題

名

ボランタリズム 講演集２

著
阿部 志郎

遊宇宙 特集ネットワーク・コミュニティ
病院が変わる ボランティアが変えるー東大病院 代表ボラン
ティア・コーディネーターからの報告－

渡邊一雄

RECレクリエーション １９９９.５

小田原一記

RECレクリエーション １９９９.７／８

小田原一記

阪神大震災 六甲アイランド災害対策本部の記録「私に権限を
北浦浩
下さい！」
今なぜ民間非営利団体なのか
わたしにもできるかも－出会い・発見・交差点ー
まちかどのフィランソロピストたち 人はなぜ寄付をするのか

2022/07/08現在
発 行 元
発行年月日

者

田淵 節也

海声社

1988.08.01

特別区資料室

1998.12

はる書房

2001.0214

財団法人日本レクリエーショ
ン協会
財団法人日本レクリエーショ
ン協会

1999.05.01
1999.07.01

PHP研究所

1996.02.14

清水弘文堂書房

1997.02.28

足立ボランティア実践報告編集委員 足立ボランティア実践報告編
2001.12.05
会
集委員会
社団法人 日本フィランソロ
2002.11
社団法人 日本フィランソロピー協会
ピー協会

学校ほど愉快なところはない -夢を実現させた学校物語－

寺田 茂

驢馬出版

2003.03.25

週末企業

藤井 孝一

筑摩書房

2004.04.10

灯をともしましょう

ユニーク・ダンス研究会

ユニーク・ダンス研究会

1990.09.02

社会起業家 「よい社会」をつくる人たち

町田 洋次

PHP新書

2004.01.28

スローライフな未来が見える

真柴 隆弘

河出書房新社

2004.02.28

「まなび」の時代へ 地球市民への学び・30人の現場

ワークショップ・ミュー

小学館

1999.12.20

スキージャーナル

2005.06.15

2005年スペシャルオリンピックス冬季世界大会・長野 メモリア
ルブック ありがとう
世界がもし100人の村だったら

池田 香代子 再話 C.ダクラス・ラミ
マガジンハウス
ス 対訳

2002.02.06

世界がもし100人の村だったら２

池田香代子 ＆ マガジンハウス

マガジンハウス

2004.12.24

地球市民の最前線 NGO・NPOへの招待

目加田説子

岩波書店

2004.12.26

子ども・若者の居場所の構想 「教育」から「関わりの場」へ

田中治彦

学陽書房

2003.03.01

市民社会論 NGO･NPOを超えて

入山映

明石書店

2004.12.31

オランダモデル 制度疲労なき成熟社会

長坂寿久

日本経済新聞社

2004.11.09

交響するネットワーキング

日本青年奉仕協会

LGC総合研究所

1988.05.28

もうひとつの学校案内

21世紀教育研究所

新風舎

2004.12.25

1人ビジネスらくらく起業法

小林敏之

あさ出版

2004.03.18

わかちあいの教育 地球時代の「新しい」教育の原理を求めて 岩間浩・山西優二

近代文芸社

2000.04.10

アメリカに学ぶ市民が政治を動かす方法

バリー・R・ルービン 鈴木崇弘 訳

日本評論社

2002.02.20

戦争のつくりかた

りぼん・ぷろじぇくと

マガジンハウス

2004.07.27

確かに生きる ～10代へのメッセージ～ 野口健

野口健

クリタ舎

2007.07.25

あした、世界のどこかで

井出勉

小学館

2005.01.01

越境人たち六月の祭り

Kang Song

集英社

2003.12.10

ｅコミュニティが変える日本の未来 地域活性化とNPO

Eジャパン協議会

NTT出版

2003.01.31

映画、出前します

河崎義祐

毎日新聞社

2003.10.20

台頭する非営利セクター

レスター・M・サラモン H・K・アンハイ
ダイヤモンド社
アー

1996.10.3

がんばれ「ガクちゃん」先生 脳性まひの現役中学校教師の奮
関原美和子
戦記

小学館

2003.07.10

「チャレンジド」が社会を変える プロップ・ステーションの挑戦

竹中ナミ

筑摩書房

2002.07.05

公益学のすすめ

小松隆二

慶応義塾大学出版会

2000.08.31

公益の色はどんな色 「高校生・公益小論文」
ボランティアアラカルト

東北公益文科大学公益小論文編集
慶應義塾大学出版会
2002.09.20
委員会
東京ボランティア・市民活動セ
1999.03
ンター

こんな夜更けにバナナかよ 筋ジス・鹿野靖明とボランティアた
渡辺一史
ち

北海道新聞社

2003.12.19

対論・筑紫哲也 このくにの行方

TBSニュース23製作スタッフ

集英社

2003.12.10

入札改革 談合社会を変える

武藤博巳

岩波新書

2003.12.19

天神さんの商店街 街いかし人いかし

土居年樹

東方出版

2002.08.05

たったひとつのたからもの 息子・秋雪との六年

加藤浩美

文藝春秋

2003.12.15

知らされない愛について

岡 知史

大阪ボランティア協会

1991.11.1

「誰でも社会」へ デジタル時代のユニバーサルデザイン

関根千佳

岩波書店

2003.07.15

あなたが世界を変える日

セヴァン・カリス＝スズキ

学陽書房

2003.12.18

基礎から学ぶボランティアの理論と実際

巡静一・早瀬昇

中央法規出版

1998.4.25

コーチング一日一話

本間正人・青木安輝・高原恵子・小野
ＰＨＰ研究所
仁美

2005.6.6

自分は自分で変えられる

小野仁美

ＰＨＰ研究所

2002.2.20

傾聴ボランティアのすすめ

ホールファミリーケア協会

三省堂

2006.2.20

子どもの放課後改革がなぜ必要か

明石要一・川上敬二郎

明治図書

2005.9

ボランティアが変える世界

KennAllenn/榎田勝利

アルク

1998.11.4

ボランティアのすすめ

岡本栄一ほか

ミネルヴァ書房

2005.10.1

私のだいじな場所・公共施設の市民運営を考える

協働→参加のまちづくり市民研究会

ＮＰＯ市民活動情報センター
ハンズオン埼玉

2006.3.1

1997年度 小さなデモクラシーグループ 勇気を君に

NPO推進政策委員会

日本青年会議所

1997.7.26

くらべてわかる世界地図①暴力の世界地図

藤田千枝

大月書店

2005.7.1

くらべてわかる世界地図②学校の世界地図

小川真理子

大月書店

2005.10.20

くらべてわかる世界地図③ジェンダーの世界地図

鈴木有子・菅原由美子

大月書店

2005.8.10

くらべてわかる世界地図④福祉の世界地図

赤藤由美子

大月書店

2004.12.17

くらべてわかる世界地図⑤文化の世界地図

坂口美佳子

大月書店

2005.7.6

くらべてわかる世界地図⑥環境の世界地図

新美景子

大月書店

2005.8.10

くらべてわかる世界地図⑦国家の世界地図

小林香代

大月書店

2006.3.20

くらべてわかる世界地図⑧国境をこえて

藤田千枝

大月書店

2005.11.4

図解・ゲームの指導事典

高橋和敏

徳澤印刷

1986.04.20

サニー カンボジアへ 続・地雷ではなく花をください

絵・葉祥明 文・柳瀬房子

自由国民社

1997.07.20

灯をともしましょう

ユニーク・ダンス研究会

ユニーク・ダンス研究会

1990.9.2

サニーのおねがい 地雷ではなく花をください

絵・葉祥明 文・柳瀬房子

自由国民社

1996.09.15

パピルスあい

2005.11.10

生きがいを持てる人生メニュー ボランティア活動とネットワーク
野口桂子
作り

病院近くのわが家をつくる ファミリーハウス15年の歩み
Volo（ウォロ） 2004年4月号－特集「CSR」の広がり
いけいけ！ ボランティアナース 在宅ケアの新しい形

特定非営利活動法人 ファミリーハウ 特定非営利活動法人 ファミ
2006.12.06
ス
リーハウス
社会福祉法人 大阪ボラン
2004.04.01
ティア協会
キャンナス代表 菅原由美

アニカ

2006.11.20

スポーツ・ボランティアへの招待 新しいスポーツ文化の可能性 山口泰雄

世界思想社

2004.04.30

「ＮＰＯ」幻想と現実

田中 弥生

同友館

1999.7

犬たちの卒業アルバム －定年からの盲導犬ボランティアの
日々－

井上震太郎

オクムラ書店

2007.09.10

鼻はなにを語りたいのか 脳、顔と病気

高橋良

築地書館

1990.11

わたしにもできるかも 出会い・発見・交差点 ボランティア活動
最前線レポート
日本のボランティア

足立ボランティア実践報告編
2001.12
集委員会
ボランティア研究会

全国社会福祉協議会

内野真、オザキミオ 特定非営利活動
NTT出版株式会社
法人モバイル・コミュニケーション・
内野 真、オザキミオ モバイル・コ
NTT出版株式会社
子どもたちの叫び ～ 児童虐待、アスペルガー症候群の現実
ミュニケーション・ファンド
ドイツ人が主役のまちづくり ボランティア大国を支える市民活
松田雅央
学芸出版社
動
［改訂版］ ボランティア活動の論理 ボランタリズムとサブシス
西山志保
東信堂
テンス
子どもたちの叫び ～ 児童虐待、アスペルガー症候群の現実

1974.6.15
2007.4
2007.4
2007.04.10
2007.04.25

現代ボランティア論

池田幸也

久美株式会社

2006.09.25

お互い様のボランティア

マリ・クリスティーヌ

ユック舎

2005.07.31

ボランティア論

川村匡由

ミネルヴァ書房

2006.02.20

21世紀高齢社会とボランティア活動

池田勝徳

ミネルヴァ書房

2004.02.28

ボランティア活動の基礎と実際

米山岳廣

文化書房博文社

2006.09.30

地域空洞化時代における行政とボランティア

小笠原 浩一

中央法規出版

1996.5.1

入門・ボランティア活動

岡本 栄一

大阪ボランティア協会

1980.7.1

生活のなかにボランティア活動を

大学婦人協会社会福祉委員会

全国社会福祉協議会

1974.7.25

福祉の窓口

八王子市ボランティアセンター相談員
八王子市社会福祉協議会
会

1987.12.1

老人ボランティア入門

野上 芳彦

ミネルヴァ書房

1983.9.25

品川ボランティア・センター

1991.3

ボランティア入門
病院におけるボランティア活動

前田 ケイ

東京ボランティア・センター

1982.3

ボランティア活動ハンドブック

全国ボランティア活動振興センター

全国社会福祉協議会

1980.12.15

東京日本語ボランティア・ネッ
1997.2.20
トワーク
日本財団 ボランティア支援
部
日本財団 ボランティア支援
部

ボランティア日本語教室ガイド
What's VOLUNTEER?
Whats's VOLUNNTEER? 環境保全編
エコブックガイド

'93

志村 永一

ボランティアガイドブック １
中高年からのボランティア

祐成 善次

周東 一也

わかる・みつかる・できる～学生のためのボランティアガイド～

トーハン

1993.6.3

教職員生涯福祉財団

1996.3

家の光協会

1997.11.1

財団法人 内外学生センター 1999.11

「地域生活者」 から始める いきいきシニアライフ

桑原三郎 上野谷加代子

全国社会福祉協議会・全国ボ
ランティア活動振興センター

全国ボランティアグループガイド

ボランティア活動研究会

㈱ジャニス

1995.7.15

ボランティア・ガイドブック～動物たちのためにあなたもできるや ピーター（アメリカ） 動物への倫理的 AVA-net（動物実験廃止・全
さしい活動～
処遇を求める人々の会
国ネットワーク）
社会福祉法人 神奈川県社
精神保健ボランティアハンドブック
会福祉協議会
市民フォーラム２１・NPOセン
市民セクター支援を考える国際シンポジウムガイドブック
石井伸弘
ター
特定非営利活動法人 さいた
さいたまのNPO 福祉編 市民がつながる２５３の方法
まNPOセンター
社会福祉法人 日本盲人職
GUIDE BOOK－盲人に接する人びとのために－
能開発センター
埼玉県社会福祉協議会ボラ
ハートフルボランティア手帳
ンティアセンター
むすんで ひらいて 最新ボランティア・ハンドブック

全国ボランティア活動振興センター

全国社会福祉協議会

1997.7.20
1996.03
1998.11.23
2001.01.30
1995.11.01

1991.3

ボランティア・アラカルト

社会福祉法人東京都社会福
1996.03
祉協議会 東京ボランティア・

見て、読んで、参加する国際協力

JICA国際協力事業団

わたしのチャレンジノート
ボランティア日本語教室ガイド東京２０００
シニアボランティアブック【入門編】１１人の活動メッセージ

立川市ボランティア活動推進協議会
福祉教育検討委員会
TNVN東京日本語ボランティア・ネット
ワーク

社会福祉法人立川市社会福
1988.03.31
祉協議会
TNVN東京日本語ボランティ
2000.07
ア・ネットワーク

東京ボランティア・センター

筒井書房

1995.03.31

社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 全国ボランティア

1997.03

国土社

2006.10.10

ボランティア活動工夫の手引き- ボランティア ア・ラ・カ・ル・ト
参加しやすいボランティア活動
《読みきかせ》 ボランティア入門

2001.03

波木井やよい

地域で始めよう食事サービス活動ハンドブック 誰にでもできる
食事サービス活動の方法

全国老人給食協力会（ミール
2000.03.31
ズ・オン・ホイールズ日本協
社会福祉法人 武蔵野市社会
2001.11
福祉協議会

武蔵村山市ボランティア・グループガイドブック 第一版
ボランティアハンドブック

秋山智久

一橋出版

1995.12.1

障害者とボランティア活動

全国ボランティア活動振興センター

全国社会福祉協議会

1984.4.10

大学とボランティア スタッフのためのガイドブック

財団法人 内外学生センター 2001.2

シニアのためのボランティアガイド

こどもくらぶ

同友館

2001.8.10

女性のためのボランティアガイド

こどもくらぶ

同友館

2001.8.10

学生のためのボランティアガイド

こどもくらぶ

同友館

2002.5.20

あなたにもできる国際ボランティア

ＮＧＯ活動推進センター

ジャパンタイムズ

2002.1.20

まるごとガイドシリーズ１０ ボランティアまるごとガイド

安藤 雄太

ミネルヴァ書房

2002.4.30

市民活動時代のボランティア

小谷 直道

中央法規

2000.12.1

精神保健福祉ボランティア

石川 到覚

中央法規

2001.8.10

預かりとひろば 子育て支援環境づくり実践ハンドブック

特定非営利活動法人 ＮＰＯ
2003.3.20
事業サポートセンター

ボランティアとらの巻

埼玉県ボランティアセンター

2003.3.20

全国社会福祉協議会

1982.2.20

在宅福祉とボランティア活動

全国ボランティア活動振興センター

やってみよう！ 環境ボランティア'04～'05

地球環境パートナーシッププラザ

国際協力NGOダイレクトリー2004

国際協力NGOセンター JANIC

国際協力ガイド2006年版 国際協力の仕事研究X職場図鑑

荒木光弥

国際開発ジャーナル社

2004.10.20

ボランティアブック これから始めるあなたへ

ボランティア・ワークショップ

ブロンズ新社

1997.12.25

ライフスタイルとしてのボランティア

野浪誠、藤吉雅春、吾妻裕

東京学参

1998.04.10

吹田市市民文化 市民協働
ふれあい室

2001.08

ボランティアブループ・NPOガイドブック －市民公益活動団体 社会福祉法人 大阪ボランティア協
の活動内容紹介冊子－
会

地球環境パートナーシッププ
2004.06.25
ラザ
国際協力NGOセンター
2004.08.10
JANIC

ボランティアアクセスガイド 初めてのボランティアを体験する人
に

社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 全国ボランティア

1995.06.30

シニアボランティアブック【入門編】 11人の活動メッセージ

東京ボランティアセンター

筒井書房

1995.03.31

一目でわかる傾聴ボランティア

鈴木絹英 編、工藤ケン 文・画

NHK出版

2007.11.25

都営交通 PASMO ナビ （点字版）

東京都交通局（財）東京都交通局協 東京都交通局お客様サービ
力会
ス課

2007.3

老人とボランティア活動

全国ボランティア活動振興センター

全国社会福祉協議会

1983.2.15

人道支援 ボランティアの心得

野々山忠致

集英社新書

2007.01.22

知っていますか？ ボランティアと人権 一問一答

早瀬 昇、牧口 明

解放出版社

2000.12.05

始めよう！ Enjoy Days 文化ボランティアガイド

大久保邦子

日本標準

2004.11.23

ボランティアのすすめ 基礎から実践まで

岡本栄一 監修、守本友美・河内昌
彦・立石宏昭 編著

ミネルヴァ書房

2005.10.01

〈一人でもできる） 地震・災害ボランティア活動入門

角田四郎

ふきのとう書房

2006.04.01

ちょこボラ！ 今すぐはじめられる、お手軽ボランティア

藤原千尋

株式会社 アメーバブックス

2005.08.09

WAVE出版

2006.07.19

株式会社 九天社

2005.06.07

いまあなたにできる、50のこと 》ボランティア、最初の一歩の踏
WAVE出版
み出し方
団塊世代のための ボランティアガイド 人生のセカンドステー
生きがい倶楽部
ジを活動的に過ごす
よくわかる NPO・ボランティア

川口清史・田尾雅夫・新川達郎

ミネルヴァ書房

2005.06.20

青少年のボランティア活動

全国ボランティア活動振興センター

全国社会福祉協議会

1984.2.20

ボランティアの在宅援助活動

全国ボラアンティア活動振興センター 全国社会福祉協議会

1983.5.22

はじめの一歩を ボランティア活動への誘い

東京都ボランティア・コーナー

NPO法人ハンドブック
C'sブックレットシリーズNo.3 市民活動促進法案～なにが問題
か～
特定非営利活動法人の設立の手引き－特定非営利活動促進
法説明会資料－

東京都福祉局福祉部地域福
祉課
シーズ=市民活動を支える制
度をつくる会
シーズ＝市民活動を支える制
度をつくる会
経済企画庁 国民生活局国
民生活政策課余暇・市民活

1981.3.31
1998.5.7
1997.02.10
1998.1

特定非営利活動法人（NPO法人）設立の手引き

財団法人安田火災記念財団

財団法人安田火災記念財団 2000.03.10

ＮＰＯ法人なるほどＱ＆Ａ 14年改正完全開設付き

熊谷則一 菅野豊 磯貝秀俊

（株）中央経済社

2003.3

起業時代のNPO

坂本信雄

八千代出版

2003.9

成功するNPO＋失敗するNPO

大川新人

株式会社 日本地域社会研
2002.12
究所
シーズ＝市民活動を支える制
1998.12
度をつくる会
シーズ＝市民活動を支える制
1998.05.07
度をつくる会

C'Sブックレットシリーズ№7組織の特徴をいかした定款づくりが
松原明
できるNPO法人定款作成マニュアル
C'Sブックレット・シリーズ№5NPO法人ハンドブック特定非営利
活動法人設立のための検討事項
経済企画庁国民生活局 余暇・市民
ぎょうせい
Q&A ここが知りたいNPO法－法人格取得マニュアル－
活動室

1999.07.20

中間法人ハンドブック

実藤秀志

税務経理協会

2001.08.20

NPO法人設立・申請完全マニュアル

福島達也

Jリサーチ出版

2002.7.10

市民活動支援法

明治学院大学立法研究会

信山社

1996.8.30

NPOの時代

山内直人

大阪大学出版会

2002.12

NPO解体新書・生き方を編み直す

上條茉莉子・椎野修平

公人社

2003.6

NPOと行政の協働の手引き

新川達郎

大阪ボランティア協会

2003.1

NPO実践講座～いかに組織を立ち上げるか

山岡義典

ぎょうせい

2003.2

プロとしてNPOで働く、関わる

日米コミュニティエクスチエンジ

新風舎

2004.4

ボランティア・ＮＰＯの組織論

田尾雅夫・川野祐二

学陽書房

2004.04.27

NPOがわかるQ&A

早瀬昇・松原明

岩波書店

2004.3

NPO 愛を力に変えるシステム

朝倉 匠子

ブロンズ新社

1997.8.25

内閣府国民生活局 市民活動促進
課
内閣府国民生活局 市民活動促進
課

内閣府国民生活局 市民活
動促進課
内閣府国民生活局 市民活
動促進課

日本ＮＰＯセンター

日本ＮＰＯセンター

2005.8

ＮＰＯと行政・協働の再構築～これまでの10年これからの10年 山岸秀雄、菅原敏夫、粉川一郎

第一書林

2004.1

ＮＰＯブックカタログ2005

地球環境パートナーシッププ
2005.08.10
ラザ

認定ＮＰＯ法人制度 改訂版
認定ＮＰＯ法人制度 三訂版
問われる市民セクターの価値

長続きするＮＰＯの設立と運営の実際
よくわかる『市民活動促進法案』
ボランティア・NPOの組織論 非営利の経営を考える
ＮＰＯ支援税制がよくわかる本

高比良正司

明日香出版

2005.6
2006.5

2002.1

シーズ＝市民活動を支える制度をつ シーズ＝市民活動を支える制
1997.09.06
くる会
度をつくる会
田尾雅夫・川野祐二・伊佐淳・小島廣
学陽書房
2007.11.01
光・桜井政成・吉田忠彦
シーズ＝市民活動を支える制
2001.8
松原 明
度をつくる会

団塊新現役世代

米田雅子・田中義幸・野呂法夫

ぎょうせい

2005.1

NPO基礎講座～市民社会の創造のために

山岡義典ほか

ぎょうせい

1997.9

アメリカ社会における市民活動・ＮＰＯの役割

日本ボランティアコーディネーター協 日本ボランティアコーディネー
2001.09.08
会
ター協会

ボランティアの時代

田中尚輝

岩波書店

1998.9

ボランティアリーダーのためのQ&A

日本社会事業大学

全国社会福祉協議会

1991.3.31

企業とNPOのパートナーシップ

山本正

アルク

2000.03.20

日本NPOセンター

2006.12

日本NPOセンター

2006.12

日本NPOセンター

2007.6

ぎょうせい

2006.9

評価のすすめ 福祉分野で活躍する非営利組織のために

笹川平和財団

2001.08.01

なぜ、いま評価なのか 国際開発のNPOの評価を考える

笹川平和財団

2001.09.25

身近なヒューマン・セキュリティとNPO－人権・生命・環境・平和
日本NPOセンター
に取り組む12の事例
身近なヒューマン・セキュリティとNPO－人権・生命・環境・平和
日本NPOセンター
に取り組む12の事例
NPOブラッシュアップセミナーWORK BOOK組織力を高めるため
日本NPOセンター
の6つのアプローチ
NPO基礎講座[新版]

NPOのためのリスクマネジメント リスクと上手につきあうに
は・・・
NPO理事による事務局長評価
NPO理事会の自己評価

山岡義典

特定非営利活動法人 日本NPOセン 社団法人 日本傷害保険協
2001.06
ター 社団法人 日本傷害保険協会 会
National Center for Nonprofit
2000.11.20
ジェーン・ピアソン／ジョシュア・ミンツ
Boards(NCNB)
National Center for Nonprofit
2000.11.20
全米NPO理事センター(NCNB)
Boards(NCNB)

「ボランティア広報紙入門」

石田章

シイーム（出版部）

1998.02.20

コミュニティ・エンパワーメントー学びから参加へー

森良

2001.03.20

みんなのNPO 組織づくり・お金づくり・人づくり

スミス・バックリン・アンド・アソシエイ
ツ

エコ・コミュニケーションセン
ター
海象社

1999.10.20

JVCAブックレット①アメリカ社会における市民活動・NPOの役
割～アメリカでは、なぜボランティア活動が盛んなのか？～
NPO教書

ハウジングアンドコミュニティ財団

特定非営利活動法人 日本
2001.09.08
ボランティアコーディネーター
風土社

1997.12.15

米国NGO/NPO講師陣による『戦略的マネジメント研修』報告書
東京ボランティア・市民活動セ
東京ボランティア・市民活動センター
2001.4.31
前期
ンター
特定非営利活動法人NPO事業サ
特定非営利活動法人NPO事
2002.3.20
いっしょに子育て 子育て支援NPO設立＆活動ハンドブック
ポートセンター
業サポートセンター
市民活動団体リーダーのために

経済企画庁国民生活局

大蔵省印刷局

1997.5.23

ＮＰＯの教育と人材育成

NPO教育研究会

2001.9.1

身近なヒューマン・セキュリティとNPO－人権・生命・環境・平和
日本NPOセンター
に取り組む12の事例

日本NPOセンター

2006.12

市民参加でイベントづくり

竹村安子、名賀亨、土井圭子 他

大阪ボランティア協会

2002.3.25

世の中を変えて生きる

バージニア・クーバー エレン・ディー
嵯峨野書院
コン チャールズ・エッサー クリスト

2000.9.30

評価システム研究会

2003.2

NPOと評価－NPOマネジメントの実際－評価でつくるNPOパ
ワー 報告書

山内直人

米国NGO/NPO講師陣による『戦略的マネジメント研修』報告書 東京ボランティア・市民活動センター

NPO研修・情報センター

東京ボランティア・市民活動セ
2002.3
ンター

現場から見つめた市民社会の未来 ーNPOの社会的ポジショ
ンの確立ー

日本NPOセンター

日本NPOセンター

2003.08.01

非営利組織の「自己評価手法」

P・F・ドラッカー

ダイヤモンド社

1995.10.26

共感のマネジメント 市民活動団体のスタッフ、グループリー
ダーの為の入門書

松本修一

社会福祉法人 大阪ボラン
ティア協会

1996.11.20

英国の市民社会

The British Council

2004.03.31

子育て支援NPO活動ハンドブック

NPO事業サポートセンター

2004.03.25

参加のデザイン道具箱part3

浅海義治/伊藤雅春/狩野三枝

世田谷まちづくり

2003.1

参加のデザイン道具箱part4

浅海義治／伊藤雅春／狩野三枝

世田谷まちづくりセンター

2005.3

市民活動のための実践ガイドブック ＮＧＯ運営の基礎知識

A SEED JAPAN/POWER

アルク

1998.8

NPOのためのリスクマネジメント～リスクと上手につきあうに
日本NPOセンター 社団法人 日本
は・・・
損害保険協会
NPOマネジメント 創刊号－特集「NPOマネジメントへの10の質
川北秀人
問」
NPOマネジメント 29号－特集「まちをマーケティングする」

川北秀人

NPOマネジメント 30号－特集「市民を動かすマーケティング」

川北秀人

ボランティアのためのレクリエーション技術

日本社会事業大学

NPOマネジメント 31号－特集「顧客が参加する社会変革事業
の生み方・育て方」
NPOマネジメント 32号－特集「計画は「目標」と「業務の構成」
で決まる」
NPOマネジメント 33号－特集「議案のスケジュールと議事録
が、会議を変える」
NPOマネジメント 34号－特集「共感と信頼を生むプレゼンテー
ション」

川北秀人
川北秀人
川北秀人
川北秀人

NPOマネジメント 4号－特集「企業とのパートナーシップ」

川北秀人

NPOマネジメント 5号－特集「行政とのパートナーシップ」

川北秀人

NPOマネジメント 6号－特集「強くしなやかなチームへ」

川北秀人

NPOマネジメント ７号－特集「理事会を活用するための３つの
川北秀人
ステップ」
NPOマネジメント 8号－特集「マーケティング思考のススメ」

川北秀人

NPOマネジメント 9号－特集「ボランティアの力を最大限に活
用するために」

川北秀人

ボランティアのグループ指導入門

J・M・ストーン

NPOマネジメント 10号－特集「思いを成果に結びつけるプロセ
川北秀人
スのデザイン」
NPOマネジメント 11号－特集「シナジーを生む協働へ」

川北秀人

NPOマネジメント 12号－特集「強い支部のネットワークを育て
川北秀人
る」
NPOマネジメント 13号－特集「人材組織開発マネジャーの仕
川北秀人
事」
NPOマネジメント 14号－特集「ボランティア・マネージャーの仕
川北秀人
事」

社団法人 日本損害保険協
会
IIHOE[人と組織と地球のため
の国際研究所]
IIHOE[人と組織と地球のため
の国際研究所]
IIHOE[人と組織と地球のため
の国際研究所]
全国社会福祉協議会
IIHOE[人と組織と地球のため
の国際研究所]
IIHOE[人と組織と地球のため
の国際研究所]
IIHOE[人と組織と地球のため
の国際研究所]
IIHOE[人と組織と地球のため
の国際研究所]
IIHOE[人と組織と地球のため
の国際研究所]
IIHOE[人と組織と地球のため
の国際研究所]
IIHOE[人と組織と地球のため
の国際研究所]
IIHOE[人と組織と地球のため
の国際研究所]
IIHOE[人と組織と地球のため
の国際研究所]
IIHOE[人と組織と地球のため
の国際研究所]
勁草書房
IIHOE[人と組織と地球のため
の国際研究所]
IIHOE[人と組織と地球のため
の国際研究所]
IIHOE[人と組織と地球のため
の国際研究所]
IIHOE[人と組織と地球のため
の国際研究所]
IIHOE[人と組織と地球のため
の国際研究所]

2001.06
1999.06.20
2004.02.20
2004.04.20
1991.3.31
2004.06.20
2004.08.20
2004.10.20
2004.12.20
1999.12.20
2000.02.20
2000.04.20
2000.06.20
2000.08.20
2000.10.20
1987.11.10
2000.12.20
2001.02.20
2001.04.20
2001.06.20
2001.08.20

NPOマネジメント 15号－特集「有給ｽﾀｯﾌを生かす組織編成と
川北秀人
採用」
NPOマネジメント 16号－特集「判断し、行動する理事会へ」

川北秀人

NPOマネジメント 17号－特集「プロフェッショナルNPOをめざ
川北秀人
す」
NPOマネジメント 18号－特集「顧客・ニーズ文政から事業のヒ
川北秀人
ントを探す」
NPOマネジメント 19号－特集「会員制を分析して活用する」

川北秀人

非営利組織の経営

小島 廣光

NPOマネジメント
る」
NPOマネジメント
える」
NPOマネジメント
育てる」
NPOマネジメント
めに」

20号－特集「目的の再定義が、組織を鍛え
21号－特集「業務と責任の定義が、ﾌﾟﾛを支
22号－特集「ニーズの確認が会員と組織を
23号－特集「事務局長の経営力を高めるた

川北秀人
川北秀人
川北秀人
川北秀人

NPOマネジメント 24号－特集「事業と組織に評価を生かす」

川北秀人

NPOマネジメント 25号－特集「自主財源率を高めるために」

川北秀人

NPOマネジメント 26号－特集「協働を深めるプロセス」

川北秀人

NPOマネジメント 27号－特集「組織を評価して、潜在力を生か
川北秀人
す」
NPOマネジメント 28号－特集「気付きを事実で確かめる」

川北秀人

周年事業マニュアル 3周年！！ありがとう！！

特定非営利活動法人NPOふくおか

コミュニティーリーダー研修マニュアル おもしろい講座アイデア
集

IIHOE[人と組織と地球のため
の国際研究所]
IIHOE[人と組織と地球のため
の国際研究所]
IIHOE[人と組織と地球のため
の国際研究所]
IIHOE[人と組織と地球のため
の国際研究所]
IIHOE[人と組織と地球のため
の国際研究所]
北海道大学図書刊行会
IIHOE[人と組織と地球のため
の国際研究所]
IIHOE[人と組織と地球のため
の国際研究所]
IIHOE[人と組織と地球のため
の国際研究所]
IIHOE[人と組織と地球のため
の国際研究所]
IIHOE[人と組織と地球のため
の国際研究所]
IIHOE[人と組織と地球のため
の国際研究所]
IIHOE[人と組織と地球のため
の国際研究所]
IIHOE[人と組織と地球のため
の国際研究所]
IIHOE[人と組織と地球のため
の国際研究所]
特定非営利活動法人NPOふ
くおか
東京都生活文化局コミュニ
ティ文化部振興計画室
IIHOE[人と組織と地球のため
の国際研究所］

2001.12.20
2001.12.20
2002.02.20
2002.04.20
2002.06.20
1998.4.10
2002.08.20
2002.10.20
2002.12.20
2003.02.20
2003.04.20
2003.06.20
2003.08.20
2003.10.20
2003.12.20
2006.01
1991.12
1999.08.20

NPOマネジメント 第2号

川北秀人

ファシリテーション革命～参加型の場づくりの技法～

中野民夫

岩波書店

2004.11.05

なぜボランティアか？「思いを生かすＮＰＯの人づくり戦略

スーザン・エリス 筒井のり子 寺鹿
ふみ子 守本友美

（株）海象社

2001.9

自然体験活動安全対策ハンドブック

ＮＰＯ法人 国際自然大学校

ＮＰＯ法人 国際自然大学校 2001.3.31

参加のﾃﾞｻﾞｲﾝ道具箱

真鍋弘、柴田希美絵

世田谷まちづくりセンター

NPOマネジメント 第3号

川北秀人

IIHOE[人と組織と地球のため
1999.10.20
の国際研究所］

1997.3

NPO・NGOボランティア団体のための 情報共有サイトの作り方 neuve project

株式会社 九天社

2006.09.15

ＮＰＯ基礎講座２～市民活動の現在

山岡義典

（株）ぎょうせい

1998.9

ＮＰＯ基礎講座３～現場から見たマネジメント

山岡義典

（株）ぎょうせい

2003.11

ボランティアマネジメント 自発的行為の組織化戦略

桜井政成

ミネルヴァ書房

2007.04.20

参加のデザイン道具箱 PART２

浅海義治／伊藤雅春／狩野三枝

世田谷まちづくりセンター

1997.3

ＮＰＯ広報力向上委員会

2004.9.30

伝えるコツ ＮＰＯの広報を考える１５のヒント
NPO理事の10の基本的責任

リチャード・T・イングラム 川北秀人

日本NPOセンター協力

1999.9

超顧客主義 顧客を超える経営者たちに学ぶ

片平秀貴/古川一郎/阿部誠

東洋経済新報社

2003.12

企画力

田坂広志

ダイヤモンド社

2004.3

理事会を育てる９つのステップ

サンドラ・Ｒ・ヒューズほか

IIHOE(人と組織と地球のため
2001.1
の国際研究所

参加型ワークショップ入門

ロバート・チエンバース

明石書店

2005.2

参加の「場」をデザインする まちづくりの合意形成・壁への挑
戦

石塚雅明

学芸出版社

2004.11

ボランティア・マネジメントと理事会の役割

スーザン・Ｊ・エリス

ＩＨＯＥ（人と組織と地球のため
2000.11
の国際研究所）

知っておきたいＮＰＯのこと２資金編

日本ＮＰＯセンターほか

日本ＮＰＯセンターほか

2006.1.10

知っておきたいNPOのこと2資金編

日本ＮＰＯセンターほか

日本NPOセンター

2006.1.10

NPOマネジメントスクール特別公開講座「市民参加型日英交流
ジャスティン・D・スミス
プログラム」特別講演会 英国のボランタリーセクター

阪神淡路コミュニティ基金

1999.03

現場からみつめた市民社会の未来

日本ＮＰＯセンター

日本ＮＰＯセンター

2003.8

ソリューションフォーカス解決志向の実践マネジメント

青木安輝

河出書房新社

2006.2

新法でこうなる！社団・財団法人新制度移行Q&A

熊谷則一

中央経済社

2007.2

草の根NPO運営術

澤村 明

ひつじ書房

2006.6

NPOマネジメント 41号 特集「中期戦略づくりの基礎 3年後の
社会と自分たちを、ﾃﾞｻﾞｲﾝするー目標と手法を選び、資源を整
NPOマネジメント 42号 特集 [会員を増やし続けるために「続
けたい」「誘いたい」と感じる活動づくり]
NPOマネジメント 43号 特集 「地縁組織との関係を育てる底
力を育てあう地域に」
NPOマネジメント 44号 特集 「記録を活用する姿勢と手法
記録が活動を資源にする」
NPOマネジメント 45号 特集 「自主事業で収益性を高めるた
めに自主事業で収益を確保する」
NPOマネジメント 46号 特集 「当事者を運営の参画者に育て
るプロセス 子どもや地域を主役にする事業・組織づくり」

川北秀人
川北秀人
川北秀人
川北秀人
川北秀人
川北秀人

IIHOE[ 人と組織と地球のため
の国際研究所]
IIHOE[人と組織と地球のため
の国際研究所]
IIHOE[人と組織と地球のため
の国際研究所]
IIHOE[人と組織と地球のため
の国際研究所]
IIHOE[人と組織と地球のため
の国際研究所]
IIHOE「人と組織と地球のため
の国際研究所]

2006.2
2006.4
2006.6
2006.8
2006.1
2006.12

NPOとボランティアの実務－法律・会計・税務－

三木秀夫 明賀英樹 池田直樹

新日本法規出版

1998.05.15

助成団体要覧

わかこま・自立生活情報室

身体障害者定期刊行物協会 1996.9.9
社会福祉法人 中央共同募
2001
金会
東京ボランティア・市民活動セ
2000.07
ンター

赤い羽全国フォーラム２００１～応援があるから、がんばれる～
ボランティア・市民活動助成ガイドブック
助成団体要覧－民間助成金ガイド－１９９８

財団法人助成財団センター

財団法人助成財団センター

1998.01.12

長寿・子育て・障害者基金助成ハンドブック【平成１２年度 事
業年鑑】

社会福祉・医療事業団

社会福祉・医療事業団

2001.09

東京ボランティア・市民活動セ
2002.7
ンター

ボランティア・市民活動 助成ガイドブック
長寿・子育て・障害者基金 平成１３年度事業年間 地方分

社会福祉・医療事業団

社会福祉・医療事業団

2002.9

長寿・子育て・障害者基金 平成１３年度事業年間 一般分・特
社会福祉・医療事業団
別分

社会福祉・医療事業団

2002.9

ボランティア・市民活動助成ガイドブック2003
第8回ボランティアスピリット賞 活動報告書
福祉活動を行うNPOのためのナレッジバンク 活用事例集
長寿社会福祉基金助成ハンドブック

