
ID 書名 著者 発行所 整理番号

0 文系でもわかるビジネス統計入門
内田学、兹子良久、
斉藤嘉一 東洋経済新報社 17

1 ２１世紀への序曲
日本労働者協働組合
連合会 シーアンドシー出版 18

2 高齢者協同組合はなにをめざすのか
高瀬毅＜人間シリー
ズ１＞ シーアンドシー出版 1

3
欧州ワーカーズコープ最新事情　資料
集 協同総合研究所編

日本労働者協同組合連
合会 18

7 NPO基礎講座 山岡義典 ぎょうせい 17

8 NPO基礎講座２ 山岡義典 ぎょうせい 17

10 ボランティア　もうひとつの情報社会 金子郁容 岩波新書 17

13
ＮＰＯとボランティアの実務―法律・会
計・税務― 新日本法規出版 17

14 日本のＮＰＯ法 熊代昭彦 ぎょうせい 17

16 日々の暮らしとボランティア活動 巡静一
（社）大阪ボランティア協
会 17

17 これからのボランティア 巡静一
（社）大阪ボランティア協
会 6

18 ”わたくし流”ボランティアのすすめ 木原孝久 中央法規出版 1

19 非営利セクターを支えるしくみとは ジャン・マサオカ
シーズ＝市民活動を支
える制度をつくる会 17

20 ＮＰＯ法人ハンドブック
シーズ＝市民活動を支
える制度をつくる会 17

21 物資が来たぞう！！考えたぞう！！ 筒井書房 6

22
勤労者ボランティア活動事例集　５５
人「私のボランティア」

（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 17

25 ボランティア入門ハンドブック 鏑木孝昭 オーエス出版 17

26
成功する留学　海外ボランティアガイ
ド ダイヤモンド社 9

28 ボランティア・コーディネート （社）日本青年奉仕協会 17

29 実践　ボランティア・コーディネーター 巡静一 中央法規出版 17

30 初めてのボランティア ほんの木 17

31 ボランティア広報紙入門 石田章 シイーム 17

32 ボランティアまんがカット集 石田章 シイーム 4

33 ＮＰＯ基礎講座３ 山岡義典 ぎょうせい 17

34
市民参加のデザイン―市民・行政・企
業・ＮＰＯの協働の時代 世古一穂 ぎょうせい 17

36
ボランティアが来たぞう！！考えたぞ
う！！ 筒井書房 6

37 お金がいるぞう！！考えたぞう！！ 筒井書房 6

39
エコマネーの新世紀
進化する21世紀の経済と社会 加藤敏春 勁草書房 3

41
ボランティア論
共生の社会づくりをめざして 中嶋充洋 中央法規出版 17

42 市民活動時代のボランティア 小谷直道 中央法規出版 7

44 NPO起業/経営・ネットワーキング 今田忠 中央法規出版 17

45

イギリスの社会福祉とボランタリーセ
クター　　　　　　　　　福祉多元化にお
ける位置と役割 宮城孝 中央法規出版 1

47 おもちゃのフィールドノート 多田千尋 中央法規出版 4

48 いまこそ「みんなのスポーツ」を 馬場哲雄 中央法規出版 1

49 高齢者レクリエーションのすすめ 千葉和夫 中央法規出版 1

50
藍・あい・愛　渦になれ輪になれボラン
ティア （ビデオテープ）

（社）全国社会福祉協議
会 19

51 ボランティア白書　2001 （社）日本青年奉仕協会 17

52
