルゼンティン漁業移住調査報告書 : 主として沿岸漁業・流通機構について  業務資料 ; no.570 1980

017820
ある大正移民　ブラジルに但馬村建設を目指した兵庫県の北但震災移民  移住研究 3巻 : No.17(1980年3月) p12-25 :
業務資料 ; no.564

1980

013539 ウィトマルスン入植地の25年 : Witmarsum in Parana  業務資料 ; no.574 1980
001877 オーストラリアにおける生活一般事情  啓発資料 ; no.1066 1980
001843 カナダ案内 : 移住のための手引き  啓発資料 ; no.1068 1980
001854 カナダ農業移住訓練生動態調査報告  業務資料 ; no.562 1980
002289 スペイン語入門　（訓練講習用） 1980
017823 バルゼア・アレグレ移住地の山口県人  移住研究 3巻 : No.17(1980年3月) p50-66 : 業務資料 ; no.564 1980
001667 ブラジルの養鶏ハンドブック  業務資料 ; no.556 1980
001666 ブラジルの養豚ハンドブック  業務資料 ; no.555 1980
203084 ブラジル官公農業関係機関と刊行資料要覧  業務資料 ; no.588 1980
013035 ブラジル国アマゾンの果実 1980
001651 ブラジル国の主要農業政策. 1979年度  業務資料 ; no.589 1980
017825 ブラジル国移住手続関係情報  移住研究 3巻 : No.17(1980年3月) p78-103 : 業務資料 ; no.564 1980

207619
ブラジル国雇用農移住者の独立概要 サンパウロ近郊{花卉（バラ、電照菊、カーネーション、鉢物）、ジャガイモ、蔬菜}
ミナスジェライス州（セラード）　雑作（コーヒー、大豆、小麦の混作）マット・グロッソ州　牧畜 啓発資料 ; no.545

1980

001674 ブラジル農林牧業生産及び流通実績(1975-1979年)  業務資料 ; no.587 1980
013572 ベレーン近郊におけるオイル・パームの開発計画  業務資料 ; no.540 1980
002012 ゆうかり : 移住者子弟技術研修生研修レポート. 第8回 1980
002785 移住者雇用農実態調査報告書. 昭和54年度  業務資料 ; no.579 1980
002136 移住相談ハンドブック  業務資料 ; no.567 1980
001972 移住地農家経済調査付属資料. 昭和53年度  業務資料 ; no.522 1980
001973 移住地農家経済調査報告. 昭和54年度  業務資料 ; no.576 1980
001974 移住地農家経済調査報告. 昭和55年度  業務資料 ; no.626 1980

017821
移民の心理　アルゼンチンとペルーの沖縄系移民について  移住研究 3巻 : No.17(1980年3月) p26-37 : 業務資料 ;
no.564

1980

004731 沖縄県と海外移住 1980
205791 海外への道 : 日本人の海外発展  啓発資料 ; no.1069 1980
001914 海外移住統計　(昭和27年度～54年度)  業務資料 ; no.578 1980
001592 関係諸国法令集（原文対照 ; 51） : ブラジル編その17（租税法）  業務資料 ; no.539 1980

001701
関係諸国法令集（原文対照 ; 52） : アルゼンティン編その10（ブエノス・アイレス州コロラド川流域開発公団法）  業務資
料 ; no.590

1980

017819
近代日本最初の集団海外移住とその波紋　｢元年者｣移民無免許ハワイ渡航について  移住研究 3巻 : No.17(1980年3
月) p1-11 : 業務資料 ; no.564

1980

001575 経済研究調査. no.12 サンパウロを中心とした下請け企業の現状と将来 業務資料 ; no.551 1980
001808 工業技術移住者実態調査報告  業務資料 ; no.591 1980
013540 工業技術移住者実態調査報告  業務資料 ; no.591 1980
002474 国際協力事業団図書資料室所蔵国別収集資料リスト. no.3 1980
001628 散在移住者実態調査. 昭和54年度　  業務資料 ; no.584 1980
002214 市場調査報告書. 昭和54年度  業務資料 ; no.559 1980

002567
試験研究実績. 昭和53年度 / 試験研究課題. 昭和54年度(長期総合試験研究計画を含む) 附録: 国際協力事業団農業
試験場試験成績項目索引 1巻1号 業務資料 ; no.550

1980

017822 西半球の日本人  移住研究 3巻 : No.17(1980年3月) p38-49 : 業務資料 ; no.564 1980
013239 青年海外協力隊要覧 : カウンセリングのための資料集 1980
002471 逐次刊行物受入リスト(暫定版). 昭和55年10月現在 1980
010984 中南米及びカナダ移住者子弟の日本語教育調査報告書  業務資料 ; no.558 1980
001802 南米五カ国日系老人生活実態に関するアンケート調査報告(業務資料no.541の附表)  業務資料 ; no.571 1980
002042 日墨交流計画帰国研修員巡回指導班報告書 昭和54年度帰国研修員巡回指導 1980
002250 入植地適地調査報告書. [昭和54年度 2] ブエノス・アイレス支部, サンタ・クルス支部 業務資料 ; no.577 1980
013541 Kaputi Mennonita : チャコ戦争における鋤と銃  業務資料 ; no.603 1981
017826 アマゾン、モンテ・アレグレの日本人による拓殖活動  移住研究 4巻 : No.18(1981年3月) p1-6 : 業務資料 ; no.602 1981
012714 アミーゴ編集版　201号(昭和54)～267号(昭和56) 1981
013366 アメリカ日系人史学についての一考察 : 森山アラン武雄氏講演原稿  業務資料 ; no.608 1981
013565 アルゼンチン国における農牧林業の生産流通実績  業務資料 ; no.628 1981
017827 アルゼンティン移住概要  移住研究 4巻 : No.18(1981年3月) p7-14 : 業務資料 ; no.602 1981
001710 アルゼンティン農業用語単語集  業務資料 ; no.621 1981
001883 オーストラリア移住者実態調査  業務資料 ; no.604 1981
001861 カナダ・オンタリオ州における職業選択案内  業務資料 ; no.616 1981
001858 カナダ移住協力員報告 : バンクーバー・トロント  業務資料 ; no.598 1981
001855 カナダ移住調査報告書  業務資料 ; no.596 1981

017832
サンタ・クルス地方の近代化　日本人移住者受入れの歴史的背景  移住研究 4巻 : No.18(1981年3月) p62-73 : 業務資
料 ; no.602

1981

001849 トロント地域へ移住される方へ  啓発資料 ; no.1074 1981
001771 パラグアイ国における農牧林業の概要及び1975～79年生産流通実績  業務資料 ; no.612 1981
017831 フィリピンにおける邦人移民  移住研究 4巻 : No.18(1981年3月) p50-61 : 業務資料 ; no.602 1981

6 / 21 ページ



国際協力事業団202009発行業務資料

請求番号 タイトル 発行年
001675 ブラジル国における農牧林業の生産流通実績(1976-80年)  業務資料 ; no.632 1981
017828 ペルーの日系人　1980年の調査報告書  移住研究 4巻 : No.18(1981年3月) p15-27 : 業務資料 ; no.602 1981
013547 ペルー共和国プカルパ地区コロニア・エル・ピメンタル胡椒栽培指導報告書  業務資料 ; no.617 1981
203022 ボリヴィア国における農牧林業の概要及び1976～80年の生産流通実績  業務資料 ; no.623 1981
002013 ゆうかり : 移住者子弟技術研修生研修レポート. 第9回 1981
017833 移民会社と船会社　移民輸送に関する契約などの資料  移住研究 4巻 : No.18(1981年3月) p74-91 : 業務資料 ; no.602 1981
001915 海外移住統計　(昭和27年度～55年度)  業務資料 ; no.622　付・移住相談統計 1981
002449 刊行資料目録. 昭和55年10月現在 1981
001576 経済研究調査. no.13 マナウス自由港地帯の工業部門への下請け企業の移住進出の可能性 業務資料 ; no.624 1981
203013 現地日本語教師の本邦研修記録 第1回　自1979年6月22日～至9月22日　　第2回　自1980年6月20日～至9月20日 1981
015053 国際協力　314号(昭56.6) 1981
013336 国際協力事業団沖縄支部概要. 昭和56年6月 1981
203703 国際協力事業団所蔵映画フィルム等目録. [昭和56年] 1981
002475 国際協力事業団図書資料室所蔵国別収集資料リスト. no..8 1981
002463 作成資料目録. 昭和55年10月現在 1981
002459 作成資料目録(移住関係). 昭和56年3月  業務資料 ; no.606 1981
001629 散在移住者実態調査 : ベレン支部管内. 昭和55年度  業務資料 ; no..610 1981
013542 試験研究実績. 昭和54年度 / 試験研究課題. 昭和55年度  業務資料 ; no.605 1981
002285 新しいブラジル語　訓練講習用 1981
002040 西独の技術協力 : 研修事業を中心として 1981
010409 地図　南米精図 1981
001816 南米主要地域気象表  業務資料 ; no.600 1981
018510 南米精図 : America del sur 1981
001803 南米日系社会における老人問題の講演指導と調査の報告  業務資料 ; no.599 1981

017829
日語学校児童生徒の意識について　アマゾン日系2、3世児童生徒の日本語学習への関心度  移住研究 4巻 :
No.18(1981年3月) p28-42 : 業務資料 ; no.602

1981

002251 入植地適地調査報告書. 昭和55年度 ポルト・アレグレ支部カッサドール郡バウ地区 業務資料 ; no.613 1981
017830 平松新八小伝　南太平洋で活躍した男  移住研究 4巻 : No.18(1981年3月) p43-49 : 業務資料 ; no.602 1981
002292 和西農業技術用語集 1981
002301 移住研究　4巻　No. 18 (1981.3)-no. 22 (1985.3) 1981-1985
002253 アスンシオン市近郊入植地適地調査報告書. 昭和56年度  業務資料 ; no.659 1982

017839
アマゾン上流に日本人を訪ねて　ボリヴィア国ベニ州、パンド州紀行  移住研究 4巻 : No.19(1982年3月) p68-81 : 業務
資料 ; no.651

1982

013616 アルゼンチン国コロラド河流域(CORFO)開発協力基礎二次調査報告書 1982
202882 カナダで職探しをはじめる人のために. 昭和57年6月 1982
017837 カナダの労働・雇用事情  移住研究 4巻 : No.19(1982年3月) p47-58 : 業務資料 ; no.651 1982
001845 カナダ移住の案内  啓発資料 ; no.1078 1982
203715 ブラジルにおける農業用生産資材の生産流通状況  業務資料 ; no.670 1982
013509 ブラジル各地における日系農業移住者の生産状況と技術普及活動状況に関する調査報告書  業務資料 ; no.655 1982
001643 ブラジル国の地域開発計画及び農業開発プロジェクト  業務資料 ; no.638 1982
017836 ボリヴィア　サンファン移住地の保健衛生状況  移住研究 4巻 : No.19(1982年3月) p32-46 : 業務資料 ; no.651 1982
002014 ゆうかり : 移住者子弟技術研修生研修レポート. 第10回  業務資料 ; no.643 1982
001933 移住者実態基礎調査報告  業務資料 ; no.645 1982
013297 移住地概要. 昭和56年度版  業務資料 ; no.648 1982
001975 移住地農家経済調査報告. 昭和56年度  業務資料 ; no.675 1982

017840
移住地農業生産の展開過程　第2トメアスー、アルト・パラナ、サンファン移住地の比較考察  移住研究 4巻 : No.19(1982
年3月) p82-99 : 業務資料 ; no.651

1982

013330 沖縄県と海外移住 1982
018082 海外への道 : 日本人の海外発展  啓発資料 ; no.1081 1982
017838 海外移住と民族的視点  移住研究 4巻 : No.19(1982年3月) p59-67 : 業務資料 ; no.651 1982

017843
海外移住者のアイデンティティ考　主として、前山隆｢非相続者の精神史｣をめぐって  移住研究 4巻 : No.19(1982年3月)
p119-123 : 業務資料 ; no.651

1982

001916 海外移住統計　(昭和27年度～昭和56年度)  業務資料 ; no.662 1982
002450 刊行資料目録. 昭和56年10月現在 1982
001797 関係諸国法令集（原文対照 ; 53） : メキシコ編その1（住民一般法、同細則）  業務資料 ; no.647 1982
001795 関係諸国法令集（原文対照 ; 54） : エクアドル編その1（外国人法、同細則移民法、同細則）  業務資料 ; no.653 1982
001593 関係諸国法令集（原文対照 ; 55） : ブラジル編その18（外国人法・同細則）  業務資料 ; no.656 1982
002164 協力隊派遣受入希望調査表58-1・2次隊. No.1 農林水産部門 1982

