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世界をつなぐ架け橋
国際開発ジャーナル
社，国際協力機構編
著

国際開発ジャーナル
社，丸善出版

2015 図書

平和構築に向けた絆 : カンボジア地雷対策センターの改革・
成長と南南協力の軌跡

小向絵理著
国際開発ジャーナル
社，丸善出版

2015 図書

アフリカに大学をつくったサムライたち : ジョモ・ケニヤッタ農
工大学物語

荒木光弥著
国際開発ジャーナル
社，丸善出版

2014 図書

大災害に立ち向かう世界と日本 : 災害と国際協力
「大災害と国際協力」
研究会著 ; 柳沢香枝
編

佐伯印刷 2013 図書

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，丸善出版

2013 図書

アフガニスタンに平和の礎を : 人々の生活再建に奔走する
日本人たち

ＪＩＣＡ研究所アフガニ
スタン・プロジェクト・
チーム著

丸善 2013 図書

モンゴル野球青春記 関根淳著 帆風社 2013 図書

はじめての国際協力 : 変わる世界とどう向きあうか 内海成治編 昭和堂 2012 図書

一つの国際協力物語 : タイのモンクット王工科大学 荒木光弥著
国際開発ジャーナル
社，丸善出版

2012 図書

「国際協力」をやってみませんか？ : 仕事として、ボランティ
アで、普段の生活でも

山本敏晴著 小学館 2012 図書

西アフリカの教育を変えた日本発の技術協力 原雅裕著
ダイヤモンド・ビッグ
社，ダイヤモンド社

2011 図書

途上国の人々との話し方 : 国際協力のメタファシリテーション
の手法

和田信明，中田豊一
著

みずのわ出版 2010 図書

世界を救う７人の日本人 : 国際貢献の教科書 池上彰編・著 日経ＢＰ社 2010 図書

車いすがアジアの街を行く : アジア太平洋障害者センター（Ａ
ＯＣＤ）の挑戦

二ノ宮アキイエ著 ダイヤモンド社 2010 図書

開発援助の経済学 : 共生の世界と日本のＯＤＡ [第４版]
西垣昭，下村恭民,
辻一人著

有斐閣 2009 図書

「２０円」で世界をつなぐ仕事 : “想い"と“頭脳"で稼ぐ社会起
業・実戦ガイド

小暮真久著
日本能率協会マネジ
メントセンター

2009 図書

国際協力専門員 : 技術と人々を結ぶファシリテータたちの軌
跡

林俊行編 新評論 2008 図書

泥と汗で始まった「国際協力」 : 技術指導とさまざまな人との
交流

三浦喜美男著 新風書房 2008 図書

国際農業協力に生きる
東京農業大学国際農
業開発学科編

東京農業大学出版会 2006 図書

国際開発論 : ミレニアム開発目標による貧困削減 斎藤文彦著 日本評論社 2005 図書

国際協力論を学ぶ人のために 内海成治編 世界思想社 2005 図書

パルテーラとともに地域保健 : ニカラグアの村落で33人の記
録

花田恭, 青木公編集 ぱる出版 2005 図書

国際協力学 高木保興編 東京大学出版会 2004 図書

世界で一番いのちの短い国 : シエラレオネの国境なき医師
団

山本敏晴著 白水社 2002 図書

海を渡った栄養士たち : 青年海外協力隊栄養士４０年の活
動記録

青年海外協力隊栄養
士ネットワーク編

青年海外協力協会 2008 図書

国際協力と海外ボランティア

青年海外
協力隊
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国際協力と海外ボランティア

（2015年8月作成）

地球日記 : 沖縄発JICAボランティア JICA沖縄編 沖縄タイムス社 2007 図書

自分に何ができるのか？答えは現場にあるんだ : 青年海外
協力隊アフリカの大地を走る

山田耕平著 東邦出版 2007 図書

ビジュアルガイド青年海外協力隊 : アフリカ/アジア/オセア
ニア・中南米・ヨーロッパ・中近東

山岸三郎, 松原志真
編著

汐文社 2004 図書

コロンビア協力隊物語 : 辛くも楽しい!?バレーボール指導編 川坂俊一著 文芸社 2004 図書

青年海外協力隊ベストガイド : やってみよう国際協力 : 応募
にそなえて

協力隊を育てる会, ブ
イ・エス・オー編

明石書店 2003 図書

世界を翔けたナースたち : 青年海外協力隊看護職の活動現
場から

ＪＯＣＶ看護職ネット
ワーク編

青年海外協力協会 2002 図書

ミクロネシアで暮らす : 協力隊が作った初めてのテレビ
ニュース

八坂由美著 明石書店 2000 図書

青年海外協力隊誕生から成熟へ : ４０年の歴史に学ぶ協力
隊のあり方

JICA 青年海外協力
隊事務局編

協力隊を育てる会 2004 図書

青年海外協力隊２０世紀の軌跡　１９６５－２０００
国際協力事業団青年
海外協力隊事務局編

国際協力事業団青年
海外協力隊事務局

2001 図書

定年後の海外農業ボランティア 藤家梓著 農山漁村文化協会 2009 図書

海外で輝く : シニアのための国際ボランティアガイド 国際協力出版会編著 国際協力出版会 2006 図書

シニアのための国際協力入門 : 地球と子どもの未来のため
に

いきいきフォーラム２
０１０編

明石書店 2004 図書

我らシニアマタハリの下で : シニア海外ボランティア奮闘記 千田亨著 碧天社 2004 図書

インドネシアに生きる : 南の国のシニア海外ボランティア 岩崎広平著 明石書店 2004 図書

中高年、はつらつと海を渡る : シニア世代の海外ボランティ
ア

青木公著 国際協力出版会 1999 図書

カナリアものがたり : ＪＩＣＡボランティア奮闘記（ブラジル編）
ＪＩＣＡブラジル事務
所，サンパウロ支所

2009 図書

遠くて近い国 : シニア・ボランティアの見た21世紀ブラジル 眞砂睦著 無明舎出版 2007 図書

タンゴの国で盆踊り : シニアボランティアのアルゼンチン滞在
記

牧田繁子著 洋泉社 2005 図書

世界に飛び出すみんなの先生　[ＪＩＣＡ－Ｎｅｔマルチメディア教材]
　⇒　https://jica-net-library.jica.go.jp/jica-
net/user/lib/contentDetail.php?item_id=195

JICA 2008
DVD
WEB

わたし、南の島で先生しました 奥野歩著 翔雲社 2004 図書

海をこえるボランティア先生 : 青年海外協力隊から見た世界 協力隊を育てる会編 はる書房 2002 図書

JICA広報誌 「ｍｕｎｄｉ」 「ＪＩＣＡ’ｓ Ｗｏｒｌｄ」 ＪＩＣＡ 雑誌

青年海外協力隊月刊誌 「クロスロード」
ＪＩＣＡ青年海外協力
隊事務局

雑誌

国際開発ジャーナル
国際開発ジャーナル
社

雑誌

雑誌

現職教員
協力隊参加

日系社会
ボランティア

シニア
海外

ボランティア

青年海外
協力隊

2