社会福祉・医療事業団

東京ボランティア・市民活動セ
2003.8
ンター
ボランティア・スピリット賞事務
2004
局
財団法人東京都高齢者研
2004.6
究・福祉振興財団
社会保険研究所

1996.1

新しい物語づくりに向けて「つなぐ」から「つくる」へみんなでつく
るコムケア物語の３年目
新しい物語が生まれだした「つながりこわし」から「つながりづく
り」へみんなでつくるコムケア物語の４年目

コミュニティケア活動支援セン
2004.5.10
ター
コミュニティケア活動支援セン
2005.5.20
ター

社会福祉関係 民間助成団体一覧

東京都社会福祉協議会

ボランティア市民活動助成ガイドブック2000年度版

東京ボランティア・市民活動セ
2000.7
ンター

第４回 プルデンシャル･ボランティア賞 全国表彰式＆フォーラ
ム記録 引率者によりパネル・ディスカッション記録～生徒のボ
プルデンシャル･ボランティア賞 アメリカ全米特別賞 インスピ
レーション賞 州特別賞受賞者104名及び州次点入賞者のボラ
プルデンシャル･ボランティア賞 アメリカ全米特別賞及び州特
別賞受賞者 104名のボランティア活動 全記録（2001年版）
第4回 プルデンシャル･ボランティア賞 全国表彰式＆フォーラ
ム 記録（2001年）

1999.08

2001
2000
2001
2001.2

第５回 プルデンシャル･ボランティア賞 全国表彰式＆フォーラ
ム記録 その２（2002年）
価値を創造する助成へ
第５回 プルデンシャル･ボランティア賞 全国表彰式＆フォーラ
ム記録 その１（2002年）
プルデンシャル･ボランティア賞 アメリカ 全米特別賞及び州特
別賞受賞者 104名のボランティア活動 全記録（2002年版）
第３回 プルデンシャル・ボランティア賞 応募者のボランティア
活動実態報告書
第４回 プルデンシャル・ボランティア賞 ブロック賞授賞式 パ
ネルディスカッション集
第５回 プルデンシャル・ボランティア賞 応募者のボランティア
活動実態報告書
第1回プルデンシャル・スピリット・オブ・コミュニティ 「全国青少
年ボランティア・コンクール」応募者のボランティア活動実態

2002.2
マイケル・E・ポーター／マーク・R・ク IIHOE（人と組織と地球のため
2000.5.20
レーマー
の国際研究所）
2002.2
2002
プルデンシャル・ボランティア
賞 事務局
プルデンシャル・ボランティア
賞 事務局
プルデンシャル・ボランティア
賞 事務局
プルデンシャル生命保険株式
会社

NPOの活動資金確保の手引き（助成金の巻）
第5回プルデンシャル・ボランティア賞 ブロック表彰式 パネル
ディスカッション集
第３回 プルデンシャル・ボランティア賞 ブロック賞授賞式 パ
ネルディスカッション集
NPO（市民活動団体）への融資制度に関する調査報告書

2000.07
2001.02
2002.05
1998.04

財団法人安田火災記念財団 2000.01.10
プルデンシャル・ボランティア
2002.02
賞 事務局
プルデンシャル・ボランティア
2000.2
賞 事務局
東京ボランティア・市民活動セ
2001.03
東京ボランティア・市民活動センター
ンター

NPO・市民活動のための助成金応募ガイド 2006

財団法人 助成財団センター

みんな地球家族 国際ボランティア貯金へのメッセージ集

逓信PRセンター

財団法人 助成財団センター 2006.3

平成19年度 農村景観・自然環境保全再生パイロット事業 公
募細則

財団法人 国際ボランティア
貯金普及協会
農林水産省農村振興局
（社）農村環境整備センター

平成７年度「国際ボランティア貯金」レポートNGO活動状況報告

郵政省貯金局

1997.3
2007
1995

調布を耕す会 福祉作業所 しごと場 大好き 開所5周年記念
調布を耕す会・しごと場大好き
誌
「赤い羽セミナー群馬」－地方発－企業と市民が、今、できるこ
と。

(財)国際ボランティア貯金普
1997.03
及協会
調布を耕す会・しごと場大好
1998.07
き
赤い羽セミナー群馬実行委員
1999.11.26
会

被災地・神戸に生きる人びと

岩波書店（岩波ブックレット）

みんな地球家族 国際ボランティア貯金へのメッセージ集

逓信PRセンター

牧 秀一

「阪神・淡路大震災 被災地の人々を応援する市民の会」全記
録 震災ボランティア

阪神・淡路大震災 被災地の
人々を応援する市民の会
三国ボランティア本部 事務
『重油災害とボランティア』＝三国ボランティア本部の記録＝
局 社会福祉法人三国町社会
阪神淡路大震災に学ぶ 学生のための防災・ボランティアハン 防災・ボランティアハンドブック作成委 防災・ボランティアハンドブッ
ドブック
員会
ク作成委員会
労働相委託調査 企業および労働組合による阪神・淡路大震
財団法人 勤労者リフレッ
災にかかわる被災地・被災者支援活動に関する調査研究報告
シュ事業振興財団
「雲仙・普賢岳噴火災害を体験して」 特定非営利活動法人 「島原
雲仙・普賢岳 噴火災害を体験して 被災者からの報告
編集委員会
普賢会」
埼玉県社会福祉協議会・埼玉県ボラ 埼玉県社会福祉協議会・埼
災害救援ボランティア講座報告書
ンティアセンター
玉県ボランティアセンター
兵庫県南部地震に伴う神戸市への保健婦派遣に係る活動報
東京都衛生局総務部地域保
東京都衛生局総務部地域保健課
告書
健課
瓦礫の風貌［阪神淡路大震災１９９５］

奥野安彦 土方正志

高齢者・障害者・ボランティアと震災「阪神・淡路大震災に学ぶ
シンポジウム」－街づくり・地域づくり－
社会福祉法人 小平市社会福祉協議会 震災対策検討委員会
報告書
三宅島島民たちの一年

災害時におけるボランティア支援マニュアル
大震災と社協

1996.05.01
1997.07
1997.12
1996.03
2000.08
2000.03
1995.08.31
1995.12.17

台東区社会福祉協議会

三谷 彰

災害時の「市民活動」支援 東京都ハンドブック
災害ボランティアに関する実態調査 ボランティア活動における
官民の連帯についての調査結果

リトル・モア

2001.07.19

社会福祉法人 小平市社会
福祉協議会

1998.06.30

岩波書店（岩波ブックレット）

2001.08.20

東京都生活文化局コミュニ
ティ文化部振興計画課

1997.12

自治省消防庁

2000.03

(財)石川県県民ボランティア
センター
兵庫県社会福祉協議会 阪神・淡路 兵庫県社会福祉協議会 阪
大震災社会福祉復興本部
神・淡路大震災社会福祉復

(財)石川県県民ボランティアセンター

1997.12
1996.02.08

あなただからできる 自然災害ボランティアABC
災害救援ボランティアシュミレーション講座報告書
震災が残したもの３
学習ハンドブック 「仮報」縮

ネイチャーゲーム研究所

2006.02.10

埼玉県社会福祉協議会・埼玉県ボラ 埼玉県社会福祉協議会・埼
2001.03
ンティアセンター
玉県ボランティアセンター
A-yan Tokyo（えーやん とう
1998.01.04
A-yan Tokyo（えーやん とうきょう）
きょう）
阪神・淡路大震災「仮報」友
1996.12
援NGO連絡会

真赤な空は忘れられない 戦争体験の記録

東京都北区

東京都北区

1988.03.15

昭和６１年（１９８６年）伊豆大島噴火災害活動誌

東京都総務局災害対策部

東京都総務局災害対策部

1988.03.31

２００１ NPOシンポジウムIN愛知報告書 NPOの活動リスクと
災害ボランティアの役割

社団法人日本傷害保険協会 2001.04

三宅島災害・東京ボランティア支援センターからの報告
震災が残したもの

A-yan Tokyo（えーやん とうきょう）

震災が残したもの２

A-yan Tokyo（えーやん とうきょう）

震災が残したもの４

A-yan Tokyo（えーやん とうきょう）

震災が残したもの５

A-yan Tokyo（えーやん とうきょう）

震災が残したもの６

A-yan Tokyo（えーやん とうきょう）

震災が残したもの７

A-yan Tokyo（えーやん とうきょう）

市民のための体験的防災・災害対応訓練
より良い支援を目指して－４つの視点から捉えた災害時におけ
る支援のあり方－

三宅島・東京ボランティア支
援センター
A-yan Tokyo（えーやん とう
きょう）
A-yan Tokyo（えーやん とう
きょう）
A-yan Tokyo（えーやん とう
きょう）
A-yan Tokyo（えーやん とう
きょう）
A-yan Tokyo（えーやん とう
きょう）
A-yan Tokyo（えーやん とう
きょう）
東京ボランティア・市民活動セ
ンター
災害時における支援のあり方
に関する研究会

1995.9
1996.9
1999.1.17
2000.1.17
2001.1.17
2002.1.17

2002.9

阪神・淡路大震災１0年 市民社会への発言

震災10年市民検証研究会

勤労者ボランティア活動ガイドブック（活動先案内）－東京・埼
玉・千葉・神奈川－

財団法人 勤労者リフレッシュ事業振 財団法人 勤労者リフレッ
1995.03
興財団 勤労者ボランティアセンター シュ事業振興財団 勤労者ボ
防災生活圏促進事業をすす
2005.01
める会
社会福祉法人 全国社会福
2004.03
祉協議会 全国ボランティア

ぼうけん会の歩み 1996-2004
協働で進める災害救援・ボランティア活動の手引き
率先市民主義～防災ボランティア論 講義ノート～

林 春男

震災が残したもの３

A-yan Tokyo（えーやん とうきょう）

三宅島被災動物救援活動報告書
仮設支援情報 じゃりみち
丸腰のボランティア すべて現場から学んだ
災害時要援護者 防災行動マニュアル
記録室通信1995年版（準備号～第15号） 震災・活動記録室
震災・活動記録室 中間報告

シニアボランティア入門講座・報告書

晃洋書房

2005.01.17

2002.10.5

A-yan Tokyo（えーやん とう
1998．1.4
きょう）
三宅島被災動物救援活動報告書編 三宅島噴火災害動物救援本
2003．5.20
集委員会
部
阪神・淡路大震災「仮説」支
1996.04
援ＮＰＯ連絡会
中村哲/ペシャワール会日本人ワー
石風社
2007.02.01
カー
東京都北区健康福祉部 健
2007.07
康福祉課
阪神大震災地元ＮＧＯ救援連絡会議 阪神大震災地元ＮＧＯ救援連
1996.01.20
『震災・活動記録室』
絡会議『震災・活動記録室』

実吉 威

被災地復興支援につなぐ災害ボランティアセンターを目指して
災害ボランティア活動中核コーディネーター研修プログラム開
災害で活きた 心を支えるシニア・ボランティア 神戸・東京・新
ユニベール財団
潟での実践
柳田邦男、黒田裕子、大賀重太郎、
ボランティアが社会を変える 支え合いの実践知
村井雅清、似田貝香門
阪神・淡路大震災福祉関係者による救援活動の記録［１］－社 社会福祉・医療事業団 長寿社会福
会福祉関係者救援合同対策本部・現地事務所におけるボラン 祉部
阪神・淡路大震災福祉関係者による救援活動の記録［２］－社 社会福祉・医療事業団 長寿社会福
会福祉関係者救援合同対策本部・現地事務所におけるボラン 祉部
勤労者のボランティア活動と企業の支援

文理閣

2001.07.07

勤労者リフレッシュ事業振興財団

震災・活動記録室

1995.11.01

社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 全国ボランティア

2007.3

ミネルヴァ書房

2007.01.25

看護出版

2006.03.31

社会福祉・医療事業団 長寿
社会福祉部
社会福祉・医療事業団 長寿
社会福祉部
勤労者リフレッシュ事業振興
財団
北区ボランティア・センター
東京ボランティア・センター

1995.03
1995.03
1996.3
1994.04

退職者ボランティア活動事例集 ボランティアがつくる豊かな社 財団法人 勤労者リフレッシュ事業振
会－全国のシニア４７人の活動－
興財団勤労者ボランティアセンター
財団法人 勤労者リフレッシュ事業振
ボランティア活動支援事例集②
興財団 勤労者ボランティアセンター
企業の社会貢献活動とボランティア活動支援－支援事例集
財団法人 勤労者リフレッシュ事業振
NO.３－
興財団 勤労者ボランティアセンター
財団法人 勤労者リフレッシュ事業振
ボランティア活動支援事例集④
興財団 勤労者ボランティアセンター
財団法人 勤労者リフレッシュ事業振
ボランティア活動支援事例集⑤
興財団 勤労者ボランティアセンター
財団法人 勤労者リフレッシュ事業振
勤労者ボランティア活動事例集 ５５人「私のボランティア」
興財団 勤労者ボランティアセンター
「会社員・労働組合員の地域活動に関するアンケート」調査報
東京ボランティア・センター
告書

財団法人 勤労者リフレッ
シュ事業振興財団勤労者ボラ
財団法人 勤労者リフレッ
シュ事業振興財団 勤労者ボ
財団法人 勤労者リフレッ
シュ事業振興財団 勤労者ボ
財団法人 勤労者リフレッ
シュ事業振興財団 勤労者ボ
財団法人 勤労者リフレッ
シュ事業振興財団 勤労者ボ

1998.03
1999.03
2000.03
2001.03

第一書林

1994.07.15

東京ボランティア・センター

1992.03

社会福祉法人全国社会福祉
協議会
平成９年度企業等ボランティア活動推進事業／事業経営者セミ
社会福祉法人 東京都社会
ナー 「お元気ですか？」からはじめよう福祉協力店 福祉のま
福祉協議会 東京ボランティ
勤労者リフレッシュ事業振興
勤労者のボランティア活動と企業の支援
勤労者リフレッシュ事業振興財団
財団
魅力と活力ある社会をめざして 企業で働く人々のボランティア 社会福祉法人東京都社会福祉協議 社会福祉法人東京都社会福
活動
会 東京ボランティア・センター
祉協議会 東京ボランティア・
ボランティアの扉 勤労者ボランティア活動支援の手引 （２
あ
財団法人勤労者リフレッシュ
り）
事業振興財団 勤労者ボラン
勤労者のためのボランティア入門 だれでもてがるなボランティ
財団法人勤労者リフレッシュ
木原孝久
ア
事業振興財団 勤労者ボラン
定年退職後の男性の自立と社会参加をめざして夫育てあの手
小平市社会福祉協議
この手集
商店街をまちづくりの核に 地域社会貢献活動事例集～元気
東京ボランティア・市民活動セ
な商店街の活動に学ぶ～
ンター
(財)勤労者リフレッシュ事業振興財団 (財)勤労者リフレッシュ事業振
勤労者ボランティア情報ネットワーク説明書
勤労者ボランティアセンター
興財団 勤労者ボランティアセ
中央区における企業・在勤者のボランティア活動－何でもベス
社会福祉法人 中央区社会
ト・3
福祉協議会 中央区ボラン
「品川区内における企業のボランティア活動実態調査」調査報
社会福祉法人 品川区社会
告書
福祉協議会 品川ボランティ
地元密着型企業の社会貢献 地域活性化活動を広げていくた
社会福祉法人 東京都社会
めに
福祉協議会 東京ボランティ
シニアボランティア活動作業委員会
東京ボランティア・センター
シニアボランティア活動メニュー
東京ボランティア・センター
おとうさんのためのボランティア入門セミナー 活動発見までの 東京ボランティアセンター 板橋ボラ
東京ボランティアセンター
マニュアルノート
ンティアセンター
企業等退職者の社会参加活動への参加にいたるプロセスに関 財団法人 東京都地域福祉財団 東 財団法人 東京都地域福祉
する研究報告書
京いきいきらいふ推進センター
財団 東京いきいきらいふ推
勤労者ボランティア・シンポジウム－NPOと勤労者をリンクする (財)勤労者リフレッシュ事業振興財団 (財)勤労者リフレッシュ事業振
－
勤労者ボランティアセンター
興財団 勤労者ボランティアセ
シニアボランティアゼミナール ”目からウロコ” チャレンジセミ 東京ボランティアセンター 東村山ボ
東京ボランティアセンター
ナー シニアボランティア入門講座 －活動発見までのマニュア ランティアセンター
企業（事業所）の社会貢献活動等アンケート－［調査結果報告
社会福祉法人東京都社会福
書］－
祉協議会 東京都ボランティ
財団法人 勤労者リフレッ
勤労者のボランティア活動に関する調査研究
シュ事業振興財団
労働省委託調査（平成5年度） 勤労者ボランティア活動事例調
財団法人勤労者リフレッシュ
査報告書
事業振興財団
社）日本経済団体連合会 企
CSR推進ツール
業行動委員会/社会貢献推
企業の社会貢献活動とボランティア活動に関する調査研究報
社会福祉法人 東京都社会
告書
福祉協議会 東京ボランティ
企業ボランティアと老人福祉施設～新たな展開を求めて～

2001.03

社会福祉法人全国社会福祉協議会

1992.03
1998.03
1994.3
1996.03
1998.03
2001.03
2001.04

1997.03
1995.12.01
1994.03
1999.03
1993.03
1995.6.10
1999.03.31
1997.03
1995.6.10
1992.06.01
1995.03
1994.02
2005.10.04
1994.03

企業の社会貢献活動推進マニュアル

東京ボランティア・センター

1994.03.31

企業が「企業市民」であるために－企業における従業員のボラ
ンティア活動及びNPO・NGOへの支援の実態－

社会福祉法人 東京都社会
福祉協議会 東京ボランティ

1999.03

全国社会福祉協議会

1995.3

企業OB（シニア）のボランティア活動をすすめるために

全国ボランティア活動振興センター

「中小企業の社会貢献活動とボランティア活動に関する意向調
査」調査報告書
社会貢献資料2002 グッド・カンパニーへの変革（Ⅱ）

（社）経済団体連合会 社会本部

ボランティアがつくる豊かな社会－全国のシニア47人の活動－ 勤労者ボランティアセンター

社会福祉法人 東京都社会
福祉協議会 東京ボランティ
（社）経済団体連合会 社会
本部
勤労者ボランティアセンター

1998.03
2002.3
2001.3

勤労者のボランティアグループ30

勤労者ボランティアセンター

勤労者ボランティアセンター

2000.3

企業と勤労者がつくる２１世紀のボランティア新時代

勤労者ボランティアセンター

勤労者ボランティアセンター

2002.3

社会を支えるシニアのボランティア

勤労者ボランティアセンター

勤労者ボランティアセンター

2002.3

ボランティア あなたは知ってる？

全国社会福祉協議会全国ボランティ 全国社会福祉協議会全国ボ
2002.3
ア活動振興センター
ランティア活動振興センター

英国のコーポレート・シチズンシップ実例集

笹川平和財団

1993.9

米国のコーポレート・シチズンシップ実例集

笹川平和財団

1993.9

オーストラリアのコーポレート・シチズンシップ実例集

マックス・デュメイ／キャロル・コーン

笹川平和財団

1993.9.30

「受け皿」から見た「企業市民」

木原 孝久

福祉教育研究会

1992.1.20

CORPORATE CHILDCARE

Christine Benero

笹川平和財団

1992

企業チャイルドケア

クリスティーン・ベネロ ジョン・グリフィ
笹川平和財団
ス アンジェラ・ワドロー

1992.5

いま企業に求められるもの＝企業の社会貢献活動＝

東京ボランティアセンター

東京ボランティアセンター

1993.6.17

住友生命総合研究所

1994.3

勤労者ボランティアセンター

2002.3

大都市サラリーマンOBの社会参加に関する調査研究報告書
ボランティア活動支援事例集⑦

勤労者ボランティアセンター

（社）日本経済団体連合会
企業行動委員会/社会貢献
勤労者が育むボランティア 勤労者のボランティアと企業の社 (財)勤労者リフレッシュ事業振興財団 (財)勤労者リフレッシュ事業振
会貢献・支援事例集 北海道・東北編
勤労者ボランティアセンター
興財団勤労者ボランティアセ
日米ボランティア・センター協働プロジェクト ボランティア・マネ
ポインツ・オブ・ライト財団＆
ジメント・セミナー
東京ボランティア・市民活動セ
日米ボランティア・センター協働プロジェクト 企業ボランティア・
ポインツ・オブ・ライト財団＆
セミナー
東京ボランティア・市民活動セ

CSR（企業の社会的責任）に関するアンケート調査結果

CSRコミュニケーションレポート
1％クラブ ボランティア体験セミナー レシピ
105人私のボランティア
勤労者のボランティアグループ30(2冊目)
ボランティア活動支援事例集②
ボランティア活動支援事例集③
ボランティア活動支援事例集④
ボランティア活動支援事例集⑤
シニアボランティア入門講座
シニアボランティア入門講座
シニアボランティア入門講座
企業・労働組合の社会貢献活動とボランティア活動に関する意
向調査
企業・労働組合の社会貢献活動とボランティア活動に関する意
識調査
商店街をまちづくりの核に
勤労者のためのボランティア入門
ボランティアの扉
ボランティアの扉
勤労者ボランティア情報ネットワーク説明書

経団連1％クラブボランティア体験セ
ミナー ボランティア・スタッフ
勤労者リフレッシュ事業振興財団勤
労者ボランティアセンター
勤労者リフレッシュ事業振興財団勤
労者ボランティアセンター
勤労者リフレッシュ事業振興財団勤
労者ボランティアセンター
勤労者リフレッシュ事業振興財団勤
労者ボランティアセンター
勤労者リフレッシュ事業振興財団勤
労者ボランティアセンター
勤労者リフレッシュ事業振興財団勤
労者ボランティアセンター
北区社会福祉協議会・東京ボラン
ティアセンター
北区社会福祉協議会・東京ボラン
ティアセンター
北区社会福祉協議会・東京ボラン
ティアセンター

2005.10.21
2003.3
2004.03
2004.03

損保ジャパン

2004.09

1％クラブ事務局

2001.06.15

勤労者リフレッシュ事業振興
財団勤労者ボランティアセン
勤労者リフレッシュ事業振興
財団勤労者ボランティアセン
勤労者リフレッシュ事業振興
財団勤労者ボランティアセン
勤労者リフレッシュ事業振興
財団
勤労者リフレッシュ事業振興
財団
勤労者リフレッシュ事業振興
財団勤労者ボランティアセン
北区社会福祉協議会・東京ボ
ランティアセンター
北区社会福祉協議会・ボラン
ティアセンター
北区社会福祉協議会・ボラン
ティアセンター
東京都社会福祉協議会・東
京ボランティアセンター
東京都社会福祉協議会

1999.03
2000.03
1998.03
1999.03
2000.03
2001.03
1994.01
1994.01
1994.01
1992.12
1992.12

東京ボランティア・市民活動セ
ンター
勤労者リフレッシュ事業振興
2001.03
木原 教
財団・勤労者ボランティアセン
勤労者リフレッシュ事業振興
財団・勤労者ボランティアセン
勤労者リフレッシュ事業振興
1998.03
財団・勤労者ボランティアセン
勤労者リフレッシュ事業振興財団・勤 勤労者リフレッシュ事業振興
1997.03
労者ボランティアセンター
財団・勤労者ボランティアセン

勤労者リフレッシュ事業振興財団・勤
労者ボランティアセンター
東京都社会福祉協議会・東京ボラン
ティアセンター
社団法人経済団体連合会専務理事
房野夏明

勤労者リフレッシュ事業振興
1998.03
財団・勤労者
東京都社会福祉協議会・東
1996.03
京ボランティアセンター
株式会社日工フォーラム社

1994.12

1999企業と社会のパートナーシップ 社会貢献白書

社団法人 経済団体連合会

日工フォーラム社

1999.7

社会貢献白書 企業と社会のパートナーシップ

社団法人 経済団体連合会

日本工業新聞社

1992.6

ボランティア活動についての勤労者の意識調査
魅力と活力ある社会をめざして
企業の社会貢献ハンドブック 近未来の企業像

105人私のボランティア
この発想が会社を変える 新しい企業価値の創造
1996 企業と社会のパートナーシップ 社会貢献白書
105人私のボランティア
勤労者のボランティアグループ30
西友 サステナビリティ・レポート2006

(財)勤労者リフレッシュ事業振興財団 (財)勤労者リフレッシュ事業振
1999.3
勤労者ボランティアセンター
興財団 勤労者ボランティアセ
株式会社 産経新聞ニュース
2001.7
経団連社会貢献担当者懇談会
サービス
社団法人 経済団体連合会

日工フォーラム社

財団法人勤労者リフレッシュ事業振
興財団 勤労者ボランティアセンター
財団法人 勤労者リフレッシュ事業振
興財団

財団法人勤労者リフレッシュ
1999.3
事業振興財団 勤労者ボラン
財団法人 勤労者リフレッ
2000.3
シュ事業振興財団

株式会社 西友 CSR推進室

株式会社 西友

勤労者ボランティア活動の普及に向けて（東京都勤労者ボラン
ティア普及事業研究会報告書）

1996.8

財団法人 東京都勤労福祉
協会

1997.03

ぼくひこうきにのったんだ

渡辺茂男 大友康夫

あかね書房

1994.01

ミキのボランティア

足田ひろ美

けやき書房

2003.10.10

ふれあいねっと

水野嘉女

（社）長寿社会文化協会
(WAC)

1995.09.01

北区避難所運営訓練実施要綱 平成１１年度

東京都北区防災会議

東京都北区防災会議

1999

絵・栗原徹

平成１２年度 北区震災総合訓練実施要綱
～夏の思い出２０００～
NPOシンポジウムIN浜松 報告書 NPOと市民・企業のパート
ナーシップで促進する環境改善
第４回プルデンシャル・ボランティア賞 活動報告書
ワールドウオッチ 地球白書1993-94 持続可能な経済への挑
レスター・R・ブラウン
戦

東京都北区地域振興部防災
課
福生市社会福祉協議会 福生
ボランティア・センター
社団法人 日本損害保健協
会
プルデンシャル・ボランティア
賞 事務局

2000.08.17
2001.03
2001.07
2000

ダイヤモンド社

1993.07.22

環境白書（総説）（平成１２年版）

環境庁

ぎょうせい

2000.06.05

環境白書（各論） （平成１２年版）

環境庁

ぎょうせい

2000.06.05

国民生活白書（平成１２年版）

経済企画庁

大蔵省印刷局

2000.11.10

市民の力で共生の世紀を創り出すために 提言
病院ボランティア ガイド・ブック
ボランティア国際年 記録誌
ボランティアとＮＰＯがつくる めっせ・ＴＯＫＹＯ２００１ 報告書
英国の民間非営利セクター

「広がれボランティアの輪」連
2001.06.14
絡会議
特定非営利活動法人日本病院ボラ 特定非営利活動法人日本病
ンティア協会
院ボランティア協会
内閣府 国民生活局 市民活
動促進課
「めっせ・TOKYO2001」企画実行委員 東京ボランティア・市民活動セ
2001.3
会
ンター
ダイアナ・ポメロイ

草の根の日本語教育実例集

笹川平和財団

1995.5

笹川へ平和財団

1994.3

CORPORATE CHILDCARE

John Griffiths/Angela Wadlow

笹川平和財団

1992.02

社会貢献活動団体との協慟マニュアル

東京都生活文化局

東京都生活文化局

2002.3

全国社会福祉協議会

2002.2.12

NGO活動推進センター
(JANIC)

1996.3.1

社会福祉関係助成団体要覧
NGOダイレクトリ－'96

NGO活動推進センター(JANIC)

広がる未来 ボランティアの旅へ

2001年ボランティア国際年推進協議
筒井書房
会報告書編集委員会

2002.6.20

全国ボランティア活動者実態調査報告書

社会福祉法人 全国社会福祉協議
会

全国ボランティア活動振興セ
2002.8
ンター

個人の参加を促すためのＮＰＯ情報

経済企画庁国民生活局

大蔵省印刷局

1999.8.10

ボランタリズムの実践

枝見 静樹

富士福祉事業団

1982.3.23

郵政省

1997

市民がつくる政策調査会

2003.12.01

暮らしと社会シリーズ 平成16年版 国民生活白書 人のつな
内閣府
がりが変える暮らしと地域－新しい「公共」への道

内閣府

2004.05.21

NGOダイレクトリー’９８

NGO活動推進センター

1998

三浦 富雄 森 直貴

平成7年度「国際ボランティア貯金」レポート NGO活動状況報
告
市民参加と合意形成手法の構築に向けて

市民がつくる政策調査会

NGO活動推進センター

「世界ボランティア会議ー第13回IAVE 「世界ボランティア会議ー第
世界会議」組織委員会IAVE日本
13回IAVE世界会議」組織委
勤労者のボランティア活動への支援を考える さわやかに地域
財団法人 勤労者リフレッ
へ、社会へ
シュ事業振興財団勤労者ボラ
勤労者のボランティア活動への支援を考える さわやかに地域
財団法人 勤労者リフレッ
へ、社会へ
シュ事業振興財団勤労者ボラ
勤労者のボランティア活動への支援を考える さわやかに地域
財団法人 勤労者リフレッ
へ、社会へ
シュ事業振興財団 勤労者ボ
「広がれボランティアの輪」連絡会議 提言集 1995年・1996
「広がれボランティアの輪」連
年・1997年
絡会議
プルデンシャル・ボランティア
第４回プルデンシャル・ボランティア賞 活動報告書
賞 事務局
内閣府 国民生活局 市民活
ボランティア国際年 記録誌
動促進課
JYVA社団法人 日本青年奉
ボランティア白書１９９２年版
「ボランティア白書」編集委員会
仕協会
「ボランティア白書２００１」編集委員 社団法人日本青年奉仕協会
ボランティア白書２００１
会
（JYVA)
世界ボランティア会議－第１３回 IAVE世界会議 報告書

1995.03.20

1998.03
2000

1992.9
2001.3

ボランティア白書”９６－”９７

「ボランティア白書」編集委員会

社団法人日本青年奉仕協会 1997.3

ボランティア白書1995年版 「ボランティアライフ」新時代

「ボランティア白書」編集委員会

社団法人日本青年奉仕協会
1995.3
JYVA

特定非営利活動法人の活動・運営の実態に関する調査

経済企画庁国民生活局

大蔵省印刷局

生涯学習ボランティア活動推進事業

東京都教育庁生涯学習部社会教育 東京都教育庁生涯学習部社
2001.06.25
課
会教育課

市民の力で共生の世紀を創り出すために 提言

「広がれボランティアの輪」連絡会議 全国社会福祉協議会

９５．１～１１ ボランティア活動の動向ー新聞記事から

2000.06.23

2001.06.14
1995

社会福祉法人 世田谷ボラン
1998.07.01
ティア協会
IIHOE（人と組織と地球のため
1999.01.29
NPO大国アメリカの市民・企業・行政
川北秀人
の国際研究所）
特定非営利活動促進法施行後の市民活動団体の現状と課題 東京都生活文化局ｺﾐｭﾆﾃｨ文化振興 東京都生活文化局コミュニ
2000.7
に関する調査 報告書
計画課
ティ文化振興計画課
年次レポート

福祉ボランティアNPO講座報告書
国民生活白書（平成１０年版）
思いを形にするためにーNPOマネジメントｾﾐﾅｰ報告書
「市民活動団体基礎調査」 報告書

経済企画庁

埼玉県社会福祉協議会

2000.03

大蔵省印刷局

1998.12.04

社会福祉法人神奈川県社会
2001.3
福祉協議会
東京都生活文化局都民協働部市民 東京都生活文化局と民協働
2002.2
活動推進課
部市民活動推進課

まづくり市民参加V

服部則仁

財団法人まちづくり市民財団 2003.12.10

ボランティア活動年報 ２００１年（ボランティアセンター事業年
報）
ボランティア白書 １９９０年版 ボランティアのニューウエーブ
を探る

社会福祉法人 全国社会福祉協議
会 全国ボランティア活動振興セン

社会福祉法人 全国社会福
2002.3
祉協議会 全国ボランティア
社団法人 日本青年奉仕協
1990.02.10
会（JYVA）

ボランティア白書１９９９ わたしたちがつくる新しい「公共」

「ボランティア白書」編集委員会
「ボランティア白書１９９９」編集委員
会

社団法人日本青年奉仕協会 1999.8

ボランティアマップ

社会福祉法人 練馬区社会
1988.03
福祉協議会 練馬ボランティ

「草の根国際交流の会」活動記録集～地域の外国人と共に～ 草の根国際交流の会

草の根国際交流の会

1997.08

「草の根国際交流の会」活動記録集～地域の外国人と共に～ 草の根国際交流の会

草の根国際交流の会

'97夏！体験ボランティア「報告書」～のぞいてごらん ボラン
ティア～

北区ボランティアセンター

北区ボランティアセンター

げんきいっぱい かえるとたいそう

鶴見正夫 夏目尚吾

国土社

在住外国人生活支援活動ハンドブック「神奈川にいける多文化
共生社会をめざして」～オーストラリアの実践に学ぶ～
平成13年度 北区震災総合訓練失し要綱

東京都北区防災会議

1997.08

1988.12.15

社会福祉法人 神奈川県社
1996.03
会福祉協議会
東京都北区地域振興部防災
2001.08.17
課

ボランティアに関する文献収録・解題「ボランティア活動の本質
東京ボランティア・センター
的性格」（要約）
全国ボランティア・コーディネーター研究集会'96「多様性を認め 全国ボランティア・コーディネーター研 全国ボランティア・コーディ
合うコーディネートをめざして」
究集会'96 実行委員会
ネーター研究集会'96 実行委
NPO法人ACT 北区たすけあ
ひよこ10年のあゆみ～心豊かにすごせる地域づくりをめざして
いワーカーズひよこ
東京都労働経済局総務部企
経済と労働'99・Ⅲ
東京都労働経済局
画調査課
社団法人 東京青年会議所
TOKYO JC REPORT 1996
社団法人 東京青年会議所
JC運動発信特別室 広報委
日本コロンビア株式会社専属 DCS 日本コロンビア株式会社専属
音楽療法の概況 平成10年度版
感性研究所
DCS感性研究所
東京都北区 都市整備部 まちづくり 東京都北区 都市整備部 ま
北区市街地復興マニュアル
推進担当課
ちづくり推進担当課
安田靖、チラ・ホンラダロム、ミャー・タ
笹川平和財団
ベトナム、ラオス、カンボジア：経済発展への道のり
ン編

1991.09
1996.11
2003.12.01
200.03
1997.01.21
1996.01.02
2002.03
1993.03

北区視覚障害者福祉協会「創立40周年記念誌」

北区視覚障害者福祉協会

2003.02.20

北区ボランティアセンター開設10周年
記念行事準備委員会
北区ボランティアセンター開設10周年
開設10周年記念誌「北区ボランティアセンター 10年のあゆみ」
記念行事準備委員会
北区ボランティアセンター開設10周年
開設10周年記念誌「北区ボランティアセンター 10年のあゆみ」
記念行事準備委員会
特定非営利活動法人 荒川クリーン
荒川クリーンエイド'98 報告集
エイド・フォーラム
みんなの宝物 あらかわ「荒川クリーンエイド2001 子ども報告 特定非営利活動法人 荒川クリーン
集」
エイド・フォーラム
特定非営利活動法人 荒川クリーン
荒川クリーンエイド2000 子ども報告集
エイド・フォーラム
特定非営利活動法人 荒川クリーン
荒川クリーンエイド2000 活動報告集
エイド・フォーラム

社会福祉法人 北区社会福
祉協議会 北区ボランティア
社会福祉法人 北区社会福
祉協議会 北区ボランティア
社会福祉法人 北区社会福
祉協議会 北区ボランティア
荒川クリーンエイド・フォーラ
ム事務局
国土交通省 荒川下流工事
事務所
国土交通省 荒川下流工事
事務所
国土交通省 荒川下流工事
事務所

1999.02.25

'97 夏休み体験ボランティア 作文集

北区立紅葉中学校

開設10周年記念誌「北区ボランティアセンター 10年のあゆみ」

北区立紅葉中学校

NHK厚生文化事業団 福祉ビデオライブラリー 2000年度目録 NHK厚生文化事業団

2001.03.02
2001.03.02

NHK厚生文化事業団

平成六年度 静岡県福祉教育実践事業報告書「ひろがれ ふ
れあいの輪」
新しい公共サービス分野におけるNPOと行政の協働を考える
「少子高齢化に対応した街づくりに関する調査研究」

社会福祉法人 静岡県社会
福祉協議会 ボランティアセ
財団法人 広域関東圏産業活性化セ 財団法人 広域関東圏産業
ンター
活性化センター

事故防止マニュアル

東京外国語大学学生委員会

東京外国語大学学生部

1995.03
2004.03
1998.03

東京都北区区民部地域振興
1997.03
課

北区青少年ボランティア 活動のあり方検討会報告書
東京都における社会貢献活動団体との協働～協働の推進指
針～
東京都における社会貢献活動団体との協働～協働の推進指
針～
地方新聞にみるボラントピア事業実践 ボランティア基金造成
の展開状況Ⅴ

2002.03.08

東京都生活文化局

東京都生活文化局

2001.08

東京都生活文化局

東京都生活文化局

2001.08

全国社会福祉協議会 全国
ボランティア活動振興セン
全国社会福祉協議会 全国
地方新聞にみるボラントピア事業実践の展開状況Ⅳ
山田美和子
ボランティア活動振興セン
社会福祉ボランティア活動研究委員 社会福祉法人 全国社会福
「地域福祉」とボランティア活動の今後
会
祉協議会 全国ボランティア
平成11年度 東京都青少年洋上ｾﾐﾅｰ報告書（第19回）「友情と 東京都教育庁生涯学習部社会教育 東京都教育庁生涯学習部社
希望の灯を高く」
課
会教育課
東京都北区衛生部保健衛生課厚生
東京都北区
北区地域保健福祉計画
部福祉課
平成12年度【研究生題】主体的に判断し行動できる子どもの育
東京都北区王子第一小学校
東京都北区王子第一小学校
成
山田美和子