001691
経済研究調査. no.14 アルゼンティンにおける蔬菜および果樹の生産、加工、流通に関する調査報告書 業務資料 ;
no.674

1982

001987 現地日本語教師の本邦研修記録　第3回 1982
001878 豪州移住調査報告書. 昭和56年度  業務資料 ; no.658 1982
002116 国際協力事業団のしおり 1982
203704 国際協力事業団所蔵映画フィルム等目録. [昭和57年] 1982
002428 国際協力事業団所蔵国別収集地図目録. 索引図 1982
013543 試験研究実績. 昭和55年度 / 試験研究課題. 昭和56年度 / 長期総合試験研究計画  業務資料 ; no.640 1982
017842 滋賀県海外移住史資料II　戦前の海外移住者統計  移住研究 4巻 : No.19(1982年3月) p105-118 : 業務資料 ; no.651 1982
001760 全パラグァイ日系人調査報告書 : 昭和55,56年度移住者実態特別調査  業務資料 ; no.652 1982
002263 中南米諸国の主要現地金融機関の貸付条件  業務資料 ; no.649 1982
013603 中南米農林業技術協力プロジェクト・ファインディング調査(パラグアイ調査分)報告書 1982

7 / 21 ページ



国際協力事業団202009発行業務資料

請求番号 タイトル 発行年

013506
東北伯寄生虫対策調査報告書. 昭和56年度 東北ブラジルにおける日本人移住者間のマンソン住血吸虫症流行状況に
ついての調査 業務資料 ; no.637

1982

017841
導入作物の選定　移住地作物導入上留意すべき事項  移住研究 4巻 : No.19(1982年3月) p100-104 : 業務資料 ;
no.651

1982

209519 南米(主としてブラジル)における日語教育事情調査指導報告書 1982
001834 南米移住者の荷物の手引 1982
001804 南米日系社会における老人問題の講演指導に関する報告  業務資料 ; no.636 1982
017834 日系社会の分析と展望  移住研究 4巻 : No.19(1982年3月) p1-9 : 業務資料 ; no.651 1982
017835 日豪親善に貢献した日本移民  移住研究 4巻 : No.19(1982年3月) p10-31 : 業務資料 ; no.651 1982
002058 日本語講習の概要 1982

002252
入植地適地調査報告書. 昭和56年度 ボリヴィア国サンタ・クルス州マヌエル・マリア・カバリェロ郡サイピーナ市周辺 業
務資料 ; no.642

1982

001811 熱帯地域の養鶏ハンドブック  業務資料 ; no.685 1982
001659 農業機械便覧. ブラジル編  業務資料 ; no.671 1982
203718 農薬便覧  業務資料 ; no.672 1982

001715
派遣農業専門家報告書 : アルゼンティンにおけるカーネーションの罹病状況調査と栽培技術改善について / アルゼン
ティンにおけるイチゴのウイルス罹病状況調査と無病苗の育成について  業務資料 ; no.664

1982

001767 派遣農業専門家報告書 : パラグァイ国イグアス地域における畑作の現状と問題点  業務資料 ; no.646 1982
001661 肥料便覧. ブラジル編  業務資料 ; no.673 1982
002414 国際協力　324号(昭57.4) - 335号(昭58.3) 1982-1983
208989 海外移住　408号 (1982.4) - 419号 (1983.3) Kaigai iju 1982-1984
203081 1980年度国勢調査にみるブラジルの姿  業務資料 ; no.699 1983
018423 1983年度　全伯日本語学校住所録 RELACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO DA LINGUA JAPONESA 1983
203067 アルゼンティンの生活  啓発資料 ; no.1083 1983

001725
アルゼンティンの青年農業移住 : アルゼンティン日系農家の青年農業移住者受入れに関する意向調査  業務資料 ;
no.706

1983

017848 オーストラリア移住事情  移住研究 4巻 : No.20(1983年3月) p55-66 : 業務資料 ; no.687 1983
017849 オーストラリア教育事情  移住研究 4巻 : No.20(1983年3月) p67-77 : 業務資料 ; no.687 1983
017851

カナダの日系漁者悲史　戦前のスティヴストンを中心に  移住研究 4巻 : No.20(1983年3月) p98-112 : 業務資料 ;
no.687

1983
001859 カナダ移住協力員報告 : バンクーバー・トロント・カルガリー  業務資料 ; no.700 1983
017850 "こしょう"の需給事情  移住研究 4巻 : No.20(1983年3月) p78-97 : 業務資料 ; no.687 1983
001765 パラグァイ国中型入植地適地調査報告書  業務資料 ; no.694 1983

017844
はるかなるパラナ河よ私を招け　モイセス・サンティアゴ・ベルトーニ博士と、南米大陸に活躍した自然科学者達  移住研
究 4巻 : No.20(1983年3月) p1-16 : 業務資料 ; no.687

1983

017846 ブラジル移民の先達の死　杉村濬公使の資料紹介  移住研究 4巻 : No.20(1983年3月) p33-45 : 業務資料 ; no.687 1983
001676 ブラジル国における1981年度の農牧林業生産流通実績  業務資料 ; no.698 1983
001798 ペルー国プカルパ地区エルピメンタル胡椒栽培指導報告書 : 再度プカルパを調査して  業務資料 ; no.686 1983
001835 マラリアの予防と治療 : 開発途上地域に赴任する人のために 1983
001796 メキシコ合衆国国家開発計画 : 1983～1988年 1983
002015 ゆうかり : 移住者子弟技術研修生研修レポート. 第11回  業務資料 ; no.680 1983
001934 移住者実態基礎調査報告  業務資料 ; no.695 1983
001976 移住地農家経済調査報告. 昭和57年度  業務資料 ; no.703 1983

001789
移住派遣農業専門家報告書 : アマゾン地域およびバイア州における邦人入植者栽培作物の病害とその問題点  業務
資料 ; no.697

1983

001819 営農基本単価表. 昭和57年度  業務資料 ; no.689 1983
013593 営農基本単価表. 昭和57年度  業務資料 ; no.689 1983
001917 海外移住統計　(昭和27年度～昭和57年度)  業務資料 ; no.702 1983
002774 関係諸国法令集（原文対照 ; 56） : コロンビア編その1（外国人法）  業務資料 ; no.682 1983
001788 関係諸国法令集（原文対照 ; 57） : チリ編その1（外国人法・同細則・移民法）  業務資料 ; no.683 1983

001702
関係諸国法令集（原文対照 ; 58） : アルゼンティン編その11（移住及び入国移住奨励に関する一般法）  業務資料 ;
no.701

1983

018364 業務概要 1983
001988 現地日本語教師の本邦研修記録　第4回  業務資料 ; no.679 1983
203497 国際協力事業団運営審議会移住部会会合議事録. 第9回 1983

017852
西インド仏領ガードループ島における日本人契約移民(1894-1900)について　広島県出身移民を例として  移住研究 4巻
: No.20(1983年3月) p113-137 : 業務資料 ; no.687

1983

017845 戦後の日本人の米国移住　移民の経済社会学  移住研究 4巻 : No.20(1983年3月) p17-32 : 業務資料 ; no.687 1983
001649 土壌分析値の見方 : ブラジル国サンパウロ州サンパウロ近郊の露地野菜栽培を中心として  業務資料 ; no.713 1983
013575 南米日系社会における老人問題の講演・指導に関する報告  業務資料 ; no.690 1983
017847 日本の移民会社とハワイ(1894-1908年）  移住研究 4巻 : No.20(1983年3月) p46-54 : 業務資料 ; no.687 1983
208990 海外移住　420号 (1983.4) - 431号 (1984.3) Kaigai iju 1983-1984
203076 国際協力　336号(昭58.4) - 347号(昭59.3) 1983-1984
002049 Gijutsukenshu no tame no Nihongo : Elementary. 1 Japanese an Integrated Conversational Approach 1984

017856
アマゾンにおける営農指導について　上村延太郎氏の功績とその背景  移住研究 4巻 : No.21(1984年3月) p36-42 : 業
務資料 ; no.719

1984

017855 アマゾン流域における適正農法に関する考察  移住研究 4巻 : No.21(1984年3月) p29-35 : 業務資料 ; no.719 1984
001705 アルゼンチン赴任者の手引 1984
001708 アルゼンティン国中型入植地適地調査報告書. 昭和58年度  業務資料 ; no.722 1984
001872 オーストラリア移住の案内  啓発資料 ; no.1086 1984
202881 カナダ移住の案内  啓発資料 ; no.1089 1984
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請求番号 タイトル 発行年
203047 サン・パウロの生活. [1984]  啓発資料 ; no.1090 1984
001868 サン・フランシスコ河流域の農業開発プロジェクトとその開発の現状  業務資料 ; no.71 1984
001772 パラグアイ国における農牧林業の概要及び1978～1982年生産流通実績  業務資料 ; no.728 1984
018434 ブラジルにおける日本語学校実情調査報告書　1983年度－ 1984
013519 ブラジルにおける日本語学校巡回指導報告書  業務資料 ; no.724 1984
001672 ブラジルにおける熱帯果樹並びにアマゾン地域における蔬菜の生産流通状況 : Phase1  業務資料 ; no.729 1984
001668 ブラジルの養鶏事情  業務資料 ; no.716 1984
001677 ブラジル国における1982年度の農牧林業生産流通実績  業務資料 ; no.727 1984
001644 ブラジル国中西部地方及び南東部地方の経済社会概況ならびに農業開発現況  業務資料 ; no.709 1984
001646 ブラジル国北部及び東北部の経済社会概況及び農業開発プロジェクト  業務資料 ; no.710 1984
001657 ブラジル農業ハンドブック : 蔬菜・雑作編  業務資料 ; no.730 1984

017854
ボリビア国サンファン移住地　実態と意識調査による日本人村の素描  移住研究 4巻 : No.21(1984年3月) p12-28 : 業務
資料 ; no.719

1984

203632 ゆうかり : 移住者子弟技術研修生研修レポート. 第12回  業務資料 ; no.707 1984
001832 よりよい海外生活のために 1984
001935 移住者実態基礎調査報告  業務資料 ; no.721 1984
001892 移住地概要. 昭和58年度版  業務資料 ; no.720 1984
001977 移住地農家経済調査報告. 昭和58年度  業務資料 ; no.733 1984
001716 移住派遣農業専門家報告書 : アルゼンティン国日系移住地における花卉園芸の現状と問題点  業務資料 ; no.717 1984

013632
移住派遣農業専門家報告書 : ボリヴィア国オキナワ移住地における畜産の現状と今後の方向について  業務資料 ;
no.712

1984

013619 移住派遣農業専門家報告書 : ボリヴィア国サン・ファン移住地における養鶏実態調査  業務資料 ; no.731 1984
013221 海外への道 : 日本人の海外発展  啓発資料 ; no.1087 1984
013269 海外移住事業評価調査についての所感(未定稿) 1984
001831 海外移住事業評価調査総合報告書 1984
001918 海外移住統計　(昭和27年度～昭和58年度)  業務資料 ; no.732 1984
002150 海外開発青年(仮称)　事業実施案について 1984
002176 海外協力の現場から : 青年海外協力隊員の記録. スリ・ランカ編 1984
002175 海外協力の現場から : 青年海外協力隊員の記録. タイ編 1984
002451 刊行資料目録. 昭和58年10月現在 1984
002050 技術研修のための日本語. 初級1 1984
002051 技術研修のための日本語. 初級2 1984
002052 技術研修のための日本語. 初級3 1984
002053 技術研修のための日本語. 中級4 1984
001871 経済研究調査. no.15 オーストラリアにおける中小企業移住調査 業務資料 ; no.723 1984
002030 研修員受入事業に係る基準・細則・要領等(部内執務参考書) 1984
001989 現地日本語教師の本邦研修記録　第5回  業務資料 ; no.705 1984
014551 国際協力　354号(昭59.11) 1984
002123 国際協力事業団概要. 昭和59年7月 1984
002476 国際協力事業団図書資料室所蔵国別収集資料リスト. no.12 1984
002460 作成資料目録(移住関係). 昭和59年3月  業務資料 ; no.714 1984
002569 試験研究実績. 昭和56年度 / 試験研究課題. 昭和57年度 / 長期総合試験研究計画  業務資料 ; no.708 1984
017857 照井亮次郎書簡集  移住研究 4巻 : No.21(1984年3月) p43-94 : 業務資料 ; no.719 1984
017853 神戸移民収容所ノート  移住研究 4巻 : No.21(1984年3月) p1-11 : 業務資料 ; no.719 1984
002264 中南米諸国の主要現地金融機関の貸付条件  業務資料 ; no.715 1984
001833 途上国で交通事故に遭わないために 1984
013532 日系移住者のブラジルに及ぼした影響および貢献  業務資料 ; no.726 1984
208991 海外移住　432号 (1984.4) - 443号 (1985.3) Kaigai iju 1984-1985