２００１年　国際ボランティア年ハンド
ブック （社）日本青年奉仕協会 17

53
ボランティア活動入門ビデオ　いつま
でも輝いていたいから （ビデオテープ） 企画／県民生活課 19

54
ライフアップマイボランティア～４つの
ボランティアストーリー （ビデオテープ） 企画／県民生活課 19

55
新発見　ボランティアロード～ボラン
ティア活動の新しい展開 （ビデオテープ）

企画／全国社会福祉協
議会 19

56
みんなちがって　みんないい～ボラン
ティア活動の新しい展開 （ビデオテープ）

企画／全国社会福祉協
議会 19

57
魅惑の林檎～１０代のボランティア学
習入門～ （ビデオテープ）

企画／日本青年奉仕協
会 19



58
スクール・イン・アクション　中学生シ
リーズ　地域でボランティア学習 （ビデオテープ）

企画／日本青年奉仕協
会 19

59

スクール・イン・アクション　中学生シ
リーズ　教師のためのボランティア学
習マニュアル （ビデオテープ）

企画／日本青年奉仕協
会 19

60
人がすき　自然がすき～ボランティア
活動の新しい展開 （ビデオテープ）

企画／全国社会福祉協
議会 19

61
いま、始められるフィランソロピー～社
会貢献活動のすすめ方～ （ビデオテープ） 企画／中央共同募金会 19

62 現代社会とボランティア （ビデオテープ） 放送大学 19

63
列島縦断スペシャル　私が見つけたボ
ランティア～長寿社会への提言～ （ビデオテープ）

NHKBS-1　1995/2/25放
送 19

64
ふれあいと生きがいを求めて～シル
バーボランティア活動～ （ビデオテープ）

企画／県長寿社会づくり
財団 19

65
できることからひとつづつ　ボランティ
ア　はじめの一歩 （ビデオテープ） 総理府 19

66
明日を創るボランティア～「阪神淡路
大震災復興協力キャンプ」の記録～ （ビデオテープ） 企画／日本YMCA同盟 19

67
A　ボランティア　わっはっは→大人向
け （ビデオテープ） 経済企画庁 19

68 B　スマイル（ＳＭＩＬＥ）→子供向け （ビデオテープ） 経済企画庁 19

69

C　①亀の歩みでいいじゃない！おん
なの目が街を変える　②手をさしのべ
て　③まちを伝える人々～まちかど案
内人への取り組み～　④１枚のTシャ
ツがボランティア基金に （ビデオテープ） 経済企画庁 19

70

D　①わたしがする、わたしたちででき
る　②アジアの中の私たち　バヤニハ
ン　分かち合い　③生活情報の伝達
から心の交流へ　④やすらぎと安心を
―病院ボランティア― （ビデオテープ） 経済企画庁 19

71

E　①やったね！ボランティア賛歌―け
やきの郷に歌声が響いた―　②誰に
でもできるボランティア　③街は七色
～忍者街を走る～笠岡の秘法を探せ
④い・き・い・き　高齢者ボランティア （ビデオテープ） 経済企画庁 19

72

F　①地域にひらく愛―気づいたらボラ
ンティア―　②思い出宅配便　③老い
楽しく　いきいき　人・色・心 （ビデオテープ） 経済企画庁 19

73

G　①きこえなくても踊ろうよ―ゾメキ
のリズムにのって―　②９９ほっとでは
あとな経験キャンプ　③さあ出かけよ
うボランティアといっしょに　④送迎
サービスボランティアグループ南の風 （ビデオテープ） 経済企画庁 19