1992..03
1993..03
1991.03.31
2000.01.14
1993.02
2001.03

POWER of the Youth 若者の参画がNPO活動に必要である理
Youth Empowerment実行委員会
POWER～市民の力～
由
特定非営利活動法人市民コンピュー 地域環境パートナーシップぷ
ブックカタログ2003
タコミュニケーション研究会
らざ７
（社福）東京都社会福祉協議
事業とともに、地域をつくる「福祉のまちづくりセミナー」報告書
会 東京ボランティア・セン
（社福）東京都社会福祉協議
事業とともに、地域をつくる「福祉のまちづくりセミナー」報告書
会 東京ボランティア・セン
新しいリーダーシップの開発と次世代人材養成プログラム～
特定非営利活動法人NPO研修・情報 特定非営利活動法人NPO研
NPO国際ネットワーキングが拓く市民社会～報告書
センター
修・情報センター
ボランティアとNPOがつくる～めっせ・TOKYO 2003「すすめ！市
めっせ・TOKYO 2003実行委
めっせ・TOKYO 2003実行委員会
民社会への道！！」
員会
社会福祉法人 三鷹市社会福祉協 社会福祉法人 三鷹市社会
平成14年度 ボランティア・NPO活動紹介
議会 みたかボランティアセンター
福祉協議会 みたかボラン
社会貢献活動団体との協働事業事例集

東京都生活文化局

東京都生活文化局

2001.03.31
2003.03
1997.03.31
1997.03.31
2003.08
2003.02
2002.07
2003.01

社会福祉法人 府中社会福祉協議
会 府中ボランティアセンター
平成14年度版 ボランティアグループ・団体 NPO法人 活動紹 社会福祉法人 府中社会福祉協議
介
会 府中ボランティアセンター
みんなでつくろう自然観察公園～（仮）赤羽自然観察公園づくり
'97年のあしあと～
赤羽自然観察公園ボランティアの会
赤羽自然観察公園 イヤーブック Vol.2
運営事務局
赤羽自然観察公園ボランティアの会
赤羽自然観察公園 イヤーブック Vol.2
運営事務局
平成11年度経済企画庁委託調査「市民活動モデル調査報告
書」
東南アジア保育支援事業実行委員
東南ｱｼﾞｱ保育支援事業報告書ー実行委員会・活動の記録ー
会

社会福祉法人 府中社会福
祉協議会 府中ボランティアセ
社会福祉法人 府中社会福
祉協議会 府中ボランティアセ
自然環境保全分科会 コアス
1998.08
タッフ
赤羽自然観察公園ボランティ
2000.05
アの会 運営事務局
赤羽自然観察公園ボランティ
2000.05
アの会 運営事務局

園芸療法と高齢者

平成14年度ボランティア活動推進事業報告書

在外国人生活支援事業報告書
平成９年度県民福祉ｾﾐﾅｰ「小地域福祉活動の展開方策を探
る」
ふれあいのまちづくり事業報告書

社会福祉法人 神奈川県社会福祉
協議会 福祉推進部 地域福祉課
社会福祉法人 千葉県社会福祉協
議会 千葉県地域ぐるみ福祉ﾈｯﾄ
社会福祉法人 府中市社会福祉協
議会

あしたをひらく市民の活動ー交流情報№４－〈多摩地域を中心
東京都立多摩社会教育会館
に〉

松山市総務部

2000.03

東南アジア保育支援事業実
行委員会・記録部会

2003.03.25

（財）日本緑化センター

1998.10.10

社会福祉法人 神奈川県社
2001.3
会福祉協議会福祉推進部
社会福祉法人 千葉県社会
1997
福祉協議会 千葉県地域ぐる
社会福祉法人 府中市社会
2000
福祉協議会
東京都立多摩社会教育会館 1997.11

ボラステキャンプ村 ２００２ 文集

ボランティアステーション

2002.09.11

埼玉県の広域ボランティア活動 調査報告書

埼玉県社会福祉協議会

2000.09

ボランティア ア・ラ・カ・ル・ト 障害者が参加しやすいボラン
ティア活動
第２８回全国ボランティア研究集会報告書
第２８回全国ボランティア研究集会報告書
ボランティア・市民活動「２１世紀の夢と実践」
行政と民間非営利団体（ＮＰＯ）－東京のＮＰＯをめぐってー
ボランティア国際年キックオフシンポジウム～みんな輝く社会
へ。あなたの力で～概要版
ボランティア国際年キックオフシンポジウム～みんな輝く社会
へ。あなたの力で～ 概要版
～自主防災活動のための～ 防災訓練マニュアル

社会福祉法人 全国社会福祉協議
会 全国ボランティア活動振興セン
第２８回全国ボランティア研究首魁報
告書
第２８回全国ボランティア研究集会事
務局
社会福祉法人 神奈川県社会福祉
協議会 かながわボランティアセン
東京都政策報道室調査部

社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 全国ボランティア
ＪＹＶＡ 社団法人日本青年奉
仕会
ＪＹＶＡ 社団法人日本青年奉
仕協会
社会福祉法人 神奈川県社
会福祉協議会 かながわボラ
東京都政策報道室 都民の
声情報公開課

1998.03
1997.3
1997.3
2000.8
1996.11

内閣府 国民生活局

内閣府 国民生活局

2001.3

内閣府 国民生活局

内閣府 国民生活局

2001.3

消防防災訓練研究会

東京法令出版株式会社

1995.02.22

東社協震災対策委員会報告書

社会福祉法人 東京都社会
1997.03.31
福祉協議会
板橋区ともに生きる福祉連絡
1997.03.31
会

都市型大震災における要援護者への助け合いシステムづくり
の推進に関する調査研究報告書

板橋区ともに生きる福祉連絡会

みんなで守るー地域の防災活動ー

東京消防庁生活安全課

東京連合防火協会

1996.09.01

東京都北区地域防災計画（平成８年修正）

東京都北区防災会議

東京都北区防災会議

1996.3

行政とボランティア、NPOとのパートナーシップ、行政による支
援のあり方に関する提言

「広がれボランティアの輪」連
1996.06.13
絡会議

災害と防災環境からみる高齢者の実態（平成９年中）
障害者震災対策検討委員会報告
「災害弱者への地域の助け合い活動」東京推進会議

東京消防庁指導広報部生活
1998.9
安全課
東京都心身障害者福祉センター 障 東京都心身障害者福祉セン
1998.6
害者震災対策検討委員会事務局
ター 障害者震災対策検討委
東京消防庁指導広報部生活安全課

東京都社会福祉協議会他

1997

あなたのまちの地域危険度 地震に関する地域危険度測定調
東京都都市計画局開発計画部
査報告（第3回）より

東京都情報連絡室 都政情
報センター管理部事業課

1996.01

危機管理ガイド’９８

吉岡 昶

産経新聞メディクス

1998.1

市民活動団体の実態およびニーズ調査 調査結果報告書

東京ボランティア･市民活動センター

東京ボランティア・市民活動セ
1999.3
ンター

講演会講師一覧ガイドブック

全国講演会講師派遣協会

全国講演会講師派遣協会

地域福祉振興事業助成団体案内

（財）東京都地域福祉財団

（財）東京都地域福祉財団

2001.3

地域福祉振興事業助成団体案内

（財）東京都地域福祉財団

（財）東京都地域福祉財団

2001.3

東京都ボランティア・ＮＰＯとの協働に関する検討委員会報告
「協働の推進指針」策定への提言

東京都生活文化局コミュニティ文化
部振興計画課
財団法人 東京都社会福祉振興財
団
（財）勤労者リフレッシュ事業振興財
団 勤労者ボランティアセンター
社会福祉法人 国立市社会福祉協
議会
埼玉NPO連絡会/埼玉県コミュニティ
協議会/埼玉県
埼玉NPO連絡会/埼玉県コミュニティ
協議会/埼玉県

東京都生活文化局コミュニ
ティ文化部振興計画課
財団法人 東京都社会福祉
振興財団
（財）勤労者リフレッシュ事業
振興財団 勤労者ボランティ
社会福祉法人 国立市社会
福祉協議会
埼玉NPO連絡会/埼玉県コ
ミュニティ協議会/埼玉県
埼玉NPO連絡会/埼玉県コ
ミュニティ協議会/埼玉県

東京都立多摩社会教育会館

東京都立多摩社会教育会館 2000.03.25

中村陽一＋日本NPOセンター

日本評論社

平成７年度 地域福祉振興事業助成金交付団体一覧
ボランティア活動についての勤労者の意識調査
くにたちふくしガイド2002
さいたまＮＰＯフォーラム～成熟した市民社会をめざして～
さいたまＮＰＯフォーラム～成熟した市民社会をめざして～
『市民活動』 第54号 市民力メディア・ミニコミ －多摩からの
180誌－
日本のNPO2000

東京都社会福祉協議会他

2000.10
1995.12
1998.03
2002.09
1998.02.01
1998.02.01

1999.10.1

ボランティアの伝統の国『英国』から学んだこと～平成8年度
ボランティア活動海外研修報告書～
「広がれボランティアの輪」連絡会議 提言集 1995年・1996
年・1997年
ボランティアの伝統の国『英国』から学んだこと～平成8年度
ボランティア活動海外研修報告書～
フィールドビジット受け入れ報告書 理想のデイホームを考え
る！！

マルフリートーマリ－・ホファートほか
株式会社アルク
著 青木利元 監訳
熊木眞見子 西川夏代 池田げんえ
株式会社 太平出版社
い
社会福祉法人 東京都社会
福祉協議会 東京ボランティ
広がれボランティアの輪」連
広がれボランティアの輪」連絡会議
絡会議
社会福祉法人 東京都社会
福祉協議会 東京ボランティ
北区ボランティア交流会有志、デイ 北区ボランティア交流会有
ホーム桐ヶ丘のボランティア、社会福 志、デイホーム桐ヶ丘のボラ

彩の国ボランティア体験プログラム実施報告書

埼玉新聞社事業部

埼玉新聞社事業部

ボランティアとNPOがつくる めっせ・TOKYO 2001 報告書

東京ボランティア・市民活動センター

東京ボランティア・市民活動セ
2001.03
ンター

ぼらんてぃあ・めっせ・東京

東京ボランティア・センター

東京ボランティア・センター

1995.11

ぼらんてぃあ・めっせ・東京

東京ボランティア・センター

東京ボランティア・センター

1996.11

ぼらんてぃあ・めっせ・東京

東京ボランティア・センター

東京ボランティア・センター

1996.11

'97ぼらんてぃあ・めっせ・東京

東京ボランティア・センター

東京ボランティア・センター

ボランティアとNPOがつくる めっせ・TOKYO '99

東京ボランティア・市民活動センター

ぼらんてぃあ・めっせ・東京 総集編

東京ボランティア・市民活動センター

めっせ・TOKYO 2000

東京ボランティア・市民活動センター

世界のボランティア活動～各国の歴史と実例～
おととからだでおはなし

めっせ・TOKYO 2000 報告書
ビデオライブラリー'99
ブッシュ政権のNPOとボランティア活動に関する政策

2002.10.01
1998.01.30
1997.03
1998.03
1997.03
1994.11.01
2001.03

「めっせ・TOKYO 2000」企画実行委
員会
財団法人ん東京都地域福祉財団 東
京いきいきらいふ推進センター 情報

東京ボランティア・市民活動セ
2000
ンター
東京ボランティア・市民活動セ
1998.03.31
ンター
東京ボランティア・市民活動セ
ンター
東京ボランティア・市民活動セ
2000.03
ンター
財団法人ん東京都地域福祉
財団 東京いきいきらいふ推

柏木宏

日本太平洋資料ネットワーク 2001.04.15

北区基本計画2000
ボランティア・ウィーク記念シンポジウム 2003 コミュニティ再考

北区企画部企画課

北区

2000.03

『広がれボランティアの輪』連絡会議 『広がれボランティアの輪』連
2003.12.06
日本経団連１％クラブ
絡会議
埼玉県健康福祉部社会福祉
埼玉県健康福祉部社会福祉課
2000.03
課
東京ボランティア・市民活動セ
1998.08.01
ンター
東京ボランティア・市民活動セ
1998.08.01
ンター
東京日本語ボランティア・ネッ
1998.03
トワーク
日経連勤労者マルチライフ支援セン 日経連勤労者マルチライフ支
2001.03
ター 東京経営者協会〈企業調査〉
援センター 東京経営者協会

平成11年度・彩の国ボランティア体験プログラム・実施報告書
はじめてみようよ！ボランティア
市民社会の創造をめざして～Creating a Grobal Civil Society～
「東京ボランティア・市民活動センター」オープニング企画報告
市民社会の創造めざして～Ｃｒｅａｔｉｎｇ a Grobal Civil Society
～ 「東京ボランティア・市民活動センター」オープニング企画報
ボランティア日本語教室の現状と日本語ボランティアの意識調
査
勤労者マルチライフ支援事業 「企業および勤労者のボランティ
ア活動に関する調査」
高齢者の健康的な生活を支援するための家族介護能力の開
日野原重明
発及びボランティアの育成に関する研究事業
全国ボランティア活動事情ー全国ボランティア活動実態調査報 社会福祉法人 全国社会福祉協議
告
会 全国ボランティア活動振興セン

聖路加看護大学

社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 全国ボランティア
海外経済協力基金開発援助
開発援助研究 第４巻 第１号（通巻１２号）
海外経済協力基金開発援助研究所
研究所
ボランティア活動研究 第１１号 特集・理論はボランティア活
社会福祉法人大阪ボランティ
「ボランティア活動研究」編集委員会
動をどう語ってきたか
ア協会 出版部
杉並ボランティアｺｰﾅｰ調査研究委員 社会福祉法人 東京都杉並
ボランティア活動に関する意識調査報告書
会
区社会福祉協議会 杉並ボラ
ボランティア・ＮＰＯ活動の推進をめざして「（仮称）地域活動支
杉並区区民生活部地域課
杉並区区民生活部地域課
援条例制定」に向けての答申
東京都立多摩総合精神保健
ボランティア研修報告書
東京都立多摩総合精神保健センター
センター
Jyva（社団法人 日本青年奉仕協
Ｊyva（社団法人 日本青年奉
Volunteer３６５
会）
仕協会）
高齢者のピア活動に関する調査～地域におけるシニアボラン
東京ボランティア・市民活動セ
東京ボランティア・市民活動センター
ティア活動の実践と課題～
ンター
東京都教育庁生涯学習部社会教育 東京都教育庁生涯学習部社
生涯学習ボランティア活動推進事業報告書
課
会教育課
ボランティア活動の動向ー新聞記事から

1995.03
1991.03.31
1997.07
2002.09.01
1992.03
2001.11
1995.03

2001.03
2002.03.29
1996

経済企画庁国民生活局（現内閣府国
民生活局）
利用団体調査プロジェクト かながわ
JUNCTION９７〈交流市場〉
県民サポートセンター アリス研究所
埼玉県健康福祉部社会福祉課 埼
１９９８．夏彩の国ボランティア体験プログラム実施報告書
玉県社会福祉協議会
埼玉県健康福祉部社会福祉課 埼
1998･夏 彩の国ボランティア体験プログラム実施報告書
玉県社会福祉協議会
市民参加検討プロジェクトチーム報告書 市民参加先進としを 市民参加検討プロジェクトチーム（京
めざして
都市）
1997年度社団法人日本青年会議所 サマーコンファレンスＮＰ １９９７年度社団法人日本青年会議
Ｏ総合ｾﾐﾅｰ概要書
所 ＮＰＯ推進政策委員会
社会福祉法人文京区社会福祉協議
平成１１年度ボランティアグループの紹介
会 文社協ボランティアセンター
平成１２年度 国民生活選好度調査

財務省印刷局
かながわ県民活動サポートセ
ンター
埼玉県健康福祉部社会福祉
課 埼玉県社会福祉協議会
埼玉県健康福祉部社会福祉
課 埼玉県社会福祉協議会
市民参加検討プロジェクト
チーム（京都市）
１９７年度社団法人日本青年
会議所 ＮＰＯ推進政策委員
社会福祉法人文京区社会福
祉協議会 文社協ボランティ

2001.01.30
1997.03
1999.02
1999.02
1997.07
1997.09.01
1999

食Ⅵ

目黒区中央地区ボランティアの会

目黒地区ボランティアの会

ボランティア活動の理論Ⅱ`74-`84活動文献資料集

小笠原慶彰 早瀬昇

大阪ボランティア協会

1986.07.20

読売新聞社

1999.03.01

ﾃﾞｰﾀファイル 統計･資料･団体名簿
A Proposal for Creatingua New Century of Volunteering and
Voluntary Action
第2回 プルデンシャル・スピリット・オブ・コミュニティ 「全国青
少年ボランティア・コンクール」 ブロック表彰式 パネルディス

National Volunteer Activities
Promotion Center
プルデンシャル生命保険株式会社
プルデンシャル・ボランティア賞 事

National Volunteer Activities
Promotion Center
プルデンシャル生命保険株式
会社
東京ボランティア・市民活動セ
ボランティア・めっせ・東京 総集編
東京ボランティア・市民活動センター
ンター
ボランティア日本語教室の現状と日本語ボランティアの意識調
東京日本語ボランティア・ネッ
査
トワーク
東京ボランティア・市民活動セ
めっせ TOKYO'99 報告書
東京ボランティア・市民活動センター
ンター
東京ボランティア・市民活動セ
市民社会をつくる ボランタリーフォーラム TOKYO 2004
東京ボランティア・市民活動センター
ンター
ミケラ・マンティン デビッド・プレベナ
がっこうのせんせいはスーパーマン
株式会社 フレーベル館
新発田洋一（訳）

2001
1999.04
1998.03.31
1998.03

1994.09

都内公共スポーツ施設のバリアフリーに関する実態調査報告 社団法人 東京都障害者スポーツ協
書～障害者の施設利用工場のために～
会
北区障害者実態・意向調査 北区精神保健福祉意向調査報告
書
北区障害者実態・意向調査 北区精神保健福祉意向調査報告
書－数表編－
特定非営利活動法人 荒川クリーン
荒川クリーンエイド2003 活動報告集
エイド・フォーラム
日米センターNPOフェローシップ－第３/４期フェロー研修報告
国際交流基金日米センター
書－
平成17年度 事業の報告
ボランティア文化フェスティバル２００５報告書
ボランティア国際年記念イベント

東京都北区地域振興部コミュニティ
担当

第49回 日本病院・地域精神医学会総会 抄録集「みんなで話
日本病院・地域精神医学会
そう～現在のこと・未来のこと～」（2006年）
自立生活センター・北 五周年実行
共に生きる 自立生活センター・北 五年の歩み
委員会
東京都内ボランティア活動実践団体・連絡会プロフィール １９
９７年版
ボランティア白書2005
一年の歩み
あらかわ学会 年次大会2004 講演論文集

社団法人 東京都障害者ス
ポーツ協会

2005.03

東京都北区

1997.03

東京都北区

1997.03

国土交通省荒川下流河川事
2004.03.06
務所
国際交流基金日米センター
社団法人 東京都障害者ス
ポーツ協会
財団法人 青少年交流振興
協会

北区手話ガイドブック編集委員会

一年の歩み

東京都障害者総合スポーツセンター

2006.07.15
2006.06.01

東京都北区
日本病院・地域精神医学会

自立生活センター・北 （Ｃ Ｉ
Ｌ ・北） 特定非営利活動法
社会福祉法人 東京都社会
福祉協議会 ボランティア団
社団法人日本青年奉仕協会
「ボランティア白書2005」編集委員会
（ＪＹＶＡ）
東京都障害者総合スポーツ
東京都障害者総合スポーツセンター
センター
特定非営利活動法人あらか
特定非営利活動法人あらかわ学会
わ学会

北区手話ガイドブック

2005.04

北区聴覚障害者協会

2005.10.15
1997.08
2005.3
2004.06.01
2004.10.17
2005.3

平成１５年度 東京ボランティア・市民活動センター事業レポー
ト ボランティア・市民活動の推進・支援・協働への取り組み
One step from the origin（原点からの一歩）－平成１０年度 ア
メリカ合衆国オハイオ州とのボランティア交流事業－

東京都障害者総合スポーツ
センター
プルデンシャル・ボランティア賞 事 プルデンシャル・ボランティア
務局
賞 事務局
特定非営利活動法人フリース
クール全国ネットワーク
第１０回全国ボランティアフェ
スティバル推進協議会
財団法人 地球産業文化研究所 ＩＨ 財団法人 地球産業文化研
ＯＥ「人と組織と地球のための国際研 究所 ＩＨＯＥ「人と組織と地球
プルデンシャル・ボランティア賞 事 プルデンシャル・ボランティア
務局
賞 事務局
プルデンシャル生命保険株式会社
プルデンシャル生命保険株式
事務局
会社 事務局
社会福祉法人 日本点字図
社会福祉法人 日本点字図書館
書館
東京ボランティア・市民活動セ
東京ボランティア・市民活動センター
ンター
東京ボランティア・市民活動セ
ンター
社会福祉法人 埼玉県社会
福祉協議会 埼玉県ボラン

タイニイ・トウインクルのふしぎなともだち

なぎ・ともこ 伊藤正道

ブックローン出版

1990.11.20

あかちゃんがいっぱい

テッサ・ダール シヴォン・ドッズ 松
川真弓

評論社

1993.07.30

第７回プルデンシャルボランティア賞活動報告書
フリースクール白書
第１０回全国ボランティアフェスティバルかながわ「ボランティア
活動記録コンクール」入賞作品集
協働のための企業・自治体の視点からのＮＰＯ評価 調査報告
書 企業・行政とＮＰＯのより深い協働をめざして
第４回プルデンシャル・ボランティア賞 応募者のボランティア
活動実態報告書
第２回プルデンシャル・スピリット・オブ・コミュニティ「全国青少
年ボランティア・コンクール」 ブロック表彰式 パネルディスカッ
日本点字図書館創立５０周年記念誌 われら播きし一粒の麦
は
めっせ・TOKYO・２００１

ボランティアセンター活動報告書 2004年度・2005年度版

2005.06.01
2003
2004.03.26
2001.09.22
2004.01.16
2001.2
1999.4
1990.11
2001
2005.1
1999.03

淑徳短期大学ボランティアセ
2006.09.30
ンター

ミシュカ

マリイ・コルモン ジェラール・フランカ
セーラー出版
ン 末松氷海子

1993.11.07

プーワ島のそらのした

高畠純

ブックローン出版株式会社

1992.07.10

水引アート結道入門

園部洋湖

南信州新聞社

2000.03.03

社会福祉法人 大阪ボラン
ティア協会

2002.03.15

国際交流基金日米センター

2007.3

さいたまNPOセンター

2007

ボランティア・市民活動ｶｯﾄ集
日米センターNPOフェローシップー第5/6期フェロー研修報告
国際交流基金日米センター
書ー
ﾈｯﾄワークでホットな地域を 異文化交流！労働組合とNPOの
さいたまNPOセンター ほか
協働の可能性を考えるシンポジウム記録～埼玉県からの発信

ﾈｯﾄワークでホットな地域を 異文化交流！労働組合とNPOの
さいたまNPOセンター ほか
協働の可能性を考えるシンポジウム記録～埼玉県からの発信
北区地域保健福祉計画（平成19年度～平成28年度）「健やか
に安心してくらせるまちづくり」～はぐくもう！地域の福祉力～

さいたまNPOセンター ほか

2007

Volunteer Spirit Awards 2006 活動報告書 第10回ボランティ
ア・スピリット賞

北区 健康福祉部 健康福祉
2007.3
課
東京ボランティア・市民活動セ
2005.05.10
東京ボランティア・市民活動センター
ンター
ボランティア・スピリット賞 事
ボランティア・スピリット賞 事務局
2006
務局

Koei E・C イベント&セレモニー Evennto Gallery

コーエイ株式会社

ネットワーク №276

コーエイ株式会社

2006.4

世論時報

（株）世論時報社

2007.04.01

異世代協働実践ガイド～異世代協働による子どもの社会的自
立促進事業報告書～
児童館等地域子育て支援の場における、専門職（カウンセ
ラー、ソーシャルワーカー等）の活動方法とその効果に関する
24th全国民間ボランティア・市民活動推進者企画戦略会議報
告集
第１１回全国地域福祉施設研修会 報告書「地域福祉実践の
新たな地平」～身のまわりから考える福祉教育～
ボランティア・市民活動実践事例集 地域に根ざすボランティ
ア・市民活動
1997年度社団法人日本青年会議所 サマーコンファレンス
NPO総合セミナー概要書

社団法人 日本青年奉仕協
会

2006.3

吉田真理

財団法人 こども未来財団

2006.2

社会福祉法人 大阪ボランティア協
会
東京都城東地区地域福祉施設協議
会
社会福祉法人 全国社会福祉協議
会 全国ボランティア活動振興セン
1997年度社団法人日本青年会議所
NPO推進政策委員会

社会福祉法人 大阪ボラン
ティア協会
東京都城東地区地域福祉施
設協議会
社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 全国ボランティア
1997年度社団法人日本青年
会議所NPO推進政策委員会
㈱河合楽器製作所・出版事
業部
社会福祉法人 神奈川県福
祉協議会 かながわボラン

ジャンボゴリラとこねこたち

こやま峰子 渡辺あきお

こころの輪をひろげて－精神保健ボランティア活動資料集－

「世界ボランティア会議ー第13回IAVE
北区ボランティア交流会有志
世界会議」組織委員会IAVE日本
全国ボランティア研究集会全
第29回全国ボランティア研究集会兵庫集会報告書
国事務所 全国ボランティア
フィールドビジット受け入れ報告書 理想のデイホームを考え 北区ボランティア交流会有志、デイ 北区ボランティア交流会有
る！！
ホーム桐ヶ丘のボランティア、社会福 志、デイホーム桐ヶ丘のボラ
社会福祉法人 千葉県社会
フィルム・ビデオライブラリーのご案内
千葉県ボランティア活動振興センター
福祉協議会
勤労者のボランティア活動への支援を考える さわやかに地域
財団法人 勤労者リフレッ
へ、社会へ
シュ事業振興財団勤労者ボラ
板橋区ボランティア活動推進
板橋区ボランティア活動推進協議会報告書（概要版）
協議会
世界ボランティア会議－第１３回 IAVE世界会議 報告書

2006.7
2007.6
2007.3
1997.09.01
1993.04.01
1999.03
1995.03.20
1998.03
1994.11.01
1997.03

1999.03

ＮＩＲＡ研究報告書

総合研究開発機構

1999.3.30

１９９８年次レポート１９９９

調布を耕す会

1999.06

「広がれボランティアの輪」連絡会議 提言集 １９９５年（平成７
年）～１９９９年（平成１１年）
「小域福祉圏地域ぐるみ福祉ネットワーク事業推進委員会」「地
区社会福祉協議会」組織・活動状況

「広がれボランティアの輪」連
1999.06
絡会議
社会福祉法人千葉県社会福
祉協議会

定年退職者とシニアボランティアに関する実証的研究・報告書

シニアボランティア研究会

シニアボランティア活動調査調査報告書－東久留米市におけ 社会福祉法人東京都社会福祉協議 社会福祉法人東京都社会福
る市民・市民グループの地域活動に関する調査－
会 東京ボランティア・センター
祉協議会 東京ボランティア・
シニアボランティア調査 後期高齢者の活動参加に関する調査
東京ボランティア・市民活動セ
東京ボランティア・市民活動センター
報告書
ンター
川口ボランティアフェスティバ
第７回川口ボランティアフェスティバル 今、こころのままに…
ル実行委員会 社会福祉法人
府民のボランティア活動支援のための指針 おおきに ボラン
大阪府
ティア－新しいパートナーシップをめざして－
社会福祉法人 全国社会福祉協議 社会福祉法人 全国社会福
ボランティア活動年報 要約［1995年］
会 全国ボランティア活動振興セン
祉協議会 全国ボランティア

1993.02.28
1995.03
2000.03
1997
1996.08
1996.03

’９５．１～１１ ボランティア活動の動向－新聞記事から
’９２ぼらんてぃあ・めっせ・東京

東京ボランティア・センター

1992

『めっせ・TOKYO 2001』報告書 （２０００年度）

「めっせ・TOKYO 2001」企画実行委
員会

東京ボランティア・市民活動セ
2001.03
ンター

ぼらんてぃあ・めっせ・東京

東京ボランティア・センター

東京ボランティア・センター

1995.02.10

ボランティア 参加する福祉

大阪ボランティア協会

ミネルヴァ書房

1983.07.05

ぼらんてぃあ・めっせ・東京報告書 1995年11月23～26日

東京ボランティアセンター

1995

～ボランティアとNPOがつくる～ めっせ・TOKYO ２０００ 報 「めっせ・TOKYO 2000」企画実行委 東京ボランティア・市民活動セ
2000.03
告書（1999年度）
員会
ンター
東京都ボランティア・非営利団体の活動促進に関する懇談会報
東京都生活文化局コミュニ
1997.03
告
ティ文化部振興計画課
婦人のボランティア活動

待井 和江

広瀬 夫佐子

大阪ボランティア協会

1975.11.23

災害弱者防災行動マニュアルへの提言 障害者およびその家 東京都心身障害者福祉センター 障 東京都心身障害者福祉セン
1999.03
族などのために
害者震災対策検討委員会事務局
ター 障害者震災対策検討委
東京消防庁指導広報部生活
1996.08
災害と防災環境からみる高齢者の実態（平成７年中）
東京消防庁指導広報部生活安全課
安全課
緑のまちづくりとボランティア活動

進士 五十八

東京ボランティア・センター

1985.3

地球環境と資源問題

森 俊介

岩波書店

1992.3.30

消費生活研究所

2003.03.31

消費生活研究所

2002.03.31

地球温暖化と都市生活 都民の暮らし、経済と地球環境の両
立は可能か
日本の目指す循環型社会のゆくえ 廃棄物関連法制と各種リ
サイクル法の課題

荒川クリーンエイドフォーラム
2000.02.25
事務局

荒川クリーンエイド99 活動報告集
荒川からひろがれ 都市の自然

国土交通省 荒川下流河川事務所

日本生態系協会

2005.12

跳べ！エコフラッグ

岡田達雄

ワック出版

2003.11.10

みんなの宝物あらかわ～荒川クリーンエイド2002子ども報告集 特定非営利活動法人荒川クリーンエ 国土交通省 荒川下流工事
～
イド・フォーラム
事務所
特定非営利活動法人荒川クリーンエ 国土交通省 荒川下流工事
荒川クリーンエイド2002活動報告集
イド・フォーラム
事務所
特定非営利活動法人荒川クリーンエ 国土交通省 荒川下流工事
荒川クリーンエイド2001活動報告集
イド・フォーラム事務局
事務所

2003.3.8
2003.3.8
2002.3.8

牛乳パックで作る小物Ⅱ～応用編～

中澤巳代子

宣広社

1995.6.30

牛乳パックで作る小物２ 応用編

中澤 巳代子

宣広社

1995.6.30

環境要覧2005/2006 ENVIRONMENTAL DATA

財団法人地球・人間環境フォーラム

古今書院

2005.11.10

地球そこが私の仕事場 ～愛知万博・地球市民村の40人、大
いに語る

大前純一

海象社

2006.7

グリーンコンシューマー 世界をエコにする買い物のススメ

すぎもと育生

昭和堂

2006.12

牛乳パックで作る小物

中澤 巳代子

宣広社

1994.6.15

学研ECO-BOOKS① 地球を楽しむ 環境ボランティア ナビ

志村隆

学習研究社

2000.05.11

ぼくらの自然観察会

植原彰

地人書館

1992.03.05

平成12年度文部科学省委託事業「子どもの『心の教育』全国ア
財団法人キープ協会
クションプラン」子どもの心をはぐくむ自然体験活動の充実推進

財団法人キープ協会

2001．03.31

北区・子どもの水辺 活動報告書2006

北区・子どもの水辺協議会

2007.04.14

財団法人 消費生活研究所

2002.7.1

㈱化学同人

1999.6.10

北区荒川っ子クラブ

2001年度 持続可能な社会と地球環境のための研究助成 成
果報告論文集
環境ホルモン＆ダイオキシン

「化学」編集部

国際交流学部開設記念講座 発展途上国の女性たちとの共生
を考える いま私たちにできることは何か？
国際協力NGO 市民社会に支えられるNGOへの構想

フェリス女学院大学国際交流
1998.08.25
学部
今田克司・原田勝弘

子どもたちの明日 CYR設立25周年記念号

日本評論社

2004.11.20

幼い難民を考える会

2005.06.30

世界の子どもたち NGOの現場から

フォスター・プラン・オーストラリア

明石書店

2004.02.05

華僑・華人経済～日本・アジアにどんな影響を及ぼすか～

游 仲勲

ダイヤモンド社

1995.11.30

講座外国人の医療と福祉 NGOの実践事例に学ぶ

外国人医療・生活ネットワーク

平成18年度 東南ｱｼﾞｱ保育支援 報告書ー実行委員会・活動
の記録ー

移住労働者と連帯する全国
2006.12.01
ネットワーク
東南アジア保育支援実行委
2007.3
員会 北区総務部国際化担当

ライフワークとしての国際ボランティア

久保田賢一

明石書店

2005.07.20

ライフストーリーでつづる 国際ボランティアの歩き方

久保田賢一、浅野英一

国際協力出版社

2007.03.31

現代国際ボランティア教育論

遠藤克弥

勉誠出版

2004.08.30

予防外交
日・米・ロ新時代へのシナリオ

クマール・ルペシンゲ 辰巳雅世子
ダイヤモンド社
訳
木村汎 グラハム・T・アリソン コンス
ダイヤモンド社
タンチン・O・サルキソフ

「新しいアジア」に向けて
Outlook for a New Asia and Japan's Response
Towards A New Asia
Reconstruction of a New Global Order -Beyond Crisis
Management

笹川平和財団

1998.3.5
1993.3.18
1994.10.20

Japanese Committee on Outlook for Japanese Committee on
1994
a New Asia to the Commission for a Outlook for a New Asia to the
the Commission for A New
1994
the Commission for A New Asia
Asia
Kazuo Takahasi

笹川平和財団

1992.3

アジアの展望「来るベきアジアの展望日本委員会報告書」

河合 三良

笹川平和財団

1994.2

世界銀行年次報告2002 Vlume1一年を振り返って

世界銀行

世界銀行

老人医療ボランティア必携

野上 芳彦

小暮 堅三

柏樹社

1989.1.8

ボランティア活動シリーズ№33 家族とボランティア活動－アメ
東京ボランティア・市民活動セ
東京ボランティア・市民活動センター
1986.03
リカの場合－
ンター
ボランティア活動シリーズ№26 肢体不自由者とボランティア活
東京ボランティア・市民活動セ
東京ボランティア・市民活動センター
1984.03
動
ンター
ボランティア活動シリーズ№18 聴覚に障害を持つ方とのボラ
東京ボランティア・市民活動セ
東京ボランティア・市民活動センター
1983.06
ンティア活動 ～手話ボランティアを志す方に～
ンター
ふくしのしごとがわかる本 福祉の仕事と資格ガイド

東京都福祉人材センター

2003.3.31

介護ビジネスの現場から

高橋行憲

YSS企画出版

2003.11.25

福祉を変える経営～障害者の月給一万円からの脱出～

小倉昌男

日系BP社

2003.10.14

介護系NPOの最前線～全国トップ16の実像～

田中尚輝・淺川澄一・安立清史

ミネルヴァ書房

2003.10.10

道しるべ

東京都精神障害者家族会連合会（東 東京都福祉保険局障害者施
2005.03.20
京つくし会）
策推進部精神保健福祉課

はじめてのサポート～車いす・視覚障害の方に出会ったら～

NPO法人 ピアネット北

NPO法人 ピアネット北

2005.03.20

はじめてのサポート～車いす・視覚障害者に出会ったら～

NPO法人ピアネット北

NPO法人ピアネット北

2005.3

社会福祉実践基本用語辞典

日本社会福祉実践倫理学会

川島書店

1989.3.20

北区

2007.03

北区

2007.03

北区障害者計画 （北区障害福祉計画） 平成18年度（2006年
北区健康福祉部障害福祉課
度）～平成27年度（2015年度） 概要版
北区障害者計画 （北区障害福祉計画） 平成18年度（2006年
北区健康福祉部障害福祉課
度）～平成27年度（2015年度）
ポニーと動物広場

さわやかポニークラブ

さわやかポニークラブ

点訳グループ 六星会

点訳グループ 六星会

特定非営利活動法人 北区精神障
害者を守る家族会 飛鳥会

特定非営利活動法人 北区
2007
精神障害者を守る家族会 飛

宮本義信

ミネルヴァ書房

東京都立中部総合精神保健福祉セ
ンター

東京都立中部総合精神保健
1998.3
福祉センター

ボランティア連帯論－おもちゃの図書館の実践よりー

小林るつ子

中央法規出版

1999.04.25

パソコンボランティア

JDプロジェクト

日本評論社

1997.08.10

平成18年度 定期総会 自平成18年4月1日～至平成19年3月
31日
特定非営利活動法人 北区精神障害者を守る家族会 「飛鳥
会」 第33回総会議案書
くらしに活かす福祉の視点 ボランティア・学生が知っておきた
い基礎知識
精神保健福祉ボランティア研修

2007.04.25

2006.05.20

学びあい、支えあう町づくりをめざして－精神保健とボランティ
東京ボランティア・センター
1994.03
ア活動の推進に関する研究委員会報告書－
NPO方式による「指定居宅サービス事業者」設立・運営［準備］ 財団法人さわやか福祉財団／社団
社団法人長寿社会文化協会 1998.09.30
マニュアル
法人長寿社会文化協会／NPO事業

当事者活動ハンドブック－疾病・生涯を抱える人たちとともにー

社会福祉法人神奈川県社会
1998.03
福祉協議会 かながわボラン

精神保健ボランティア講座を開催するために～講座開催マニュ 社会福祉法人神奈川県社会福祉協 社会福祉法人神奈川県社会
1996.03
アル～
議会 かながわボランティアセンター 福祉協議会 かながわボラン
３世代でつくる四季の絵手紙