001689
アマゾナス州における農業開発と森林保護 : アマゾン第3紀層上の土壌テーラ・プレータ(Terra Preta)の生成要因につ
いて  業務資料 ; no.736

1985

001711 アルゼンチン国における農牧林業の概況及び1979年～1983年の生産流通実績  業務資料 ; no.739 1985
001707 アルゼンティン国小入植地適地調査報告書  業務資料 ; no.745 1985
203028 カナダの生活 : バンクーバーに移住した主婦の暮しの知恵  啓発資料 ; no.1095 1985
017860 カリフォルニア州サリナスにおける日系人  移住研究 4巻 : No.22(1985年3月) p37-49 : 業務資料 ; no.741 1985
002290 スペイン語入門　（訓練講習用） 1985
017865 パナマ日本人移住史  移住研究 4巻 : No.22(1985年3月) p108-137 : 業務資料 ; no.741 1985
001602 ブラジル移住の案内　昭和60年2月  啓発資料 ; no.1091 1985
018024 ブラジル語のテキスト　訓練講習用 1985
017862 ブラジル向け日本人政府援助移住の歴史と民族誌学  移住研究 4巻 : No.22(1985年3月) p65-84 : 業務資料 ; no.741 1985
001678 ブラジル国における農牧林業の生産流通実績(1983年)  業務資料 ; no.742 1985
001645 ブラジル国南部地方の経済社会概況及び農業開発現況  業務資料 ; no.744 1985
013560 ボリビア国における農牧林業の概況及び1979～1983年の生産流通状況  業務資料 ; no.740 1985
017859 メキシコ殖民の断章　南メキシコ榎本殖民地  移住研究 4巻 : No.22(1985年3月) p19-36 : 業務資料 ; no.741 1985
002016 ゆうかり : 移住者子弟技術研修生研修レポート. 第13回  業務資料 ; no.737 1985
013459 移住地農家経済調査報告. 昭和59年度  業務資料 ; no.747 1985
004730 沖縄県と海外移住 1985
017861 下妻孝悌：第2次日米交換船帝亜丸船中日記について  移住研究 4巻 : No.22(1985年3月) p50-64 : 業務資料 ; no.741 1985
017858 海外移住事業評価調査ミッション報告  移住研究 4巻 : No.22(1985年3月) p1-18 : 業務資料 ; no.741 1985
001919 海外移住統計　(昭和27年度～昭和59年度)  業務資料 ; no.746 1985
002151 海外開発青年ハンドブック 1985
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請求番号 タイトル 発行年
002153 海外開発青年応募案内  啓発資料 ; no.1094 1985
002157 海外開発青年訓練講習概要 1985
002128 開発途上国の行政・省庁組織図　第2分冊中南米地域 1985
002452 刊行資料目録. 昭和59年12月現在 1985
002344 経済技術協力国別資料シリーズ : パラグァイ 1985
002346 経済技術協力国別資料シリーズ : ペルー 1985
002345 経済技術協力国別資料シリーズ : ボリビア 1985
001990 現地日本語教師の本邦研修記録　第6回  業務資料 ; no.738 1985
002532 国際協力研究　1巻2号 (1985.10) 1985
013303 国際協力事業団運営審議会移住部会議事録. 第11回 1985
204520 国際協力事業団海外移住センター　概要 1985
002124 国際協力事業団概要 1985
002445 国際協力事業団所蔵図書目録(国際協力総合研修所図書資料室保管分) 1985
002477 国際協力事業団図書資料室所蔵国別収集資料リスト. no.13 1985
203720 国際協力事業団図書整理マニュアル 1985
017863 時移り、海外移住もまた  移住研究 4巻 : No.22(1985年3月) p85-95 : 業務資料 ; no.741 1985
002286 新しいブラジル語　訓練講習用 1985
002400 青年海外協力隊の歩みと現状 : その20年 1985
001639 東北ブラジルの農業と日本人  業務資料 ; no.743 1985

017864
日系ボリビア人の生活と意識　1983年アンケート調査より  移住研究 4巻 : No.22(1985年3月) p96-107 : 業務資料 ;
no.741

1985

012953 農業移住の案内 : ブラジル、アルゼンティン雇用農業移住 1985
002255 融資業務統計資料. 1984年度 1985
208992 海外移住　444号 (1985.4) - 455号 (1986.3) Kaigai iju 1985-1986
203077 国際協力　360号(昭60.4) - 371号(昭61.3) 1985-1986
001856 カナダ移住調査報告書  業務資料 ; no.765 1986
012707 ドミニカ共和国事情と事業実績 1986
012706 ドミニカ共和国日系人実態調査報告書  業務資料 ; no.763 1986
017869 バニラの栽培法  移住研究 5巻 : No.23(1986年3月) p29-47 : 業務資料 ; no.756 1986
013618 フィリピン日系人実態調査報告書  業務資料 ; no.757 1986
203050 ブラジルにおけるドイツ移民及びその子孫 : 1808-1824-1974 1986

017873
ブラジル向け日本人政府援助移住の歴史と民族誌学（続）  移住研究 5巻 : No.23(1986年3月) p77-105 : 業務資料 ;
no.756

1986

001679 ブラジル国における農牧林業の生産流通実績(1984年)  業務資料 ; no.754 1986
017867 ペルーとボリヴィアにおける労働者の自主管理、参加  移住研究 5巻 : No.23(1986年3月) p11-22 : 業務資料 ; no.756 1986

017871
ボリビア日本人移住地における集団検診　高血圧を中心とした  移住研究 5巻 : No.23(1986年3月) p59-69 : 業務資料 ;
no.756

1986

002017 ゆうかり : 移住者子弟技術研修生研修レポート. 第14回  業務資料 ; no.759 1986
001893 移住地概要. 昭和60年度版  業務資料 ; no.750 1986
001978 移住地農家経済調査報告. 昭和60年度  業務資料 ; no.766 1986
013615 移住派遣農業専門家報告 : アルゼンティン国における導入果樹の検討について  業務資料 ; no.753 1986

013591
移住派遣農業専門家報告書 : コショウのフザリウム病(根腐病・胴枯病)の発生機構と防除 : INATAMを中心とするこれ
までの研究の総括  業務資料 ; no.752

1986

002295 英語、スペイン語、ポルトガル語、日本語四カ国語単語集 1986
018326 海外移住の概要 1986
001920 海外移住統計　(昭和27年度～昭和60年度)  業務資料 ; no.761 1986
017872 海外開発青年の第1回募集結果について  移住研究 5巻 : No.23(1986年3月) p70-76 : 業務資料 ; no.756 1986
001597 管内概況 .1986年 1986
002350 経済技術協力国別資料 : アルゼンティン 1986
002348 経済技術協力国別資料 : コロンビア 1986
002349 経済技術協力国別資料 : チリ 1986
002351 経済技術協力国別資料 : パナマ 1986
002347 経済技術協力国別資料 : ホンデュラス 1986
001991 現地日本語教師の本邦研修記録　第7回  業務資料 ; no.767 1986
013794 高校教師海外研修視察報告書. 第21次(昭和60年度) 1986
002533 国際協力研究　2巻1号 (1986.1) 1986
002534 国際協力研究　2巻2号 (1986.10) 1986
013761 国際協力事業団のしおり : 人造り・国造り・心のふれあい 1986
013304 国際協力事業団運営審議会移住部会議事録. 第12回 1986
002432 国際協力事業団所蔵テキスト類資料目録. 昭和60年11月現在 Holding list of JICA training texts 1986
203705 国際協力事業団所蔵映画フィルム等目録. [昭和61年] 1986
002478 国際協力事業団図書資料室所蔵国別収集資料リスト. no.14 1986
002163 青年海外協力隊事業概要 1986
002472 逐次刊行物リスト. 昭和60年12月末現在継続受入分 List of serial titles 1986
002265 中南米諸国の主要現地金融機関の貸付条件. [昭和61年]  業務資料 ; no.764 1986
017868 南米における花き産業の近代化  移住研究 5巻 : No.23(1986年3月) p23-28 : 業務資料 ; no.756 1986
013569 南米及びカナダにおける移住者子弟の為の日本語学校概況調査　昭和61年4月  業務資料 ; no.758 1986
013570 南米及びカナダにおける移住者子弟の為の日本語教育に係る諸企画調査  業務資料 ; no.760 1986
017866 梅谷光貞とブラジル  移住研究 5巻 : No.23(1986年3月) p1-10 : 業務資料 ; no.756 1986
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017870
米国移民法改正の動向とヒスパニクス問題　米国社会の新しい差別構造  移住研究 5巻 : No.23(1986年3月) p48-58 :
業務資料 ; no.756

1986

002256 融資業務統計資料. 1985年度 1986
208993 海外移住　456号 (1986.4) - 467号 (1987.3) Kaigai iju 1986-1987
203078 国際協力　372号(昭61.4) - 383号(昭62.3) 1986-1987
002080 Rapport annuel. 1987 1987
017877 アルゼンティンへの日本の有望果樹苗の導入  移住研究 5巻 : No.24(1987年3月) p51-64 : 業務資料 ; no.780 1987
209520 アルゼンティン園芸総合試験場果樹部門の長期計画 : 旧アルゼンティン園芸センター  業務資料 ; no.774 1987
013418 オーストラリアにおける企業者移住(Business migration)予備調査報告書  業務資料 ; no.781 1987
202878 オーストラリアの移住の案内 AUSTRALIA 1987
001873 オーストラリア移住の案内  啓発資料 ; no.1098 1987
017878 カナダでの日本語学校十年の実践  移住研究 5巻 : No.24(1987年3月) p65-70 : 業務資料 ; no.780 1987
017874 カナダの日系紙と日系社会  移住研究 5巻 : No.24(1987年3月) p1-14 : 業務資料 ; no.780 1987
202883 カナダ移住の案内  啓発資料 ; no.1099 1987
017879 カナダ移住者の教育  移住研究 5巻 : No.24(1987年3月) p71-83 : 業務資料 ; no.780 1987
002647 サンパウロ州を主体としたブラジル86/87農年の農業. 1 1987
002648 サンパウロ州を主体としたブラジル86/87農年の農業. 2 1987
017881 ドミニカ共和国日系人  移住研究 5巻 : No.24(1987年3月) p106-111 : 業務資料 ; no.780 1987
017882 パナマ日本人移住史(2)  移住研究 5巻 : No.24(1987年3月) p112-162 : 業務資料 ; no.780 1987

017876
パラグァイにおける大豆・小麦作の現状と栽培技術改善の指標  移住研究 5巻 : No.24(1987年3月) p23-50 : 業務資料 ;
no.780

1987

001773 パラグアイ国における農牧林業の概要及び1981～1985年生産流通実績  業務資料 ; no.777 1987

017875
バルガス大統領のアミーゴ　戦後日本人移住再開の先べんをつけた松原安太郎  移住研究 5巻 : No.24(1987年3月)
p15-22 : 業務資料 ; no.780

1987

001652 ブラジルに於ける農業関係機関の組織とその役割 1987
001658 ブラジル農業ハンドブック : 果樹編  業務資料 ; no.769 1987
013527 ブラジル農業ハンドブック : 畜産・養蚕・淡水養殖編  業務資料 ; no.776 1987
002018 ゆうかり : 移住者子弟技術研修生研修レポート. 第15回  業務資料 ; no.783 1987

001717
移住派遣農業専門家報告書 : アルゼンティン園芸総合試験場果樹部門の試験研究概要と今後の検討課題について
業務資料 ; no.770

1987

013584
移住派遣農業専門家報告書 : イグアス移住地における大豆・小麦栽培の現状と栽培技術改善の指針  業務資料 ;
no.773

1987

001737 移住派遣農業専門家報告書 : ボリヴィア国オキナワ移住地における大豆作、小麦作について  業務資料 ; no.772 1987

001739
移住派遣農業専門家報告書 : 任地における2年間の活動と試験の概要及びボリヴィア国日本人移住地における牧畜営
農の現状と展望  業務資料 ; no.770

