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資料ID 書誌情報 請求番号 配架場所
10092539 戦争の現場で考えた空爆、占領、難民 : カンボジア、ベトナムからイラ

クまで / 熊岡路矢著. -- 彩流社, 2014.7.

319.8/Ku35 一般図書

10092518 職業は武装解除 / 瀬谷ルミ子著. -- 朝日新聞出版, 2015.5. -- (朝日文庫). 319.8/Se98 一般図書

10092519 地雷処理という仕事 : カンボジアの村の復興記 / 高山良二著. -- 筑摩書

房, 2010.3. -- (ちくまプリマー新書 ; 132).

319.8/Ta56 一般図書

10092525 国際協力のレッスン : 地球市民の国際協力論入門 / 牧田東一編著. -- 学

陽書房, 2013.4.

329.39/Ma37 一般図書

10092540 国際協力用語集 / [佐藤寛監修]. -- 第4版. -- 国際開発ジャーナル社,

2014.9.

329.39/Sa85 一般図書

10092501 テキストブック開発経済学 / ジェトロ・アジア経済研究所 [ほか] 編. --

第3版. -- 有斐閣, 2015.2. -- (有斐閣ブックス).

333.8/A27 一般図書

10092513 傲慢な援助 / ウィリアム・イースタリー著 ; 小浜裕久, 織井啓介, 冨田陽

子訳. -- 東洋経済新報社, 2009.9.

333.8/E11 一般図書

10092521 脱「国際協力」 : 開発と平和構築を超えて / 藤岡美恵子, 越田清和, 中野

憲志編. -- 新評論, 2011.9.

333.8/F65 一般図書

10092515 国際協力のレジーム分析 : 制度・規範の生成とその過程 = The

international aid regime : the dynamics of evolution of institutions and

norms / 稲田十一著. -- 有信堂高文社, 2013.6.

333.8/I51 一般図書

10092512 NGOの源流をたずねて : 難民救援から政策提言まで / 金敬黙編著. -- め

こん, 2011.1. -- (JVCブックレット ; 003).

333.8/Ki38 一般図書

10092524 国際協力NGOのフロンティア : 次世代の研究と実践のために / 金敬黙

[ほか] 編著. -- 明石書店, 2007.10.

333.8/Ki38 一般図書

10092520 国際協力の誕生 : 開発の脱政治化を超えて / 北野収著. -- 創成社, 2011.2.

-- (創成社新書 ; 46).

333.8/Ki69 一般図書

10089758 なぜ貧しい国はなくならないのか : 正しい開発戦略を考える / 大塚啓二

郎著. -- 日本経済新聞出版社, 2014.3.

333.8/O88 トピック

コーナー

10092517 貧困の終焉 : 2025年までに世界を変える / ジェフリー・サックス著 ; 鈴

木主税, 野中邦子訳. -- 早川書房, 2014.4. -- (ハヤカワ文庫 ; . ハヤカワ文

庫NF||ハヤカワ ブンコ NF ; NF404).

333.8/Sa12 一般図書

10092522 国際協力 : その新しい潮流 / 下村恭民 [ほか] 著. -- 第3版. -- 有斐閣,

2016.2. -- (有斐閣選書 ; [207]).

333.8/Sh53 一般図書

10092523 途上国の人々との話し方 : 国際協力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, 2010.10.

333.8/W12 一般図書

10092546 「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, 2009.3.

335.89/Ko26 一般図書

10092511 人を助けるとはどういうことか : 本当の協力関係をつくる7つの原則 /

エドガー・H・シャイン著 ; 金井真弓訳. -- 第2版. -- 英治出版, 2011.4.

361.4/Sc2 一般図書

10081138 世界一大きな問題のシンプルな解き方 : 私が貧困解決の現場で学んだこ

と / ポール・ポラック著 ; 東方雅美訳. -- 英治出版, 2011.6.

368.2/P76 一般図書

10092500 ボランティア・国際協力への理解を深める2000冊 / NPO研究情報セン

ター編集. -- 日外アソシエーツ, 2015.11. -- (ヤングアダルトの本 / 日外

アソシエーツ編集).

369.7/N98 一般図書



10092546 「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, 2009.3.

335.89/Ko26 一般図書