目黒中央地区ボランティアの会

蒼生書房

1991.11.5

地域協働による地域再生 地域活性化ガイドブック

地域活性化センター

地域活性化センター

2006.02

多様な働き方研究会

2005.01

NPO、ワーカーズ・コレクティブ等にみる多様な働き方 －その
現状・課題・可能性－
笑う町には副来たる

亀地 宏

神戸新聞総合出版センター

2003.4.30

コミュニティパワーの時代

藤澤研二

水曜社

1993.11.1

参加するまちづくり

伊藤雅春、大久手計画工房

OM出版

2003.9.25

「協働」の思想と体制

森 啓

公人の友社

2003.5.15

協働のまちづくり

秋元政三

公人の友社

2003.5.26

「綾」の共育論

浜田倫紀

評言社

2002.7.25

新しい公共空間をつくる～市民活動の営みから～

坪郷実 編

日本評論社

2003.9.15

コミュニティ政策 １

コミュニティ政策学会・研究フォーラム
東信堂
編

2003.7.10

福祉のまちづくりとボランティア活動

日本社会事業大学

全国社会福祉協議会

1991.3.31

地方自治職員研修No.74 住民参加の考え方・すすめ方

月刊『地方自治職員研修』編集部

公職研

2003.11.15

地域コミュニティ論～地域住民自治組織とNPO、行政の協働～ 山崎丈夫

自治体研究社

2003.4.1

市民版 まちづくりプラン 実践ガイド

渡辺俊一・太田守幸

学芸出版社

2002.8.20

行政サービス得活用法－東京２３区編

子持ちSOHOネットワーク

築地書館

1999.05.17

「男だてらに」に「女泣き」

奥山和弘

文芸社

2003.11

３日でマスターできるコミュニティ・ビジネス起業マニュアル

細内信孝/鵜飼 修

ぎょうせい

2003.11.24

子育てNPOと企業のコラボレート調査事業報告書

特定非営利活動法人NPO事業サ
ポートセンター

まちづくりと市民参加 Ⅶ 地域とまちづくり

服部則仁

まちづくりと市民参加 Ⅷ まちづくり

服部則仁

特定非営利活動法人NPO事
2005.03
業サポートセンター
財団法人 まちづくり市民財
2005.12
団
財団法人 まちづくり市民財
2006.12
団

公民パートナーシップの政策とマネジメント

立岡浩

NPOとまちづくり～明日へジャンプ！まちをささえる市民事業体
NPOとまちづくり研究所
～
非営利型株式会社が地域を変える ちよだプラットﾌｫｰﾑスクウ
枝見太朗
エアの挑戦

ひつじ書房

2006.11

(有)風土社

1997.6.15

株式会社 ぎょうせい

2006.4

住民参加のまちづくりを学ぼう！！

㈱計画技術研究所（編集）

まちづくりハウス

1991.3

まちづくりボランティア 生涯学習社会の地域アニメーター

福留強

ブックハウスジャパン

2001.09.01

市民チャリティー委員会報告書 市民にとっての公益とは？

市民チャリティー委員会

財団法人 公益法人協会

2007.07

NPO研修・情報センター

NPO研修・情報センター

2003.3

国土交通省 都市・地域整備局 地
方整備課

国土交通省 都市・地域整備
局 地方整備課

循環型社会形成にむけての「エコ・コミュニティ・レストラン」プロ
ジェクト報告書
知恵のネットワーキング 地域づくりアイデア集 地域づくり団
体活動支援調査から
循環型社会形成にむけて 「エコ・コミュニティ・レストラン」プロ
ジェクト報告書

NPO研修・情報センター

2005.03

『ボランティア学習の研究④ ～１９９９年を中心に～』

長沼豊

2000.12

「ボランティア学習」の研究⑤～2000年を中心に～

長沼豊

2001.09

学生のボランティア活動推進に関する調査研究報告書

財団法人 内外学生センター

明治学院大学ボランティアセンター報告書 第２号 2005

財団法人 内外学生センター 2001.3
明治学院大学ボランティアセ
2006.03.31
ンター

公的活動におけるナレッジマネジメントの応用

長岡技術科学大学 大学院工学研
究科 経営情報システム工学専攻

明治学院大学ボランティアセ
2007.03.31
ンター
長岡技術科学大学 大学院
2007.01.31
工学研究科 経営情報システ

参加して学ぶボランティア

立田慶裕

玉川大学出版部

2004.09.30

ボランティア社会の誕生 ～欺瞞を感じるからくり～

中山淳雄

三重大学出版会

2007.09.04

『ボランティア学習の研究⑤ ～２０００年を中心に～』

長沼豊

「ボランティア論」レポート集－1995年度・96年度前期－

栗田充治

亜細亜大学教養部

1997.03.01

「ボランティア論Ⅰ」レポート集－1998／99年度前期－

栗田充治

亜細亜大学教養部

2000.03.01

★キャンパスにおけうボランティア活動ニーズ調査報告書★

学生ボランティア活動についての調
査プロジェクトチーム

社会福祉法人 東京都社会
福祉協議会 東京ボランティ

1997.03

明治学院大学ボランティアセンター報告書第3号 2006

学生のボランティア活動に関する調査研究報告書 学生のボラ
ンティア活動をすすめるために

2001.09

財団法人 内外学生センター 2000.03

ボランティア・ワーク体験レポート集 １９９７年度
大学生のボランティア学習論 ～学習院大学教職課程科目「総
長沼豊
合演習D」2003年度後期

淑徳短期大学社会福祉学科
1998.02.28
ボランティア情報室
2004.08

「ボランティア学習」の研究④～1999年を中心に～

長沼豊

新・若い目の見た世界 国際・福祉教育ガイドブック

順天中学高等学校

北区 イングリッシュ・サマーキャンプ事業 （ESC那須） 報告
書

東京都北区教育委員会事務
2005.02.03
局学務課学事係
東京ボランティア・市民活動セ
1999.03
東京ボランティア・市民活動センター
ンター
社会福祉法人 千葉県社会
2001.08
福祉協議会
東京都ボランティア学習連絡
協議会

「市民学習」日英研究プロジェクト報告書
福祉教育推進校活動実績報告書
２１世紀のボランティアを育てる指導者養成講座 報告書

学生のボランティア活動推進に関する調査研究報告書 学生
財団法人 内外学生センター
のボランティア活動をすすめるために
児童・生徒のボランティア活動普及事業 協力校活動事例集
３年間の宝さがし③
児童・生徒のボランティア活動普及事業 協力校活動事例集
３年間の宝さがし④
児童・生徒のボランティア活動普及事業 協力校活動事例集
３年間の宝さがし⑤
平成１１年度 東京都生涯学習ボランティア活動推進事業 青
少年ンボランティア講座 報告書
第３回全国ボランティア学習研究フォーラム報告書 ボランティ
ア研究
地域に広がる福祉教育活動事例集

全国ボランティア活動振興センター

平成９・１０年度 北区教育委員会研究協力校研究紀要 研究
主題『生きる力の指導と工夫』地域から学ぶ－体験や交流を通
平成８・９年度 北区教育委員会研究協力校 研究紀要 研究
主題 生徒一人一人の個性を生かす創意ある教育課程の編成
地域における福祉教育の展開～埼玉の20年～ー埼玉県福祉
教育・ボランティア学習研究報告ー
さいたまの福祉教育 平成１１年度福祉教育・ボランティア学習
調査結果

2000.12
順天学園

財団法人 内外学生センター 2001.03
社会福祉法人 東京都社会
福祉協議会 東京ボランティ
社会福祉法人 東京都社会
福祉協議会 東京ボランティ
社会福祉法人 東京都社会
福祉協議会 東京ボランティ
東京都教育庁 生涯学習部
社会教育課

平成１２年度 ボランティア活動・福祉教育研究交流集会 報告
書
共育の創造を求めて

2000.03.31

社団法人日本青年奉仕協会 2001
全国ボランティア活動振興セ
1996.3
ンター
東京都北区立紅葉中学校

1999.02.09

東京都北区立岩渕中学校

1996

社会福祉法人 埼玉県社会
福祉協議会 福祉教育・ボラ
埼玉県社会福祉協議会（埼
玉県ボランティアセンター）
社会福祉法人 神奈川県社
会福祉協議会 かながわボラ
社会福祉法人 神奈川県社
会福祉協議会 かながわボラ
社会福祉法人 神奈川県社
会福祉協議会 かながわボラ

第24回ボランティア活動・福祉教育研究交流集会 報告書

1997.08.26

1999.03
2000.03
2000
2000
2001.03

９４夏 体験ボランティア活動記録

豊昭学園ボランティア部

1994.09.20

「地域を基盤とした福祉教育・学習活動の推進方策に関する研 社会福祉法人 全国社会福祉協議
究開発事業」報告書
会 全国ボランティア活動振興セン

社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 全国ボランティア

2002.3

学生のボランティア活動に関する調査研究報告書

財団法人 内外学生センター

財団法人 内外学生センター 2002.3

３年間の宝さがし

東京ボランティア・センター

東京ボランティア・センター

1996.6

社団法人 日本青年奉仕協
2002
会
東京ボランティア・市民活動セ
2002.3
ンター

ボランティア研究162号
児童のボランティア体験学習推進事業報告書 地域が子どもを
育む
「ボランティア学習」の研究６～２００１年、２００２年を中心に～ 長沼 豊

2003.3

生涯学習社会を築くボランティア学習－地域・家庭・学校ともど
もに手を結ぼう－第５回全国ボランティア学習研究ファーラム
青少年のボランティア活動が広がっていく－Let's make a
社団法人 日本青年奉仕協会
difference!－
子どもたちのボランティア活動地域支援モデル開発普及事業
社団法人 日本青年奉仕協会
事業報告書

日本青年奉仕協会（JYVA）
社団法人 日本青年奉仕協
会
社団法人 日本青年奉仕協
会
順天学園

2003
2003.3
2003.3

新・若い目の見た世界 国際・福祉教育ガイドブック

順天中学校高等学校

1997.08.26

地域協働！子どもと大学生がつくる福祉学習プログラム

社会福祉法人全国社会福祉協議会 社会福祉法人全国社会福祉
2004.03
全国ボランティアセンター
協議会 全国ボランティアセン

新・若い目の見た世界 国際・福祉教育ガイドブック

順天学園

順天学園

1987.08.21

新・若い目の見た世界

順天学園

順天学園

1987.08.21

日本ボランティア学習協会研究紀要 ボランティア学習研究
第１号

日本ボランティア学習協会

日本ボランティア学習協会

2000.10.27

教育多様化への提言 フリースクールの現場から

特定非営利活動法人 東京シューレ

平成16年度青年長期ボランティア計画事業報告書

社団法人日本青年奉仕協会

特定非営利活動法人 東京
2007.03.31
シューレ
ともに生きる 平成11年度 埼玉県社会福祉協力校等活動報 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協 社会福祉法人 埼玉県社会
2000.4
告書
議会
福祉協議会
地域における福祉教育の展開 ～埼玉の20年～ 埼玉県福祉 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協 社会福祉法人 埼玉県社会
1999.3
教育・ボランティア学習研究報告
議会 福祉教育・ボランティア学習研 福祉協議会 福祉教育・ボラ
21世紀を展望した我が国の教育の在り方について 子供に[生
文部省大臣官房政策課
文部省大臣官房政策課
きる力]と[ゆとり]を
地域が子どもを育む ボランティア･センターがつなぐ学校と地
東京ボランティア・市民活動セ
2002.3
域の教育ネットワーク
ンター
社会福祉法人全国社会福祉協議会 社会福祉法人全国社会福祉
2005.11
社会福祉協議会における福祉教育推進検討委員会報告書
全国ボランティア活動振興センター 協議会 全国ボランティア活
コミュニティの中で学び・生きる！青少年のための「ボランティア
東京ボランティア・市民活動セ
東京ボランティア・市民活動センター
2003.8
体験学習プログラム」研究プロジェクト第三期報告書
ンター
コミュニティの中で学び・生きる！青少年のための「ボランティア
東京ボランティア・市民活動セ
東京ボランティア・市民活動センター
2003.8
体験学習プログラム」研究プロジェクト第三期報告書
ンター
独立行政法人日本学生支援機構学 独立行政法人日本学生支援
2006.3
「学生のボランティア活動に関する調査」報告書
生生活部キャリア支援課
機構学生生活部キャリア支援

ボランティア体験学習事業 事例集
東京都青少年洋上セミナー東京都少年団体リーダー研修事後
東京都教育庁生涯学習部
活動事例集
福祉教育・ボランティア学習と当時者性

社団法人日本青年奉仕協会 2005.4
埼玉県社会福祉協議会（埼
玉県ボランティアセンター）

2001.03

東京都教育庁生涯学習部

1999

日本福祉教育・ボランティア学習学会 万葉舎

2006.11.28

高校生のボランティア学習 学校と地域社会における支援のあ
林 幸克
り方
ボランティア活動振興プログラム開発・推進事業 障害理解プ
ログラム研究・開発事業 報告書
「これからの福祉教育実践と福祉学習サポーター・実践者への
研修のあり方～福祉教育の質的向上をめざして」

社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 全国ボランティア
社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 全国ボランティア

’94夏体験ボランティア活動記録

豊昭学園ボランティア部

1994.10.01

中央教育審議会 第二次答申 21世紀を展望した我が国の教
育の在り方について－個性尊重の教育をめざして－

文部省大臣官房政策課

1997

学事出版

2007.08.30
1999.03
2001.03

ボランティア学習の概念と学習過程

長沼 豊

日本図書刊行会

1998.1.30

福祉教育のキーワードと指導のポイント－ボランティア学習の
世界にようこそ－

鳥居 一頼

大阪ボランティア協会

1999.7.20

福祉教育の理念と実践－新たな展開を求めて

阪野 貢

相川書房

2000.5.1

福祉教育論

村上尚三郎 阪野 貢

㈱北大路書房

2002.1.20

長沼 豊

生生印刷株式会社

2001.11.20

今野喜清 安達昇

小学館

2004.04.01

ボランティアと教育の接点を求めて 富士福祉事業団「月刊ボ
ランティア」２０００年５月号～２００１年４月号連載
「いのち」を考える授業プラン48 総合的な学習・道徳・学級活
動に最適な教材集

原田正樹

東京ボランティア・市民活動セ
2000.12
ンター

ボランティア体験学習が児童・生徒の主体性を育む
「地域暮らし」宣言

岸裕司

（株）太郎次郎社エディタス

緊急フォーラムREFLECTION!!「奉仕活動の義務化」に関する
フォーラム報告書

東京ボランティア・市民活動センター

東京ボランティア・市民活動セ
2001.6
ンター

市民教育とは何か

長沼豊

ひつじ書房

ボランティア体験学習が児童・生徒の主体性を育む～「総合的
な学習の時間」をすすめるために
JYVAブックレットNo.13 教育改革とボランティア学習 教育
のSOSにボランティアが果たす役割は
ボランティア学習 ブックレットNo.2 「ボランティア学習の実践と
課題」

2003.12.15

2003.03.03

東京ボランティア・市民活動セ
2000.12
ンター
JYVA（ジバ＝日本青年奉仕
1998.07
協会）出版部
愛媛ボランティア学習研究会
2001.11.01
出版部

子どもの奉仕活動・ボランティア活動をどう進めるか

長沼 豊

教育開発研究所

2002.12.1

新「福祉とボランティア」の授業のすすめ方

高野 利雄

筒井書房

2000.2.28

東京ボランティア・センター

1994.11.21

東京ボランティア・センター

1997.3

日本ボランティア学習協会

1999

ボランティア活動の評価をめぐる当面の課題と対応
大学・短期大学等の入学試験におけるボランティア活動等の経
山崎 美貴子
験者に対する優先入学制度等の実施実態調査報告書
小・中・高等学校・大学におけるボランティア学習の評価のあり
日本ボランティア学習協会
方についての調査研究報告書
文部省研究開発委嘱事業調査研究報告書 学校教育における
日本ボランティア学習協会(JVLS)
ボランティア学習の評価に関する国内調査結果報告
都立高校入試におけるボランティア評価を考える－いま、ボラ
ンティア学習とは

日本ボランティア学習協会
2000.03
(JVLS)
東京都ボランティア学習連絡
1994
協議会 東京ボランティア・セ

福祉教育・ボランティア学習の評価

日本福祉教育・ボランティア学習学会 万葉舎

2007.11.22

『総合的な学習の実践』体験・ボランティアの考え方・進め方

宮川八岐

1997.12.1

教育開発研究所

特定非営利活動法人
教育協会
特定非営利活動法人
「援助」する前に考えよう 参加型開発とPLAがわかる本
田中治彦
教育協会
磯野昌子、上條直美、佐藤友紀、西 特定非営利活動法人
新・ワークショップ版 世界がもし100人の村だったら
あい、横川芳枝
教育協会
新・貿易ゲーム［改訂版］ 経済のグローバル化を考える The 開発教育協会・神奈川県国際交流協 特定非営利活動法人
New Trading Game
会
教育協会
ワークショップで学ぶこれからの食育 お弁当屋さんゲーム 食
特定非営利活動法人
「お弁当屋さんゲーム」制作チーム
のグローバリゼーションを考える
教育協会
特定非営利活動法人 開発教育協 特定非営利活動法人
コーヒーカップの向こう側 貿易が貧困をつくる？！
会
教育協会
パーム油のはなし 「地球にやさしい」ってなんだろう ？ （改 特定非営利活動法人 開発教育協 特定非営利活動法人
訂版）
会
教育協会
ケータイの一生 ケータイを通して知る 私と世界のつながり

吉田里織

開発
開発
開発
開発
開発
開発
開発

2007.12.20
2006.11.01
2006.03.15
2006.07.10
2007.03.20
2007.12.10
2005.08.01

小学校・ボランティア活動の実践プラン

児島邦宏（編著）

明治図書

1996.12

これならできる総合学習１０７名の実践集小学校１・２年

原田善造

民衆社

2000.4.2

これならできる総合学習１０７名の実践集小学校３・４年

原田善造

民衆社

2000.4.2

これならできる総合学習１０７名の実践集小学校５・６年

原田善造

民衆社

2000.4.2

萌文社

2004.11.20

明石書店

2004.11.15

子どもの参画 コミュニティづくりと身近な環境ケアへの参画の ロジャー・ハート（著） 木下勇・田中
ための理論と実際
治彦・南博文（監修） IPA日本支部
グラハム・パイク ディビッド・セル
地球市民を育む学習
ビー 阿久澤麻理子訳
人権の絵本①じぶんを大切に

岩川直樹・木原千春

大月書店

2004.2.10

人権の絵本②ちがいを豊かさに

岩川直樹・木原千春

大月書店

2003.8.1

ボランティア学習ガイドブック 地球人になろう

JYVA「ボラアンティア学習ガイドブッ
ク」編集委員会

日本青年奉仕協会

1991.3

コミュニティでの実践的な学習を通して、『市民であること』を探
究する～生徒のためのガイドブック～
コミュニティでの実践的な学習を通して、『市民であること』を探
究する～先生のための手引書～
「総合的な学習」が「創造的な学習」に変わる

社会福祉法人 東京都社会
福祉協議会 東京ボランティ
社会福祉法人 東京都社会
福祉協議会 東京ボランティ
埼玉県ボランティアセンター

2000.03.30
2000.03.30
2002.3

中学校のボランティア活動への道

長沼 豊

明治図書

2000.2

学校支援ボランティア 特色づくりの秘けつと課題

佐藤晴雄

教育出版

2005.02.25

福祉教育実践ハンドブック

全国社会福祉協議会

全国社会福祉協議会

2003.01.24

中学校学級担任アイデアブック

家本 芳郎

たんぽぽ出版

2001.4.10

名取先生のおもしろゴミ授業

名取弘文

ポプラ社

1992.9

親子ではじめるボランティア 社会性を育てるきっかけづくり

長沼 豊

金子書房

2003.7.10

総合的な学習 こう展開するシリーズ ボランティア学習

池田幸也・長沼豊

清水書院

2002.02.05

魅惑の林檎

JYVA「魅惑の林檎」編集委員会

日本青年奉仕協会（JYVA)

1993.3

新宿ライフ・ケア・センター

2003.03

東京都社会福祉協議会

1994.1.20

東京ボランティア・センター

1992.5

車いすの本II ～ちがうけど同じ 同じだけどちがう～
ボランティアハンドブック・学校とボランティア活動

東京ボランティア・センター

ボランティアハンドブック・学校とボランティア活動

埼玉県社会福祉協議会（埼
玉県ボランティアセンター）
埼玉県社会福祉協議会（埼
玉県ボランティアセンター）
社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 全国ボランティア
埼玉県社会福祉協議会 （埼
玉県ボランティアセンター）

福祉教育・ボランティア学習 研修ハンドブック
オハイオから学ぶ「市民が主役になれる本」
ボランティア ア・ラ・カ・ル・ト－「障害理解」プログラムの手引き
－
総合的な学習の時間に使える！サービス・ラーニングのすすめ
家庭科写真資料集

2001.03
2001.03
1999.03
2000.03

教育図書

2003.2.1

ジュニアボランティア学習小辞典

向山洋一

明治図書

2000.5

学校における福祉教育ハンドブック

全国ボランティア活動振興センター

第一法規出版

1994.3.31

コミュニティでの実践的な学習を通して「市民であること」を探究
東京ボランティア・市民活動セ
東京ボランティア・市民活動センター
2003.3
する－先生のための手引書－ －生徒のためのガイドブック－
ンター
車いすの本

新宿ライフ・ケア・センター

必ず成功するボランティア・奉仕活動オール実践ガイド

宮崎猛

10代のためのボランティア学習セミナー講師派遣支援事業講
師リスト

全国ボランティア学習指導者連絡協 全国ボランティア学習指導者
1996
議会 日本青年奉仕協会
連絡協議会 日本青年奉仕会
東京ボランティア・市民活動セ
2000.03.31
東京ボランティア・市民活動センター
ンター

ボランティア体験学習ハンドブック
子どもたちが動物を救う～101の方法～

イングリッド・ニューカーク

明治図書出版

株式会社新泉社

JYVA（日本青年奉仕協会）出
版部
社団法人大阪ボランティア協
ボランティア活動研究 ２.
社団法人大阪ボランティア協会
会
ボランティア学習新時代への提言 学校教育における体験活 「体験活動法制化」に伴う検討委員 日本ボランティア学習協会
動の法制化と新学習指導要領
会
(JVLS)
東京ボランティア・市民活動セ
ボランティア体験学習ハンドブック
東京ボランティア・市民活動センター
ンター
「総合的な学習の時間」はコワくない！－子ども中心の授業の
エコ・コミュニケーションセン
諏訪哲郎 森良
つくり方・深め方－
ター
全国ボランティア活動振興セ
ほんとに知ってる？PART3 ボランティア活動相談基礎知識
ンター
日本ボランティアコーディネーター協
筒井書房
ボランティアコーディネーター
会
地域に発信！ボランティア１・２・３ 児童館のボランティアコー
国立総合児童センターこども
こどもの城 企画研修部
ディネート
の城
全国社会福祉協議会・全国ボ
ほんとに知ってる？市民活動相談基礎知識
ランティア活動振興センター
全国社会福祉協議会・全国ボ
ほんとに知ってる？ボランティア活動相談基礎知識2003
ランティア活動振興センター
ボランティア活動相談用ブックレット④ ほんとに知ってる？改
社会福祉法人 全国社会福
訂版－ボランティア活動相談基礎知識－
祉協議会 全国ボランティア
JYVAブックレットNO.10 ワークショップを使って

2002.7

1998.4.15
1997.07
1983.03.31
2001.11
2000.03.31
2001.04.10
1999.3
2002.10.31
2003.3.25
2003.3
2003.6
2000.03

市民参加を支えるコーディネーションの可能性 ボランティア
コーディネーター白書 2003・2004年版
異世代協働実践ガイド
社会]福祉協議会におけるボランティア電話相談

特定非営利活動法人日本ボランティ 社会福祉法人大阪ボランティ
2004.02.20
アコーディネーター協会
ア協会
社団法人 日本青年奉仕協
2006.03
社団法人 日本青年奉仕協会
会
全国社会福祉協議会 全国ボラン 全国社会福祉協議会 全国ボ
1991.3
ティア活動振興センター
ランティア活動振興センター

ボランティアコーディネータースキルアップシリーズ ボランティ
全国社会福祉協議会
アｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ論
ボランティアコーディネーターの役割と新任研修のあり方 ボラ
ンティアコーディネーター、アドバイザー研修プログラム研究委
ボランティアマネジメント・システムの日米比較研究 報告書～
大阪ボランティア協会
ボランティアセンターの多様なあり方を考える～

全国社会福祉協議会

2001.11

社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 全国ボランティア

1996.03

大阪ボランティア協会

2001.3

実践ボランティア・コーディネーター

巡 静一

（株）中央法規出版

1997.6

ボランティア・テキストシリーズ⑦ ボランティア・コーディネー
ター -その理論と実際-

筒井のり子

社団法人 大阪ボランティア
協会

1992.02.22

ボランティア・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ

日本青年奉仕協会（ＪＹＶＡ）

1997.7

ボランティアｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄの実践～ボランティアを受け入れ、ともに
活動するために～

東京ボランティア・市民活動セ
2001.3
ンター
社会福祉法人全国社会福祉
2001.03.26
協議会
社会福祉法人港区社会福祉
1992.3
協議会

あなたがつくるボランティアアドバイザーハンドブック

全国ボランティア活動振興センター

港区ボランティア活動推進基本計画
ボランティアコーディネーターに求められるもの～事例をとおし
ボランタリーアクション研究会
て考える～
ボランティアコーディネーターに求められているもの～事例をと
ボランタリーアクション研究会
おして考える～
ボランティアコーディネーターのための「講座」企画ガイド

東京ボランティア・市民活動センター

ボランタリーアクション研究会 1995.8
ボランタリーアクション研究会 1995.8
東京ボランティア・市民活動セ
2005.3
ンター

全国ボランティアコーディネーター研
筒井書房
究集会二〇〇〇実行委員会
ボランティアコーディネーター白書編 社会福祉法人 大阪ボラン
ボランティアコーディネーター白書１９９９ー２０００
集委員会
ティア協会
ボランティア活動相談用ブックレット④ ほんとに知ってる？改
社会福祉法人 全国社会福
訂版－ボランティア活動相談基礎知識－
祉協議会 全国ボランティア
ボランティア・テキストシリーズ⑭ 施設ボランティアコーディ
社会福祉法人大阪ボランティ
筒井のり子
ネーター －施設とボランティアの豊かな関係づくりにむけて－
ア協会
ボランティアコーディネーター研修プ
全国社会福祉協議会
ボランティアコーディネーター活動事例集
ログラム教材開発研究委員会
すみだボランティアセンター
城東ブロック ボランティア相談事例集 第1巻
江東ボランティアセンター 足
一歩前へ！ボランティアコーディネーター

文京区におけるボランティア・市民活動の推進にむけて

文京ボランティア・市民活動センター 文京区社会福祉協議会

市区町村社会福祉協議会 ボランティアセンター運営ハンド
財団法人 日本総合研究所
ブック
第１１回 全国地域福祉施設研修会 報告書 「地域福祉実践 東京都城東地区地域福祉施設協議
の新たな地平」 ～身のまわりから考える福祉教育～
会
社会福祉法人 三鷹市社会福祉協
みたかボランティア・センター 事業報告書 2006年度
議会 みたかボランティア・センター
市民活動のための自治体入門 行政は何を考え、どのように
松下啓一
行動するのか
学生のためのボランティア論
ボランティアの知恵袋 横浜発 ディサービス サロン編
1996年度練馬ボランティアセンター活動レポート
平成12年度 ボランティア活動推進事業報告書
平成8年度 杉並ボランティアセンター 活動レポート
伊丹市福祉ボランティアハンドブック
1998年度 練馬ボランティアセンター 活動レポート
2002年度 練馬ボランティアセンター 活動レポート
1995年度 練馬ボランティアセンター 活動レポート

岡本榮一・菅井直也・妻鹿ふみ子

社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 全国ボランティア
東京都城東地区地域福祉施
設協議会
社会福祉法人 三鷹市社会
福祉協議会 みたかボラン
社会福祉法人 大阪ボラン
ティア協会
社会福祉法人 大阪ボラン
ティア協会

特定非営利活動法人 市民セクター
筒井書房
よこはま 社会福祉法人 横浜市社会
社会福祉法人練馬区社会福
祉協議会 練馬ボランティア
社会福祉法人府中市社会福祉協議 社会福祉法人府中市社会福
会 府中ボランティアセンター
祉協議会 府中ボランティア
社会福祉法人杉並区社会福祉協議 社会福祉法人杉並区社会福
会 杉並ボランティアセンター
祉協議会 杉並ボランティア
社会福祉法人伊丹市社会福祉協議 社会福祉法人伊丹市社会福
会 ボランティア活動センター
祉協議会 ボランティア活動セ
社会福祉法人練馬社会福祉
協議会 練馬ボランティアセ
社会福祉法人練馬社会福祉
協議会 練馬ボランティアセ
社会福祉法人練馬社会福祉
協議会 練馬ボランティアセ

2000.08.06
1999.09.20
2000.03
1998.09.10
2001.1.25
1999.06
2003.8
1994.3
2007.06
2007.06
2007.03.20
2006.12.01
2005.05.18
1997.7
2000
1997.6
1998.03
1999.5
2003.7
1996.6

社会福祉法人杉並区社会福
祉協議会 杉並ボランティア
社会福祉法人三鷹市社会福
みたかボランティアセンター 事業報告書 2004年度
祉協議会 みたかボランティ
社会福祉法人府中市社会福
平成15年度 ボランティア活動推進事業報告書
祉協議会 府中ボランティア
社会福祉法人練馬区社会福
2003年度 練馬ボランティアセンター 活動レポート
祉協議会 練馬ボランティア
社会福祉法人練馬区社会福
2004年度 練馬ボランティアセンター 活動レポート
祉協議会 練馬ボランティア
社会福祉法人三鷹市社会福祉協議 社会福祉法人三鷹市社会福
みたかボランティアセンター 事業報告書 2003年度
会 みたかボランティアセンター
祉協議会 みたかボランティ
社会福祉法人 杉並区社会福祉協 社会福祉法人 杉並区社会
平成１０年度 杉並ボランティアセンター活動レポート
議会 杉並ボランティアセンター
福祉協議会 杉並ボランティ
社会福祉法人府中市社会福祉協議 社会福祉法人府中市社会福
平成13年度 ボランティア活動推進事業報告書
会 府中ボランティアセンター
祉協議会 府中ボランティア
社会福祉法人世田谷ボラン
1996年度 事業・決算・監査報告 年次レポート
ティア協会
利島村地域福祉活動計画策定委員 社会福祉法人利島社会福祉
私たちで考え、私たちでつくる 利島の福祉活動 やぐるま計画
会
協議会
社会福祉法人練馬区社会福
2000年度練馬ボランティアセンター 活動レポート
祉協議会 練馬ボランティア
社会福祉法人 練馬区社会
1999年度 練馬ボランティアセンター 活動レポート
福祉協議会 練馬ボランティ
平成11年度 杉並ボランティアセンター 活動レポート

96 ボランティア・センター活動レポート

社会福祉法人杉並区社会福祉協議
会 杉並ボランティアセンター
社会福祉法人三鷹市社会福祉協議
会 みたかボランティアセンター
社会福祉法人府中市社会福祉協議
会 府中ボランティアセンター

日野市ボランティア・センター

2000.7

2004.7
2005.9
2002.03
1999.06

1997.8
1999.5
2001.8
2000.5

日野市ボランティア・センター

社会福祉法人 府中市社会
福祉協議会 府中ボランティ
社会福祉法人檜原村社会福
社協30年のあゆみ
2002.05.19
祉協議会
社会福祉法人日野市社会福
1995.10
これからのボランティア活動を進めるために
祉協議会 日野市ボランティ
平成15年度 杉並NPO・ボランティア活動推進センター 活動レ 社会福祉法人杉並区社会福祉協議 社会福祉法人杉並区社会福
2004.7
ポート
会
祉協議会

平成12年度 ボランティア活動推進事業報告書

社会福祉法人 府中市社会福祉協
議会 府中ボランティアセンター

1993―1994年度 年次レポート

世田谷ボランティア協会

1994.06.01

オハイオから学ぶ ボランティアコーディネーター専門研修会報
告書

埼玉県社会福祉協議会 埼玉
2000.03
県ボランティアセンター
社会福祉法人杉並区社会福祉協議 社会福祉法人杉並区社会福
2001.08
平成１２年度 杉並ボランティアセンター活動レポート
会
祉協議会
練馬ボランティアセンター長期構想2001～ボランティア活動・市
社会福祉法人 練馬区社会
2001.1
民活動推進を目指して～
福祉協議会 練馬ボランティ
平成１３年度 杉並ボランティアセンター活動レポート

杉並ボランティアセンター

2002.7

2001年度 練馬ボランティアセンター活動レポート

練馬ボランティアセンター

2002.5

東京におけるボランティア活動推進のあり方 検討委員会報告
書

東京ボランティア・センター

1997.2.28

東京ボランティア・センター

1994.3

ボランティア・センター 研究年報’92-’93

杉並ボランティアセンター

東京ボランティア・センター

社会福祉法人東京都社会福
祉協議会 東京ボランティア・
社会福祉法人東京都社会福
祉協議会 東京ボランティア・
東京ボランティア・市民活動セ
ンター
社会福祉法人 東京都社会
福祉協議会 東京ボランティ
東京ボランティア・市民活動セ
ンター
東京ボランティア・市民活動セ
ンター
東京ボランティア・市民活動セ
ンター
東京ボランティア・市民活動セ
ンター
東京ボランティア・市民活動セ
ンター

「ボランティア・センター研究年報’96」
東京都内のボランティア・センター運営状況－平成10年度ボラ
ンティア・センター実情調査報告－
平成18年度 東京ボランティア・市民活動センター 事業レポー
ト ボランティア・市民活動の推進・支援・協働への取り組み
「大都市災害とボランティア・ネットワーク」－災害ボランティア
活動支援システム研究委員会報告書－
平成13年度 東京ボランティア・市民活動センター事業レポート
新しい風を受け、新しい風をおくる施設をつくろう！
東京ボランティア・市民活動センター20周年誌 未来への挑戦
新しい風を受け、新しい風をおくる施設をつくろう！
平成14年度東京ボランティア・市民活動センター事業レポート
東京都内のボランティア・センター運営状況

東京ボランティア・センター

東京都社会福祉協議会

1997.02
2000.03.31
2007.1
1998.03
2002.7.1
2002.1
2002.3
2002.1
2003.7.1
1996.3

東京ボランティア・市民活動セ
ンター
東京ボランティア・市民活動セ
相互自立の協働活動 ～子ども・青年のつどいとわかちあい～
ンター
平成18年度 東京ボランティア・市民活動センター 事業レポー
東京ボランティア・市民活動セ
ト ボランティア・市民活動の推進・支援・協働への取り組み
ンター
東京におけるボランティア活動推進のあり方 検討委員会報告
東京都社会福祉協議会 東京
書
ボランティア・センター
「第二次 ボランティア・市民活動推進5ヵ年プラン」と「社協ボラ 全国社会福祉協議会 全国ボランティ 全国社会福祉協議会 全国ボ
ンティア・市民活動センター強化・発展の指針」
ア活動振興センター
ランティア活動振興センター
社会福祉法人 東京都社会
ボランティア・センター 研究年報’97
福祉協議会 東京ボランティ
社会福祉法人 東京都社会
東京ボランティア・市民活動センター 研究年報’99
福祉協議会 東京ボランティ
東京ボランティア・市民活動セ
東京都内のボランティア・センター運営状況
ンター
東京都内のボランティア・センター運営状況 平成6年度ボラン
社会福祉法人東京都社会福
ティア・センター実状調査報告
祉協議会 東京ボランティア・
東京都内のボランティア・センター運営状況 都内ボランティア・
東京ボランティア・市民活動セ
センター実状調査報告 平成13年度版（平成12年度実績）
ンター
市民活動推進機関の役割と市民活動の創造

市民活動支援のあり方検討委員会報告書
区市町村社会福祉協議会 ボランティアセンターの基盤整備に
向けて
東京ボランティア・市民活動センター 研究年報’98
平成13年度 東京ボランティア・市民活動センター 事業レポー
ト
「ボランティア活動の考え方・推進のあり方について」
ネットはワークしているか ボランティア活動とネットワーク
東京におけるボランティア活動推進のあり方 検討委員会報告
書 本文編
東京におけるボランティア活動推進のあり方 検討委員会報告
書 本文編
東京におけるボランティア活動推進のあり方 検討委員会報告
書
東京都内のボランティア・センター運営状況
東京都内区市町村社会福祉協議会の現況 平成14年1月
ネットはワークしているか －ボランティア活動とネットワーク－
ボランティア・市民活動センター強化プラン 作成ガイド ボラン
ティア・市民活動センターの変革をめざして
東京都ボランティア・非営利団体の活動促進に関する懇談会
（中間報告）
東京都ボランティア・非営利団体の活動促進に関する懇談会
（中間報告）
東社協におけるボランティア活動推進の位置づけと課題
[市民が市民を支える」～地域の協働空間を生かした実践～
市民活動推進機関の役割と市民社会の創造
東社協におけるボランティア活動推進の位置づけと課題～「総
合的なボランティアセンター」（仮称）の運営をめぐって～
シニアボランティアコーディネーターマニュアル シニアが主体
の活動へ－発想の転換
平成１１年度 東京ボランティア・市民活動センター事業レポー
ト ボランティア・市民活動の推移・支援への取り組み
平成１２年度 東京ボランティア・市民活動センター事業レポー
ト ボランティア・市民活動の推移・支援への取り組み
東京におけるボランティア活動推進のあり方 検討委員会報告
書 本文編
東京都ボランティア・非営利団体の活動促進に関する懇談会
（中間報告）
ボランティアアドバイザーの役割と養成の進め方