1987

202977 海を越える技術と情熱 : 派遣専門家が綴る技術協力20年 1987
010479 海外移住ガイド 1987
001921 海外移住統計　(昭和27年度～昭和61年度)  業務資料 ; no.786 1987
002159 海外開発青年受入希望調書. 昭和62年度 業務担当者応募相談用 1987
002453 刊行資料目録. 昭和61年10月現在 List of JICA publications 1987
010220 管内概況　ベレン事務所 1987
001594 関係諸国法令集（原文対照 ; 58） : ブラジル編その19（銀行法）  業務資料 ; no.779 1987
002352 経済技術協力国別資料 : コスタ・リカ 1987
012703 経済技術協力国別資料 : ドミニカ共和国 1987
001993 現地日本語教師の本邦研修記録　第8回  業務資料 ; no.787 1987
002535 国際協力研究　3巻1号 (1987.4) 1987
002536 国際協力研究　3巻2号 (1987.10) 1987
203492 国際協力事業団運営審議会移住部会議事録. 第13回 1987
002433 国際協力事業団所蔵テキスト類資料目録. 昭和61年10月末現在 Holding list of JICA training texts 1987
002430 国際協力事業団所蔵国別収集地図目録. 索引図 1987
203702 国際協力事業団所蔵国別収集地図目録. 索引簿 1987
002479 国際協力事業団図書資料室所蔵国別収集資料リスト. no.15 1987
002464 作成資料目録. 昭和61年10月現在 List of JICA restricted publications 1987
002461 作成資料目録(移住関係). 昭和62年2月  業務資料 ; no.768 1987
002570 試験研究実績. 昭和59・60年度 / 試験研究課題. 昭和60・61年度 / 長期総合試験研究計画  業務資料 ; no.775 1987
203019 全国際教インフォメーション　第20号 付　全国高等学校国際教育研究協議会のあゆみ 1987
018075 中南米移住地関係地図  業務資料 ; no.778 1987
002307 任国情報　アルゼンティン. 1987年 1987
002317 任国情報　アルゼンティン. 1990年 1987
002309 任国情報　コスタリカ. 1987年 1987
012705 任国情報　ドミニカ共和国. 1987年 1987
002312 任国情報　パラグアイ. 1987年 1987
002306 任国情報　ブラジル. 1987年  派遣専門家オリエンテーション資料 1987
002313 任国情報　ペルー. 1987年 1987
002308 任国情報　ボリヴィア. 1987年 1987
002311 任国情報　メキシコ. 1987年 1987
002257 融資業務統計資料. 1986年度 1987
017880 羅巴斯日本人会  移住研究 5巻 : No.24(1987年3月) p84-105 : 業務資料 ; no.780 1987
208994 海外移住　468号 (1987.4) - 479号 (1988.3) Kaigai iju 1987-1988
002418 国際協力　384号(昭62.4) - 395号(昭63.3) 1987-1988
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請求番号 タイトル 発行年
002121 JICA統計実務便覧. 昭和63年6月 1988
013586 アマゾン地域の農産業と日本人 : 集団地とその農業  業務資料 ; no.792 1988
001703 アルゼンティン業務概要 1988
202018 ジャミック移植民有限責任持分会社・ジェミス金融株式会社業績史 1988
001770 パラグァイの野菜  業務資料 ; no.791 1988
001669 ブラジルにおける農産物の流通システム 1988
001670 ブラジル国における農産物の流通システム  業務資料 ; no.790 1988
013631 ボリヴィア家畜繁殖改善計画計画打合せ調査報告書 1988
002019 ゆうかり : 移住者子弟技術研修生研修レポート. 第16回  業務資料 ; no.796 1988

017887
「暗い過去」から「輝しい現在」へ　シカゴの日系米人再定住がエスニック・コミュニティー再建に果たした歴史的役割  移
住研究 5巻 : No.25(1988年3月) p46-56 : 業務資料 ; no.795

1988

013585 移住地医療衛生調査報告書  業務資料 ; no.788 1988
017889 移民を通してみた近代沖縄研究  移住研究 5巻 : No.25(1988年3月) p63-68 : 業務資料 ; no.795 1988
018451 海外移住センター入所案内 1988
017884 海外移住の流れ考  移住研究 5巻 : No.25(1988年3月) p15-25 : 業務資料 ; no.795 1988
001922 海外移住統計　(昭和27年度～昭和62年度)  業務資料 ; no.799 1988
002152 海外開発青年ハンドブック 1988
002156 海外開発青年応募のてびき  啓発資料 ; no.1104 1988
002158 海外開発青年募集要項. 昭和63年度 1988
002509 刊行物・AV教材catalog. 1988年版 1988
203700 漢字教材作成　漢字学習のための自作教材　　現地日本語教師本邦研修生　Bコース 1988
002354 経済技術協力国別資料 : 援助地図. パラグアイ 1988
002356 経済技術協力国別資料 : 援助地図. ブラジル 1988
002357 経済技術協力国別資料 : 援助地図. ボリヴィア 1988
002355 経済技術協力国別資料 : 援助地図. メキシコ 1988
203643 研修員受入業務概要　開発途上国への技術協力 1988
203697 研修課題　サンファン学園の低学年における日本語指導方法及び指導計画資料 1988
203696 研修課題　バイリンガリズム　　バイリンガルの研究を通して日本人の心理を探る 1988

203701
研修課題　現地の実状に適した日本語教育を考える　　日本語教授法を中心として　　昭和63年度現地日本語教師本
邦研修生　Ｂコース

1988

203717
研修課題　日本伝統文化の一つ　茶道　について　　国際協力事業団昭和63年度現地日本語教師本邦研修生　Bコー
ス

1988

203698 研修課題　日本文化とカナダ文化の比較 1988
017886 幻の海外移住信用組合  移住研究 5巻 : No.25(1988年3月) p32-45 : 業務資料 ; no.795 1988
001994 現地日本語教師の本邦研修記録　第9回  業務資料 ; no.798 1988
002537 国際協力研究　4巻1号 (1988.4) 1988
002538 国際協力研究　4巻2号 (1988.10) 1988
013307 国際協力事業団運営審議会移住部会議事録. 第14回 1988
002434 国際協力事業団所蔵テキスト類資料目録. 昭和62年12月末現在 Holding list of JICA training texts 1988
002480 国際協力事業団図書資料室所蔵国別収集資料リスト. no.16 1988
018361 雑誌ターザン（Ｔarzan）の移住関係記事（歴史、現事情等） 1988
002571 試験研究実績. 昭和61年度 / 試験研究課題. 昭和62年度 / 長期総合試験研究計画  業務資料 ; no.794 1988
203699 知能検査　昭和63年度現地日本語教師本邦研修生　Bコース 1988
002266 中南米諸国の主要現地金融機関の貸付条件. [昭和63年]  業務資料 ; no.800 1988
017885 中米に没した日本人　屋須弘平、その光と影  移住研究 5巻 : No.25(1988年3月) p26-31 : 業務資料 ; no.795 1988

017883
日系高校生の日本語力　カナダ・トロントの日本語学校卒業生の実態調査より  移住研究 5巻 : No.25(1988年3月) p1-
14 : 業務資料 ; no.795

1988

017888 日本語をめぐる雑念  移住研究 5巻 : No.25(1988年3月) p57-62 : 業務資料 ; no.795 1988
001764 入植地適地調査報告書. [昭和63年]  業務資料 ; no.792 1988
002316 任国情報　ヴェネズエラ. 1988年 1988
002314 任国情報　コロンビア. 1988年 1988
002315 任国情報　パナマ. 1988年 1988
002258 融資業務統計資料. 1987年度 1988
208995 海外移住　480号 (1988.4) - 491号 (1989.3) Kaigai iju 1988-1989
002419 国際協力　396号(昭63.4) - 407号(平元.3) 1988-1989
207618 International stage  21世紀のパイオニアたちへ : 新しい海外移住Guide Book　  啓発資料 ; no.1092 1989
013635 ウルグァイ日系人調査報告書  業務資料 ; no.807 1989

017893
オーストラリアのアジア移民論争　オーストラリア移民政策の焦点と問題点  移住研究 5巻 : No.26(1989年3月) p53-68 :
業務資料 ; no.804

1989

001874 オーストラリア移住の案内  啓発資料 ; no.1108 1989

017890
カエデの国に生きる戦後の移住者たち　トロント新移住者協会の活動を中心に  移住研究 5巻 : No.26(1989年3月) p1-9
: 業務資料 ; no.804

1989

203818 スペイン語のテキスト 訓練講習用 1989
002291 スペイン語入門　（訓練講習用） 1989
203914 パラグアイの日本語教育 : 日本語指導教師の活動を通して 1989
001758 パラグアイ業務概要 1989
017354 ブラジル語のテキスト　訓練講習用 1989
001673 ブラジル国における農牧林業の生産流通事情(1984-1988年)  業務資料 ; no.806 1989
002020 ゆうかり : 移住者子弟技術研修生研修レポート. 第17回  業務資料 ; no.810 1989
001762 移住事業国別調査報告書. パラグアイ共和国  業務資料 ; no.816 1989
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請求番号 タイトル 発行年
001894 移住地概要. 昭和63年度版  業務資料 ; no.801 1989

001718
移住派遣農業専門家報告書 : アルゼンティン園芸総合試験場果樹部門の試験研究業務と日系移住地概要  業務資料
; no.812

1989

017602 海外移住の概要 1989
001923 海外移住統計　(昭和27年度～昭和63年度)  業務資料 ; no.811 1989
013769 海外開発青年受入希望調書. 平成元年度(第5回) 1989
013805 外国での生活マナー 1989
001595 関係諸国法令集（原文対照 ; 59） : ブラジル編その20（ブラジル連邦共和国憲法）  業務資料 ; no.803 1989
002358 経済技術協力国別資料 : 援助地図. アルゼンティン 1989
002364 経済技術協力国別資料 : 援助地図. コスタ・リカ 1989
002363 経済技術協力国別資料 : 援助地図. コロンビア 1989
002361 経済技術協力国別資料 : 援助地図. チリ 1989
012704 経済技術協力国別資料 : 援助地図. ドミニカ共和国 1989
002365 経済技術協力国別資料 : 援助地図. パナマ 1989
002360 経済技術協力国別資料 : 援助地図. ペルー 1989
002359 経済技術協力国別資料 : 援助地図. ホンデュラス 1989
002029 研修員受入れの手引 1989
001992 現地日本語教師の本邦研修記録　第10回  業務資料 ; no.809 1989
001999 現地日本語教師本邦研修生（1年コース）研修課題　平成元年度 1989
017892 古川拓殖株式会社 : ダバオからエクアドルへ  移住研究 5巻 : No.26(1989年3月) p29-52 : 業務資料 ; no.804 1989
002539 国際協力研究　5巻1号 (1989.4) 1989
002540 国際協力研究　5巻2号 (1989.10) 1989
013308 国際協力事業団運営審議会移住部会議事録. 第15回 1989

204519
国際協力事業団海外移住センター
 ２１世紀へ、若者たちが行動しています

1989

002435 国際協力事業団所蔵テキスト類資料目録. 昭和63年12月現在 Holding list of JICA training texts 1989
002481 国際協力事業団図書館所蔵国別収集資料リスト. no.17 1989
002572 試験研究実績. 昭和62年度 / 試験研究課題. 昭和63年度 / 長期総合試験研究計画  業務資料 ; no.802 1989
203005 新しいブラジル語　訓練講習用 1989
017891 戦前期日本移民学の軌跡  移住研究 5巻 : No.26(1989年3月) p10-28 : 業務資料 ; no.804 1989

017894
日本語学校における授業法の研究　複式授業の実態とその考察  移住研究 5巻 : No.26(1989年3月) p69-84 : 業務資
料 ; no.804

1989

001608 伯国日系社会福祉関係実態調査 : 北伯および東南伯・南伯を中心として  業務資料 ; no.805 1989
002259 融資業務統計資料. 1988年度 1989
014008 和西　西和　園芸用語集 1989
208996 海外移住　492号 (1989.4) - 502号 (1990.3) Kaigai iju 1989-1990
002420 国際協力　408号(平元.4) - 419号(平2.3) 1989-1990
002122 JICA統計実務便覧. 1990年10月 1990
002169 WE LOVE THE EARTH : たいせつな人間と地球のために 青年海外協力隊25周年 1990

017895
オーストラリアにおける1980年代の日本人移民　日本人移民の増加とそれに伴う問題  移住研究 5巻 : No.27(1990年3
月) p1-13 : 業務資料 ; no.818

1990

017897 オキナワ移住地健康保険制度について  移住研究 5巻 : No.27(1990年3月) p27-32 : 業務資料 ; no.818 1990
013606 パラグァイ及びボリヴィアの戦後集団移住地における子弟教育  業務資料 ; no.828 1990

017899
バンクーバー日系女性の会10年の歩み　構成会員と地域性グループ別分析  移住研究 5巻 : No.27(1990年3月) p50-
61 : 業務資料 ; no.818

1990

203474 ブラジル日系人実態調査報告書  業務資料 ; no.830 1990
001606 ブラジル連邦共和国の新憲法とその法律及び労働関係に与える影響 1990
017898 ペルナンブコ州日系移民史  移住研究 5巻 : No.27(1990年3月) p33-49 : 業務資料 ; no.818 1990
002021 ゆうかり : 移住者子弟技術研修員研修レポート. 第18回  業務資料 ; no.822 1990
001734 移住事業国別調査報告書. ボリヴィア共和国  業務資料 ; no.825 1990

