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289 ｲ
池上彰とホセ・ムヒカが語り合ったほんとうの
豊かさって何ですか?

池上　彰／著 KADOKAWA 0650381954

316 ﾍ いまこそ知りたい平和への権利48のQ&A
平和への権利国際キャン
ペーン・日本実行委員会
／編著

合同出版 0650285536

319 ｲ 世界を平和にするためのささやかな提案 池澤　春菜／著 河出書房新社 0650317190

319 ｳ 明日の平和をさがす本 宇野　和美／編著 岩崎書店 0650386425

319 ｻ SDGs時代の平和学 佐渡友　哲／著 法律文化社 0660176792

319 ﾀ 平和学から世界を見る 多賀　秀敏／編著 成文堂 0660176808

329 ｲ ガザ、西岸地区、アンマン いとう　せいこう／著 講談社 0660163665

329 ｲ 「国境なき医師団」を見に行く いとう　せいこう／著 講談社 0660021292

BS 329 ｲ 「国境なき医師団」になろう! いとう　せいこう／著 講談社 0060542426

329 ｼ 友だちを助けるための国際人権法入門 申　惠【ボン】／著 影書房 0660135854

333 ﾅ 僕らはソマリアギャングと夢を語る 永井　陽右／著 英治出版 0650362285

333 ﾅ 医者、用水路を拓く 中村　哲／著 石風社 0660130802

333 ﾔ カンボジア自転車プロジェクト 安田　勝也／著 新評論 0660147180

366 ｴ チェンジの扉 ACE／著 集英社 0660047570

366 ｸ わたし8歳、職業、家事使用人。 日下部　尚徳／著 合同出版 0660057893

366 ｼ 子どもたちにしあわせを運ぶチョコレート。 白木　朋子／著 合同出版 0650307273

366 ﾅ
シングルマザーの貧困はなぜ解消されないの
か

中囿　桐代／著 勁草書房 0660176875

367 ﾉ この世界を知るための大事な質問 野澤　亘伸／著 宝島社 0660176891

368 ｲ 本当の貧困の話をしよう 石井　光太／著 文藝春秋 0660177691
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369 ｱ 「子どもの貧困」解決への道 浅井　春夫／著 自治体研究社 0650395509

369 ｱ 子どもの貧困と食格差 阿部　彩／編著 大月書店 0660038610

369 ｶ 貧困児童 加藤　彰彦／著 創英社 0650376089

369 ｺﾞ 子ども支援とSDGs 五石　敬路／編著 明石書店 0660177707

369 ｾ 世界中の子どもの権利をまもる30の方法
国際子ども権利センター
／編

合同出版 0660101233

369 ｾ 世界を変えるお金の使い方 山本　良一／責任編集 ダイヤモンド社 0601053775

369 ﾀ 海外ルーツの子ども支援 田中　宝紀／著 青弓社 0660176915

369 ﾌﾞ 世界の子ども兵 レイチェル・ブレット／著 新評論 0650004258

369 ﾔ 子どもの貧困調査 山野　則子／編著 明石書店 0660118687

369 ﾖ 貧困 子供のSOS 読売新聞社会部／著 中央公論新社 0650365841

370 ｸ 途上国の学びを拓く 久保田　賢一／編著 明石書店 0660162873

371 ﾐ 教育格差の社会学 耳塚　寛明／編 有斐閣 0650257940

371 ﾔ 平和と子どもの幸せを求めつづけて 山下　雅彦／著 かもがわ出版 0660072569

371 ﾔ 学校プラットフォーム 山野　則子／著 有斐閣 0660058808

372 ｵ 未来を拓く学び「いつでもどこでも誰でも」 大橋　知穂／著 佐伯印刷株式会社出版事業部 0660177723

372 ﾀ ハーレム・チルドレンズ・ゾーンの挑戦 ポール・タフ／著 みすず書房 0660128014

375 ｾ 戦闘機1機で学校は何校つくれるか? 関根　一昭／著 合同出版 0650071222

383 ﾌ 縁食論 藤原　辰史／著 ミシマ社 0601261715

498 ﾀ 情熱のアフリカ大陸 田島　隆雄／著 幻冬舎メディアコンサルティング 0660177011

498 ﾖ 死にゆく子どもを救え 吉岡　秀人／著 冨山房インターナショナル 0660131016

515 ﾏ マタディ橋ものがたり マタディ橋を考える会／著 佐伯印刷株式会社出版事業部 0660177830
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517 ｸ 水の世界地図 Robin Clarke／著 丸善 0601099340

517 ﾌﾞ 地図とデータで見る水の世界ハンドブック ダヴィド・ブランション／著 原書房 0660169316

517 ﾖ 世界と日本の水事情 吉村　和就／著 水道産業新聞社 0660169324

BS 518 ｼ トイレは世界を救う ジャック・シム／著 PHP研究所 0660100110

519 ﾑ
世界でもっとも貧しい大統領ホセ・ムヒカの言
葉

ホセ・ムヒカ／[述] 双葉社 0650322401

527 ｶ 《地球・子供・家》の危機 釜中　明／著 東洋出版 0660177020

612 ﾏ 居酒屋おやじがタイで平和を考える 松尾　康範／著 コモンズ 0660048247

614 ﾅ 希望の一滴 中村　哲／著 西日本新聞社 0660159408