市民活動支援のあり方検討委員会

東京ボランティア
東京都社会福祉協議会 東
京ボランティア・センター
社会福祉法人 東京都社会
福祉協議会 東京ボランティ
東京ボランティア・市民活動セ
ンター
社会福祉法人東京都社会福
祉協議会 東京ボランティア・

’96ぼらんてぃあ・めっせ・東京 研究
東京ボランティア・センター
フォーラム
社会福祉法人東京都社会福
祉協議会 東京ボランティア・
社会福祉法人東京都社会福
祉協議会 東京ボランティア・
社会福祉法人東京都社会福
祉協議会 東京ボランティア・
東京ボランティア・市民活動セ
ンター
社会福祉法人東京都社会福
祉協議会
’９６ ぼらんてぃあ・めっせ・東京 研
東京ボランティア・センター
究フォーラム
東京ボランティア・市民活動セ
坂本文武
ンター
東京都生活文化局コミュニ
ティ文化部振興計画課
東京都生活文化部コミュニ
ティ文化部振興計画課
社会福祉法人東京都社会福
祉協議会
東京ボランティア・市民活動セ
ンター
東京ボランティア・市民活動セ
ンター
社会福祉法人東京都社会福
祉協議会 東社協のボラン
東京ボランティア・センター

2004.03.31
2003.03
2007.1
1997.2
2001.8
1998.3
2000.3
2000.12
1996.3
2002.1
1998.3
1994.3
1999.3
2002.7
1995.3
1996.11
1997.2
1997.2
1997.2
2003.3
2002.1
1997.03.31
2003.3
1996.12
1996.12
1998.3
2002.3
2004.3
1998.03
1993.03

東京ボランティア・市民活動セ
2000.04.28
ンター
東京ボランティア・市民活動セ
2001.07.28
ンター
東京都社会福祉協議会
東京都生活局コミュニティ文
化部振興計画課
全国社会福祉協議会 全国
ボランティア活動振興セン

1997.2.28
1996.12
1995.3

ボランティア活動年報 １９９８年（ボランティアセンター事業年
報）［１９９７年度実績／１９９８年3月現在］
ボランティア活動プログラム開発ワークブック

社会福祉法人 全国社会福祉協議
会 全国ボランティア活動振興セン
ボランティアコーディネーター研修開
発研究委員会

参加型福祉社会をめざして ボランティア活動振興の新たな展
厚生省社会・援護局地域福祉課
開

社会福祉法人 全国社会福
1999.03
祉協議会 全国ボランティア
社会福祉法人全国社会福祉
2000.11.17
協議会
全国社会福祉協議会

社会福祉法人全国社会福祉
協議会全国ボランティア活動
ボランティアコーディネーターのためのボランティアグループ支 ボランティアコーディネーター研修プ 社会福祉法人 全国社会福
援の基礎知識
ログラム教材開発研究委員会
祉協議会 全国ボランティア
ボランティアコーディネーターのためのボランティア活動プログ ボランティアコーディネーター研修プ 社会福祉法人 全国社会福
ラム開発ワークブック
ログラム教材開発研究委員会
祉協議会 全国ボランティア
ボランティアコーディネーター研修プ 社会福祉法人全国社会福祉
ボランティアグループ支援の基礎知識
ログラム教材開発研究委員会
協議会
ボランティアコーディネーター研修プ 社会福祉法人 全国社会福
ボランティアコーディネーターのための相談活動の基礎知識
ログラム教材開発研究委員会
祉協議会 全国ボランティア
社会福祉法人 全国社会福
社会福祉協議会 ボランティアセンターガイド
祉協議会 全国ボランティア
平成１０年度 市区町村ボランティアセンター活動事業関係調 社会福祉法人 全国社会福祉協議 社会福祉法人 全国社会福
査報告書
会 全国ボランティア活動振興セン
祉協議会 全国ボランティア
「第二次 ボランティア・市民活動推進5カ年プラン」と「社協ボラ
社会福祉法人 全国社会福
ンティア・市民活動センター強化・発展の指針」
祉協議会 全国ボランティア
市区町村ボランティアセンター活動事業関係資料 平成１１年
社会福祉法人 全国社会福
度
祉協議会 全国ボランティア
NPO/市民のための協働コーディネーター、ファシリテーター養 特定非営利活動法人NPO研修・情報 特定非営利活動法人NPO研
成講座 報告書
センター
修・情報センター
市民社会の創造とボランティアコーディネート～今こそ、多様性
全国ボランティア・コーディ
山梨県ボランティアセンター
をむすぶとき～
ネーター研究集会’98実行委
社会人のボランティア活動推進ハンドブック

財団法人 日本総合研究所

1994.03.04
2000.3
1999.3
1999.03
2000.02.25
1999.3
2000
1999.03
2001.08

2003.3

学生ボランティア関連資料
平成１７年度 学生ボランティア活動の支援事業に関する報告
独立行政法人 日本学生支援機構
書

独立行政法人 日本学生支
援機構
学校法人 敬心学園 日本福
ボランティアのあゆみ－ボランティア・コーナー報告書－
祉教育専門学校
早稲田学生ボランティアセンター事務 早稲田学生ボランティアセン
早稲田学生ボランティアセンター ２０００年度活動報告書
局
ター
日本児童教育専門学校ボランティア 日本児童教育専門学校ボラ
What's Volunteer？ ーボランティアセンターの５年ー
センター
ンティアセンター
早稲田学生ボランティアセンター事務 早稲田学生ボランティアセン
早稲田ボランティアセンター2000年度活動報告書
局
ター
平成16年度 「学生ボランティア活動の支援事業に関する報告
独立行政法人 日本学生支
独立行政法人 日本学生支援機構
書」
援機構

2006.3
1991.03.29
2001.07.15
1992.3.20
2001.7.15
2005.3

実践研究討議「学生から見た大学のボランティア支援」

財団法人 内外学生センター

財団法人 内外学生センター 2003.8

民間ボランタリー・セクターの役割と課題 日英比較

グレイトブリテン・ササカワ財団

グレイトブリテン・ササカワ財
1998.3
団

NIRA研究報告書 ボランティア等の支援方策に関する総合的
研究
高齢者や障害者などへのサポートマニュアル

総合研究開発機構
社会福祉法人 東京都社会福祉協
議会

食の福祉的支援 在宅高齢者や障害者のくらしを支えるために
高齢者や障害者などへのサポートマニュアル
障害児における家族・地域システム構築に関する調査研究
百姓体験のすすめ 百姓体験が 人を育てる 地域を変える

社会福祉法人 東京都社会
福祉協議会
社会福祉法人 東京都社会
福祉協議会
社会福祉法人 東京都社会
福祉協議会

社会福祉法人 東京都社会福祉協
議会
峯島紀子 社会福祉法人 全国心身
財団法人 こども未来財団
障害児福祉財団 中央愛児園 園長
NPO法人 はっくるべりーじゃ
む
社会福祉法人 全国社会福祉協議 社会福祉法人 全国社会福
会 全国ボランティア活動振興セン 祉協議会 全国ボランティア

ボランティア・市民活動実践事例集 地域に根ざすボランティ
ア・市民活動 2007
地域に発信！ボランティア１・２・３ 全国の自治体・児童館にお
こどもの城 企画研修部
ける中高生活動の実態調査 「資料編」
第21回ニッセイ財団シンポジウムの記録集 「高齢社会を共に
生きる」 -みんなが健康で安心して暮らせるまちづくりTKK高次脳機能障害シンポジウム報告書 「ここからつくろう!支
東京高次脳機能障害協議会（TKK)
援と啓発」 ～オーストラリア BIAQの実践から学ぶ～

1997.03.03
2008.01
2007.03
2008.01
2008.02
2008.02
2008.03

こどもの城

2008.03.01

財団法人 日本生命財団

2008.02.10

理事長 細見みゑ

2007.11.27

ボランティア活動 年報 2006 ボランティア活動のいま

社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 全国ボランティア

2007.03

障がい者の想いと生活 佐藤 映の絵画から

自立支援センター・北

明治学院大学ボランティアセ
2008.03.31
ンター
北区ボランティアセンター開設 10周 社会福祉法人 北区社会福
北区ボランティアセンター 10年のあゆみ
年記念行事準備委員会
祉協議会 北区ボランティア
東京ボランティア・センター 北区社
シニアボランティア入門講座
東京ボランティア・センター
1994.01.29
会福祉協議会
自立生活センター・北 五周年実行 自立生活センター・北（CIL・
2005.10.15
共に生きる -自立生活センター・北 五年の歩み委員会
北） 特定非営利活動法人
社会福祉法人 北区社会福
2006.03
第2次 北社協地域福祉活動計画 北社協発展・強化計画
祉協議会
第2次 北社協地域福祉活動計画 北社協発展・強化計画
社会福祉法人 北区社会福
2006.03
【概要版】
祉協議会
東南アジア保育支援報告書 －実行委員会・活動の記録－
東南アジア保育支援事業実行委員 東南アジア保育支援実行委
2006.03.24
十周年記念号
会 記録部会
員会
コミュニティーでの実践的な学習を通して「市民であること」を探
社会福祉法人 東京都社会
2000.03.30
求する ～先生のための手引書～
福祉協議会 東京ボランティ
コミュニティーでの実践的な学習を通して「市民であること」を探
社会福祉法人 東京都社会
2000.03.30
求する ～生徒のためのガイドブック～
福祉協議会 東京ボランティ
明治学院大学 ボランティアセンター報告書 第4号

響き合う 21世紀につなぐ 五周年記念号
絵宙人 エチュード
扉を開いて 10周年記念号
米国患者家族滞在施設ネットワーク 研修報告書
土と手と炎のハーモニー 10th Anniversary 北区陶芸展10年
のあゆみ
SPIRIT OF COMMUNITY ボランティア・スピリット賞 ～地域
社会に貢献する青少年を応援します～
環境パートナーシップ概況 2005

関口北洞

北区女性のネットワーク

2000.04.22

北洞庵

2005.12.08

北区男女共同参画推進ネットワーク 北区男女共同参画推進ネット
2004.12.04
広報部
ワーク 代表 木村芙紗子
岩部敦子・植田洋子・小澤千尋・小山
NPOファミリーハウス
2007.12
健太・知久佳子・藤井ゆり・水村裕美
北区陶芸会

地球環境パートナーシッププラザ
（GEIC)

農業農村の多面的機能を活用した環境教育 「田んぼの学校」
「田んぼの学校」支援センター
活動事例集 －第8回「田んぼの学校」企画コンテスト入賞地区
第20回ニッセイ財団シンポジウムの記録集「高齢社会を共に生
きる」 －共に支え合う地域コミュニティづくり－

2005

ボランティア・スピリット賞事務
局
地球環境パートナーシッププ
2005.03.31
ラザ（GEIC)
社団法人農村環境整備セン
2008.02
ター
財団法人日本生命財団

2007.02.05

平成19年度 NPO活動実態・意向調査報告書

株式会社ちばぎん総合研究所

千葉県環境生活部NPO活動
2008.03
推進課

声を届ける 音読・朗読・群読の授業

高橋俊三

三省堂

2008.04.15

点字・点訳基本入門 点字に興味を持ったら、最初に読む一冊 当山 啓

㈱産学社

2008.03.31

あゆみの箱 芸能人が始めたボランティア

野田洋典

KTC中央出版

2002.09.16

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2010編 緒方貞
子、五月女光弘、堀内光子、他

明石書店

2005.09.20

伝わる声の出し方・話し方

飯島晶子

日本実業出版社

2008.03.01

メイク・ア・ウィッシュの大野さん

大野寿子

メディアファクトリー

2006.02.28

恋するようにボランティアを ［優しき挑戦者たち］

大熊由紀子

ぶどう社

2008.04.26

回収ルートをたどる旅

枝廣淳子

七つ森書館

2007.08.01

熟年介護日誌 病人が病人を看るということ

小林弘忠

NHK出版

2007.06.25

パラリンピック金メダリストの挑戦 壁なんて破れる

大日方邦子

NHK出版

2006.06.25

社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 出版部

2008.07.01

月刊福祉 ７月号（2008年）
シミュレーション「ひょうたん島問題」

藤原孝章

明石書店

2008.02.05

居場所のちから 生きてるだけですごいんだ

西野博之

教育史料出版会

2007.10.01

砂漠の国から フォフォー

中川なをみ

くもん出版

2006.08.22

ごんださん、ハイお弁当！

清水道尾

小峰書店

2000.06.15

社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 出版部

2008.08.01

月刊福祉 8月号（2008年）

2006年度 第5回「盲導犬ベルナ」読書感想文コンクール入賞
作品集 「心の目」をありがとう。
2007年度 第6回「盲導犬ベルナ」読書感想文コンクール入賞
作品集 「心の目」をありがとう。

社会福祉法人 全国社会福
2008.09.01
祉協議会 出版部
第5回「盲導犬ベルナ」読書感想文コ 第5回「盲導犬ベルナ」読書感
2007.03.01
ンクール 実行委員会
想文コンクール 実行委員会
第6回「盲導犬ベルナ」読書感想文コ 第6回「盲導犬ベルナ」読書感
2008.03.01
ンクール 実行委員会
想文コンクール 実行委員会

地域の力 －食・農・まちづくり

大江正章

岩波新書

2008.04.24

黒い虹よ、七色に 今も阪神淡路大震災とたたかう遺児たち

文、今関信子 絵、菊池恭子

佼成出版社

2002.01.30

ホスピタリティをみがく本

ホスピタリティ・トレーニング研究会

遊戯社

2007.09.10

1％ あなたはその中にいますか。

財津昌樹

光村印刷株式会社

2007.12.01

月刊福祉 9月号（2008年）

2006年（平成18年）度 練馬ボランティア・市民活動センター
活動レポート

社会福祉法人 練馬区社会
2008.03
福祉協議会 練馬ボランティ
社会福祉法人 全国社会福
2008.10.01
祉協議会 出版部

月刊福祉 10月号（2008年）
社会人のための精神保健福祉士（PSW）

青木聖久

学文社

2007.11.30

環境問題と環境思想

岩佐茂

創風社

2008.04.15

世界と恋するおしごと 国際協力のトビラ

山本敏晴

小学館

2007.09.25

「多文化パワー」社会 多文化共生を超えて

毛受敏浩、鈴木江理子

明石書店

2007.09.25

平成19年度 地域における高校生の奉仕活動の実施に関する
社団法人 日本青年奉仕協会
調査研究事業 報告書
月刊福祉 11月号（2008年）

社団法人 日本青年奉仕協
会
社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 出版部

2008.03
2008.11.01

ここからはじめるNPO会計・税務

松原明・水口剛・赤塚和俊

ぎょうせい

2008.05.10

世界があっと驚く 江戸の元祖エコ生活

菅野俊輔

青春出版社

2008.07.01

コミュニティ・カフェをつくろう！

WAC（社団法人 長寿社会文化協
会）

学陽書房

2007.12.10

社会的責任の時代－企業・市民社会・国連のシナジー

功刀達朗・野村彰男

東信堂

2008.04.10

日米センターNPOフェローシップ －第8期フェロー研修報告書
国際交流基金日米センター
－

国際交流基金日米センター

2008.09

社会貢献活動年間報告書 AJOSC's 2007

全日本社会貢献団体機構

全日本社会貢献団体機構

2008.07.17

NGO発、「市民社会力」新しい世界モデルへ

長坂寿久

明石書店

2007.10.26

地域防災とまちづくり －みんなをその気にさせる災害図上訓
練－

瀧本浩一

イマジン出版

2008.05.09

子どもエコ 自然観察ガイド

阿部治・高橋康夫・柳澤玲一郎

東京書籍

2008.09.03

ルポ 貧困大国アメリカ

堤未果

岩波新書

2008.02.25

社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 出版部
早稲田大学平山郁夫記念ボ
ランティアセンター（WAVOC)
早稲田大学平山郁夫記念ボ
ランティアセンター（WAVOC)
早稲田大学平山郁夫記念ボ
ランティアセンター（WAVOC)
早稲田大学平山郁夫記念ボ
ランティアセンター（WAVOC)
早稲田大学平山郁夫記念ボ
ランティアセンター（WAVOC)

月刊福祉 12月号（2008年）
教育協力 ～日本と世界の取り組みから～
保健医療

兵藤智佳

環境ボランティア

岩井雪乃

平和構築
体験的な学習とサービス・ラーニング

和栗百恵

子どもたちに寄り添う カンボジア－薬物・HIV・人身売買との闘
工藤律子：文
い

2004.03
2007.03
2006.03
2005.03
2008.03

JULA出版局

2008.07.01

あけび書房

2008.08.01

体験交流型ツーリズムの手法 地域資源を活かす着地型観光 大社 充

学芸出版社

2008.06.30

プラスチックごみは燃やしてよいのか －温暖化を進めるサー
青木 泰
マルリサイクル－

リサイクル文化社

2008.06.25

病気になってもいっぱい遊びたい

坂上和子

篠田有史：写真

2008.12.01

社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 出版部

月刊福祉 1月号（2009年）

地球温暖化、しずみゆく楽園ツバル ～あなたのたいせつなも
山本敏晴(写真・文）
小学館
のはなんですか？～
がんばる地域のコミュニティ・ビジネス 起業ワークショップのす
細内信孝
学陽書房
すめ
ジュディス・スターン＆ウージ・ベン＝
東京書籍
いろんな学び方、あるんだね！ 子どものためのLDガイド
アミ：著、黒川由美：訳、はやし・ひろ：
NPO法人のつくり方・運営のしかた

宮入賢一郎、森田真佐男

日本実業出版社
社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 出版部
社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 出版部

月刊福祉 2月号（2009年）
月刊福祉 3月号（2009年）

2009.01.01
2008.07.01
2008.07.10
2008.06.28
2008.05.01
2009.02.01
2009.03.01

障害者スポーツの世界 アダプテッド・スポーツとは何か

藤田紀昭

角川学芸出版

2008.07.25

福祉国家デンマークのまちづくり－共同市民の生活空間

小池直人、西 英子

かもがわ出版

2007.12.20

アイヌ式エコロジー生活 治造エカシに学ぶ、自然の知恵

さとうち藍

小学館

2008.07.06

小さな命からの伝言

アグネス・チャン

新日本出版社

2004.12.20

ボランティア・市民活動実践事例集 地域に根ざすボランティ
ア・市民活動 2008
農業農村の多面的機能を活用した環境教育「田んぼの学校」
「田んぼの学校」支援センター
活動事例集 －第9回「田んぼの学校」企画コンテスト入賞地区
月刊福祉 4月号（2009年）
市民のための体験的防災・災害対応訓練
ブレーメンの挑戦 ～新福祉論が目指すまちづくり

ブレーメンの挑戦編集委員会

社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 全国ボランティア
社団法人 農村環境整備セン
ター
社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 出版部
東京ボランティア・市民活動セ
ンター

2009.01
2009.01
2009.04.01
2008.02

ぎょうせい

2007.12.24

コミュニティ・カフェと市民育ち －あなたにもできる地域の縁側
陣内雄次、荻野夏子、田村大作
づくり

萌文社

2007.09.20

デリー 路上生活の子どもたちと

てらいんく

2008.06.30

財団法人日本生命財団

2009.02.15

牧野由紀子

第22回ニッセイ財団シンポジウムの記録集「高齢社会を共に生
きる」 －みんなが健康で楽しく暮らせるまちづくり－
協働ハンドブック 先進事例に学ぶ、地域力の育成ノウハウ
ボランティア・市民活動実践事例集 地域に根ざすボランティ
ア・市民活動 2008

社会福祉法人 全国社会福祉協議
会 全国ボランティア活動振興セン

明治学院大学 ボランティアセンター報告書 第5号
月刊福祉 5月号（2009年）
北区の挑戦！区民とともに歩む図書館を目指して －北区立
図書館70周年記念誌－

70周年記念誌実行委員会

地域紹介・観光ボランティアガイド 新活動の手引き

大田区 区民生活部 区民・
国際交流課
社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 全国ボランティア活
明治学院大学ボランティアセ
ンター
社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 出版部

2009.01
2009.01
2009.03.31
2009.05.01

北区立中央図書館

2009.03.31

社団法人 日本観光協会

2008.07

子どもとシニアが元気になる絵本の読み聞かせガイド 現役シ 世代間交流プロジェクト「りぷりんと・
株式会社 ライフ出版社
ニアボランティアが選んだ「何度でも読んであげたい絵本」101 ネットワーク」

2008.08.08

デフアート絵本 手話で生きたい

株式会社 生活書院

2008.11.15

共立出版株式会社

2000.09.25

乗富秀人

都市の水辺と人間行動 －都市生態学的視点による親水行動
畔柳昭雄、渡邉秀俊
論－
平成20年度 東南ｱｼﾞｱ保育支援 報告書ー実行委員会・活動 東南アジア保育支援実行委員会記
の記録ー
録部会
ボランティア活動年報2007 ～ボランティア活動のいま～
月刊福祉 6月号（2009年）
元気が最高のボランティア 元気に百歳 第9号

「元気に百歳」クラブ 代表幹事 和
田譲次

子育て支援の心理学 －家庭・園・地域で育てる

無藤 隆、安藤智子

心を育てる 地域・観光・人間力の教育 ～そうじいさまが語る
吉川美貴
「むらかみ町おこしのお話」～
グレゴリー・カヘーテ
インディアンの環境教育
者）

塚田幸三（訳

東南アジア保育支援実行委
2009.03.25
員会
社会福祉法人全国社会福祉
2008.03
協議会 全国ボランティア活
社会福祉法人 全国社会福
2009.06.01
祉協議会 出版部
夢工房

2008.10.10

有斐閣

2008.10.05

明治図書出版株式会社

2009.02

日本経済評論社

2009.02.20

千葉県NPO活動推進計画（平成21～23年度） ～思いをちから
千葉県環境生活部NPO活動
千葉県環境生活部NPO活動推進課
に ちからをうねりに～
推進課
特定非営利活動法人さいたまNPOセ 特定非営利活動法人さいた
あったらいいな みんなの場
ンター 地域を元気にする居場所・拠 まNPOセンター 地域を元気
社会福祉法人 全国社会福
月刊福祉 7月号（2009年）
祉協議会 出版部
NPO法人 コミュニティビジネスサ
NPO法人 コミュニティビジネ
コミュニティビジネス・地域コーディネートハンドブック
ポートセンター
スサポートセンター

2009.03
2009.03
2009.07.01
2009.03

災害ボランティア論入門

菅磨志保、山下祐介、渥美公秀

弘文堂

2008.12.15

読書ボランティア－活動ガイド－

広瀬恒子

一声社

2008.12.25

挑戦！ あすなろの夢を追って「ボランティアの世界」を拓く

堀田力

東京新聞出版局

2008.10.15

社会福祉法人 全国社会福
2009.08.01
祉協議会 出版部
特定非営利活動法人ホール
2009.06.20
ファミリーケア協会

月刊福祉 8月号（2009年）
月刊 傾聴ボランティア 平成21年（2009年） 6月号

地雷に奪われた夢 車椅子がくれた希望 NGOが国際支援の 特定非営利活動法人 難民を助ける
扶桑社
2009.04.20
現場で出会った13の物語
会
インデックス・コミュニケーショ
2009.03.31
隠れた能力をどこまでも引き出す 苫米地式コーチング
苫米地英人
ンズ
NPO実践マネジメント入門

パブリックリソースセンター

平成20年度児童関連サービス調査研究等事業 障害児におけ
峯島紀子
る家族・地域支援システム構築に関する調査研究 報告書
ボランティア・市民活動 助成ガイドブック
月刊福祉 9月号（2009年）
月刊 傾聴ボランティア 平成21年（2009年） 7月号

東信堂

2009.04.20

財団法人こども未来財団

2009.03

東京ボランティア市民活動セ
2008.06
ンター、東京都社会福祉協議
社会福祉法人 全国社会福
2009.09.01
祉協議会 出版部
特定非営利活動法人ホール
2009.07.20
ファミリーケア協会

江戸のびっくり省エネ生活

石川英輔

すずき出版

2009.03.31

2時間でできる心肺蘇生法トレーニング

田中秀治

大修館書店

2008.06.01

ボクらの居場所はここにある！

NPO法人フリースクール全国ネット
ワーク

東京シューレ

2009.02.01

観光まちづくり まち自慢からはじまる地域マネジメント

西村幸夫

学芸出版社

2009.02.10

社会福祉法人 全国社会福
2009.10.01
祉協議会 出版部
特定非営利活動法人ホール
2009.08.20
ファミリーケア協会

月刊福祉 10月号（2009年）
月刊 傾聴ボランティア 平成21年（2009年） 8月号
アートボランティア 横浜スタイル

則武優、茂木功

美術出版社

2009.05.31

幸せの種をまく コーチング・ワークショップ

高木善之

PHP研究所

2009.04.06

防災・救急に役立つ日用品活用法

羽田道信

風媒社

2009.05.30

江戸のおどろきリサイクル生活

石川英輔

すずき出版

2009.04.01

江戸のゆったりスローライフ

石川英輔

すずき出版

2009.04.01

社会福祉法人 全国社会福
2009.11.01
祉協議会 出版部
特定非営利活動法人ホール
2009.09.20
ファミリーケア協会

月刊福祉 11月号（2009年）
月刊 傾聴ボランティア 平成21年（2009年） 9月号
エコシフト チャーミングに世界を変える方法

マエキタ ミヤコ

講談社現代新書

2006.11.20

NPOは公共サービスを担えるか －次の10年への課題と戦略
後 房雄
－

法律文化社

2009.05.10

イラストでわかる視覚障害者へのサポート

国際視覚障害者援護協会

読書工房

2009.03.24

地球のスイッチ

文：吉澤 到・大倉 誠一、デザイン・ ブルース・インターアクション
絵：平野 光太郎・富田 耕平・横山 ズ

2006.10.01

「環境」都市の真実 江戸の空になぜ鶴は飛んでいたのか

根崎 光男

講談社

2008.12.20

日経印刷株式会社

2007.09.25

あなたの暮らしが世界を変える－持続可能な未来がわかる絵
阿部 治・野田 研一
本

みんなが知りたい！「環境問題」がわかる本

カルチャーランド

江戸のくらしから学ぶ『もったいない』 第1巻 ゴミをへらす知恵 秋山浩子：文
江戸のくらしから学ぶ『もったいない』 第2巻 快適にすごす工
秋山浩子：文
夫
江戸のくらしから学ぶ『もったいない』 第3巻 ムダを出さない
秋山浩子：文
社会
地球ふしぎはっけんシリーズ1 空とぶメダカ 絶滅危惧種メダ
中村 滝男
カのふしぎ

メイツ出版株式会社

2008.07.20

伊藤まさあき：絵

汐文社

2008.12

伊藤まさあき：絵

汐文社

2009.03

伊藤まさあき：絵

汐文社

2009.04

ポプラ社

1999.10

自然とあそぼう 田んぼの楽校

湊 秋作

山と渓谷社

2004.05.15

自然とあそぼう 森の楽校

小林 毅

山と渓谷社

2004.08.01

いきものがたり－生物多様性 11の話

企画監修：山本良一、編著：Think the
ダイヤモンド社
Earthプロジェクト

2007.04.05

地球環境 子ども探検隊⑤ 水といのちを考えよう

左巻 健男

1999.07

社会福祉法人 全国社会福
2009.12.01
祉協議会 出版部
特定非営利活動法人ホール
2009.10.20
ファミリーケア協会

月刊福祉 12月号（2009年）
月刊 傾聴ボランティア 平成21年（2009年） 10月号
住んでみたい街づくりの賢人たち 東京都江戸川区の挑戦！

フレーベル館

小久保 晴行

イースト・.プレス

2009.11.10

「街よ！元気になれ」企画編集委員
会
「東大病院にこにこボランティア」15年間のあゆみ ボランティア 国立大学法人：東京大学医学部附属
15周年記念誌
病院
2008年度「こげさわ調査クラブ」報告書 「市民参加の森づくり 特定非営利活動法人 森づくりフォー
活動における森林施業ガイドライン」実践活動
ラム

財団法人 北区まちづくり公
2009.10.15
社
国立大学法人：東京大学医
2009.10
学部附属病院
特定非営利活動法人 森づく
2009.03.31
りフォーラム

あおぞらの星2 －夜回り先生と生きる

日本評論社

街よ！ 元気になれ 地域特集号・総集編 2003～2008

水谷 修

高校生のための国際協力入門－世界を感じて、足元を見つめ 秋田市立秋田商業高等学校 ビジネ
アルテ
なおす
ス実践・国際協力課
シリーズ防災を考える2 防災の心理学－ほんとうの安心とは
仁平 義明
東信堂
何か
社会福祉法人 全国社会福
月刊福祉 1月号(2010年）
祉協議会 出版部
特定非営利活動法人ホール
月刊 傾聴ボランティア 平成21年（2009年） 11月号
ファミリーケア協会
国際協力ガイド 2010

2009.02.15
2008.10.25
2009.03.31
2010.01.01
2009.11.20

国際開発ジャーナル社

2008.10.20

学校ボランティアコーディネーション

長沼 豊

筒井書房

2009.06.10

フードバンクという挑戦 貧困と飽食のあいだで

大原 悦子

岩波書店

2008.10.15

傾聴術 ひとりで磨ける“聴く”技術

古宮 昇

誠信書房

2009.03.19

社会福祉法人 全国社会福
2010.02.01
祉協議会 出版部
特定非営利活動法人ホール
2009.12.20
ファミリーケア協会

月刊福祉 2月号(2010年）
月刊 傾聴ボランティア 平成21年（2009年） 12月号
はじめに読む ADHDの本

榊原 洋一

ナツメ社

2009.04.30

防災・救急に役立つロープワーク

羽田 道信

風媒社

2008.06.30

月刊福祉 3月号(2010年）
月刊 傾聴ボランティア 平成22年（2010年） 1月号
小さな改革 －インドシルクという鎖につながれる子どもたち－ ヒューマン・ライツ・ウォッチ
シリーズ防災を考える1 防災の社会学 －防災コミュニティの
吉原 直樹
社会設計に向けて－
ペルーの子どもたちに算数ドリルを！ －平凡な主婦がNGOを
梶田 雅子
立ちあげた
月刊福祉 4月号(2010年）
月刊 傾聴ボランティア 平成22年（2010年） 2月号

社会福祉法人 全国社会福
2010.03.01
祉協議会 出版部
特定非営利活動法人ホール
2010.01.20
ファミリーケア協会
創成社

2009.03.31

東信堂

2008.12.30

協同出版

2007.08.01

社会福祉法人 全国社会福
2010.04.01
祉協議会 出版部
特定非営利活動法人ホール
2010.02.20
ファミリーケア協会

花も花なれ、人も人なれ－ボランティアの私

細川 佳代子

角川書店

2009.03.31

セラピストのためのストレスケア入門

奥田 弘美

BABジャパン

2009.04.10

ぼくをわかって！

阿蘭 ヒサコ、冨部 志保子

NTT出版

2010.03.18

あした笑顔になあれ －夜回り先生の子育て論

水谷 修

日本評論社

2008.04.10

社会福祉法人 全国社会福
2010.05.01
祉協議会 出版部
特定非営利活動法人ホール
2010.03.20
ファミリーケア協会

月刊福祉 5月号(2010年）
月刊 傾聴ボランティア 平成22年（2010年） 3月号
地域力の再生へ －人間主体のまちづくり

栗原 一

平原社

小暮 真久

日本能率協会マネジメントセ
2009.03
ンター

山本 敏晴

小学館

2009.12.01

市川市1％支援制度記録チーム

ぎょうせい

2009.10.30

北野 大、ビートたけし

あ・うん

2010.04.12

『防災コミュニティ－現場から考える安全・安心な地域づくり』

中村 八郎・森勢 郁生・岡西 靖

自治体研究社

2010.04.05

オジサンにも言わせろ NPO

玉村 豊男

東京書籍

2009.07.06

「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
HIV／エイズとともに生きる子どもたち ケニア ～あなたのた
いせつなものはなんですか？～
新1％の向こうに見えるまちづくり 市川市市民活動団体支援
制度の5年間
北野大VSビートたけしの新環境文化論 もったいないね この
バチ当たりめ！

月刊福祉 6月号(2010年）
月刊 傾聴ボランティア 平成22年（2010年） 4月号
ありがとう 子どもは悪くない！ やんちゃ和尚 これで子どもは
廣中邦充
救われる

2009.03.15

社会福祉法人 全国社会福
2010.06.01
祉協議会 出版部
特定非営利活動法人ホール
2010.04.20
ファミリーケア協会
日本標準

2010.04.15

農山漁村文化協会

2002.03.31

これは本当のアフリカのお話しです －大好きで、いとおしいあ
徳永 瑞子
なたへ－

青海社

2009.04.01

森からみる地球の未来 4 水と土をはぐくむ森

文研出版

1997.12.01

そだてて あそぼう〔40〕 土の絵本 ⑤環境をまもる土

生まれかわったスイカのカワくん
子どもたちに、ほほえみを
月刊 傾聴ボランティア 平成22年（2010年） 5月号
月刊福祉 7月号(2010年）
近頃の若者はなぜダメなのか 携帯世代と「新村社会」

社団法人 日本土壌肥料学会

太田 猛彦、松井 光瑤

さいとうやすこ・伊万里はちがめプラ
NPO伊万里はちがめプラン
ン絵本製作実行委員会
特定非営利活動法人モバイル・コミュ
NTT出版
ニケーション・ファンド
特定非営利活動法人ホール
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 出版部
原田 曜平

2003.10
2009.07.02
2010.05.20
2010.07.01

光文社

2010.03.10

こころの病気がわかる絵本②〔強迫性障害〕てあらいがとまらな
宮田雄吾・ぶん、霜田あゆ美・え
いアライグマ

情報センター出版局

2010.02.18

新聞エコバッグの作り方

小学館

2010.04.25

「廃校」に地域力がはじけるとき -「協働」が開花する地域NPO
竹内 敏、上平 泰博
立 子ども交流センター

萌文社

2009.10.10

あなたと家族の命を守る 目からウロコの防災新常識

ぎょうせい

2010.02.01

坂上 政子

山村 武彦

農業農村の多面的機能を活用した環境教育 「田んぼの学校」
「田んぼの学校」支援センター
活動事例集 -第10回「田んぼの学校」企画コンテスト入賞地区

社団法人 農村環境整備セン
ター
阿部美代カウンセリングセミ
ことばとこころ －子育て 人育て 国育て－
阿部 美代
ナー 冊子プロジェクト
いなほクラブ、魚類調査隊、草刈り楽 赤羽自然観察公園ボランティ
赤羽自然観察公園 活動10周年記念誌
しみ隊、自然観察会、多目的広場利 アの会運営事務局
赤羽自然観察公園 イヤーブック Ｖｏｌ．2 １９９８年１月～１９ 赤羽自然観察公園ボランティアの会 赤羽自然観察公園ボランティ
９９年３月（開園）の記録
運営事務局 広報係
アの会運営事務局
みんなでつくろう自然観察公園 -（仮）赤羽自然観察公園づくり
自然環境保全分科会 コアス
自然環境保全分科会 コアスタッフ
’97年のあしあとタッフ
特定非営利活動法人ホール
月刊 傾聴ボランティア 平成22年（2010年） 6月号
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
月刊福祉 8月号(2010年）
祉協議会 出版部

2010.02
2009.07.01
2010.02.01
2000.05
1998.08
2010.06.20
2010.08.01

手話を学ぶ人に贈る 目からウロコの手話

長谷川 達也

かもがわ出版

2010.01.10

生きるための読み書き 発展途上国のリテラシー問題

中村 雄祐

みすず書房

2009.09.25

人づくりから始まるまちづくり 子育ての視点から

助川 直人

東京図書出版会

2010.01.20

社会起業家のための NPO新公益法人Q＆A 仕組みの違い
から優遇税制まで

脇坂 誠也

三和書房

2009.12.25

15歳のためのグローバリゼーション

正井泰夫：監修、Earth Atlas編集委
幻冬舎
員会：編著

2009.09.25

教育フォーラム44 <いのち>の教育

梶田叡一（人間教育研究協議会）

金子書房

2009.08.25

山・川・海の環境社会学 地域環境にみる<人間と自然>

大野 晃

文理閣

2010.04.10

カンボジア 子どもたちとつくる未来 写真で見る国際協力の30 特定非営利法人 幼い難民を考える
毎日新聞社
年
会

2010.01.30

池上彰のニュースに登場する世界の環境問題 ④ゴミ

2010.04

池上 彰

さ・え・ら書房

社会福祉法人 全国社会福
2010.09.01
祉協議会 出版部
特定非営利活動法人ホール
2010.07.20
ファミリーケア協会

月刊福祉 9月号(2010年）
月刊 傾聴ボランティア 平成22年（2010年） 7月号
生きたことばの力とコミュニケーションの回復

秦野 悦子：編

金子書房

2010.04.20

なぜ若者は保守化するのか 反転する現実と願望

山田 昌弘

東洋経済新報社

2009.12.03

シリーズ防災を考える4 防災の法と仕組み

生田 長人：編

東信堂

2010.03.31

親子でつくる パッケージクラフト

高橋 和真

ロコモーションパブリッシング 2010.07.31

みんなが知りたい！地球と環境がわかる本

北原 義昭、菅原 紀生

メイツ出版

2010.07.15

フィールドワークからの国際協力

荒木 徹也、井上 真

（京都）昭和堂

2009.06.30

幸せを届けるボランティア 不幸を招くボランティア

田中 優

河出書房新社

2010.07.30

北海道盲導犬物語－人を支える犬たちと犬を支える人々と

菅井 亜沙子

長崎出版

2010.02.10

ぼくは12歳、路上で暮らしはじめたわけ。－私には何ができま
すか？その悲しみがなくなる日を夢見て

国境なき子どもたち

合同出版

2010.03.25

ゆびさきの宇宙－福島智・盲ろうを生きて

生井 久美子

岩波書店

2010.03.15

いっしょにやろうよ 最新国際ボランティアNGOガイド

NGO情報局

三省堂

2010.05.15

「まち育て」を育む－対話と協働のデザイン（オンデマン）

延藤 安弘

東京大学出版会

2003.03.10

社会福祉法人 全国社会福
2010.10.01
祉協議会 出版部
特定非営利活動法人ホール
2010.08.20
ファミリーケア協会

月刊福祉 10月号(2010年）
月刊 傾聴ボランティア 平成22年（2010年） 8月号
ボランティアの原点

阿木 幸男：編著

はる書房

2010.04.10

学生たちの目から見たホームレス

鈴木 忠義：編

生活書院

2010.01.25

災害現場でのトリアージと応急処置 *DVD＋Book*

山﨑 達枝

日本看護協会出版会

2009.11.10

東京都

2010.08

2010 社会福祉の手引

社会福祉法人 全国社会福
2010.11.01
祉協議会 出版部
特定非営利活動法人ホール
2010.09.20
ファミリーケア協会

月刊福祉 11月号(2010年）
月刊 傾聴ボランティア 平成22年（2010年） 9月号
傾聴・心を聴く方法 高齢者支援のための理論と実践

原 千恵子

学苑社

2009.05.25

親の世話ヒトに任せてボランティア 福祉の見方・考え方

坂巻 熙

あけび書房

2010.04.01

共生地域社会と公共経営 市民が創る新たな公共性、地域密
重本 直利、藤原 隆信：編著
晃洋書房
着型NPOの挑戦
御舘久里恵、仙田武司、中河和子、
にほんごの凡人社
外国人と対話しよう！ にほんごボランティア手帖
吉田聖子、米勢治子