209521
移住派遣農業専門家報告書 : アルゼンティン園芸総合試験場野菜試験研究マスタープラン作成調査報告書  業務資料
; no.823

1990

013596 移住融資制度見直し調査団報告書[ブラジル・ボリヴィア・パラグァイ・メキシコ編]総合報告書 1990
018103 海外移住ガイド グローバルな視野で海外へ翔こう！ 1990
001924 海外移住統計　(昭和27年度～平成元年度)  業務資料 ; no.829 1990

017896
源平の古戦場に陽は落ちる　笠戸丸出港前後の数々の疑問…記録中心に  移住研究 5巻 : No.27(1990年3月) p14-26
: 業務資料 ; no.818

1990

001995 現地日本語教師の本邦研修記録　第11回  業務資料 ; no.826 1990
002000 現地日本語教師本邦研修生（1年コース）研修課題　平成2年度 1990
002541 国際協力研究　6巻1号 (1990.4) 1990
002542 国際協力研究　6巻2号 (1990.10) 1990
205807 国際協力事業団運営審議会移住部会議事録. 第16回 1990
002436 国際協力事業団所蔵テキスト類資料目録 Holding list of JICA training texts 1990
002446 国際協力事業団図書館所蔵映像資料目録 1990
002482 国際協力事業団図書館所蔵国別収集資料リスト. no.18 1990
203731 在ペルー日系人口に関する社会経済学的調査  業務資料 ; no.827 1990
002465 作成資料目録. 平成2年3月 List of JICA restricted publications 1990
017901 上塚司と日本高等拓殖學校　アマゾニア開拓について  移住研究 5巻 : No.27(1990年3月) p76-86 : 業務資料 ; no.818 1990
002039 第三国研修概要表 1990
002267 中南米諸国の主要現地金融機関の貸付条件  業務資料 ; no.817 1990
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請求番号 タイトル 発行年
013449 渡航手続案内 : ブラジル. アルゼンティン. パラグアイ. ボリヴィア 1990
017900 補償問題の解決と日系カナダ人  移住研究 5巻 : No.27(1990年3月) p62-75 : 業務資料 ; no.818 1990
208997 海外移住　503号 (1990.4) - 514号 (1991.3) Kaigai iju 1990-1991
002421 国際協力　420号(平2.4) - 431号(平3.3) 1990-1991
018331 オーストラリア移住の案内  啓発資料 ; no.1112 1991
017904 オキナワ診療所におけるボリヴィア人の疾病構造  移住研究 6巻 : No.28(1991年3月) p24-34 : 業務資料 ; no.833 1991
018330 カナダ移住の案内  啓発資料 ; no.1111 1991
013588 トメアスー移住地マラクジャー・ジュース加工対策事業報告書  業務資料 ; no.832 1991
013512 ブラジル国別援助研究会報告書 1991
017906 ブラジル日系人の言語生活　アサイ日系社会を例に  移住研究 6巻 : No.28(1991年3月) p45-54 : 業務資料 ; no.833 1991
001656 ブラジル農業ハンドブック : 工芸作物編  業務資料 ; no.847 1991
001740 マカダミア栽培  業務資料 ; no.839 1991
002022 ゆうかり : 移住者子弟一般技術研修員研修レポート. 第19回  業務資料 ; no.849 1991
002038 移住研修員受入実績 : 昭和46年度(1971年度）～平成2年度(1990年度) 1991
002037 移住研修員受入実績 : 昭和46年度(1971年度）～平成元年度(1989年度) 1991
018329 移住事業関係　本邦研修制度案内 1991
013529 移住事業国別調査報告書. 北部ブラジル  業務資料 ; no.842 1991
001895 移住地概要. 平成3年度版  業務資料 ; no.843 1991
001822 移住地診療所運営に関する調査報告書  業務資料 ; no.837 1991

001719
移住派遣農業専門家報告書 : アルゼンティン園芸総合試験場果樹部門の業務概要と日系果樹栽培農家の概要  業務
資料 ; no.851

1991

001821 移住労働者とその家族の権利保護に関する国際条約  業務資料 ; no.840 1991

017908
移民と二世　二人の日系社会科学者のライフ・ヒストリー研究序説  移住研究 6巻 : No.28(1991年3月) p69-82 : 業務資
料 ; no.833

1991

013559 沖縄県と海外移住. 平成3年3月 1991
018449 海外移住センター入所案内 1991
001925 海外移住統計　(昭和27年度～平成2年度)  業務資料 ; no.844 1991
209522 開設初期のアルト・パラナ指導農場  業務資料 ; no.838 1991
002454 刊行資料目録. 平成3年6月 List of JICA publications 1991
202997 業務概要 1991
002543 国際協力研究　7巻1号 (1991.4) 1991
002544 国際協力研究　7巻2号 (1991.10) 1991
002437 国際協力事業団所蔵テキスト類資料目録 Holding list of JICA training texts 1991
002483 国際協力事業団図書館所蔵国別収集資料リスト. no.19 1991
002466 作成資料目録. 平成3年6月 List of JICA restricted publications 1991
002573 試験研究実績. 平成元年度 / 試験研究課題. 平成2年度 / 長期総合試験研究計画  業務資料 ; no.850 1991
001775 試験成績書. 1990年冬作 1991
013815 情報システム基本計画策定調査報告書(要約版). 平成3年3月 1991
002170 青年海外協力隊　現況資料 1991
002268 中南米諸国の主要現地金融機関の貸付条件  業務資料 ; no.835 1991
017905 南メキシコに見る日本移民の源流とその事績  移住研究 6巻 : No.28(1991年3月) p35-44 : 業務資料 ; no.833 1991
017903 南米移住地における畜産経営改善方策  移住研究 6巻 : No.28(1991年3月) p16-23 : 業務資料 ; no.833 1991

017907
日系カナダ人史料コレクション　ブリティッシュ・コロンビア大学中央図書館特殊資料室所蔵  移住研究 6巻 : No.28(1991
年3月) p55-68 : 業務資料 ; no.833

1991

002329 任国情報　ウルグァイ. 1991年  派遣専門家オリエンテーション資料 1991
002323 任国情報　エクアドル. 1991年  派遣専門家オリエンテーション資料 1991
002324 任国情報　グァテマラ. 1991年  派遣専門家オリエンテーション資料 1991
002322 任国情報　ドミニカ共和国. 1991年  派遣専門家オリエンテーション資料 1991
002328 任国情報　トリニダッド・トバゴ. 1991年  派遣専門家オリエンテーション資料 1991
002326 任国情報　パナマ. 1991年  派遣専門家オリエンテーション資料 1991
002321 任国情報　ブラジル. 1991年版  派遣専門家オリエンテーション資料 1991
002327 任国情報　ペルー. 1991年  派遣専門家オリエンテーション資料 1991
002320 任国情報　ボリヴィア. 1991年  派遣専門家オリエンテーション資料 1991

017902
熱帯雨林気候アマゾン地域の小児の発育と環境に関する現地調査　各移住地における日系移住者子弟の発育と現地
ブラジル人に視点をおいて  移住研究 6巻 : No.28(1991年3月) p1-15 : 業務資料 ; no.833

1991

002260 融資業務統計資料. 1990年度 1991
208998 海外移住　515号 (1991.4) - 526号 (1992.3) Kaigai iju 1991-1992
002422 国際協力　432号(平3.4) - 443号(平4.3) 1991-1992
013070 オーストラリア移住情報 : シドニー 1992
205732 カナダ移住の現状 1992
001787 チリ国日系人実態調査報告書  業務資料 ; no.865 1992

017913
トロント周辺に住む日系シニアの現状と戦後移住者の老後問題の考察  移住研究 6巻 : No.29(1992年3月) p44-63 : 業
務資料 ; no.857

1992

001761 パラグァイ国日系人実態調査報告書  業務資料 ; no.855 1992
017917 ブラジルからの日系人『出稼ぎ』の推移  移住研究 6巻 : No.29(1992年3月) p144-164 : 業務資料 ; no.857 1992
001680 ブラジル国における農牧林業の生産流通実績(1990-1991年)  業務資料 ; no.860 1992
001800 ペルー国日系人実態調査報告書  業務資料 ; no.858 1992
002023 ゆうかり : 移住者子弟一般技術研修員研修レポート. 第20回  業務資料 ; no.863 1992
203059 移住研修員受入業務マニュアル 1992
203070 移住事業国別調査報告書. アルゼンティン  業務資料 ; no.859 1992
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請求番号 タイトル 発行年

002693
移住者団体融資事前調査団報告書 : (パラグァイ編)ラパス農業協同組合, ピラポ農業協同組合 : (ボリヴィア編)コロニア
沖縄農牧総合協同組合, サンファン農牧総合協同組合  業務資料 ; no.852

1992

001979 移住地農家経済調査報告. 平成2年度  業務資料 ; no.846 1992

001720
移住派遣農業専門家報告書 : アルゼンティン園芸総合試験場果樹部門の試験研究業務と日系移住地果樹栽培の現
況  業務資料 ; no.856

1992

204518 海外移住センター 1992
001926 海外移住統計　(昭和27年度～平成3年度)  業務資料 ; no.862 1992
017911 海外開発青年　その実情と展望  移住研究 6巻 : No.29(1992年3月) p29-33 : 業務資料 ; no.857 1992
013757 海外開発青年第1次選考試験問題 : 専門技術. 平成4年度 1992
202283 海外開発青年募集要項. 平成4年度 中南米日系社会で活躍する海外開発青年 1992
017914 海外余暇滞在と国際移住  移住研究 6巻 : No.29(1992年3月) p64-73 : 業務資料 ; no.857 1992
002455 刊行資料目録. 平成4年6月 List of JICA publications 1992
002031 研修員受入事業に係る基準・細則・要領等(部内執務参考書) 1992
012971 高校教師海外研修報告書. 第28次(平成4年度) 1992
017909 国際移住の理論と概念　日伯移住の人間関係  移住研究 6巻 : No.29(1992年3月) p1-13 : 業務資料 ; no.857 1992
002366 国際協力・開発インデックス : 雑誌記事索引　No.13(1992.12) 1992
002545 国際協力研究　8巻1号 (1992.4) 1992
002546 国際協力研究　8巻2号 (1992.10) 1992
002438 国際協力事業団所蔵テキスト類資料目録 Holding list of JICA training texts 1992
002484 国際協力事業団図書館所蔵国別収集資料リスト. no.20 1992
002524 国別援助実施指針. 平成4年度 1992
002525 国別援助実施指針. 平成5年度 1992
002467 作成資料目録. 平成4年6月 List of JICA restricted publications 1992
001774 試験成績書. 1990/91年夏作 1992
001776 試験成績書. 1991年冬作 1992
017916 新垣庸英とボリヴィア逃亡移民  移住研究 6巻 : No.29(1992年3月) p89-143 : 業務資料 ; no.857 1992

017915
東日本における明治期出移民の実態　明治31年-45年の福島県出移民旅券データから  移住研究 6巻 : No.29(1992年3
月) p74-88 : 業務資料 ; no.857

1992

017912 日亜学院父兄意識調査  移住研究 6巻 : No.29(1992年3月) p34-43 : 業務資料 ; no.857 1992
204087 日系人本邦就労実態調査報告書  業務資料 ; no.854 1992

017910
日本、メキシコの相互理解は深まったか　13年の歴史の中で  移住研究 6巻 : No.29(1992年3月) p14-28 : 業務資料 ;
no.857

1992

017918 日本移民学会の発足と今後の課題  移住研究 6巻 : No.29(1992年3月) p165-168 : 業務資料 ; no.857 1992
002319 任国情報　アルゼンティン. 1991年  派遣専門家オリエンテーション資料 1992
002330 任国情報　ヴェネズエラ. 1991年  派遣専門家オリエンテーション資料 1992
002337 任国情報　グレナダ. 1992年  派遣専門家オリエンテーション資料 1992
002335 任国情報　コスタ・リカ. 1992年  派遣専門家オリエンテーション資料 1992
002334 任国情報　コロンビア. 1992年  派遣専門家オリエンテーション資料 1992
002339 任国情報　セント・ルシア. 1992年  派遣専門家オリエンテーション資料 1992
002318 任国情報　チリ. 1990年  派遣専門家オリエンテーション資料 1992
002333 任国情報　チリ. 1992年  派遣専門家オリエンテーション資料 1992
012737 任国情報　ドミニカ共和国. 1992年  派遣専門家オリエンテーション資料 1992
002325 任国情報　ホンデュラス. 1991年  派遣専門家オリエンテーション資料 1992
002338 任国情報　メキシコ. 1992年  派遣専門家オリエンテーション資料 1992
002261 融資業務統計資料. 1991年度 1992
208999 海外移住　527号 (1992.4) - 538号 (1993.3) Kaigai iju 1992-1993
002423 国際協力　444号(平4.3) - 455号(平5.3) 1992-1993

017927
1930年代の帰米運動　アメリカ国籍法との関連において  移住研究 6巻 : No.30(1993年3月) p149-162 : 業務資料 ;
no.870

1993

003684 Arco iris [第9回海外開発青年文集] 1993
012920 HOLA-ISJKニューズレター　Vol．10 1993

017924
アマゾン地域からの日系人出稼ぎ現象　トメ・アスー移住地の事例を通して  移住研究 6巻 : No.30(1993年3月) p120-
139 : 業務資料 ; no.870

1993

017921 カナダにおける継承語としての日本語教育  移住研究 6巻 : No.30(1993年3月) p87-94 : 業務資料 ; no.870 1993
017929 カナダ移民の父　工野儀兵衛  移住研究 6巻 : No.30(1993年3月) p170-184 : 業務資料 ; no.870 1993

017923
サンタクルース日系人学童の消化管寄生虫疾患の変動  移住研究 6巻 : No.30(1993年3月) p116-119 : 業務資料 ;
no.870

1993

017928
ハワイ日系二世の戦争協力　チェンジ・エージェント研究ノート  移住研究 6巻 : No.30(1993年3月) p163-169 : 業務資料
; no.870

1993

017919 ブラジル移住家族3代の意識調査  移住研究 6巻 : No.30(1993年3月) p1-47 : 業務資料 ; no.870 1993

017922
ボリビア・日系移住地の営農展開　農業機械化の側面から  移住研究 6巻 : No.30(1993年3月) p95-115 : 業務資料 ;
no.870

1993

206219 移住研修員受入業務マニュアル. 平成5年度版 1993
206747 移住事業国別調査報告書. ドミニカ共和国  業務資料 ; no.878 1993

013602
移住者団体融資事前調査団報告書 : パラグァイ日系農業協同組合中央会拓進ジョポイラ農産業牧畜協同組合  業務
資料 ; no.868

1993

001981 移住地農家経済調査報告. 昭和63年度（1988年度）  業務資料 ; no.873 1993
001980 移住地農家経済調査報告. 平成3年度  業務資料 ; no.866 1993
001982 移住地農家経済調査報告. 平成4年度（1992年度）  業務資料 ; no.875 1993
001927 海外移住統計　(昭和27年度～平成4年度)  業務資料 ; no.877 1993
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請求番号 タイトル 発行年
013756 海外開発青年第1次選考試験問題 : 専門技術. 平成5年度 1993
002456 刊行資料目録. 平成5年6月 List of JICA publications 1993
202998 業務概要 1993
002027 研修業務年報. 平成4年度 1993
002490 広報・講演用データ・図表集(主要新聞の記事より抜粋). 1993.10～12月 1993
002489 広報・講演用データ・図表集(主要新聞の記事より抜粋). 1993.7～9月 1993
002497 広報用参考資料集. 平成5年3月 1993
002488 広報用参考用データ・図表(主要新聞の記事より抜粋). 1993.4～6月 1993
002367 国際協力・開発インデックス : 雑誌記事索引　No.14(1993.2) 1993
002368 国際協力・開発インデックス : 雑誌記事索引　No.15(1993.4) 1993
002369 国際協力・開発インデックス : 雑誌記事索引　No.16(1993.6) 1993
002370 国際協力・開発インデックス : 雑誌記事索引　No.17(1993.8) 1993
002371 国際協力・開発インデックス : 雑誌記事索引　No.18(1993.10) 1993
002372 国際協力・開発インデックス : 雑誌記事索引　No.19(1993.12) 1993
002547 国際協力研究　9巻1号 (1993.4) 1993
002548 国際協力研究　9巻2号 (1993.10) 1993
002115 国際協力事業団業務のしおり 1993
002439 国際協力事業団所蔵テキスト類資料目録 Holding list of JICA training texts 1993
002485 国際協力事業団図書館所蔵国別収集資料リスト. no.21 1993
017925 国際結婚に関する一考察  移住研究 6巻 : No.30(1993年3月) p140-144 : 業務資料 ; no.870 1993
002526 国別援助実施指針. 平成6年度 1993
002468 作成資料目録. 平成5年6月 List of JICA restricted publications 1993
002462 作成資料目録(移住関係). 平成5年2月  業務資料 ; no.867 1993
002574 試験研究実績. 平成2年度 / 試験研究課題. 平成3年度 / 長期総合試験研究計画  業務資料 ; no.871 1993
001777 試験成績書. 1991/92年夏作 1993
001778 試験成績書. 1992年冬作 1993

017930
上塚司と日本高等拓殖學校(完結篇)　アマゾニア開拓について  移住研究 6巻 : No.30(1993年3月) p185-235 : 業務資
料 ; no.870

1993

017920 日系人の心理  移住研究 6巻 : No.30(1993年3月) p48-86 : 業務資料 ; no.870 1993
017453 日系人本邦就労者実態調査報告書. 平成4年度  業務資料 ; no.874 1993

017926
日本移民学会平成4年度総会の報告 : 日本移民学会第2回大会を終えて  移住研究 6巻 : No.30(1993年3月) p145-148
: 業務資料 ; no.870

1993

002006 日本語学校生徒研修員研修感想文. 平成5年度（第7回）第2次 1993
002003 日本語教師研修員（12ヵ月コース）課題研究　平成5年度 1993
002332 任国情報　ブラジル. 1993年版  派遣専門家オリエンテーション資料 1993
002331 任国情報　ボリヴィア. 1993年  派遣専門家オリエンテーション資料 1993
209000 海外移住　539号 (1993.4) - 550号 (1994.3) Kaigai iju 1993-1994
002424 国際協力　456号(平5.4) - 467号(平6.3) 1993-1994
002502 ODA・JICA事業に関する新聞・雑誌の記事掲載状況. 1993年(1月～12月) 1994
017935 アルゼンティンにおける日本語の現状  移住研究 7巻 : No.31(1994年3月) p77-90 : 業務資料 ; no.882 1994
002812 カナダ移住のために. 1994年 1994

017937
コミュニティ組織から見たポートランド日系人社会　二世、三世のエスニック・アイデンティティー世代間比較  移住研究 7
巻 : No.31(1994年3月) p127-140 : 業務資料 ; no.882

1994

017934
ブラジル日系老人ホーム「憩の園」の現況とその社会的背景  移住研究 7巻 : No.31(1994年3月) p58-76 : 業務資料 ;
no.882

1994

002553 プロジェクト方式技術協力概要表(全世界・国別　H6.10.1現在) 1994
002552 プロジェクト方式技術協力概要表(全世界・国別　H6.4.1現在) 1994

017932
ボリヴィアにおける出産と育児についての一考察　外来でのアンケート調査から  移住研究 7巻 : No.31(1994年3月)
p18-39 : 業務資料 ; no.882

1994

001642 メルコスールにおける主要輸出農産物の生産と市場 1994
002024 ゆうかり : 移住者子弟一般技術研修員研修レポート. 第21回  業務資料 ; no.887 1994
001830 移住事業関連基礎資料 1.主要移住地の移住史　2.移住事業と国際協力 1994
205717 移住事業予算にみる海外における移住事業施策 [昭和38年度～平成5年度] 1994
018207 移住者・日系人援助事業の実績及び今後の課題（要約）　－昭和38年度～平成5年度－ 1994
018205 移住出資金事業の実績概要及び今後の課題　平成6年6月 1994
018206 移住地一覧 1994
001983 移住地農家経済調査報告. 平成元年度（1989年度）  業務資料 ; no.883 1994

001723
移住派遣農業専門家報告書 : アルゼンティン園芸総合試験場花卉部門の試験研究業務と日系移住地花卉栽培の現
況  業務資料 ; no.886

1994

017958 沖縄県と海外移住. 平成6年3月 1994
207261 海外移住統計　(昭和27年度～平成5年度)  業務資料 ; no.891 1994

012702
開発途上国技術情報データシート : ドミニカ. 1994年度 計画・行政/公共・公益事業/農林水産/鉱工業/エネルギー/人
的資源/保健・医療/社会福祉/その他(環境)

1994

002457 刊行資料目録. 平成6年6月 List of JICA publications 1994
002506 技術移転・情報catalog. 1994年版 1994
202999 業務概要 1994
002491 広報・講演用データ・図表集(主要新聞の記事より抜粋). 1994.1～3月 1994
002493 広報・講演用データ・図表集(主要新聞の記事より抜粋). 平成6.10～12月 1994
002492 広報・講演用データ・図表集(主要新聞の記事より抜粋). 平成6.4～6月 1994
002373 国際協力・開発インデックス : 雑誌記事索引　No.20(1994.2) 1994
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請求番号 タイトル 発行年
002374 国際協力・開発インデックス : 雑誌記事索引　No.21(1994.4) 1994
002375 国際協力・開発インデックス : 雑誌記事索引　No.22(1994.6) 1994
002376 国際協力・開発インデックス : 雑誌記事索引　No.23(1994.8) 1994
002377 国際協力・開発インデックス : 雑誌記事索引　No.24(1994.10) 1994
002378 国際協力・開発インデックス : 雑誌記事索引　No.25(1994.12) 1994
002549 国際協力研究　10巻1号 (1994.4) 1994
002440 国際協力事業団所蔵テキスト類資料目録 Holding list of JICA training texts 1994
002447 国際協力事業団図書館所蔵映像資料目録 JICA Library list of audio visual materials 1994
002486 国際協力事業団図書館所蔵国別収集資料リスト. no.22 1994
002469 作成資料目録. 平成6年6月 List of JICA restricted publications 1994
002575 試験研究実績. 平成3年度 / 試験研究課題. 平成4年度 / 長期総合試験研究計画  業務資料 ; no.885 1994
001686 小規模農家の生産向上に役立つ簡便で実践的な応用技術集 1994
002117 新版　国際協力事業団法の解説 1994
001820 地方自治体及びNGOにおける移住事業実態調査報告書  業務資料 ; no.888 1994
010406 調査報告　ブラジル国における農牧林業の生産流通状況 1994
017938 帝政ロシアにおける日本人移民  移住研究 7巻 : No.31(1994年3月) p141-146 : 業務資料 ; no.882 1994

017936
渡辺忠二宛書翰を通して見たメキシコ日系社会の諸側面　収集史料の紹介と分析  移住研究 7巻 : No.31(1994年3月)
p91-126 : 業務資料 ; no.882

1994

017931
南米移民船の事故・事件簿　コレラ、トラホーム、爆発、戦禍  移住研究 7巻 : No.31(1994年3月) p1-17 : 業務資料 ;
no.880

1994

013576 南米及びカナダにおける移住者子弟の為の日本語学校概況調査  平成6年3月  業務資料 ; no.889 1994

017933
日系集団地にとっての「出稼ぎ」の意味3　日系集団地の出稼ぎ形態と影響の対比を通して  移住研究 7巻 : No.31(1994
年3月) p40-57 : 業務資料 ; no.882

1994

002007 日本語学校生徒研修員研修感想文. 平成6年度（第8回）第2次 1994
002004 日本語教師研修員（12ヵ月コース）課題研究　平成6年度 1994
203728 任国情報　ドミニカ共和国. [1992年] 1994
013764 分野別一般特設コース表. 平成6年度 Training courses specially offered in Japan in fiscal 1994 1994
013763 分野別集団コース表. 平成6年度 Group training courses in Japan in fiscal 1994 1994
002047 平成5年度　集団研修コース評価報告書 1994
209001 海外移住　551号 (1994.4) - 562号 (1995.3) Kaigai iju 1994-1995
002425 国際協力　468号(平6.4) - 479号(平7.3) 1994-1995
002304 移住研究　7巻　No. 31 (1994.3)-no. 33 (1996.4) 1994-1996
002529 2010年における我が国の援助とJICAの役割に関する基礎研究 : 研究会報告書 1995
018950 Quem e Quem PESQUIDORES NIKKEIS BRASILEIROS 1995
018325 TOGETHER　応募の手びき　海外開発青年 1995
017513 アルゼンティン園芸総合試験場年報(CETEFFHO) 1号(平成7年度) 1995

017940
オーストラリアの帰化政策と在豪日本人永住者　ヴィクトリア州在住日本人永住者の意識調査を手掛りとして  移住研究
7巻 : No.32(1995年3月) p11-47 : 業務資料 ; no.895