2010.05.30
2010.02.25

ドキュメント高校中退 いま、貧困がうまれる場所

青砥 恭

20年の歩み 1990-2010

財団法人 国際開発救援財団

地球環境基金 平成21年度活動報告集

独立行政法人環境再生保全機構
地球環境基金部 平成21年度活動

月刊 傾聴ボランティア 平成22年（2010年） 10月号
月刊福祉 12月号(2010年）

ちくま新書
財団法人 国際開発救援財
団
独立行政法人環境再生保全
機構 地球環境基金部 平成
特定非営利活動法人ホール
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 出版部

2009.10.10
2010.08.20
2010.09
2010.10.20
2010.12.01

ボランティア100年やってます 救世軍もつらいよ

社会鍋100年調査隊

イーグレープ

2010.01.25

江戸時代に学べ 明日を生きぬくヒントがある

田中 真澄

ぱるす出版

2009.09.17

子ども虐待と貧困 「忘れられた子ども」のいない社会をめざし 松本伊智郎編著・清水克之・佐藤拓
明石書店
て
代・峯本耕治・村井美紀・山野良一著

2010.02.15

住民・行政・NPO協働で進める 最新 地域再生マニュアル

山浦 晴男

朝日新聞出版

2010.06.30

高木仁三郎市民科学基金 10年のあゆみ

特定非営利活動法人 高木仁三郎
市民科学基金

英国のNPO 日英非営利セクター交流プログラム報告書

財団法人 日本国際交流センター

特定非営利活動法人 高木
2010.10.08
仁三郎市民科学基金
財団法人 日本国際交流セン
1997.10
ター

パブリックアクセス 市民が作るメディア

津田 正夫・平塚 千尋

アメリカン・ポピュリズム 暮らしを守り政治を変える市民活動

ハリー・C・ボイト、ヘザー・ブース、ス
亜紀書房
ティーブ・マックス：著、海外市民活動

1993.11.30

ピース・アクション・ハンドブック イギリス市民運動の手引

ギャビン・スコット：著、近藤 和子：訳 緑風出版

1990.05.25

NPO基礎講座3 現場から見たマネジメント
日本のボランティア’88 交響するネットワーキング
都市問題から市民政策を 地方分権と広域連携を問う

リベルタ出版

山岡 義典：編著、井原 満明、水田
ぎょうせい
恵、福原 啓子、曽田 修司、谷口
日本青年奉仕協会「日本のボラン
LGC総合研究所
ティア」編集委員会
市民がつくる政策調査会

市民がつくる政策調査会

1998.07.15

1999.09.25
1988.06.18
1994.11.30

市民が政策を拓く 市民がつくる政策調査会 設立記念総会記
市民がつくる政策調査会
市民がつくる政策調査会
録集
野村 秀和、奥村 宏、加茂 利男、
法律文化社
協同の社会システム
川口 清史、中田 實 他
日本青年奉仕協会「日本のボラン
LGC総合研究所
日本のボランティア’89 いきいき暮らしの羅針盤
ティア」編集委員会

1994.11.30

平成9年版 公益法人白書 公益法人の関する年次報告

総理府

大蔵省印刷局

1998.03.16

社会貢献白書 企業と社会のパートナーシップ 1992年

社団法人 経済団体連合会

日本工業新聞社

1992.06.30

環境パートナーシップの構築に向けて

環境庁

環境庁

1996

コーポレート・シチズンシップ 21世紀の企業哲学
月刊 傾聴ボランティア 平成22年（2010年） 11月号
月刊福祉 1月号(2011年）
世界をちょっとでもよくしたい 早大生たちのボランティア物語
観光とまちづくり －地域を活かす新しい視点－

田淵 節也：監修、笹川平和財団
講談社
コーポレート・シチズンシップ研究会：
特定非営利活動法人ホール
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 出版部
早稲田大学平山郁夫記念ボランティ
早稲田大学出版部
アセンター 兵藤智佳・岩井雪乃・西
深見 聡・井出 明：編

グローバル化の中のアジアの児童労働 国際競争にさらされる
香川 孝三
子どもの人権
月刊 傾聴ボランティア 平成22年（2010年） 12月号
月刊福祉 2月号(2011年）

1997.09.01

1989.06.20

1990.04.16
2010.11.20
2011.01.01
2010.03.31

古今書院

2010.04.12

明石書店

2010.04.05

特定非営利活動法人ホール
2010.12.20
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
2011.02.01
祉協議会 出版部

生きたことば、動くこころ 河合隼雄語録

河合隼雄 河合俊雄：編

岩波書店

2010.10.25

地震イツモノート キモチの防災マニュアル

地震イツモプロジェクト：編、渥美公
秀：監修、寄藤文平：絵

ポプラ文庫

2010.12.05

講談社

2010.11.15

虹の生徒たち 自閉症・発達障害がある子どもたちを育てる特
成沢 真介（特別支援学校教諭）
別支援学校とは？
月刊 傾聴ボランティア 平成23年（2011年） 1月号

特定非営利活動法人ホール
2011.01.20
ファミリーケア協会

月刊福祉 3月号(2011年）
自分のためのボランティア 居場所ありますか、必要とされて生
三浦 清一郎
きていますか
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
二ノ宮 アキイエ
（APCD）の挑戦
沖縄発 児童・生徒の平和メッセージ 詩集 写真の中の少年 沖縄県平和祈念資料館
月刊 傾聴ボランティア 平成23年（2011年） 2月号
月刊福祉 4月号(2011年）
児童養護施設のソーシャルワークと家族支援 ケース管理のシ
北川 清一
ステム化とアセスメントの方法
国際協力ってなんだろう 現場に生きる開発経済学

高橋 和志・山形 辰史 編著

ボランティア・学生・医療福祉関係者の方のための 世代間交
流回想法の手引き

上智大学・慶成会老年学研究所 編

月刊 傾聴ボランティア 平成23年（2011年） 3月号
月刊福祉 5月号(2011年）

社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 出版部

2011.03.01

学文社

2010.10.20

ダイヤモンド社

2010.12.16

駒草出版

2010.10.30

特定非営利活動法人ホール
2011.02.20
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
2011.04.01
祉協議会 出版部
明石書店

2010.11.29

岩波書店

2010.11.19

上智大学・慶成会老年学研
2010.08.31
究所
特定非営利活動法人ホール
2011.03.20
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
2011.05.01
祉協議会 出版部

頭のいい 江戸のエコ生活

菅野 俊輔

青春出版社

2010.12.15

新・福祉文化シリーズ 災害と福祉文化

日本福祉文化学会編集委員会 編
集代表：渡邊 豊

明石書店

2010.11.06

阿蘭 ヒサコ、冨部 志保子

NTT出版

第19回全国ボランティアフェスティバル ひろしま 2010年9月25
日・26日 平成22年度 全国ボランティアフェスティバル事業評
いつだって、そばにいるよ。

2011.03.29

社会福祉法人 全国社会福
2011.06.01
祉協議会 出版部
特定非営利活動法人ホール
2011.04.20
ファミリーケア協会

月刊福祉 6月号(2011年）
月刊 傾聴ボランティア 平成23年（2011年） 4月号
ボランティアを楽しむ 奉仕体験活動のアイデア＆指導案

社会福祉法人全国社会福祉
2011.02
協議会 全国ボランティア・市

原田 正樹：監修 柳 久美子：著

学事出版

2010.10.25

改訂版 地域防災とまちづくり -みんなをその気にさせる災害
瀧本 浩一
図上訓練-

イマジン出版

2011.02.25

池上彰のニュースに登場する世界の環境問題 ⑩エネルギー 池上 彰：監修

さ・え・ら書房

2011.04

NPO法人登校拒否・不登校を
2011.03.25
考える全国ネットワーク
NPO法人登校拒否・不登校を
2011.03.25
考える全国ネットワーク
特定非営利活動法人 でんで
2011.03.20
ん子ども応援隊

ひきこもりを考える
不登校と医療のいまを考える 医療関係者とのネットワークづく
り助成事業報告書
もうひとつの居場所を求めて
東京都北区地域防災計画（平成20年修正）

東京都北区防災会議

2009.03

社会福祉法人 全国社会福
2011.07.01
祉協議会 出版部
特定非営利活動法人ホール
2011.05.20
ファミリーケア協会

月刊福祉 7月号(2011年）
月刊 傾聴ボランティア 平成23年（2011年） 5月号
イラストとケースでわかる やさしくできる傾聴

東京都北区防災会議

中村 有

風力発電の不都合な真実 風力発電は本当に環境に優しいの
武田 恵世
か？
スーパーアドバイザーになるための おもちゃコンサルタント入
多田 千尋
門１
月刊福祉 8月号(2011年）
月刊 傾聴ボランティア 平成23年（2011年） 6月号

秀和システム

2010.08.25

アットワークス

2011.03.20

黎明書房

2011.04.15

社会福祉法人 全国社会福
2011.08.01
祉協議会 出版部
特定非営利活動法人ホール
2011.06.20
ファミリーケア協会

池上彰のニュースに登場する世界の環境問題 ⑧貧困

池上 彰：監修 稲葉 茂勝：訳・文

さ・え・ら書房

2011.03

支援・発送転換・NGO 国際協力の「裏舞台」から

真崎 克彦

新評論

2010.10.10

観光ボランティアのおもてなし

山根 晃二

風詠社

2010.11.19

社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 出版部

2011.09.01

月刊福祉 9月号(2011年）

特定非営利活動法人ホール
2011.07.20
ファミリーケア協会

月刊 傾聴ボランティア 平成23年（2011年） 7月号
シニアから君たちへ「読み聞かせ」に託す こころのリレー

世代間交流プロジェクト「りぷりんと・
ライフ出版社
ネットワーク」：編著、藤原 佳典：監

2010.10.28

おしゃべりな貝－拾って学ぶ海辺の環境史

盛口 満

八坂書房

2011.03.25

社会を変えるNPO評価 NPOの次のステップづくり

粉川 一郎

北樹出版

2011.01.10

あおもり型コミュニティビジネス人材育成ハンドブック
HANDBOOK

NPO法人NPO推進青森会議

コミュニティビジネス テキスト 実践編

NPO法人NPO推進青森会議

あおもり地域づくり団体ガイドブック

NPO法人NPO推進青森会議

コミュニティビジネス テキスト 入門編

NPO法人NPO推進青森会議

「あいうえおカルタ」で学ぶ 事故・災害をなくす心がまえ68
ヒューマンエラーを防ぐ知恵と対策

片岡 昭、黒田 クロ

次世代CSRとESD 企業のためのサステナビリティ教育

特定非営利活動法人NPO推
進青森会議
特定非営利活動法人NPO推
2011.03
進青森会議
特定非営利活動法人NPO推
2010.09
進青森会議
特定非営利活動法人NPO推
2011.03
進青森会議
株式会社コスモトゥーワン

立教大学ESD研修センター監修 阿
きょうせい
部 治、川嶋 直：編著

工場見学大百科 ものができるまで

成美堂出版

2011.04.07
2011.02.28
2011.04.01

社会福祉法人 全国社会福
2011.10.01
祉協議会 出版部
特定非営利活動法人ホール
2011.08.20
ファミリーケア協会

月刊福祉 10月号(2011年）
月刊 傾聴ボランティア 平成23年（2011年） 8月号
東京大地震への備え この1冊が家族を守る

株式会社公共事業PRセンター

日本赤十字社 東京都支部

2010.06

地域旅で地域力創造 観光旅行とIT活用のポイント

佐藤 喜子光、椎川 忍：編著

学芸出版社

2011.04.01

保育と環境

矢野 正、小川 圭子：編著

嵯峨野書院

2011.04.20

社会福祉法人 全国社会福
2011.11.01
祉協議会 出版部
特定非営利活動法人ホール
2011.09.20
ファミリーケア協会

月刊福祉 11月号(2011年）
月刊 傾聴ボランティア 平成23年（2011年） 9月号
避難所 Nursing Note 災害時看護心得帳

土肥 守（独立行政法人国立病院機
メディカ出版
構 釜石病院看護部）

ミリオンハンディ 首都圏＋災害時帰宅ナビ
NPO法人の会計・税務マニュアル -基礎から申告書まで（第2
羽田野 了策
版）
公民館における災害対策ハンドブック －避難所のよりよい運
社団法人全国公民館連合会
営のために－
覚えておこう応急手当

加藤 啓一：監著

2011.09.09

東京地図出版株式会社

2011

中央経済社

2011.04.15

社団法人全国公民館連合会 2011.08.20
少年写真新聞社

2009.11.01

社会福祉法人 全国社会福
2011.12.01
祉協議会 出版部
特定非営利活動法人ホール
2011.10.20
ファミリーケア協会

月刊福祉 12月号(2011年）
月刊 傾聴ボランティア 平成23年（2011年） 10月号
多文化共生のためのテキストブック

松尾 知明

とっさの手話入門 お店で、駅で、病院で

小椋 英子：監修

NGO・NPOと「企業協働力」CSR経営論の本質

長坂 寿久

NHK出版：編

明石書店

2011.08.31

NHK出版

2011.08.25

明石書店

2011.05.10

社会福祉法人 全国社会福
2012.01.01
祉協議会 出版部
特定非営利活動法人ホール
2011.11.20
ファミリーケア協会

月刊福祉 1月号(2012年）
月刊 傾聴ボランティア 平成23年（2011年） 11月号
タンザニア民話とティンガティンガ ～虹の七色どこからきた
の？～

アブダルA.．ムクーラ：絵 宇野 みど
国際語学社
り：文

2005.12.26

たべるの だいすき！ 食育えほん⑩ おすし

塩澤和弘：監修

チャイルド本社

2012.01.01

ゆみちゃんとえんぴつさん

かたおか けいこ：作 たるいし ま
こ：絵

チャイルド本社

2012.01.01

くるんちゃんの さかさで びっくるん

若菜 ひとし・きよこ

チャイルド本社

2012.01.01

しずかな しずかな おまつり

まつもと かずえ

チャイルド本社

2011.12.01

どっこ どっこ まつのき

今西 祐行：作 北田 卓史：絵

災害後のこころのケアのために かばくんのきもち

さく・とにながよしき え・しむらはるの 遠見書房

改訂版 NPOマネジメント

河合 明宣、齊藤 正章：編著

財団法人放送大学教育振興
2011.03.20
会

東日本大震災 報道写真全記録2011.3.11-4.11

朝日新聞社・朝日新聞出版

朝日新聞出版

2012.01.01
2011.08.20

2011.07.05

社会福祉法人 全国社会福
2012.02.01
祉協議会 出版部
特定非営利活動法人ホール
2011.12.20
ファミリーケア協会

月刊福祉 2月号(2012年）
月刊 傾聴ボランティア 平成23年（2011年） 12月号
いつか、菜の花畑で ～東日本大震災をわすれない～

チャイルド本社

みすこそ

扶桑社

2011.09.11

ボランティア活動とおとなの学び －自己と社会の循環的発展
田中 雅文
－

学文社

2011.05.20

日本版スローシティ 地域固有の文化・風土を活かすまちづくり 久繁 哲之介

学陽書房

2009.11.10

社会福祉法人 全国社会福
2012.03.01
祉協議会 出版部
特定非営利活動法人ホール
2012.01.20
ファミリーケア協会

月刊福祉 3月号(2012年）
月刊 傾聴ボランティア 平成24年（2012年） 1月号
ソーシャル・ビジネス革命 世界の課題を解決する新たな経済
システム
市民社会政策論 3・11後の政府・NPO・ボランティアを考えるた
めに
今日から実践 認知症の人とのコミュニケーション 感情と行動
を理解するためのアプローチ

ムハマド・ユヌス 岡田昌治：監修 千
早川書房
葉敏生：訳
田中 弥生
明石書店
飯干 紀代子

月刊 傾聴ボランティア 平成24年（2012年） 2月号
阿蘭 ヒサコ・冨部 志保子

平成23年度県民活動実態・意向調査報告書
「ボランティア国際年＋10」記念 第20回全国ボランティアフェス
ティバルTOKYO 報告書
親子アスペルガー ちょっと脳のタイプが違います
兼田 絢未
ゆっくりやさしく社会を変える NPOで輝く女たち
ねえねえあしたもいっぱいおはなししようね
月刊福祉 5月号(2012年）
月刊 傾聴ボランティア 平成24年（2012年） 3月号
ガオ村ぐるぐる。ベトナム学校支援プロジェクト物語
地球のためにわたしができること
学校ボランティアハンドブック 支援の必要な子ども、教師、学
校とのかかわり方Q&A
月刊福祉 6月号(2012年）

2011.08.15
2011.09.10

社会福祉法人 全国社会福
2012.04.01
祉協議会 出版部
特定非営利活動法人ホール
2012.02.20
ファミリーケア協会

月刊福祉 4月号(2012年）

いじめないで

中央法規出版株式会社

2010.12.25

NTT出版
千葉県環境生活部県民交
流・文化課
第20回全国ボランティアフェ
スティバルTOKYO実行委員
合同出版

秋山 訓子

2012.03.28
2012.03
2012.02
2011.03.05

講談社
学校法人日本聾話学校/難
すずき みのる：文 たちもと みちこ：画
聴幼児通園施設ライシャワ・
社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 出版部
特定非営利活動法人ホール
ファミリーケア協会
k.m.p./作・絵
角川つばさ文庫

2010.10.28

枝廣 淳子

2007.05.05

大和書房

2012.05.01
2012.03.20
2011.04.15

2011.06.01

僕は僕でよかったんだ 学校に行かなかった32人との再会

霜田 浩信、会沢 信彦、星野 常夫 ほんの森出版
社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 出版部
特定非営利活動法人ホール
ファミリーケア協会
奥地圭子、矢倉久泰
東京シューレ出版

学校に行かなかった 私たちのハローワーク

村上龍

NPO法人 東京シューレ

2005.11.15

子どもいちばん大切にする学校

奥地圭子

東京シューレ出版

2010.08.05

東京シューレ出版

2010.02.15

東京シューレ出版

2008.04.25

東京シューレ出版

2007.7.25

月刊 傾聴ボランティア 平成24年（2012年） 4月号

閉塞感のある社会で生きたいように生きる オルタナティブ大
シューレ大学・編
学で学ぶ
子どもは家庭でじゅうぶん育つ 不登校、ホームエディケーショ
シューレ大学・編
ンと出会う
子どもに聞くいじめ フリースクールからの発信

奥地圭子

2012.06.01
2012.04.20
2012.02.20

東京シューレ 子どもとつくる20年の物語

奥地圭子

ホームエデュケーション始めませんか

NPO法人 東京シューレ

シューレ大学紀要 第八号 世界を自分に取り戻す

シューレ大学紀要編集委員会

NPO法人 東京シューレ
特定非営利活動法人東京
シューレ
特定非営利活動法人 東京
シューレ シューレ大学

2005.7.15
2008.7.26
2011.10.23

財団法人 地域活性化センター2012.03

『道の駅』を拠点とした地域活性化 調査研究報告書

ひきこもりを考える 平成22年度引きこもりに関する相談または
相談員の育成研修補助事業
不登校から見えた東日本大震災 「震災地への心のケア相談
員派遣事業」報告書

特定非営利活動法人 東京
シューレ
特定非営利活動法人 登校
拒否・不登校を考える全国
特定非営利活動法人 登校
拒否・不登校を考える全国

子どもはいのちという原点から 不登校・これまでとこれから

東京シューレ出版

2010.09.05

不登校と医療のいまを考える 医療関係者とのネットワークづく
り助成事業報告書

特定非営利活動法人 登校
拒否・不登校を考える全国

2012.03.25

「子どもの声を受けとめる人材育成事業」報告書

2011.03.25
2011.03.25
2012.03.31

国際社会学の実践

三橋利光

春風社

2011.03.31

やさしい環境教室 環境問題を知ろう

朝日新聞科学医療グループ

頸草書房

2011.09.15

社会福祉法人 全国社会福
2012.07.01
祉協議会 出版部
特定非営利活動法人ホール
2012.05.20
ファミリーケア協会

月刊福祉 7月号(2012年）
月刊 傾聴ボランティア 平成24年（2012年） 5月号
AERAMOOK 震災と鉄道 全記録

朝日新聞出版
社会福祉法人 全国社会福
祉協議会／全国ボランティ
社会福祉法人 全国社会福
祉協議会／全国ボランティ

東日本大震災 災害ボランティアセンター報告書
第20回 全国ボランティアフェスティバル TOKYO

2011.09.05
2012.03
2012.02

NPO法人における 「後継者育成・確保の手引き」

株式会社浜銀総合研究所

2012.03

「公益財団法人 三菱財団助成事業」 ボランティア国際年+10
年 記念シンポジウム報告書 人が人とつながりあうために

東京都社会福祉協議会／東
2012.03.01
京ボランティア・市民活動セン

平成24年度NPO関連予算ヒアリング記録集

民主党企業団体対策委員会 2012

図書館は、国境をこえる 国際協力NGO

駒木明仁

教育史料出版会

2011.03.31

認定制度がよくわかる 改正NPO法の要点解説

田中義幸

税務経理協会

2012.04.01

さかな記者が見た大震災 石巻讃歌

高成田 享

講談社

2012.01.06

第一書林

2012.03.10

教育関係NPO事例集<全5巻> Vol.2 はばたく

社会福祉法人 全国社会福
2012.08.01
祉協議会 出版部
特定非営利活動法人ホール
2012.06.20
ファミリーケア協会

月刊福祉 8月号(2012年）
月刊 傾聴ボランティア 平成24年（2012年） 6月号
飯館村―6000人が美しい村を追われた

小澤 祥司

高齢者と障害者のための読み書き＜代読・代筆＞情報支援員
読書権保障協議会
入門
月刊福祉 9月号(2012年）
月刊 傾聴ボランティア 平成24年（2012年） 7月号
国際協力のお仕事 世界で活躍する日本人 NGOで働く[子ど
土屋 徹
も・教育支援]全6巻③

七つ森書館

2012.03.11

小学館

2012.03.05

社会福祉法人 全国社会福
2012.09.01
祉協議会 出版部
特定非営利活動法人ホール
2012.07.20
ファミリーケア協会
学研教育出版

2012.02.14

第一書林

2012.03.10

公益財団法人日本財団

2012.08.15

ROADプロジェクト 東日本大震災1年間の活動記録

日本財団

2012.06.11

学生まちづくらーの奇跡～国立発！一橋大生のコミュニティ・ビ
KF書籍化プロジェクト
ジネス

学文社

2012.01.20

NPOと自治体の協働論

黒田敏正

2012.03.20

教育関係NPO事例集<全5巻> Vol.1まなぶ
つないで支える。災害への新たな取り組み

「つなプロ」報告書編集委員会

渡辺光子

はじめてのボランティア⑥ なれたらいいな点訳ボランティア

田中ひろし

教育関係NPO事例集<全5巻> Vol.3 いきる

月刊 傾聴ボランティア 平成24年（2012年） 8月号
地球環境基金 平成23年度活動報告書
鎮魂3.11 平成三陸大津波 岩手県気仙地域（大船渡市・陸前
高田市･住田町）の被災と復興の記録 Ⅰ被災からの軌跡
鎮魂3.11 平成三陸大津波 岩手県気仙地域（大船渡市・陸前
高田市･住田町）の被災と復興の記録 Ⅱそして、地域は

第一書林

2012.03.10

㈱東海新報社

2012.3.11

㈱東海新報社

2012.3.11

熊谷則一、片岡圭太、藤田整継、村山㈱中央経済社

重症児者の防災ハンドブック 3.11を生きぬいた重い障がいの
田中総一郎、菅井裕行、武山裕一
ある子どもたち
ボランティア白書2012 寄付文化の日本における可能性

2005.08.20

社会福祉法人 全国社会福
2012.10.01
祉協議会 出版部
特定非営利活動法人ホール
2012.08.20
ファミリーケア協会
独立行政法人環境再生保全
2012.09
機構 地球環境基金部 平成

月刊福祉 10月号(2012年）

はじめよう！ひろげよう！NPO法人

同友館

2012.05.10

株式会社クリエイツかもがわ 2012.04.11

「広がれボランティアの輪」連絡会議 筒井書房

2012.03.11

第一書林

2012.03.10

教育関係NPO事例集<全5巻> Vol.4 はぐくむ

特定非営利活動法人ホール
2012.09.20
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
2012.11.01
祉協議会 出版部

月刊 傾聴ボランティア 平成24年（2012年） 9月号
月刊福祉 11月号(2012年）
SUNSMATE English Library New Education Media Institute
HERE COMES THE MUSIC NO.2 TO THE LAND OF THE

新教育メディア研究所

日本パイデア出版株式会社

1977.06.01

ボランティアの可能性 ―人と企業ができること

鈴木盈宏

廣済堂新書

2012.03.01

明石ライブラリー149 ウィニコットがひらく豊かな心理臨床 ―
川上範夫
「ほどよい関係性」に基づく実践体験論

明石書店

2012.03.30

3.11後の多文化家族 ―未来を拓く人びと

明石書店

2012.03.01

株式会社 学研教育出版

2012.02.14

川村千鶴子

国際協力のお仕事 世界で活躍する日本人 NGOで働く[子ど
土屋 徹
も・教育支援]全6巻④
月刊 傾聴ボランティア 平成24年（2012年） 10月号
あなた自身と家族、本当に守れますか？ 女性×男性の視点
で総合防災力アップ

浅野 幸子

特定非営利活動法人ホール
2012.10.20
ファミリーケア協会
財団法人 日本防災協会

2011.12

AJOSC 全日本社会貢献団体機
2012.07.20

AJOSC's 2011 社会貢献活動年間報告書
月刊福祉 12月号(2012年）
平成23年度奉仕活動・体験活動の推進・定着のための研究開
発 地域におけるNPO活動やボランティア活動等の実態に関す
人を助けるすんごい仕組み-ボランティア経験のない僕が、日
西條 剛央
本最大級の支援組織をどうつくったのか

社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 出版部
文部科学省 国立教育政策
研究所 社会教育実践研究

2012.12.01
2012.03

ダイヤモンド社

2012.02.16

公立図書館をNPOに任せたら-市民・自治体・地域の連携-

金山 喜沼

同成社

2012.03.31

折り紙

小林 一夫

文溪堂

2012.04

第一書林

2012.03.10

教育関係NPO事例集<全5巻> Vol.5 つなぐ

特定非営利活動法人ホール
2012.11.20
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
2013.01.01
祉協議会 出版部

月刊 傾聴ボランティア 平成24年（2012年） 11月号
月刊福祉 1月号(2013年）
わかりあえないことから―コミュニケーション能力とは何か

平田 オリザ

講談社

2012.10.20

ホームレス障害者 彼らを路上に追いやるもの

鈴木 文治

日本評論社

2012.09.28

外国人市民がもたらす異文化間リテラシー NPOと学校、子ど
落合 知子
もたちの育ちゆく現場から

現代人文社

2012.10.20

3.11以後を生きるヒント 普段着の市民による「支縁の思考」

新評論

2012.11.30

月刊 傾聴ボランティア 平成24年（2012年） 12月号
月刊福祉 2月号(2013年）

三好 亜矢子、生江 明

特定非営利活動法人ホール
2012.12.20
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
2013.02.01
祉協議会 出版部

月刊 傾聴ボランティア 平成25年（2013年） 1月号

特定非営利活動法人ホール
2013.01.20
ファミリーケア協会

市民ベンチャー NPOの底力 まちを変えた「ぽんぽこ」の挑戦 富永 一夫、中庭 光彦

水曜社

2012.10.07

貧困のなかでおとなになる

中塚 久美子

かもがわ出版

2012.10.25

福島と生きる 国際NGOと市民運動の新たな挑戦

藤岡 美恵子、中野 憲志

新評論

2012.10.10

学芸出版社

2012.09.01

減災と市民ネットワーク 安全・安心まちづくりのヒューマンウェ
三舷 康道
ア
月刊福祉 3月号(2013年）
子育て応援とうきょう会議「NPO等のネットワーク形成事業」報
告書

社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 出版部
子育て応援とうきょう会議
「NPO等のネットワーク形成

2013.03.01
2012.03

困ってるひと

大野 更紗

ポプラ社

2012.06.20

災害に強い情報社会-東日本大震災とモバイル・コミュニケー
ション-

本條 晴一郎、遊橋 裕泰

NTT出版株式会社

2013.01.31

コミュニケーション能力を鍛えよう！ 聴く技術と伝える技術

森田 幸孝

幻冬舎ルネッサンス

2012.12.20

地域家族の時代 孤立しないシニアライフのための発想転換

岩見 太市

筒井書房

2012.09.28

「第8回パートナーシップ大賞」 受賞事例集NPO×企業 協働
岸田 眞代
のススメ

特定非営利活動法人ホール
2013.02.20
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
2013.04.01
祉協議会 出版部
特定非営利活動法人パー
2012.12.01
トーナーシップ・サポートセン

高齢者と楽しむマジック

いかだ社

2013.03.12

国土社

2013.03.20

月刊 傾聴ボランティア 平成25年（2013年） 2月号
月刊福祉 4月号(2013年）

藤原 邦恭

見てみよう！挑戦してみよう！社会科見学・体験学習④児童
館・保育園・介護施設・商店街
月刊 傾聴ボランティア 平成25年（2013年） 3月号
月刊福祉 5月号(2013年)
明日にかかる虹―「東日本大震災」「発達障がい」と子どもたち
阿蘭 ヒサコ、冨部 志保子
の現実
ドコモ市民活動団体への助成10年の歩み
市民がつくる、未来へのあゆみ 東京ボランティア・市民活動セ
ンター30周年誌
お母さんに伝えたい 息子の心を取り戻す10のヒント

伴 茂樹、佐藤 和子

特定非営利活動法人ホール
2013.03.20
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
2013.05.01
祉協議会 出版部
NTT出版株式会社

2013.03.28

NPO法人モバイル・コミュニ
2013.03.31
ケーション・ファンド
東京ボランティア・市民活動セ
2012.03
ンター
現代書林

2007.06.27

公益社団法人日本サードセク
2013.03.26
ター経営者協会（JACEVO)
公益社団法人日本サードセク
2011.09.01
ター経営者協会(JACEVO)
特定非営利活動法人ホール
2013.04.20
ファミリーケア協会

63人の復興起業家たち いま、始まっている東北の未来
後房雄編 フルコスト・リカバリー（総費用の回収）－サードセク
ターが公共サービスを担うために－
月刊 傾聴ボランティア 平成25年（2013年） 4月号
このTシャツは児童労働で作られました。

シモン･ストランゲル

政門一芳

2013.02

傾聴ボランティア体験記

特定非営利活動法人ホールファミ
リーケア協会

三省堂

2013.01.15

DVDで覚えるロープワーク

羽根田 治

山と渓谷社

2012.12.05

社会福祉法人 全国社会福
2013.06.01
祉協議会 出版部
特定非営利活動法人ホール
2013.05.20
ファミリーケア協会

月刊福祉 6月号(2013年)
月刊 傾聴ボランティア 平成25年度（2013年） 5月号
地域と文化財 ボランティア活動と文化財保護

渡邊明義

勉誠出版（株）

2013.02.28

災害に強い情報社会-東日本大震災とモバイル・コミュニケー
ション-

本條 晴一郎、遊橋 裕泰

NTT出版株式会社

2013.01.31

もっと知りたい！お年よりのこと4 やってみよう、ボランティア

服部 万里子

岩崎書店

2013.02.28

アレルギー・アトピー患者の「防災意識と日常生活行動」調査報
吉澤 淳
告書
3.11からの支援のかたち-仙台の復興支援活動 2012-

NPO法人アトピッ子地球の子
2013.03
ネットワーク
仙台市市民活動サポートセン
2013.03
ター 仙台市シニア活動支援

月刊福祉 7月号（2013年）

社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 出版部

2013.07.01

笑顔の力 病院ボランティア活動が教えてくれたこと

浅野マリ子

幻冬舎ルネッサンス

2012.11.15

石巻ボランティアハウスの橋本ごはん

橋本信子/INJM

セブン＆アイ出版

2013.02.18

災害ボランティア健康管理マニュアル
月刊福祉 8月号（2013年）
月刊傾聴ボランティア 平成25年度（2013年） 6月号
月刊傾聴ボランティア 平成25年度（2013年） 7月号

岩田健太郎、國島広之、具芳明、大
中外医学社
路剛、賀来満夫
社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 出版部
特定非営利活動法人ホール
ファミリーケア協会
特定非営利活動法人ホール
ファミリーケア協会

2012.03.10
2013.08.01
2013.06.20
2013.07.20

新版自分たちでつくろうNPO法人！

名越修一

学陽書房

2012.12.15

大学生、ボランティアの欅をつなぐ もうひとつの駅伝物語

神奈川大学 東日本大震災被災地
支援室

御茶ノ水書房

2012.08.15

楽しくて元気になる和紙ちぎり絵

公益財団法人日本和紙ちぎり絵協会 主婦の友社

2013.03.10

社会福祉法人 全国社会福
2013.09.01
祉協議会 出版部
特定非営利活動法人ホール
2013.08.20
ファミリーケア協会

月刊福祉 9月号（2013年）
月刊傾聴ボランティア 平成25年度（2013年） 8月号
頑張って生きよう！ご同輩 定年退職した男たち

高齢社会NGO連携協議会

博文館新社

2012.11.20

良寛さんの心を今に伝える 傾聴ボランティア

青木羊耳

朱鳥社

2012.03.08

国際開発と協働―NGOの役割とジェンダーの視点

鈴木紀、滝村卓司

明石書店

2013.02.28

社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 出版部

2013.10.01

月刊福祉10月号（2013年）
生活を創る子どもたちを支えて―社会的養護を支援するNPO
法人「こどもサポートネットあいち」の5年間
ピア・ボランティア 世界へ―ピア（仲間）としての障害者の国際
協力―
ぼくらのスマイルエンジン 東日本大震災 学生ボランティアバ
スの記録

長谷川眞人、伊藤貴啓、吉村譲、吉
福村出版株式会社
村美由紀

2013.06.25

久野研二

現代書館

2012.04.27

スマイルエンジン山形

山形大学出版会

2013.03.11

シリーズ福祉社会学3協働性の福祉社会学 個人化社会の連
藤村正之
帯

社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 出版部
特定非営利活動法人ホール
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 出版部
特定非営利活動法人ホール
ファミリーケア協会
一般財団法人 東京大学出
版会

子どもたちとつくる 貧困とひとりぼっちのないまち

幸重忠孝、村井琢哉

かもがわ出版

2013.07.21

災害ソーシャルワーク入門～被災地の実践知から学ぶ～

上野谷加代子

中央法規出版株式会社

2013.06.25

月刊福祉11月号（2013年）
月刊傾聴ボランティア 平成25年度（2013年） 9月号
月刊福祉12月号（2013年）
月刊傾聴ボランティア 平成25年度（2013年） 10月号

2013.11.01
2013.09.20
2013.12.01
2013.10.20
2013.06.28

特定非営利活動法人ホール
2013.10.20
ファミリーケア協会

月刊傾聴ボランティア 平成25年度（2013年） 11月号
ボランティアへのまなざし－病院ボランティア組織の展開可能
性－

竹中健

晃洋書房

2013.03.30

自然災害と民俗

野本寛一

森話社

2013.03.11

これ1冊で必ずできる！NPO法人運営マニュアル
月刊福祉1月号（2014年）
体験！まちづくり学習

福島達也編著、大内智、中谷智明、
学陽書房
中村恭章
社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 出版部
髙田光雄、（株）京都府建築士会まち
学芸出版社
づくり委員会

2013.06.21
2014.01.01
2003.10.30

まちづくり絵本① 高齢者とまちづくり－ともにイキイキ！まちと
高齢者とまちづくり研究会
住まいと生きがいと－

（有）風土社

1997.06.15

まちづくり絵本② 高齢者とまちづくり－面白さの冒険－

高齢者とまちづくり研究会

（有）風土社

1996.06.22

まちづくり絵本③ 高齢者とまちづくり－明日へジャンプ！まち
高齢者とまちづくり研究会
をささえる市民事業体－

（有）風土社

1997.06.15

これで勝てる！指定管理者制度

パブリックマーケット研究会

都政新報社

2005.03.25

指定管理者制度ハンドブック

地域協働型マネジメント研究会

ぎょうせい

2004.10.04

女性のための草の根まちづくり－ノルウェーの地域計画におけ
ノルウェー環境省：編 女性とまちづくりかもがわ出版
る女性参画プロジェクト
市民・住民と自治体のパートナーシップ第3巻 協働社会のス
山岡 義典、大石田久宗
ぎょうせい
ケッチ

2001.04.09

市民参加のまちづくり マスタープランづくりの現場から

渡辺俊一

市民参加の防災まちづくり－安全で住みよいまちをめざして－

国分寺市民防災推進委員会：編集、
（株）自治体研究社
中村八郎：監修

1996.05.20

ワークショップ

中野民夫

岩波書店

2001.01.19

NPO・NGOガイド 21世紀のボランティア

杉本恒夫

自由国民社

2001.01.01

水曜社

2004.09.01

市民ベンチャー NPOの底力 まちを変えた「ぽんぽこ」の挑戦 富永一夫、中庭光彦

学芸出版社

1999.10.15

1999.02.25

市民のためのまちづくりガイド

佐谷和江、須永和久、日置雅晴、山
学芸出版社
口邦雄

2000.05.30

新時代の都市計画第5巻 安全・安心のまちづくり

児玉桂子、小出治

ぎょうせい

2000.02.29

晶文社

2000.03.10

子どもはどこで犯罪にあっているか 犯罪空間の実情・要因・対
中村攻
策
安全・安心まちづくり プランニングノート
中学生のための阪神・淡路大震災から学ぶ防災まちづくり読本
防災から考えよう－みんなの力でまちづくり－
市民参加のビタミンbook-市民参加実践事例集
地震のこと はなそう
地域に根ざす中間支援組織スタッフのための支援力アップ塾
2012 スタッフ編
地域に根ざす中間支援組織スタッフのための支援力アップ塾
2012 マネージャー編

せおまさし：文、藤田夏代子：絵

自由国民社

2004.05.25

東京ボランティア・市民活動センター 東京都

2013.03

東京ボランティア・市民活動センター 東京都

2013.03

公益社団法人セーブ・ザ・チ
2013.04
ルドレン・ジャパン
（財）ジョイセフ（家族計画国
2010.09.30
際協力財団）
一般財団法人地域創造基金
2013
みやぎ

震災後に中高生が果たした役割の記録プロジェクト
公益財団法人ジョイセフ年次報告書2009
フクシマススムプロジェクト福島子ども支援NPO助成2013年募
集要項
公益財団法人ジョイセフ年次報告書2012

安全・安心まちづくり女性
1998.04
フォーラム
建設省近畿地方建設局震災
1999.01
復興対策本部
市民参加の「ビタミンbook」刊
1996.12
行委員会

鈴木良一

公益財団法人ジョイセフ

2013.06.01

独立行政法人環境再生保全
2013.11
機構
認定特定非営利活動法人日
2013.08.30
本NPOセンター

地球環境基金平成24年活動報告書
2012年度NPO支援センター実態調査報告書
NPOリーダーのための15の力WORK BOOK

日本NPOセンター

2013.07.27

2012東日本大震災2年目の活動記録

公益財団法人日本財団東日
2013
本大震災復興支援チーム

原発ゼロ社会への道 新しい公論形成のための中間報告

原子力市民委員会

2013.10.07

自分と世界がハッピーになる！成功する海外ボランティア21の
「地球の歩き方」編集室（海外ボランテダイヤモンド社
ケース

2013.07.19

プロカウンセラーが教えるはじめての傾聴術

古宮昇

ナツメ社

2012.12.25

子どもと福祉 vol.6 July 2013

『子どもと福祉』編集委員会

明石書店

2013.07.01

月刊傾聴ボランティア 平成25年度（2013年） 12月号
月刊福祉2月号（2014年）
震災復興が問いかける子どもたちのしあわせ－地域の再生と
鈴木庸裕
学校ソーシャルワーク
講座 現代の社会政策 第5巻 新しい公共と市民活動・労働
坪郷實、中村圭介
運動
未来につながるボランティア高校生のためのボランティアハンド
藤田久美
ブック

特定非営利活動法人ホール
2013.12.20
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
2014.02.01
祉協議会 出版部
ミネルヴァ書房

2013.07.01

明石書店

2011.09.20

ふくろう出版

2013.03.25

特定非営利活動法人ホール
2014.01.20
ファミリーケア協会
第4回おもちゃの図書館アジ
2013
ア会議実行委員会

月刊傾聴ボランティア 平成26年度（2014年） 1月号
The 4th Asian Toy Library Conference 2013
おもちゃの図書館全国連絡会設立30周年記念 第4回おもちゃ
の図書館アジア会議 あそびは生きる力 報告書
ファミリーハウス・フォーラム報告書 病気の子どもと家族のトー
タルケアを考える～「その人らしく生きる」ということ～

おもちゃの図書館全国連絡会 2013.09
認定特定非営利活動法人
ファミリーハウス
社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 出版部
認定特定非営利活動法人
UNWomen日本国内委員会

月刊福祉3月号（2014年）
認定NPO法人ユニフェム日本国内委員会 18年史
第27回ニッセイ財団シンポジウム 高齢社会を共に生きる -家
族による介護の限界と地域生活支援-

2014.01
2014.03.01
2011.12.01

公益財団法人 日本生命財団 2014.02.03

第22回全国ボランティアフェスティバル高知 報告書

第22回全国ボランティアフェ
スティバル高知実行委員会

2014.02

寺院備災ガイドブック

西郊良光

仏教NGOネットワーク(BNN)

2013.04.01

聞く力 心をひらく35のヒント

阿川佐和子

文藝春秋

2012.01.20

防災教育のすすめ-災害事例から学ぶ-

岩田貢、山脇正資

古今書院

2013.11.10

高齢者のためのかんたんレクリエーション

三瓶あづさ

日本文芸社

2012.06.30

社会福祉法人 全国社会福
2014.04.01
祉協議会 出版部
特定非営利活動法人ホール
2014.02.20
ファミリーケア協会

月刊福祉4月号(2014年)
月刊傾聴ボランティア 平成26年度（2014年） 2月号

災害時に役立つサバイバル術を楽しく学ぶ防災ピクニックが子
MAMA-PLUG
株式会社KODOKAWA
どもを守る!
スーパーマーケットのグロサーリーデザインinサンフランシスコ
編著:碓井美樹
株式会社誠文堂新光社
エコフレンドリーな街で見つけた､いま注目の食品&日用雑貨
監修･鈴木正典 助言･萩原裕子 写真 一般社団法人 農山漁村文化
昭和の暮らしで写真回想法①子どもと遊び
解説･須藤功
協会
社会福祉法人 全国社会福
月刊福祉5月号(2014年)
祉協議会 出版部
社会福祉法人 全国社会福
月刊福祉6月号(2014年)
祉協議会 出版部
チャイルドラインで学んだ子どもの気持ちを聴くスキル

山口祐二

僕たちが見つけた道標 福島の高校生とボランティア大学生の
兵藤智佳
物語
DVDシナプソロジーで高齢者はつらつ!脳いきいきレクリエー
シナプソロジー普及会
ション
月刊傾聴ボランティア 平成26年度（2014年） 4月号
月刊傾聴ボランティア 平成26年度（2014年） 5月号
｢社会を変える｣お金の使い方 投票としての寄付 投資としての
駒崎弘樹
寄付

2014.02.21
2014.02.23
2014.02.05
2014.05.01
2014.06.01

株式会社ミネルヴァ書房

2014.02.10

株式会社晶文社

2013.07.10

株式会社西東社

2014.03.05

特定非営利活動法人ホール
2014.04.20
ファミリーケア協会
特定非営利活動法人ホール
2014.05.20
ファミリーケア協会
栄治出版

2010.12.15

ボランティア活動をデザインする

田中雅文・広瀬隆人

学文社

2013.11.11

ふるさとにかえりたいリミヨおばあちゃんとヒバクの島

写真:島田興生 文:羽生田有紀

子どもの未来社

2014.02.10

社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 出版部

2014.07.01

解放出版社

2013.08.15

東日本大震災とNPO・ボランティア市民の力はいかにして立ち
編著:桜井政成
現れたか

ミネルヴァ書房

2013.09.30

地域発のオーガニックガイド おかやまコメ読本

吉備人出版

2013.09.30

月刊福祉7月号(2014年)
飛べ！世界へ エアラインから国連、国際NGOへ

佐藤真由美

企画・編集 エコウェーブおかやま

月刊福祉8月号(2014年)
月刊傾聴ボランティア 平成26年度（2014年） 6月号
月刊傾聴ボランティア 平成26年度（2014年） 7月号
共感の技法福島県における足湯ボランティアの会話分析

西坂仰 早野薫 須永将史 黒嶋智美
岩田夏穂

社会福祉法人 全国社会福
2014.08.01
祉協議会 出版部
特定非営利活動法人ホール
2014.06.20
ファミリーケア協会
特定非営利活動法人ホール
2014.07.20
ファミリーケア協会
勁草書房

2013.07.20

HIGH LINE アート、市民、ボランティアが立ち上がるニューヨー ジョシュア・デイヴィッド ロバート・ハ
ク流都市再生の物語
モンド
ハートセイバーファーストエイドCPR AED受講者ワークブック
American Heart Association
AHAガイドライン2010準拠

american book&cinema

2013.07.31

株式会社エナジー

2013.02.15

社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 出版部

2014.09.01

文芸社

2013.07.15

小学校低学年･家族･発達障害を持つ子･先生のための災害に
掘清和
負けない防災ハンドブック

エンタイトル出版

2013.08.20

車いす･片マヒの人もいっしょにできる高齢者のレクリエーション 三浦一朗

ナツメ社

2014.02.10

月刊福祉9月号(2014年)
つなぐ～外国人支援草の根ボランティア～

大野里純子

月刊傾聴ボランティア 平成26年度（2014年） 8月号
月刊福祉10月号(2014年)
｢すべらないバリアフリー｣のススメ!!～マンガでわかる障害者の NHKバリバラ制作班･編/漫画･河崎
ホンネ～
芽衣
アジアの市民社会とNGO

秦達也 編著

実践ソーシャル･イノベーション 知を価値に変えたコミュニティ･
野中郁治郎･廣瀬文乃･平田透
企業･NPO
月刊傾聴ボランティア 平成26年度（2014年） 9月号
月刊福祉11月号(2014年)

特定非営利活動法人ホール
2014.08.20
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
2014.10.01
祉協議会 出版部
竹書房

2014.07.03

晃洋書房

2014.04.30

千倉書房

2014.06.04

特定非営利活動法人ホール
2014.09.20
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
2014.11.01
祉協議会 出版部

私が日本人になった理由 日本語に魅せられて

ドナルド・キーン

PHP

2013.05.02

みんなで楽しめる高齢者の年中行事＆レクリエーション

尾渡順子

ナツメ社

2014.02.13

フィルムアート社

2014.02.28

子どもの創造力スイッチ！遊びと学びのひみつ基地 CANVAS
石戸奈々子
の実践
月刊傾聴ボランティア 平成26年度（2014年） 10月号
月刊福祉12月号(2014年)

特定非営利活動法人ホール
2014.10.20
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
2014.12.01
祉協議会 出版部

高齢者と障害者のための読み書き支援「見る資料」が利用でき 社会福祉法人日本盲人福祉施設協
小学館
ない人への代読代筆
議会情報サービス部会/編
災害・事件後の子どもの心理支援 システムの構築と実践の指
冨永良喜
創元社
針
懐かしき子どもの遊び歳時記

榎本好宏

飯塚書店

2014.02.01
2014.03.10
2014.02.20

特定非営利活動法人ホール
2014.11.20
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
2015.01.01
祉協議会 出版部

月刊傾聴ボランティア 平成26年度（2014年） 11月号
月刊福祉1月号(2015年)
お年寄りと家族が笑顔になる本

堀澤毅雄

ソレイユ出版

2014.06.25

地域を変える高校生たち 市民とのフォーラムから、ボランティ
ア、まちづくりへ

編 宮下与兵衛
著 宮下与兵衛 栗原衛 波岡知郎

かもがわ出版

2014.05.15

国際ボランティアの世紀

山田恒夫

月刊傾聴ボランティア 平成26年度（2014年） 12月号
月刊福祉2月号(2015年)

一般財団法人 放送大学教育
2014.03.20
振興課
特定非営利活動法人ホール
2014.12.20
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
2015.02.01
祉協議会 出版部

これならわかる＜スッキリ図解＞障害者総合支援法

遠山真世、二本柳覚、鈴木祐介

株式会社翔泳社

2014.04.24

ムスリムNGO 信仰と社会奉仕活動

子島進

山川出版社

2014.03.20

マイノリティの社会参加 障害者と多様なリテラシー

佐々木倫子 編

くろしお出版

2014.04.02

月刊傾聴ボランティア 平成26年度（2015年） 1月号
月刊福祉3月号(2015年)
月刊傾聴ボランティア 平成26年度（2015年） 2月号
月刊福祉4月号(2015年)

特定非営利活動法人ホール
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 出版部
特定非営利活動法人ホール
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 出版部

2015.01.20
2015.03.01
2015.02.20
2015.04.01

河北新報特別縮刷版 3.11東日本大震災1ヶ月の記録

河北新報社編

竹書房

2011.08.29

そして､生きる希望へ -貧困に立ち向かう子どもたち

安蘭ヒサコ、冨部志保子

NTT出版株式会社

2015.03.19

松下啓一 著

萌書房

2013.05.31

NHKスペシャル取材班

イースト・.プレス

2015.01.20

協働が変える役所の仕事･自治の未来-市民が存分に力を発
揮する社会- 市民力ライブラリー
釜石の奇跡 どんな防災教育が子どもの"いのち"を救えるの
か?
まんが クラスメイトは外国人 入門編-はじめて学ぶ多文化共
生小さな起業で楽しく生きる

まんが みなみななみ 編者｢外国につ
株式会社明石書店
ながる子どもたちの物語｣編集委員
ワーカーズ・コレクティブネットワーク
株式会社ほんの木
ジャパン

子どもと一緒に防災の本+防災おやつ＆レシピ

坂本廣子

はじめてのスポーツボランティア

日本スポーツボランティアネットワーク

月刊傾聴ボランティア 平成26年度（2015年） 3月号
月刊福祉5月号(2015年)
まちづくりのための北のガーデンボランティアハンドブック

フォーラム・A

大和書房

講談社
信じられない｢原価｣買い物で世界を変えるための本②おもちゃ メアリー･コルソン/原著 稲葉茂勝/翻訳
特定非営利活動法人ホール
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 出版部
特定非営利活動法人ホール
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 出版部

月刊傾聴ボランティア 平成27年度（2015年） 4月号
月刊福祉6月号(2015年)
月刊傾聴ボランティア 平成27年度（2015年） 5月号
月刊福祉7月号(2015年)
日本に住む多文化の子どもと教育 ことばと文化のはざまで生
きる
ハンセン病の｢脱」神話化 自己実現型ボランティアの可能性と
陥穽
デンマークのヒュッゲな生活空間-住まい・高齢住宅・デザイン・
都市計画

2014.02.16
2013.12.10

株式会社ベースボール・マガ
2014.09.30
ジン社
特定非営利活動法人ホール
2015.03.20
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
2015.05.01
祉協議会 出版部

公益財団法人札幌市公園緑化協会
北海道大学出版会
編

子どものやる気を引き出す｢聴き方｣のルール｢傾聴｣で、どの子
松尾文男 著
も100%変わる！

2013.06.01

2014.06.25
2014.12.01
2015.02.27
2015.04.20
2015.06.01
2015.05.20
2015.07.01

宮崎幸江/編

上智大学出版

2014.01.06

西尾雄志

皓星社

2014.12.01

中島明子編著
小川正光 小川裕子 丸谷博男 福田

萌文社

2014.10.31

NPOのためのIT活用講座 効果が上がる情報発信術

久米信行・山田泰久 著

学芸出版社

2014.09.01

｢察しのいい人｣と言われる人は､みんな｢傾聴力｣をもっている

佐藤綾子 著

講談社

2013.04.22

特定非営利活動法人山科醍醐こども
かもがわ出版
のひろば編/幸重忠孝･村井琢哉
特定非営利活動法人ホール
月刊傾聴ボランティア 平成27年度（2015年） 6月号
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
月刊福祉8月号(2015年)
祉協議会 出版部
特定非営利活動法人ホール
月刊傾聴ボランティア 平成27年度（2015年） 7月号
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
月刊福祉9月号(2015年)
祉協議会 出版部
もしもにそなえる防災かみしばい(地震･二次避難)れんしゅうし 宮崎二美枝 脚本/夏目尚吾 絵/原
童心社
ててよかったね
本憲子 監修
東京ボランティア･市民活動セ
ボランティア･市民活動助成ガイドブック2014-2015
ンター
高齢者アクティビティ開発センター監
ナツメ社
かんたん､楽しい！高齢者の手工芸レクリエーション12か月
修
東京シューレ30周年記念 東京シューレOB･OG100人インタ
東京シューレ 編
東京シューレ
ビュー
特定非営利活動法人ホール
月刊傾聴ボランティア 平成27年度（2015年） 8月号
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
月刊福祉10月号(2015年)
祉協議会 出版部
｢ねえ､私の話聞いてる?｣と言われない｢聴く力｣の教科書 あな
岩松正史
自由国民社
たを聴き上手にする｢傾聴力スイッチ｣のつくりかた
子どもたちとつくる 貧困とひとりぼっちのないまち

FMラルース999日の奇跡～ボランティアの作ったラジオ局

近兼拓史

鹿砦社

2013.07.21
2015.06.20
2015.08.01
2015.07.20
2015.09.01
2014.07
2014.06
2015.02.05
2015.07.12
2015.08.20
2015.10.01
2015.01.30
2015.01.17

人が集まるボランティア組織をどうつくるのか-｢双方向の学び｣
長沼 豊
を活かしたマネジメント-

ミネルヴァ書房

2014.09.30

災害･防災の心理学-教訓を未来につなぐ防災教育の最前線

木村玲欧

北樹出版

2015.07.17

大学と社会貢献-学生ボランティア活動の教育的意義

木村佐枝子

創元社

2014.12.10

わかる！できる！NPO法人会計

関西NPO会計税務研究会

月刊傾聴ボランティア 平成27年度（2015年） 9月号
月刊福祉11月号(2015年)
月刊傾聴ボランティア 平成27年度（2015年） 10月号
月刊福祉12月号(2015年)
こどもあんぜん図鑑 スマホ･パソコン･SNS よく知ってネットを使
監修 藤川大祐
おう!
事業者必携 株式会社･合同会社･NPO･一般社団法人 自分で
安部高樹 監修
出来る!法人設立 実践マニュアル
多文化教育の充実に向けて イギリスの経験、これからの日本 佐久間考正

社会福祉法人 大阪ボラン
ティア協会
特定非営利活動法人ホール
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 出版部
特定非営利活動法人ホール
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 出版部

2014.12.10
2015.09.20
2015.11.01
2015.10.20
2015.12.01

講談社

2015.02.25

三修社

2014.09.10

頸草書房

2014.05.20

特定非営利活動法人ホール
2015.11.20
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
2016.01.01
祉協議会 出版部

月刊傾聴ボランティア 平成27年度（2015年） 11月号
月刊福祉1月号(2016年)

新ボランティア学のすすめ-支援する/されるフィールドで何を学
内海成治 中村安秀 編
昭和堂
ぶか
Q&Aでわかる！はじめてのスポーツボランティア4 オリンピッ 監修/日本スポーツボランティアネット
ベースボール・マガジン社
ク・パラリンピックに参加！
ワーク 編集/こどもくらぶ
ケイティ･ディッカー/原著 稲葉茂勝/
講談社
信じられない｢原価｣買い物で世界を変えるための本②食べ物
翻訳･著 こどもくらぶ/編集
特定非営利活動法人ホール
月刊傾聴ボランティア 平成27年度（2015年） 12月号
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
月刊福祉2月号(2016年)
祉協議会 出版部

2014.12.15
2014.12.15
2015.02.27
2015.12.20
2016.02.01

おじいさんおばあさんの子どもの頃日本は戦争をした

中村攻･宮城喜代美･石澤憲三

而立書房

2.15.09.20

そらジローときはらさんの防災えほん ぐらっとゆれたらどうす
る！？

木原実

小学館

2015.11.17

㈱ベースボールマガジン社

2015.10.26

外国語でスポーツしよう！あそぼう！野球とかんたんなあそび 編集 こどもくらぶ

特定非営利活動法人ホール
2015.01.20
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
2016.03.01
祉協議会 出版部

月刊傾聴ボランティア 平成27年度（2016年） 1月号
月刊福祉3月号(2016年)
NPOの後継者 僕らが主役になれる場所

富永一夫･永井祐子

水曜社

2015.05.01

そのとき､被災障害者は･･･～取り残された人々の3/11～

中尾祐子

いのちのことば社

2014.07.20

施設で育った子どもたちの居場所｢日向ぼっこ｣と社会的養護

NPO法人社会的用語の当事者参加
明石書店
推進団体日向ぼっこ 編著

2012.10.20

震災復興と地域産業6 －復興を支えるNPO､地域企業家

関満博

新評論

2015.02.25

初歩的な疑問から答える NPOの教科書

乙武洋匡・佐藤大吾

日経BP社

2015.03.09

街にあふれた子どもの遊び

萩野矢慶記

彩流社

2015.11.27

特定非営利活動法人ホール
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 出版部
特定非営利活動法人ホール
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 出版部

月刊傾聴ボランティア 平成27年度（2016年） 2月号
月刊福祉4月号(2016年)
月刊傾聴ボランティア 平成28年（2016年） 3月号
月刊福祉5月号（2016年）

2016.02.20
2016.04.01
2016.03.20
2016.05.01

地域を変えた「絵本の読み聞かせ」のキセキ-シニアボランティ 世代間交流プロジェクト「りぷりんと・
ライフ出版社
アはソーシャルキャピタルの源泉 現役シニアボランティアが選 ネットワーク」

2015.04.10

防災かあさん

2015.03.11

みんなの防災部

羽鳥書店

フランスの子どもはなんでも食べる 好き嫌いしない、よく食べ
る子どもが育つ10のルール
月刊傾聴ボランティア 平成28年（2016年） 4月号
月刊福祉6月号（2016年）

カレン・ル・ビロン
WAVE出版
2015.12.11
石塚由香子 狩野綾子（まちとこ）訳
特定非営利活動法人ホール
2016.04.20
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
2016.06.01
祉協議会 出版部

家族の愛犬から、地域へ-もか吉、ボランティア犬になる。

江川紹子

集英社インターナショナル

2015.12.20

かんたん､楽しい！高齢者の“脳トレ”レクリエーション

監修/田島信元・高橋紀子

ナツメ社

2015.11.06

子どもの生活を支える 社会的養護

小野澤昇・田中利則・大塚良一

ミネルヴァ書房

2013.03.10

特定非営利活動法人ホール
2016.05.20
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
2016.07.01
祉協議会 出版部

月刊傾聴ボランティア 平成28年（2016年） 5月号
月刊福祉7月号（2016年）
プロカウンセラーが教える場面別 傾聴術レッスン

監修/古宮昇

ナツメ社

2015.07.30

えほん 障害者権利条約 わたしたちぬきに、わたしたちのこと
ふじいかつのり/作 里圭/絵
を決めないで

汐文社

2015.07.15

みんなの防災辞典 災害へのそなえから避難生活まで

監修/山村武彦

PHP研究所

2015.06.08

NPOで見つけた心にのこる物語 10000円のカレーライス

日本財団ＣＡＮＰＡＮプロジェクト編

日本実業出版社

2016.02.01

同行援護ハンドブック 視覚障害者の外出を安全に支援するた
松井奈美 編著
めに

日本医療企画

2015.08.08

小児がん病棟と学生ボランティア 関わり合いの人間科学

晃洋書房

2015.10.10

李永淑

特定非営利活動法人ホール
2016.06.20
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
2016.08.01
祉協議会 出版部

月刊傾聴ボランティア 平成28年（2016年） 6月号
月刊福祉8月号（2016年）
「つなみ」の子どもたち 作文に書かれなかった物語
ＣＳＲ時代の社会貢献活動 企業の現場から
地球環境基金 平成25年度活動報告集
Ｇａｋｕｖｏ ＲＥＰＯＲＴ2014
地球環境基金20年の軌跡・そして未来へ 1993-2013
地球環境基金 平成26年度活動報告集
エルマーのぼうけん
自閉症スペクトラム こだわり あるあるかるた

森 健
日本経団連社会貢献推進委員会
編著
独立行政法人環境再生保全機構
編集
日本財団学生ボランティアセンター
編集
独立行政法人環境再生保全機構
編集
独立行政法人環境再生保全機構
編集
ルース・スタイルス・ガネット さく・え
わたなべ しげお やく
こだくんママ（こだわりの輪）

文藝春秋

2011.12.10

日本経団連出版

2008.07.20

独立行政法人環境再生保全
2014.09
機構
日本財団学生ボランティアセ
2015.03
ンター
独立行政法人環境再生保全
機構
独立行政法人環境再生保全
2015.09
機構
福音館

1998.06.10

武蔵野デジタル出版

2015.12.01

公益社団法人 認知症の人と
家族の会 東京都支部
公益社団法人 認知症の人と
家族の会 東京都支部
公益社団法人 認知症の人と
家族の会 東京都支部
公益社団法人 認知症の人と
家族の会 東京都支部
公益社団法人 認知症の人と
家族の会 東京都支部
特定非営利活動法人ホール
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 出版部

認知症てれほん相談 歩み続けて30年 1982年度～2011年度
認知症てれほん相談 歩み続けて30年 1982年度～2011年度
認知症てれほん相談 歩み続けて30年 1982年度～2011年度
認知症てれほん相談 歩み続けて30年 1982年度～2011年度
認知症てれほん相談 歩み続けて30年 1982年度～2011年度
月刊傾聴ボランティア 平成28年（2016年） 7月号
月刊福祉9月号（2016年）

2013.03
2013.03
2013.03
2013.03
2013.03
2016.07.20
2016.09.01

防災教育の不思議な力 子ども・学校・地域を考える

諏訪清二

岩波書房

2015.11.19

じゃあ まあいーか ＪＩＣＡボランティア ジャマイカを行く

塚崎雄一

大盛堂書房

2015.08.05

新市民伝 ＮＰＯを担う人々

辻陽明＋新市民伝制作プロジェクト

講談社エディトリアル

2015.06.11

足あととこれからの一歩 研修の企画 3年間の記録と提言

東京ボランティア・市民活動センター 東京ボランティア・市民活動セ
2015.03
支援力アップ塾担当
ンター

社会福祉法人東京都社会福
祉協議会 東京ボランティア・
第23回 全国ボランティアフェ
スティバルぎふ実行委員会
公益財団法人 日本生命財
団
東京都生活文化局都民生活
部地域活動推進課
第24回 全国ボランティアフェ
スティバルふくしま実行委員
特定非営利活動法人ホール
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 出版部

平成25.26年度 地域の居場所 活性化モデル事業《報告書》
第23回全国ボランティアフェスティバルぎふ 報告書
第28回ニッセイ財団シンポジウムの記録集「高齢社会を共に生
きる」
共助社会づくりを進めるための東京都指針 ～ボランティア活
動の推進を中心に～
第24回全国ボランティアフェスティバルふくしま 報告書
月刊傾聴ボランティア 平成28年（2016年） 8月号
月刊福祉10月号（2016年）

2015.01
2015.02.03
2016.02
2016.08
2016.08.20
2016.10.01

「働き盛り」のNPO ドラッガーに学ぶ「真の豊かさ」

島田恒

花咲き夢咲く桃山の里 地域と歩む障害者福祉

社会福祉法人 あみの福祉会 編著 クリエイツかもがわ

2015.09.20

防災・減災につなげる ハザードマップの活かし方

鈴木康弘 編

岩波書店

2015.05.15

子どもの「命」の守り方 変える！事故予防と保護者・園内コ
ミュニケーション

掛札逸美

エイデル研究所

2015.10.30

北欧＝幸せのものさし 障害者権利条件のいきる町で

薗部英夫

全障研出版部

2015.08.09

社会参加とボランティア

海野和之

八千代出版

2014.12.05

月刊福祉11月号（2016年）

子どもNPO白書2015 創刊号

2015.02.19

特定非営利活動法人ホール
2016.09.20
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
2016.11.01
祉協議会 出版部

月刊傾聴ボランティア 平成28年（2016年） 9月号

対人関係とコミュニケ―ション 依存症・触法精神障害者への
支援から考える
外国語でスポーツ2 スポーツの外国語をおぼえよう！ サッ
カーとボールあそび

東洋経済新報社

2015.06

渡邉敦子 安齋順子 編著

特定非営利活動法人日本子ども
NPOセンター 編

月刊傾聴ボランティア 平成28年（2016年） 10月号
月刊福祉12月号（2016年）

北樹出版

2015.07.15

ベースボール・マガジン社

2015.11.24

エイデル研究所

2015.09.30

特定非営利活動法人ホール
2016.10.20
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
2016.12.01
祉協議会 出版部

考えよう！やってみよう！フェアトレード 1フェアトレードって、
渡辺龍也 監修・こどもくらぶ 編
彩流社
なんだろう？
考えよう！やってみよう！フェアトレード 2フェアトレードが生ま
渡辺龍也 著・こどもくらぶ 編
彩流社
れた背景と歴史・現状
考えよう！やってみよう！フェアトレード 3日本のフェアトレード
渡辺龍也 監修/著・こどもくらぶ 編 彩流社
の現状ときみにもできること
特定非営利活動法人ホール
月刊傾聴ボランティア 平成28年（2016年） 11月号
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
月刊福祉1月号（2017年）
祉協議会 出版部
フリースクール等における在宅支援を含めた 個別支援の実践 NPO法人フリースクール全国ネット NPO法人フリースクール全国
事例報告集
ワーク 編集
ネットワーク
森谷明子 再話/絵 静岡うみねこの
静岡うみねこの会
あの日 ～おおつち保育園 3・11～
会 監修
特定非営利活動法人ホール
月刊傾聴ボランティア 平成28年（2016年） 12月号
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
月刊福祉2月号（2017年）
祉協議会 出版部

2015.09.04
2015.11.30
2015.11.28
2016.11.20
2017.01.01
2016.08.20
2014.03.11
2016.12.20
2017.02.01

医療ボランティアをめざす人に今伝えたいこと

淺野マリ子

ミネルヴァ書房

2015.09.30

子どもと貧困

朝日新聞取材班

朝日新聞出版

2016.10.30

世界の文字の 書き方・書道 漢字文化圏のいろいろな書道

稲葉茂勝 著/こどもくらぶ 編

彩流社

2015.11.30

月刊傾聴ボランティア 平成29年（2017年） 1月号
月刊福祉3月号（2017年）
フェアトレードとは何か

デイヴィッド・ランサム著/市橋秀夫
訳

特定非営利活動法人ホール
2017.01.20
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
2017.03.01
祉協議会 出版部
青土社

2008.06.24

NPOの法律相談 知っておきたい基礎知識60

BLP-Network

英治出版

2016.09.25

被災ママ1089人の声に学ぶ! 子どもを守る防災手帖

MAMA-PLUG 著・編

KADOKAWA

2016.08.25

特定非営利活動法人ホール
2017.02.20
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
2017.04.01
祉協議会 出版部

月刊傾聴ボランティア 平成29年（2017年） 2月号
月刊福祉4月号（2017年）
傾聴・心理臨床学アップデートとフォーカシング 感じる・話す・
聴くの基本
対話で育む多文化共生入門 ちがいを楽しみ、ともに生きる社
会をめざして
あいむはっぴい！と叫びたい 知的障害者の自立をめざす「パ
ンジー」の挑戦

池見陽 編著

ナカニシヤ出版

2016.03.20

倉八順子

明石書店

2016.07.23

林淑美＋クリエイティブハウス「パン
ジー」のみんな

合同出版

2016.09.20

NPO法人仕訳処理ハンドブック

税理士 林孝行/税理士 岩田聡子

清文社

2016.02.10

これならわかる スッキリ図解 障害者差別解消法

二本柳覚 編著

翔泳社

2016.09.15

プロ通訳案内士が教える はじめてのボランティア英語ガイド

江口裕之 根岸正

DHC

2016.10.21

月刊傾聴ボランティア 平成29年（2017年） 3月号
月刊福祉5月号（2017年）

特定非営利活動法人ホール
2017.03.20
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
2017.05.01
祉協議会 出版部

特定非営利活動法人ホール
2017.04.20
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
2017.06.01
祉協議会 出版部

月刊傾聴ボランティア 平成29年（2017年） 4月号
月刊福祉6月号（2017年）
暮らしと傾聴

遠藤忠雄

けやき出版

2016.07.07

世界を救う7人の日本人 国際貢献の教科書

池上彰 編著

朝日文庫

2016.04.30

旺文社

2016.07.21

学校では教えてくれない大切なこと10 身近な危険～防災と防
高杉健太郎 編
犯～
海外でボランティアを始めませんか？CHALLENGE&CHANCE

技能ボランティア海外派遣協
2012
会

無限の夢へ、走りだそう。RING！RING！プロジェクト

公益財団法人JKA

2013.03

不登校なう～居場所を求める私たち～ 僕は僕でよかったんだ
NPO法人東京シューレ 企画
創造集団440Hz
フリースクール東京シューレの25年
社会福祉法人東京都社会福祉協議
東京都福祉保健局
変わりゆく福祉職場の“今”
会東京都福祉人材センター
ユナイテッドピープル株式会
バレンタイン一揆
特定非営利活動法人ACE
社

2015

こんにちは、にほんご！すぐに使える暮らしのかんたん表現

てくてく日本語教師会

ジャパンタイムズ

2009.12.20

多文化共生の学校づくり 横浜市立いちょう小学校の挑戦

山脇啓造 横浜市立いちょう小学校
編

明石書店

2006.05.31

中日交流 標準日本語 中級 上

人民教育出版社 光村図書出版 編 人民教育出版社

中日交流 標準日本語 中級 下

人民教育出版社 光村図書出版 編 人民教育出版社

第30回ニッセイ財団シンポジウムの記録集「高齢社会を共に生
公益財団法人 日本生命財
きる」-認知症の人とその家族が安心して生活できるまちづくり団
多者協働の場づくりに向けて～ボランティア・市民活動支援の 社会福祉法人全国社会福祉協議会 社会福祉法人全国社会福祉
ための体制整備・協働のネットワークづくりのヒント～
ボランティア・市民活動支援の取組み 協議会 ボランティア・市民活
多様な学び保障法を実現する会・
多様な学び保障法を実現す
第3回多様な学び実践研究フォーラム＆第8回JDEC記録集
NPO法人フリースクール全国ネット る会・NPO法人フリースクー
復興の先を見据えた地域づくり～住民の主体性を考えた復興
特定非営利活動法人 日本
支援のあり方～
NPOセンター
特定非営利活動法人ホール
月刊傾聴ボランティア 平成29年（2017年） 5月号
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
月刊福祉7月号（2017年）
祉協議会 出版部
多文化共生時代のガイドブック あなたにもできる外国人への 野田文隆 秋山剛 編著/多文化間
岩崎学術出版社
こころの支援
精神医学会 監修
稼ぐNPO 利益をあげて社会的使命へ突き進む

後房雄 藤岡喜美子

コーディネーター必携 シニアボランティアハンドブック シニア
藤原佳典 倉岡正高 編著
の力を引き出し活かす知識と技術

2011

2012

2017.02.28
2017.03
2017.02.01
2017.03
2017.05.20
2017.07.01
2016.09.04

カナリアコミュニケーションズ 2016.05.31
大修館書店

2016.05.20

特定非営利活動法人ホール
2017.06.20
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
2017.08.01
祉協議会 出版部

月刊傾聴ボランティア 平成29年（2017年） 6月号
月刊福祉8月号（2017年）
石巻災害エキスプレス 誰でも災害ボランティア

加藤吉晴 編

風媒社

2016.03.11

新版国際協力論を学ぶ人のために

内海成治 編

世界思想社

2016.03.31

株式会社 学研教育出版

2015.07.21

大阪ボランティア協会

2001.06.15

日本NPOセンター

2005.02.15

あそびのおうさまずかん リサイクルこうさく
NPO・ボランティアグループの会計入門 お金の日常的な管理
岩永清滋
から会計報告まで
知っておきたいＮＰＯのこと 信頼されるNPOの7つの条件
日本NPOセンター
NPOの基礎知識Q&A
Nikoにこカンボジア ～エナジーをあなたに～

二胡

文芸社

2015.03.31

通用日本語 （上）

名柄迪

致良出版社

1985.08

通用日本語 （下）

名柄迪

致良出版社

1985.05

中高年のための防災ガイド

藤木昭彦 発行/前田・樋口 編

KKベストセラーズ

2016.08.29

ボランティアという病

丸山千夏

宝島社新書

2016.08.19

株式会社世界文化社

2016.05.05

どこから読んでも面白い こどもオリンピック新聞
月刊傾聴ボランティア 平成29年（2017年） 7月号
月刊福祉9月号（2017年）
教育機会確保法の誕生 子どもが安心して学び育つ

フリースクール全国ネットワーク・多
様な学び保障法を実現する会 編

虹伝説

ウル・デ・リコ 津山紘一/訳

おおかみと七ひきのこやぎ-グリム童話
おこりじぞう-絵本
しろいうさぎとくろいうさぎ 世界傑作絵本シリーズ
栗っ子童話シリーズ 栗良平作品集2
星座を見つけよう
しぜん -キンダーブック
月刊傾聴ボランティア 平成29年（2017年） 8月号
月刊福祉10月号（2017年）
知っておきたいＮＰＯのこと3 協働編
ケニアへかけた虹の橋 30年の国際ボランティア活動
災害ボランティアハンドブック
月刊傾聴ボランティア 平成29年（2017年） 9月号
月刊福祉11月号（2017年）
知っておきたいNPOのこと4 参加編
2015年版 開発協力白書 日本の国際協力

月刊福祉12月号（2017年）

東京シューレ出版

2017.08.25

株式会社 小学館

1981.05.01

フェリクス・ホフマン/え せた ていじ
福音館書店
/やく
山口勇子・原作 沼田曜一・語り 四
株式会社金の星社
国五郎・絵
ガース・ウイリアムズ/ぶん、え まつ
福音館書店
おかきょうこ/やく
日本ビジネスネット株式会
栗良平
社、栗っ子の会
Ｈ．Ａ．レイ/文・絵 草下英明/訳