1995

017939 パラグァイにおける大豆・小麦の生産と日系農家の歩み  移住研究 7巻 : No.32(1995年3月) p1-10 : 業務資料 ; no.895 1995
001684 ブラジル薬用植物要覧 1995
002555 プロジェクト方式技術協力概要表(全世界・国別) H7.10.1現在 1995
002554 プロジェクト方式技術協力概要表(全世界・国別) H7.4.1現在 1995

017943
ボリヴィア日系コロニアの出産と育児　WHO勧告等からみた問題点  移住研究 7巻 : No.32(1995年3月) p108-132 : 業務
資料 ; no.895

1995

002025 ゆうかり : 移住者子弟一般技術研修員研修レポート. 第22回 1995
203764 移住研修員受入実績 : 昭和46年度(1971年度）～平成6年度(1994年度) 1995
001724 移住者団体融資事前調査団報告書 : アルゼンティン花卉産業協同組合  業務資料 ; no.898 1995
001984 移住地農家経済調査報告. 平成6年度（1994年度）  業務資料 ; no.894 1995
017944 一時代を風靡した工業移住者たち  移住研究 7巻 : No.32(1995年3月) p133-138 : 業務資料 ; no.895 1995
002132 過渡期にある対外援助 : 変化するEUとその加盟国の援助政策  国総研セミナー・シリーズ ; 94-5 1995
204517 海外移住センター 1995
017957 海外移住センター[パンフレット] 1995
203082 海外開発青年ハンドブック 1995
014147 海外開発青年第1次選考問題 : 専門技術. 平成7年度 1995
002556 開発調査案件概要表. 1995年度 1995
002557 開発調査案件概要表. 1995年度 1995
002458 刊行資料目録. 平成7年6月 List of JICA publications 1995
002507 技術移転・情報catalog. 1995年版 1995
203000 業務概要 1995
203723 研修員受入れの手引 1995
002034 個別研修員受入手続きに関する執務参考資料について. 平成7年度 1995
002494 広報・講演用データ・図表集(主要新聞の記事より抜粋). 平成7.1～3月 1995
002495 広報・講演用データ・図表集(主要新聞の記事より抜粋). 平成7.7～9月 1995
002496 広報・講演用データ・図表集(主要新聞の記事より抜粋). 平成8.1～3月 1995
002499 広報用参考資料集 : 視聴覚資料一覧表. 平成7年2月 1995
013768 国家・地方公務員の青年海外協力隊への現職参加 1995
002379 国際協力・開発インデックス : 雑誌記事索引　No.26(1995.2) 1995
002380 国際協力・開発インデックス : 雑誌記事索引　No.27(1995.4) 1995
002381 国際協力・開発インデックス : 雑誌記事索引　No.28(1995.6) 1995
002382 国際協力・開発インデックス : 雑誌記事索引　No.29(1995.8) 1995

17 / 21 ページ



国際協力事業団202009発行業務資料

請求番号 タイトル 発行年
002383 国際協力・開発インデックス : 雑誌記事索引　No.30(1995.10) 1995
002550 国際協力研究　11巻1号 (1995.4) 1995
002551 国際協力研究　11巻2号 (1995.10) 1995
013771 国際協力事業団関東支部概要 1995
002441 国際協力事業団所蔵テキスト類資料目録 Holding list of JICA training texts 1995
002487 国際協力事業団図書館所蔵国別収集資料リスト. no.23 1995
002527 国別援助実施指針(暫定版). 平成7年度　 第2分冊 : 大洋州/中南米編 1995
002559 国別事業実施基本計画. 平成7年度 1995
002470 作成資料目録. 平成7年6月 List of JICA restricted publications 1995
002168 心をつなぐ地球人 : 青年海外協力隊の軌跡 1995
018328 新しい海外移住　Guide Book INTERNATIONAL STAGE 21世紀のパイオニアたちへ 1995
002473 逐次刊行物リスト. 平成7年3月現在継続受入分 List of serials 1995
017942 中南米における日本語教育の課題  移住研究 7巻 : No.32(1995年3月) p61-91 : 業務資料 ; no.895 1995
002005 日本語教師研修員（12ヵ月コース）課題研究　平成7年度 1995
204604 任国情報　パラグアイ. 1995年  派遣専門家オリエンテーション資料 1995
013767 農業分野個別研修員受け入れ事業実施報告書. 平成6年度 1995

017941
黎明期の在米日本人労働者　カリフォルニア州ウォルナットグローブの場合  移住研究 7巻 : No.32(1995年3月) p48-60
: 業務資料 ; no.895

1995

209002 海外移住　563号 (1995.5) - 568号 (1996.3) Kaigai iju 1995-1996
002426 国際協力　480号(平7.4) - 491号(平8.3) 1995-1996
018359 JICA　専門有識者　山田太一氏　来聖写真 1996年3月24日～27日（サンパウロ） 1996
002504 JICAニュースファイル : ODA・JICA事業に関する新聞・雑誌の記事掲載状況. 1995年(1月～12月) 1996
003548 JICAブラジル事務所管内　日本語学校要覧　1996年度 1996
002171 JOCV news　縮刷保存版. 1991～1995 1996

001744
LISTA DE EXBECARIOS DE BOLIVIA EN JAPON PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO JICA  BOLIVIA    ABRIL1976・
MARZO1995

1996

017946
アルゼンティンにおける日本語学校の経営問題とその解決方策について　移住シニア専門家の立場から  移住研究 7
巻 : No.33(1996年4月) p16-35 : 業務資料 ; no.899

1996

017947 オーストラリア移民史抄  移住研究 7巻 : No.33(1996年4月) p36-54 : 業務資料 ; no.899 1996
017945 パラグァイ日系老人の内面状況と福祉の課題  移住研究 7巻 : No.33(1996年4月) p1-15 : 業務資料 ; no.899 1996
203765 移住研修員受入実績 : 昭和46年度(1971年度）～平成7年度(1995年度) 1996
013466 移住地農家経済調査報告. 平成7年度（1995年度）  業務資料 ; no.900 1996

017953
一農業技術者の半生を変えた戦後の海外移住業務とは　海外における営農指導のきっかけとなったアメリカ合衆国で
の農業研修  移住研究 7巻 : No.33(1996年4月) p124-128 : 業務資料 ; no.899

1996

205730 海外移住事業のあり方に関する調査報告書 1996

002587
開発途上国技術情報データシート : アルゼンティン(1/2, 2/2). 1996年度 1/2 : 計画・行政/公共・公益事業/農林水産(農
業/畜産), 2/2 : 農林水産(林業/水産)/鉱工業/エネルギー/人的資源/保健・医療/社会福祉/その他(環境)

1996

002577
開発途上国技術情報データシート : エクアドル. 1996年度 計画・行政/公共・公益事業/農林水産/鉱工業/エネルギー/
人的資源/保健・医療/社会福祉/その他(環境)

1996

002578
開発途上国技術情報データシート : コスタリカ. 1996年度 計画・行政/公共・公益事業/農林水産/鉱工業/エネルギー/
人的資源/保健・医療/社会福祉/その他(環境)

1996

002576
開発途上国技術情報データシート : コロンビア(1/2, 2/2). 1996年度 1/2 : 計画・行政/公共・公益事業/農林水産, 2/2 :
鉱工業/エネルギー/人的資源/保健・医療/社会福祉/その他(環境)

1996

002585
開発途上国技術情報データシート : チリ(1/2, 2/2). 1996年度 1/2 : 計画・行政/公共・公益事業/農林水産(農業/畜産/
林業), 2/2 : 農林水産(水産/)鉱工業/エネルギー/人的資源/保健・医療/社会福祉/その他(環境)

1996

002582
開発途上国技術情報データシート : パラグァイ(1/3, 2/3, 3/3). 1996年度 1/3 : 計画・行政/公共・公益事業, 2/3 : 農林
水産, 3/3 : 鉱工業/エネルギー/人的資源/保健・医療/社会福祉/その他(環境)

1996

002586
開発途上国技術情報データシート : ブラジル(1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5). 1996年度 1/5 : 計画・行政/公共・公益事業, 2/5
: 農林水産(農業), 3/5 : 農林水産(畜産/林業/水産)/鉱工業(工業), 4/5 : 鉱工業(工業)/エネルギー, 5/5 : 人的資源/保
健・医療/社会福祉/その他(環境)

1996

002583
開発途上国技術情報データシート : ペルー(1/2, 2/2). 1996年度 1/2 : 計画・行政/公共・公益事業/農林水産, 2/2 : 鉱
工業/エネルギー/人的資源/保健・医療/社会福祉/その他(環境)

1996

002588
開発途上国技術情報データシート : ボリヴィア(1/2, 2/2). 1996年度 1/2 : 計画・行政/公共・公益事業, 2/2 : 農林水産/
鉱工業/エネルギー/人的資源/保健・医療/社会福祉/その他(環境)

1996

002579
開発途上国技術情報データシート : ホンデュラス. 1996年度 計画・行政/公共・公益事業/農林水産/鉱工業/エネル
ギー/人的資源/保健・医療/社会福祉/その他(環境)

1996

002581
開発途上国技術情報データシート : メキシコ(1/3, 2/3, 3/3). 1996年度 1/3 : 計画・行政/公共・公益事業, 2/3 : 農林水
産/鉱工業, 3/3 : エネルギー/人的資源/保健・医療/社会福祉/その他(環境)

1996

002041 帰国研修員フォローアップチーム報告書 : 女性の地位向上のための行政官セミナー 1996
002508 技術移転・情報catalog. 1996年版 1996
203770 個別専門家チーム派遣(ミニプロ)・研究協力・重要政策中枢支援案件概要表. 平成8年4月30日現在 1996
002500 広報用参考資料集 : 視聴覚資料一覧表. 平成8年2月 1996
017949 豪州米と米国米のルーツ　高須賀穣と西原清東の功績  移住研究 7巻 : No.33(1996年4月) p73-80 : 業務資料 ; no.899 1996
002384 国際協力・開発インデックス : 雑誌記事索引　No.36(1996.10) 1996
002385 国際協力・開発インデックス : 雑誌記事索引　No.37(1996.12) 1996
018270 国際協力フロンティア　No.3 (1996.2) 1996
205809 国際協力事業団運営審議会移住部会資料. 第22回 1996
002119 国際協力事業団事業実績表. 平成8年3月末現在 1996
002528 国別援助実施指針. 平成8年度 第2分冊 : 大洋州/中南米編 1996
002120 事業評価報告書. [1996] 1996
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請求番号 タイトル 発行年

017952
松原移住地の概況　ブラジル・南マット・グロッソ州戦後移住地の一動向  移住研究 7巻 : No.33(1996年4月) p116-123 :
業務資料 ; no.899

1996

205226 南伯日本語学校沿革史 1996

017954
南米ボリヴィアのオキナワ移住地と周辺住民の保健行動　オキナワ診療所受診者の動向調査  移住研究 7巻 :
No.33(1996年4月) p129-139 : 業務資料 ; no.899

1996

017948
日系ブラジル人の日本流入の継続と移動の社会化　移動システム論を使って  移住研究 7巻 : No.33(1996年4月) p55-
72 : 業務資料 ; no.899

1996

017951
日系人の教育意識（日本語教育・ブラジル公教育）についての一考察　ブラジル・カスタニャール郡における教育意識調
査より  移住研究 7巻 : No.33(1996年4月) p89-115 : 業務資料 ; no.899

1996

018173 日本語学校生徒研修員研修感想文集. 平成7年度（第10回）第2次 1996
002011 日本語教師研修（3ヶ月・12ヶ月）フォローアップ調査団報告書 1996
017950 「日本語力だめし大会」の実践とその考察  移住研究 7巻 : No.33(1996年4月) p81-88 : 業務資料 ; no.899 1996
003691 平成8年度　日系社会　青年ボランティア（旧海外開発青年）　募集案内 1996
209485 要覧 Compendio 1996
209003 海外移住　569号 (1996.5) - 574号 (1997.3) Kaigai iju 1996-1997
002505 JICAニュースファイル : ODA・JICA事業に関する新聞・雑誌の記事掲載状況. 1996年(1月～12月) 1997
205095 JICAブラジル事務所管内　日本語モデル校　概況　1997年度 1997
205094 JICAブラジル事務所管内　日本語学校　沿革史　1997年度 1997
002665 JICA図書館蔵書目録 1997
001714 アルゼンティン共和国コルドバ州サンロケ病院消化器病診断・研究センタープロジェクトアフターケア調査団報告書 1997
001794 エル・サルヴァドル国看護教育強化プロジェクト実施協議調査団報告書 1997
014044 こだま　第1号　JICA　日本語教師本邦研修1997年度応用コース 1997
014045 こだま　第2号　1997年度　応用コース 1997
001763 パラグァイ国地域保健強化プロジェクト計画打合せ調査団報告書 1997
001611 ブラジル国カンピーナス大学臨床研究プロジェクト事前調査団・実施協議調査団報告書 1997
001985 移住地農家経済調査報告. 平成8年度（1996年度）  業務資料 ; no.903 1997
018066 移住融資事業のあり方に関する調査報告書 1997
002558 開発調査案件概要表. 1995年度 1997