福音館書店

広田靚子/指導 広田尚敬/写真 斎
株式会社 フレーベル館
藤雅諸/絵
特定非営利活動法人ホール
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 出版部
日本ＮＰＯセンター/協働を進めるた 認定特定非営利活動法人日
めの行政職員の意識改革研究会
本ＮＰＯセンター
ＮＰＯ法人「少年ケニアの友」編

春風社

関西学院大学災害復興制度研究所
関西学院大学出版会
編/被災地ＮＧＯ協働センター 協
特定非営利活動法人ホール
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 出版部
認定特定非営利活動法人日本NPO 認定特定非営利活動法人日
センター 編
本NPOセンター
外務省 編

第11回日本パートナーシップ大賞事例集 広がる協働 企業＆
岸田 眞代 編著
NPO 272事例のデータ分析
月刊傾聴ボランティア 平成29年（2017年） 10月号

特定非営利活動法人ホール
2017.07.20
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
2017.09.01
祉協議会 出版部

株式会社文化工房

1973.07.31
1984.02
1982.10.20
1989.06.02
1983.10.05
2000.03.01
2017.08.20
2017.10.01
2016.11.10
2016.02.12
2016.05.31
2017.09.20
2017.11.01
2016.09.30
2016.03.11

特定非営利活動法人パート
2016.02.10
ナーシップ・サポートセンター
特定非営利活動法人ホール
2017.10.20
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
2017.12.01
祉協議会 出版部

やさしい日本語 -多文化共生社会へ

庵 功雄

岩波新書

2016.08.19

よくわかる 高齢者心理学

佐藤 眞一/権藤恭之 編著

ミネルヴァ書房

2016.06.10

“プロ”が厳選＆指南！ 防災グッズ大図鑑

内野 一郎/ 忠岡 謙 編

株式会社プレジデント社

2016.09.01

特定非営利活動法人ホール
2017.11.20
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
2018.01.01
祉協議会 出版部

月刊傾聴ボランティア 平成29年（2017年） 11月号
月刊福祉1月号（2018年）

養護施設とボランティア ボランティアグループおもいつきの六 ボランティアグループおもいつき 杉
揺籃社
〇年
山精一 編著

2017.07.31

自分たちでつくろう ＮＰＯ法人！ 新版第一次改訂版

堀田力 監修/名越修一 著

学陽書房

2017.08.16

世界の国ぐに大冒険 オリンピック登録国・地域に完全対応

井田仁康 監修

ＰＨＰエディターズ・グループ

2017.09.26

月刊傾聴ボランティア 平成29年（2017年） 12月号
月刊福祉2月号（2018年）
私たちの津久井やまゆり園事件 障害者とともに＜共生社会＞
堀利和 編著
の明日へ
ピースボート災害ボランティアセン
災害ボランティア入門
ター 編
「地域の食」を守り育てる 秋田発 地産地消運動の20年

谷口吉光 著

特定非営利活動法人ホール
2017.12.20
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
2018.02.01
祉協議会 出版部
社会評論社

2017.09.01

合同出版

2017.03.11

無明舎出版

2017.04.10

特定非営利活動法人ホール
2018.01.20
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
2018.03.01
祉協議会 出版部

月刊傾聴ボランティア 平成30年（2018年） 1月号
月刊福祉3月号（2018年）
スポーツボランティア読本「支えるスポーツ」の魅力とは？

二宮雅也 著

悠光堂

2017.01.20

世界をもてなす 語学ボランティア入門

イーオン 著

朝日出版社

2017.05.15

つながりを求めて 福島原発避難者の語りから

辰巳頼子/鳫咲子 編著

耕文社

2017.08.20

特定非営利活動法人ホール
2018.02.20
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
2018.04.01
祉協議会 出版部

月刊傾聴ボランティア 平成30年（2018年） 2月号
月刊福祉4月号（2018年）
英語でボランティアガイド-心構えから英語フレーズまでＣＤ付

葛西朋子 著

株式会社アルク

東京おもちゃ美術館の挑戦 おもちゃと「おもちゃコンサルタン
ト」が子育てを変える

認定ＮＰＯ法人芸術と遊び創造協会
言視舎
編著

2017.08.31

都市環境から考えるこれからのまちづくり

都市環境学教材編集委員会 編

2017.07.06

森北出版株式会社

2017.07.18

特定非営利活動法人ホール
2018.03.20
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
2018.05.01
月刊福祉5月号（2018年）
祉協議会 出版部
テキスト 市民活動論[第2版] －ボランティア・ＮＰＯの実践か 早瀬昇・水谷綾・永井美佳・岡村こず 社会福祉法人大阪ボランティ
2017.09.01
ら学ぶー
恵 他著《社会福祉法人大阪ボラン ア協会

月刊傾聴ボランティア 平成30年（2018年） 3月号

多様性と向きあうカナダの学校 移民社会が目指す教育

児玉奈々 著

東信堂

2017.07.10

アクティブラーニングで学ぶ 福祉科教育法 高校生に福祉を
伝える

藤田久美 編著

一藝社

2017.03.30

特定非営利活動法人ホール
2018.04.20
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
2018.06.01
祉協議会 出版部

月刊傾聴ボランティア 平成30年（2018年） 4月号
月刊福祉6月号（2018年）
はじめてのボランティア 手話 ＤＶＤつき

谷千春 監修

主婦の友社

2017.10.31

国際協力アクティブ・ラーニング ワークでつかむグローバル
キャリア

佐原隆幸・徳永達己 著

弘文堂

2016.02.15

女性目線で徹底的に考えた 防災BOOK

クロワッサン特別編集

株式会社マガジンハウス

2016.04.25

月刊傾聴ボランティア 平成30年（2018年） 5月号
月刊福祉7月号（2018年）

特定非営利活動法人ホール
2018.05.20
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
2018.07.01
祉協議会 出版部

外国人から日本についてよく聞かれる質問200 外国人観光客
からはよく聞かれるのに日本人には想定外の質問あれこれ
戦争体験を「語り」・「継ぐ」広島・長崎・沖縄 次世代型の平和
教育
笑顔の力 病院ボランティア経験でわかったコミュニケーション
メソッド

森田正康/カン・アンドリュー・ハシモ
クロスメディア・ランゲージ
ト 著 Japan Tour Guide 編集協力

2018.02.01

大石学 監修

学研プラス

2018.02.20

浅野マリ子 著

幻冬舎

2018.03.20

特定非営利活動法人ホール
2018.06.20
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
2018.08.01
祉協議会 出版部

月刊傾聴ボランティア 平成30年（2018年） 6月号
月刊福祉8月号（2018年）
地域で愛される子ども食堂 つくり方・続け方

飯沼直樹 著

株式会社翔泳社

2018.01.31

現代スポーツ評論37 スポーツとボランティア

清水諭 責任編/友添秀則 編

創文企画

2017.11.20

新訂 NPOマネジメント

河合明宣・大橋正明 編著

一般財団法人放送大学教育
2017.03.20
振興会

退職後ＮＰＯ キャリアが活きる仕事づくり・組織づくり

米田雅子 著

東洋経済新潮社

2003.10.10

ＮＰＯ法人の税務

田中義幸 著

税務経理協会

2003.07.10

特定非営利活動法人ホール
2018.07.20
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
2018.09.01
祉協議会 出版部

月刊傾聴ボランティア 平成30年（2018年） 7月号
月刊福祉9月号（2018年）
はじめよう！ボランティア 1まちづくりとエコ活動

長沼豊 監修

廣済堂あかつき株式会社

2018.02.28

災害ボランティア入門 実践から学ぶ災害ソーシャルワーク

山本克彦 編著

ミネルヴァ書房

2018.04.20

ようこそ、難民！ 100万人の難民がやってきたドイツで起こっ
たこと

今泉みね子 著

合同出版

2018.02.15

特定非営利活動法人ホール
2018.08.20
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
2018.10.01
祉協議会 出版部

月刊傾聴ボランティア 平成30年（2018年） 8月号
月刊福祉10月号（2018年）
はじめよう！ボランティア 2 スポーツとくらしのバリアフリー
子どもの貧困と食格差 お腹いっぱい食べさせたい
英語で紹介する観光都市「東京」Introduction to Tourism in
Tokyo Megacity
月刊傾聴ボランティア 平成30年（2018年） 9月号
月刊福祉11月号（2018年）
はじめよう！ボランティア 3 復興支援とまちの安全

長沼豊 監修

廣済堂あかつき

阿部彩・村山伸子・可知悠子・鳫咲子
大月書店
編著
山口百々男 著/武村秀雄・藤田玲
語研
子・キャサリン・チータム 校閲
特定非営利活動法人ホール
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 出版部
長沼豊 監修

2018.03.31
2018.04.13
2017.11.30
2018.09.20
2018.11.01

廣済堂あかつき

2018.03.31

傾聴の心理学 PCAをまなぶ カウンセリング フォーカシング 坂中正義 編著/田村隆一・松本剛・
エンカウンター・グループ
岡村達也 著

創元社

2017.12.30

カンボジア孤児院ビジネス

潮出版社

2017.07.20

岩下明日香 著

特定非営利活動法人ホール
2018.10.20
ファミリーケア協会
社会福祉法人 全国社会福
2018.12.01
祉協議会 出版部

月刊傾聴ボランティア 平成30年（2018年） 10月号
月刊福祉12月号（2018年）

はじめよう!ボランティア 4 オリンピック・パラリンピックと国際交
長沼豊 監修
廣済堂あかつき
流
子どもと読書 すべての子どもに読書の喜びを！ 特集 これから
親子読書地域文庫全国連絡
親子読書地域文庫全国連絡会 編集
の読書ボランティア
会
Ｑ＆Ａで知る中東・イスラーム1 なにがおきてる？現代の中東
宮田律 監修
偕成社
ニュース
特定非営利活動法人日本傾
月刊傾聴ボランティア 平成30年（2018年） 11月号
聴ボランティア協会
社会福祉法人 全国社会福
月刊福祉1月号（2019年）
祉協議会 出版部
完全版「20円」で世界をつなぐ仕事 想いと頭脳で稼ぐ新しい働
小暮真久 著
ダイヤモンド社
き方
災害時における介護のボランティア入門～介護福祉士の専門 公益財団法人日本介護福祉士会
中央法規出版
性をいかして～
編集
対人援助の現場で使える 聴く・伝える・共感する技術便利帖

大谷佳子 著

翔泳社

2018.03.31
2017.04.20
2018.03
2018.11.20
2019.01.01
2018.10.03
2018.05.25
2017.08.21

特定非営利活動法人日本傾
2018.12.20
聴ボランティア協会
社会福祉法人 全国社会福
2019.02.01
祉協議会 出版部

月刊傾聴ボランティア 平成30年（2018年） 12月号
月刊福祉2月号（2019年）
世界中に友達の輪を広げよう！ゼロからスタート英語ボラン
ティア 観光ガイド編
「協働」は対等で A New Phase of Collaboration 証言で綴る
パートナーシップ・サポートセンターの20年
未来を変える目標 SDGｓ アイデアブック
月刊傾聴ボランティア 平成31年（2019年） 1月号
月刊福祉3月号（2019年）

川本佐奈恵 著

Ｊリサーチ出版

岸田眞代 パートナーシップ・サポー
風媒社
トセンター 著
一般社団法人Think the Earth 編著/
紀伊國屋書店
蟹江憲史 監修
特定非営利活動法人日本傾
聴ボランティア協会
社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 出版部

2018.07.07
2018.08.22
2019.01.20
2019.03.01

ちびまる子ちゃんのマナーとルール

沼田晶弘 監修

自衛隊防災BOOK

株式会社マガジンハウス 編集/自衛
株式会社マガジンハウス
隊・防衛相・博報堂 協力

2018.09.12

長坂寿久 編著

2018.05.15

フェアトレードビジネスモデルの新たな展開 SDGs時代に向け
て

集英社

2018.08.10

明石書店

2018.11.10

特定非営利活動法人日本傾
2019.02.20
聴ボランティア協会
社会福祉法人 全国社会福
2019.04.01
祉協議会 出版部

月刊傾聴ボランティア 平成31年（2019年） 2月号
月刊福祉4月号（2019年）
子どもの貧困 未来へつなぐためにできること

渡辺由美子 著

水曜社

2018.05.28

ちょっと待った！ その言葉

安井二美子 著

花伝社

2018.08.20

やってみよう！ スポーツボランティアハンドブック 東京2020オ
中島誠之 著/柳沢智子 編集
リンピック・パラリンピック
月刊傾聴ボランティア 平成31年（2019年） 3月号
月刊福祉5月号（2019年）
新訂/基礎からマスター ＮＰＯ法人の会計・税務ガイド

中村元彦・脇坂誠也・寺内正幸 著

2018社会福祉の手引
コミュニティ通訳 多文化共生社会のコミュニケーション

水野真木子・内藤稔 著

2018.11.10
特定非営利活動法人日本傾
2019.03.20
聴ボランティア協会
社会福祉法人 全国社会福
2019.05.01
祉協議会 出版部
清文社

2018.12.28

東京都

2018.08

みすず書房

2018.07.27

特定非営利活動法人日本傾
2019.04.20
聴ボランティア協会
社会福祉法人 全国社会福
2019.06.01
祉協議会 出版部

月刊傾聴ボランティア 平成31年（2019年） 4月号
月刊福祉6月号（2019年）
ささえあう社会への、はじめの一歩 まずはごはん

ＣＰＡＯ・徳丸ゆき子 企画・編著

日本機関誌出版センター

2018.08.20

お話しとともに育つ喜び おはなし通信

下澤いづみ 著

風媒社

2018.07.10

難民支援 ドイツメディアが伝えたこと

松原好次・内藤裕子 著

春風社

2018.08.31

特定非営利活動法人日本傾
2019.05.20
聴ボランティア協会
特定非営利活動法人日本傾
2019.06.20
聴ボランティア協会
社会福祉法人 全国社会福
2019.08.01
祉協議会 出版部

月刊傾聴ボランティア 令和元年（2019年） 5月号
月刊傾聴ボランティア 令和元年（2019年） 6月号
月刊福祉8月号（2019年）
すぐ使える！ワークシートでコミュニケーション教育

小林昭文 著

ほんの森出版

2018.07.10

東京オリンピックのボランティアになりたい人が読む本

西川千春 著

イカロス出版

2018.06.25

SDGsの基礎

白田範史 編

2018.09.03

ママたちを支援する。ママたちが支援する。「ふらっとスペース
金剛」を立ち上げた女性たち

学校法人先端教育機構 事
業構想大学院大学出版部

NPO法人ふらっとスペース金剛 編

せせらぎ出版

2018.04.22

特定非営利活動法人日本傾
2019.07.20
聴ボランティア協会
社会福祉法人 全国社会福
2019.09.01
祉協議会 出版部

月刊傾聴ボランティア 令和元年（2019年） 7月号
月刊福祉9月号（2019年）
4つの時代をタイムトラベル 1 明治の図鑑

大串潤児 監修

廣済堂あかつき

2019.02.25

新・はたらく犬とかかわる人たち ３ はたらく犬と訓練士・ボラ
ンティア
その子の「普通」は普通じゃない 貧困の連鎖を断ち切るため
に

こどもくらぶ 編

あすなろ書房

2018.11.30

富井真紀 著

ポプラ社

2019.04.10

特定非営利活動法人日本傾
2019.08.20
聴ボランティア協会
社会福祉法人 全国社会福
2019.10.01
祉協議会 出版部

月刊傾聴ボランティア 令和元年（2019年） 8月号
月刊福祉10月号（2019年）
必携！日本語ボランティアの基礎知識

中井延美 著

大修館書店

2018.09.10

新版 災害ボランティア入門

ピースボート災害ボランティアセン
ター 編

合同出版

2019.07.25

空き家問題の背景と対策 未利用不動産の有効活用

高崎経済大学地域科学研究所 編

日本経済評論社

2019.03.15

特定非営利活動法人日本傾
2019.09.20
聴ボランティア協会
社会福祉法人 全国社会福
2019.11.01
祉協議会 出版部

月刊傾聴ボランティア 令和元年（2019年） 9月号
月刊福祉11月号（2019年）
セルフネグレクトと父親 虐待と自己放棄のはざまで

石川瞭子 編著

青弓社

2019.06.17

参加による自治と創造 新・地域社会論

内田和浩 著

日本経済評論社

2019.06.25

SNSカウンセリング・ハンドブック

杉原保史・宮田智基 編著

誠信書房

2019.06.15

特定非営利活動法人日本傾
2019.10.20
聴ボランティア協会
社会福祉法人 全国社会福
2019.12.01
祉協議会 出版部

月刊傾聴ボランティア 令和元年（2019年） 10月号
月刊福祉12月号（2019年）
「お手伝いしましょうか？」うれしかった、そのひとこと

高橋うらら 文・深蔵 絵

講談社

2019.07.24

移民政策とは何か 日本の現実から考える

髙谷幸 編著

人文書院

2019.04.30

4つの時代をタイムトラベル 2 大正の図鑑

大串潤治 監修

廣済堂あかつき

2019.03.30

特定非営利活動法人日本傾
2019.11.20
聴ボランティア協会
社会福祉法人 全国社会福
2020.01.01
祉協議会 出版部

月刊傾聴ボランティア 令和元年（2019年） 11月号
月刊福祉1月号（2020年）
まちの子どもソーシャルワーク 子どもの貧困対策第2ステージ 幸重忠孝・村井琢哉 著

かもがわ出版

2018.02.03

「参加の力」が創る共生社会 市民の共感・主体性をどう醸成
するか

早瀬昇 著

ミネルヴァ書房

2018.06.10

食で読み解くヨーロッパ 地理研究の現場から

加賀美雅弘 著

朝倉書店

2019.04.10

特定非営利活動法人日本傾
2019.12.20
聴ボランティア協会
社会福祉法人 全国社会福
2020.02.01
祉協議会 出版部

月刊傾聴ボランティア 令和元年（2019年） 12月号
月刊福祉2月号（2020年）
身近でできるSDGs エシカル消費 ①エシカル消費ってなに？

山本良一 監修/三輪昭子 著

防災食-いつもの食事にも取り入れたい ぴあMOOK
4つの時代をタイムトラベル 3 昭和の図鑑

大串潤児 監修

さ・え・ら書房

2019.05

ぴあ株式会社

2019.04.10

廣済堂あかつき

2019.03.30

特定非営利活動法人日本傾
2020.01.20
聴ボランティア協会
社会福祉法人 全国社会福
2020.03.01
祉協議会 出版部

月刊傾聴ボランティア 令和2年（2020年） 1月号
月刊福祉3月号（2020年）
身近でできるSDGs エシカル消費 ②エシカル消費でSDGsを！ 山本良一 監修/三輪昭子 著

さ・え・ら書房

2019.05

10歳までに身につけたい大切なルールとマナー

坂東眞理子 監修

永岡書店

2019.06.10

英語で読む外国人がほんとに知りたい日本の文化と歴史

ロックリー トーマス 著

東京書籍

2019.08.01

地震の時 動かず待機！食べ物も備えておこう！（日本語/英語
/中国語/韓国語）
地震の時 動かず待機！食べ物も備えておこう！（日本語/ベト
ナム語/ネパール語/ポルトガル語/スペイン語）
地震の時 気をつけること、用意すること（日本語/英語/中国語
/韓国語）

東京都国際交流委員会
東京都国際交流委員会
東京都国際交流委員会

地震の時 気をつけること、用意すること（日本語/ベトナム語/
ネパール語/ポルトガル語/スペイン語）
タンザニア民話とティンガティンガ ～虹の七色どこからきた
の？～
PIKA PIKA（英語版『ピカピカ』）
はい「いのちの山彦電話」です
月刊傾聴ボランティア 令和2年（2020年） 2月号
月刊福祉4月号（2020年）

東京都国際交流委員会
アブダル A．ムクーラ 絵/宇野 みど
国際語学社
り文
たばた せいいち（アリソン・ハルバー
偕成社
ト 英訳者）
特定非営利活動法人 有終
支援いのちの山彦電話
特定非営利活動法人日本傾
聴ボランティア協会
社会福祉法人 全国社会福
祉協議会 出版部

2005.12.26
2001.07
2010.04
2020.02.20
2020.04.01

NPOと労働法 -新たな市民社会構築に向けたNPOと労働法の
渋谷典子 著
課題- ガバナンスと評価

晃洋書房

2019.06.30

ハンガリーを知るための60章【第2版】ドナウの宝石

羽場久美子 編著

明石書店

2018.01.31

災害支援者支援

高橋晶 編著

日本評論社

2018.12.15

特定非営利活動法人日本傾
2020.03.20
聴ボランティア協会
社会福祉法人 全国社会福
2020.05.01
祉協議会 出版部

月刊傾聴ボランティア 令和2年（2020年） 3月号
月刊福祉5月号（2020年）
新装版 親子で学ぶ防災教室 災害食がわかる本

理論社

2019.06

ごみはどこへ ごみのしょりと利用 3Rでごみが生まれ変わる ～ 高月紘 監修/WILLこども知育研究
リデュース・リユース・リサイクル～
所 編著

金の星社

2019.03

奴隷労働 ベトナム人技能実習生の実態

巣内尚子 著

花伝社

2019.05.30

新装版 親子で学ぶ防災教室 身の守りかたがわかる本

今泉マユ子 著

理論社

2019.06

シニアのための 防災バイブル

佐藤瑞恵・中田郁也 編

宝島社

2019.04.08

子どもの貧困に向きあえる学校づくり 地域のなかのスクール
ソーシャルワーク

鈴木庸裕・丹波史紀・村井琢哉・古関
かもがわ出版
2018.01.15
勝則・佐々木千里・梅山佐和・朝日華
特定非営利活動法人日本傾
2020.04.20
聴ボランティア協会

月刊傾聴ボランティア 令和2年（2020年） 4月号

今泉マユ子 著

月刊福祉6月号（2020年）

全国社会福祉協議会

2020.06.01

ボランティア演奏にも使えるベル・チャイムを楽しもう

中戸川憲子 編

サーベル社

2016.1105

趣味どきっ！2019 6-7 たのしく防災！ はじめてのキャンプ

ＮＨＫ出版 編

ＮＨＫ出版

2019.06.01

SDGs時代の教育 すべての人に質の高い学びの機会を

北村友人・佐藤真久・佐藤学 編著

学文社

2019.04.25

月刊傾聴ボランティア 令和2年（2020年） 5月号

特定非営利活動法人日本傾
2020.05.20
聴ボランティア協会

月刊福祉7月号（2020年）

全国社会福祉協議会

2020.07.01

4つの時代をタイムトラベル 4 平成の図鑑

大串潤児 監修

廣済堂あかつき

2019.03.30

防犯・防災 ひとり暮らしのあんしんBOOK

セコム・女性の安全委員会 著

大和書房

2019.04.15

ミネルヴァ書房

2018.06.10

「参加の力」が創る共生社会 市民の共感・主体性をどう醸成す
早瀬 昇 著
るか
月刊傾聴ボランティア 令和2年（2020年） 6月号
よくわかる公衆衛生学の基本としくみ 第2版

上地賢・安藤絵美子・雜賀智也 著

特定非営利活動法人日本傾
2020.06.20
聴ボランティア協会
秀和システム

2020.06.20

世界人権宣言の今日的意義 世界人権宣言採択70周年記念フ 横田洋三・大谷實・坂元茂樹 監修

国際書院

2019.08.20

二十歳になった 子育てネットワーク 子育て支援を前進させた
坂本純子 著
NPOの軌跡

幻冬舎

2019.10.10

月刊傾聴ボランティア 令和2年（2020年） 7月号

特定非営利活動法人日本傾
2020.07.20
聴ボランティア協会

月刊福祉8月、9月号（2020年）

全国社会福祉協議会

2020.09.01

多文化社会のコミュニケーション 買いかぶらず、決めつけない基
山本喜久江・八代京子 著

三修社

2020.04.20

ボランティアってなんだっけ？

岩波ブックレット

2020.02.05

猪瀬浩平 著

2030年までにわたしたちにできることを考えよう！ 世界を変え
小林亮 監修
るSDGs

あかね書房

2020.02.02

月刊傾聴ボランティア 令和2年（2020年） 8月号

特定非営利活動法人日本傾
2020.08.20
聴ボランティア協会

月刊福祉10月号（2020年）

全国社会福祉協議会

2020.10.01

中央経済社

2020.03.20

非営利組織と営利組織のマネジメント

髙橋淑郎 編著

旅する出版社『カーネル株式会2020.04.11

完全保存版 災害時に役立つ車中泊マニュアル
多文化共生のための シティズンシップ教育実践ハンドブック

多文化共生のための市民性教育研
究会 編著

明石書店

2020.03.30

月刊傾聴ボランティア 令和2年（2020年） 9月号

特定非営利活動法人日本傾
2020.09.20
聴ボランティア協会

月刊福祉11月号（2020年）

全国社会福祉協議会

2020.11.01

市民と行政がダッグを組む！ 生駒市発！「自治体3.0」のまちづ小紫雅史 著

学陽書房

2020.05.25

相手の心をひらき、信頼を深める 傾聴力

大津秀一 著

だいわ文庫

2020.04.15

パラスポーツ・ボランティア入門 共生社会を実現するために

松尾哲矢・平田竹男 編

旬報社

2019.12.02

月刊傾聴ボランティア 令和2年（2020年） 10月号

特定非営利活動法人日本傾
2020.10.20
聴ボランティア協会

月刊福祉12月号（2020年）

全国社会福祉協議会

2020.12.01

きょうされん

2020.03.11

大修館書店

2019.08.10

10年目の真実～障害のある人たちの東日本大震災Ⅲ～

増井祐介・田中香織・濱坂英則 著

「やさしい日本語」で観光客を迎えよう インバウンドの新しい風 加藤好崇 編著

移民から教育を考える 子どもたちをとりまくグローバル時代の 額賀美紗子・芝野淳一・三浦綾希子
ナカニシヤ出版
2019.09.30
課題
編
特定非営利活動法人日本傾
2020.11.20
月刊傾聴ボランティア 令和2年（2020年） 11月号
聴ボランティア協会
月刊福祉1月号（2021年）
NPOは何を変えてきたか 市民社会への道のり
デンマークの女性が輝いているわけ 幸福先進国の社会づくり
月刊傾聴ボランティア 令和2年（2020年） 12月号

川崎あや 著

全国社会福祉協議会

2021.01.01

有信堂

2020.05.18

澤渡夏代ブラント・小島ブンゴード孝
大月書店
2020.06.15
子 著
特定非営利活動法人日本傾
2020.12.20
聴ボランティア協会

月刊福祉2月号（2021年）

全国社会福祉協議会

2021.02.01

第3版 Q&A法人登記の実務 NPO法人

𠮷𠮷岡誠一 著

日本加除出版

2020.04.27

わたしの心の色を見て！ カラーで心のコミュニケーション

色彩NPO 日本カラーネットワーク協会ガイアブックス

2020.06.01

月刊傾聴ボランティア 令和3年（2021年） 1月号

特定非営利活動法人日本傾
2021.01.20
聴ボランティア協会

月刊福祉2月増刊号（2021年）

全国社会福祉協議会

2021.02.25

月刊福祉3月号（2021年）

全国社会福祉協議会

2021.03.01

オンラインでズバリ伝える力

佐藤綾子 著

幻冬舎

2020.09.10

夢見る美しき古都 ハンガリー・ブタペストへ 最新版

鈴木文恵 著

イカロス出版出版

2019.03.25

NPO法人のすべて 増補11版

齋藤力夫・田中義幸 編著

税務経理協会

2020.11.20

月刊傾聴ボランティア 令和3年（2021年） 2月号

特定非営利活動法人日本傾
2021.02.20
聴ボランティア協会

月刊福祉4月号（2021年）

全国社会福祉協議会

2021.04.01

障がいのある子どもと家族の伴走者

下川和洋 監修/松尾陽子・阪口佐知 クリエイツかもがわ

2020.09.20

ハンガリーのごはん

銀城康子 文/山本正子 絵

農文協

2020.03.01

NPO法人仙台敬老奉仕会

2020.06.24

日本にボランティア文化を 高齢社会の現実と対応-市民の立場吉永馨 著

月刊傾聴ボランティア 令和3年（2021年） 3月号

特定非営利活動法人日本傾
2021.03.20
聴ボランティア協会

月刊福祉5月号（2021年）

全国社会福祉協議会

2021.05.01

PIKA PIKA（英語版『ピカピカ』）

SEIITI TABATA

偕成社

2001.07

ピカピカ

たばたせいいち

偕成社

1998.12

ドラえもん探求ワールド 自然の脅威と防災

藤子・F・不二雄 まんが/藤子プロ・静 株式会社 小学館

福祉小六法2021

2020.10.26

中央法規

2020.12.20

世界に生きる子どもたち 男の子でもできること みんなの未来と国際NGOプラン・インターナショナル 文
西村書店

2020.07.09

月刊傾聴ボランティア 令和3年（2021年） 4月号

特定非営利活動法人日本傾
2021.04.20
聴ボランティア協会

月刊福祉6月号（2021年）

全国社会福祉協議会

2021.06.01

レスキューナースが教える 新型コロナ×防災マニュアル

辻直美 著

扶桑社

2020.11.20

新・公共経営論 事例から学ぶ市民社会のカタチ

樽見弘紀・服部篤子 編著

ミネルヴァ書房

2020.09.30

わたしは読書ボランティア 子どもたちに読む力と楽しい学校図書
柴田幸子 訳

忘羊社

2020.11.30

月刊傾聴ボランティア 令和3年（2021年） 5月号

特定非営利活動法人日本傾
2021.05.20
聴ボランティア協会

月刊福祉7月号（2021年）

全国社会福祉協議会

2021.07.01

アスリートキッズの未来ごはん FOOD for Athlete Kids

浮田浩明 著

旭屋出版

2019.05.28

一生使える！プロカウンセラーの傾聴の本

古宮昇 著

総合法令出版

2020.11.18

もしも…に慌てない 登山式DE防災習慣

鈴木みき 著

講談社

2020.11.03

月刊傾聴ボランティア 令和3年（2021年） 6月号

特定非営利活動法人日本傾
2021.06.20
聴ボランティア協会

月刊福祉8月号（2021年）

全国社会福祉協議会

2021.08.01

ローリングストックで！防災にそなえるレシピ

オレンジページ

2020.12.14

晃洋書房

2020.09.20

公人の友社

2020.10.20

ソーシャル・キャピタルに着目した包括的支援 結合型SCの
川島典子 著
「町内会自治会」と橋渡し型SCの「NPO」による介護予防と子育
NPOと行政の協働事業マネジメント 共同から“協働”により地
矢代隆嗣 著
域問題を解決する
月刊傾聴ボランティア 令和3年（2021年） 7月号

特定非営利活動法人日本傾
2021.07.20
聴ボランティア協会

月刊福祉9月号（2021年）

全国社会福祉協議会

2021.09.01

ナカニシヤ出版

2021.03.31

医歯薬出版株式会社

2020.08.10

災害対応ガバナンス 被災者支援の混乱を止める

菅野拓 著

地域特性がみえてくる 地域診断 地域包括支援センターの活
都筑千景 編著
動充実を目指して
遠隔心理支援スキルガイド どこへでもつながる援助

前田正治・桃井真帆・竹林由武 編著 誠信書房

2021.03.31

月刊傾聴ボランティア 令和3年（2021年） 8月号

特定非営利活動法人日本傾
2021.08.20
聴ボランティア協会

月刊福祉10月号（2021年）

全国社会福祉協議会

2021.10.01

日本評論社

2021.07.25

いのちの電話を支える ボランティア実践の方法

今川民雄 著

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・中村浩也 編著/木村佐枝 昭和堂

2021.04.20

協働モデル 制度的支援の「狭間」を埋める新たな支援戦略

史邁 著

2021.03.20

晃洋書房

月刊傾聴ボランティア 令和3年（2021年） 9月号

特定非営利活動法人日本傾
2021.09.20
聴ボランティア協会

月刊福祉11月号（2021年）

全国社会福祉協議会

2021.11.01

角川選書

2021.03.24

カール・ロジャーズ カウンセリングの原点

諸富祥彦 著

多文化共生と夜間中学 -在留外国人の教育課題-

大重史朗 著

実践！防災と協働のまちづくり 住民・企業・行政・大学で地域
森正美 編著
をつなぐ

揺籃社

2021.05.06

ミネルヴァ書房

2021.03.20

月刊傾聴ボランティア 令和3年（2021年） 10月号

特定非営利活動法人日本傾
2021.10.20
聴ボランティア協会

月刊福祉12月号（2021年）

全国社会福祉協議会

2021.12.01

多様な学びを創る 不登校支援から多様な学び支援へ

多様な学び保障法を実現する会 フリー東京シューレ出版

2021.09.05

コミュニティ自治の未来図 共創に向けた地域人財づくりへ

大杉覚 著

ぎょうせい

2021.07.30

生きがいのボランティア おもちゃドクター こわれたおもちゃ直
市来歳世彦 著
します！

梟社

2021.07.07

「ねえ、私の話聞いてる？」と言われない 「聴く力」の強化書

自由国民社

2021.09.01

若松正史 著

月刊傾聴ボランティア 令和3年（2021年） 11月号

特定非営利活動法人日本傾
2021.11.20
聴ボランティア協会

月刊福祉1月号（2022年）

全国社会福祉協議会

2022.01.01

朝日新聞出版

2021.08.25

私たちが命を守るためにしたこと 2019年台風19号、障害者施
社会福祉法人けやきの郷 編著
設“けやきの郷”の記録

シアーズ教育新社

2021.06.14

「ひょうたん島問題」多文化共生社会ニッポンの学習課題

明石書店

2021.02.25

ごみ収集とまちづくり 清掃の現場から考える地方自治

藤井誠一郎 著

藤原孝章 著

月刊傾聴ボランティア 令和3年（2021年） 12月号

特定非営利活動法人日本傾
2021.12.20
聴ボランティア協会

月刊福祉2月号（2022年）

全国社会福祉協議会

2022.02.01

青弓社

2021.05.25

中央経済社

2021.01.25

岩崎書店

2021.02.28

海外ルーツの子ども支援 言葉・文化・制度を超えて共生へ

田中宝紀 著

NPOと企業のパートナーシップの形成と実行 センスメーキング
松野奈都子 著
からの分析
あたらしいマナー・エチケット事典3 町中に出るときに気をつけ
東節子 監修
ること
月刊傾聴ボランティア 令和4年（2022年） 1月号

特定非営利活動法人日本傾
2022.01.20
聴ボランティア協会

月刊福祉3月号（2022年）

全国社会福祉協議会

2022.03.01

たのしくつながる高齢者の孤立予防モデル 参加とサービス利
村社卓 著
用を促す関係づくり

川島書店

2020.12.20

国際協力と想像力 イメージと「現場」のせめぎ合い

日本評論社

2021.03.25

松本悟/佐藤仁 編著

災害ボランティア活動ブックレット2 被災地に寄り添う 災害ボ
災害ボランティア活動ブックレット編集 全国社会福祉協議会
2021.05.26
ランティアセンター運営
特定非営利活動法人日本傾
2022.02.20
月刊傾聴ボランティア 令和4年（2022年） 2月号
聴ボランティア協会
月刊福祉4月号（2022年）

全国社会福祉協議会

2022.04.01

花の知恵・フラワーセラピー 好きな花で生きがいを見つける

田村記子 著

JDC出版

2009.04.20

入門ソーシャルセクター 新しいNPO・NGOのデザイン

宮垣元 編著

ミネルヴァ書房

2020.12.01

つながり続けるこども食堂

湯浅誠 著

中央公論新社

2021.06.10

吉備人出版

2020.07.01

見放さない、その命！AMDA魂の連携 総社市から全国へ！西
菅波茂 著
日本豪雨災害被災者支援活動の教訓と災害医療機動チーム
月刊傾聴ボランティア 令和4年（2022年） 3月号

特定非営利活動法人日本傾
2022.03.20
聴ボランティア協会

月刊福祉5月号（2022年）

全国社会福祉協議会

2022.05.01

協力のテクノロジー 関係者の相利をはかるマネジメント

松原明・大社充 著

学芸出版社

2022.04.10

夢中になれる小児病棟 子どもとアーティストが出会ったら

松本惠里 著

英治出版

2021.06.16

一生つかえる！おまもりルールえほん ぼうさい

山村武彦 監修

学研プラス

2022.03.22

月刊傾聴ボランティア 令和4年（2022年） 4月号

特定非営利活動法人日本傾
2022.04.20
聴ボランティア協会

月刊福祉6月号（2022年）

全国社会福祉協議会

2022.06.01

ハーレム・チルドレンズ・ゾーンの挑戦 貧乏人は教育で抜け出
ポール・タフ 著/高山真由美 訳
せるのか？

みすず書房

2020.05.18

ウィズコロナ時代に後悔しない 暮らしの新常識109

ニューノーマル研究会 編

小学館

2022.04.12

もっと知りたいボランティア1 ボランティアって、何？

西尾雄志 監修

文溪堂

2022.03

月刊傾聴ボランティア 令和4年（2022年） 5月号

特定非営利活動法人日本傾
2022.05.20
聴ボランティア協会

月刊福祉7月号（2022年）

全国社会福祉協議会

2022.07.01

遊びで防災体験 ①楽しく身につく防災学習

神谷明宏 著

いかだ社

2022.03.12

子ども食堂をつくろう！ 人がつながる地域の居場所づくり

NPO法人豊島子どもWAKUWAKUネット明石書店

2017.07.25

「命」の相談室 僕が10年間少年院に通って考えたこと

ゴルゴ松本 著

2021.12.10

中公新書ラクレ

月刊傾聴ボランティア 令和4年（2022年） 6月号

特定非営利活動法人日本傾
2022.06.20
聴ボランティア協会

月刊福祉8月号（2022年）

全国社会福祉協議会

2022.08.01