012701
開発途上国技術情報データシート : ドミニカ. 1997年度 計画・行政/公共・公益事業/農林水産/鉱工業/エネルギー/人
的資源/保健・医療/社会福祉/その他(環境)

1997

002036 研修員受入事業(年間計画). 平成9年 1997
002501 広報用参考資料集 : 視聴覚資料一覧表. 平成9年2月 1997
002386 国際協力・開発インデックス : 雑誌記事索引　No.39(1997.4) 1997
002387 国際協力・開発インデックス : 雑誌記事索引　No.40(1997.6) 1997
002388 国際協力・開発インデックス : 雑誌記事索引　No.41(1997.8) 1997
018271 国際協力フロンティア　No.4 (1997.1) 1997
018273 国際協力フロンティア　No.6 (1997.10) 1997
205810 国際協力事業団運営審議会移住部会資料. 第23回 1997
002035 情報処理分野集団研修コース見直し検討報告書(内部執務参考資料) 1997
205267 日系研修員募集実施協議調査団報告書. 平成10年度 1997
016488 日系社会人材活用可能性調査報告書 1997
018385 日系社会青年ボランティア自己紹介. 平成9年度 1997
002342 任国情報　チリ. 1997年  派遣専門家オリエンテーション資料 1997
002341 任国情報　ブラジル. 1997年版  派遣専門家オリエンテーション資料 1997
002340 任国情報　ボリヴィア. 1997年版  派遣専門家オリエンテーション資料 1997
002343 任国情報　メキシコ. 1997年  派遣専門家オリエンテーション資料 1997
003692 平成9年度　日系社会青年ボランティア募集案内 1997
002305 移住研究　3巻　No. 13 (1997.3)-no. 17 (1980.3) 1997-1980
209004 海外移住　575号 (1997.5) - 580号 (1998.3) Kaigai iju 1997-1998
203748 国際協力　504号(平9.4) - 515号(平10.3) 1997-1998
014163 DAC新開発戦略援助研究会報告書. 第2巻　分野別検討 1998
013435 DAC新開発戦略援助研究会報告書. 第3巻　国別検討 1998
013434 DAC新開発戦略援助研究会報告書. 第4巻　国別情報 1998
018269 Expert　No.117 (1998.11) 1998
018952 SBPN　Scientific Journal 1998
000351 ブラジル農業の歩みと農家の経営収支および作物の生育障害事例と栽培管理対策 1998
002612 移住地概要　平成10年3月 1998
013468 移住地農家経済調査報告. 平成9年度（1997年度） 1998
018274 国際協力フロンティア　No.7 (1998.3) 1998
205812 国際協力事業団運営審議会移住部会参考資料. 第24回 1998
205811 国際協力事業団運営審議会移住部会資料. 第24回 1998
002560 国別事業実施基本計画. 平成8年度 1998
203646 事業評価報告書. 平成10年度 1998
018446 主要移住地概観 1998
015913 地方自治体及びNGOにおける移住者・日系人支援事業実態調査報告書 1998
203766 中南米諸国の主要現地金融機関の貸付条件  業務資料 ; no.905 1998
016490 日系社会シニア・ボランティアの手引. 平成10年2月 1998
017959 日系社会青年ボランティア日本語教育実践報告集　1998年度 JICAブラジル事務所管内 1998
016629 日本語学校生徒研修研修感想文集. 平成9年度第2次 1998
016620 平成9年度日本語教師研修　基礎2コース　課題研究 1998
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請求番号 タイトル 発行年
209005 海外移住　581号 (1998.5) - 586号 (1999.3) Kaigai iju 1998-1999
203749 国際協力　528号(平10.4) - 539号(平11.3) 1998-1999
206966 JICAブラジル事務所管内　日系社会青年ボランティア実践報告書　1999年度 1999
014157 NGO-JICA相互研修報告書. 1999年度 1999
202323 パラグアイの畑作 1999
013447 移住地概要. 2 1999
206254 海外移住関係図書資料目録. 平成11年3月  業務資料 1999
204755 海外日系団体活動状況調査. 平成11年3月 1999
013423 研修プログラム開発「欧米の政府開発援助における人材育成戦略と制度研究(高等教育を中心として)」報告書 1999
018276 国際協力フロンティア　No.9 (1999.7) 1999
202020 国際協力事業団25年史 : 人造り国造り心のふれあい 1999
205813 国際協力事業団運営審議会移住部会参考資料. 第25回 1999
016616 国際協力事業団国内機関移住関係資料目録 1999
016646 総合ハンドブック : 専門家等 1999
205824 日系研修員受入実績 : 昭和46年度～平成10年度. 1999年3月末現在 1999
205268 日系研修員募集実施協議調査団報告書. 平成11年度 1999

013432
平成10年「国際協力の日」記念国際シンポジウム : 「開発途上国の現場から」 : 国際協力の"連携"のあり方を考える
International symposium in commemoration of International Cooperation Day 1998 : reports from the field : ODA at
work in developing countries : working together in International Cooperation

1999

209006 海外移住　587号 (1999.5) - 592号 (2000.3) Kaigai iju 1999-2000
018142 1999年度　JICAサンパウロ事務所管内　日系社会青年ボランティア活動報告集 2000
203305 1999年度　JICAサンパウロ事務所館内　日系社会青年ボランティア活動報告集 2000
202316 JICA　エンカルナシオンニュース 2000
205207 La　Memoria　de　la　ARGENTINA　日系社会青年ボランティアの活動 2000
013428 NGO-JICA相互研修報告書. 2000年度 2000
013424 インドネシア国別援助研究会報告書. 第4次 2000
202315 エンカルナシオン滞在のしおり 2000
013425 ケニア共和国「青年海外協力隊員(ポリオ対策)巡回指導調査」報告書 2000
014160 移住地農家経済調査報告. 平成11年度（1999年度） 2000
014159 援助手法調査研究「沖縄の地域保健医療における開発経験と途上国への適用」報告書 2000
203706 海外移住関係写真資料目録 2000
013422 高校教師海外研修報告書. 平成12年度 2000
202292 国際協力事業団運営審議会移住部会参考資料. 第26回 2000
202290 国際協力事業団運営審議会移住部会資料. 第26回 2000
205078 国際協力事業団横浜国際センター(仮称)[パンフレット] 2000
202317 事業概要 : 2000年4月1日現在 2000
014013 授業に役立つ総合学習の手引き : 中学校教師海外研修に参加して. 平成11年度 2000

014158
情報技術革新と技術協力 : 知識ベースを基盤とした技術協力の展開に向けて : 高度情報通信システムのODA事業へ
の適用

2000

013216 神奈川国際水産研修センター概要. 平成12年度 2000
013436 人造り協力事業経験体系化研究サブ・サハラ・アフリカ地域報告書 2000
202294 専門家等治安対策連絡協議会資料. 平成12年度 2000
013426 地域開発分野研修コース見直し検討会報告書 2000
013429 筑波国際センター業務報告書. 平成11年度 2000
013430 特定テーマ評価調査報告書「沖縄県との連携協力」. 平成11年度 2000
205658 南米の農業開発手法の検討について : 南米三農業試験場における日系移住地を通じた 技術協力 2000
202289 日系研修員受入実績 : 昭和46年度～平成11年度. 2000年3月末現在 2000
208485 日系研修員日本語研修報告書　1998年度/1999年度 2000
206222 日系研修員募集実施協議調査団報告書. 平成12年6月 2000
206228 日系研修員募集要項. 平成13年度 2000
016491 日系社会シニア・ボランティアの手引. 平成12年2月 2000
017512 日本語学校生徒研修研修感想文集. 平成12年度第1次 2000
016693 日本語教科書開発基礎調査 2000
202293 平成11年度国際協力事業団運営審議会総合部会資料 2000
202291 平成11年度国際協力事業団運営審議会総合部会資料 : 各部会・各委員会の審議状況 2000
209007 海外移住　593号 (2000.5) - 598号 (2001.3) Kaigai iju 2000-2001
203750 国際協力　540号(平12.4) - 551号(平13.3) 2000-2001
202437 こだま　第7号 JICA　日本語教師本邦研修　１９９７年度　応用コース 2001
207431 海外移住センター業務概要　平成13年2月 2001
207988 海外移住センター業務概要. 平成13年10月 2001
013443 海外移住センター業務概要. 平成13年12月 2001
203707 海外移住映像資料目録 2001
202319 管内概況 2001

013427
国際シンポジウム : 開発途上国における民主的機構への支援・強化のために JICA International Symposium on "the
Roles of ODA and NGOs in Supporting and Strengthening Democratic Institutions in Developing Countries

2001

205816 国際協力事業団運営審議会移住部会参考資料. 第27回 2001
018750 専門家派遣前集合研修テキスト 2001
203071 日系研修員募集実施協議会調査団報告書. 平成13年3月 2001
203069 日系研修員募集実施協議調査団報告書 : パラグアイ、ボリヴィア、ブラジル. 平成12年度 2001
202295 日系研修員募集要項. 平成14年度 2001
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請求番号 タイトル 発行年
016494 日系社会シニア・ボランティアの手引. 平成13年2月 2001
202443 日系社会青年ボランティア　実践報告集　2001年度 2001
018174 日本語学校生徒研修研修感想文集. 平成12年度第2陣 2001
205808 平成12年度国際協力事業団運営審議会移住部会議事録. 第27回 2001
209008 海外移住　599号 (2001.5) - 604号 (2002.3) Kaigai iju 2001-2002
018458 SEGUNDO SEMINARIO DE REATIVACAO DAS COOPERATIVAS NIKKEI 2002
018739 シニア海外ボランティア人件費補てん等の手引 2002
012708 にほんごドレミ　西語圏年少者向け初級前半日本語教科書 2002
018380 ブラジル国農業資料等　農業情報誌（No.176）　農業技術情報（No.127） 2002
203721 移住地農家経済調査報告. 平成13年度（2001年度） 2002
205818 国際協力事業団運営審議会移住部会参考資料. 第28回 2002
205817 国際協力事業団運営審議会移住部会資料. 第28回 2002
208350 第2回日系農協活性化セミナー　 Seminário de reativação das cooperativas nikkei 2002
203709 日系研修員受入実績 : 平成12年度～平成13年度. 2002年3月末現在 2002
018077 日系研修員募集実施協議調査団報告書. 平成14年3月 2002
206226 日系研修員募集実施協議調査団報告書. 平成14年7月 2002
016497 日系社会シニア・ボランティアの手引. 平成14年2月 2002
016815 日系社会シニア・ボランティア及びモデル校代表者合同会議報告書 2002
016669 日系社会青年ボランティア　第15回生及び第16回生実践活動報告書 2002
016667 日本語学校生徒研修研修感想文集. 平成13年度第2陣 2002
018787 任国事情 2002
209009 海外移住　605号 (2002.6) - 608号 (2003.3) Kaigai iju 2002-2003
018080 20年後の日系社会と日系人との連携事業について　2003年3月 在外プロジェクト形成調査 2003

018143
JICAブラジル事務所管内　日系社会青年ボランティア実践報告集　2002 Coletania de Relatorios Atividades Voluntario
Juniores da JICA Ano Fiscal 2002

2003

017962 安全対策の手引き 2003
203695 移住地農家経済調査報告. 平成14年度（2002年度） 2003
018146 第3回日系農協活性化セミナー　 TERCEIRO SEMINARIO DE REVITALICAO DAS COOPERATIVAS NIKKEIS 2003
206230 日系研修員募集要項. 平成16年度 2003
017419 日系社会シニア・ボランティアの手引. 平成15年2月 2003
206227 日系社会支援(日本語教育分野)調査団報告書 2003
205125 日系社会青年ボランティア　第16回生及び第17回生実践活動報告書 2003
017426 日系社会青年ボランティアハンドブック. 平成15年1月 2003
018211 日本留学・研修プログラム　〈要覧〉　2003 2003
018147 TERCEIRO SEMINARIO DE REVITALICAO DAS COOPERATIVAS NIKKEIS 「第3回日系農協活性化セミナー」 2003 
018386 日系農業組合リスト 2003 
209010 海外移住　609号 (2003.6) - 612号 (2004.3) Kaigai iju 2003-2004
209011 海外移住　613号 (2004.6) - 616号 (2005.3) Kaigai iju 2004-2005
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