75 ボランティアの時代 田中尚輝 岩波書店 17

76 パブリックアクセス
津田正夫・平塚千尋
編 リベルタ出版 4

77 ワンステップ　長野県1999-2000 名鑑編集委員会編 川辺書林 17

78 社会現象としての財団 入山映 日本放送出版協会 17

79 コミュニティの再生とＮＰＯ 河合正兹 学芸出版社 7

81 今なぜ民間非営利団体なのか？ 田端節也　編 清水弘文堂 9

84 炭を使う知恵
炭おこしサミット実行
委員会編 川辺書林 5

85 台頭する非営利セクター
レスター・Ｍ・サラモン
ほか ダイヤモンド社 9

86 米国の非営利セクター入門 レスター・Ｍ・サラモン ダイヤモンド社 17

87
人と地域をいかす　グリーン・ツーリズ
ム ２１ふるさと京都塾 学芸出版社 7

88 市民がつくる地域福祉 山岸秀雄　編 第一書林 1

90 地球を救うかんたんな５０の方法
ジ・アース・ワークス・
グループ編 講談社 5

92 牛が拓く牧場 斎藤晶 地湧社 5

94 市民が創る公益組織ＮＰＯ 下田博次 17

96 NPO実践講座
編者：山岡義典（日本
NPOセンター） ㈱ぎょうせい 17

97
ＡＡＲＰ（アメリカの巨大高齢者ＮＰＯ）
の挑戦

日本労働者協同組合
連合会編 シーアンドシー出版 17

98 仕事おこしのすすめ 池上惇 シーアンドシー出版 18

99 これからのボランティア
編：全国新聞連合シ
ニアライフ協議会 講談社 6

100 ボランティア　ハンドブック 秋山智久 一橋出版 17



101 メディア・アクセスとＮＰＯ 津田正夫 リベルタ出版 17

102 「ＮＰＯ」幻想と現実 田中弥生 同友館 17

104 地球市民をめざして 栗木千恵子 中央公論新社 9

105 いきなり国際ボランティア 淀川直美 シーエムシー 9

106
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
ショップ編 ブロンズ新社 2

107 ５０歳からの海外ボランティア 戸田智弘 双葉社 9

108 図書館ボランティア
図書館ボランティア
研究会　編 丸善 2

109 定年後のボランティア 石田易司 明石書店 2

110 定年からのボランティア
ボランティア・ワーク
ショップ編 ブロンズ新社 2

111 大事なことは、ボランティアで教わった 牟田悌三 リヨン社 2

112 ボランティアという人間関係 原田隆司 世界思想社 2

113 バスの中や集会での楽しいゲーム 今井弘雄 文教書院 2

114 すぐに役立つ野外活動ハンドブック 石田泰照　編 黎明書房 2

115 すぐに役立つ野外ゲームハンドブック
すぐに役立つ野外活
動ハンドブック 黎明書房 2

116 車イスといっしょに旅に出よう！ 勝矢光信 日本経済新聞社 1

117 ここから日本はよみがえる
筑紫哲也　福岡政行
編 日本経済新聞社 3

118 コミュニティの再生とＮＰＯ 川合正兹 学芸出版社 3

119 ＮＰＯいきいきコミュニティ 富樫康明 市民出版社 2

120
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 海象社 17

121 ボランティアへの招待 岩波書店編集部 岩波書店 3

122 病院が変わるボランティアが変える 渡邊一雄　編 はる書房 1

123 やってみよ！国際ボランティア 長谷川まり子 双葉社 9

124 こんな公園がほしい 小野佐和子 築地書館 3

125
エコミュージアム　２１世紀の地域おこ
し 小松光一　編 家の光協会 5

126
シニア時代を楽しむ　サークルライフ１
００ 前田波留代 東京書籍 17

127 非営利組織の成果重視マネジメント
Ｐ・Ｆ・ドラッカー／Ｇ・
Ｊ・スターン ダイヤモンド社 17

128 子育て支援のネットワークづくり 桑名恵子　編 明治図書 11

129
子ども虐待　ケース・マネジメント・マ
ニュアル

芝野松太郎　編／寺
本典子CD-ROM製作 有斐閣 8

130 ボランタリー組織の経営管理 田尾雅夫 有斐閣 17

132 よみがえるコミュニティ 杉万俊夫　編 ミネルヴァ書房 7

133 ＮＰＯ非営利セクターの時代
山岡義典/早瀬昇/石
川両一　編 ミネルヴァ書房 17

135 ボランティアの研究授業をつくる
作州教育サークル・
小林幸雄　編 明治図書 11

136 ＮＰＯデーターブック 山内直人　編 有斐閣 17

141 ＮＰＯが拓く新世紀 ＮＰＯ研究フォーラム 清文社 17

142 明日を支配するもの Ｐ・Ｆ・ドラッカー ダイヤモンド社 17

143 非営利組織の経営　原理と実践 Ｐ・Ｆ・ドラッカー ダイヤモンド社 17

144
できることからはじめよう　ハナコと太
郎のボランティア青春記 小山内美江子 講談社 11

145
わたしたちを忘れないで　ドイツ平和
村より 東ちづる ブックマン社 9

146 市民運動の時代です 植村振作・山本健治 第三書館 7

147 エコ経済への改革戦略 デヴィッド・ルードマン 家の光協会 5

148
インターネットで探す　環境データ情報
源　ＣＤ－ＲＯＭ付き

エコビジネスネット
ワーク 日本実業出版社 5

149
雑木林へようこそ！　里山の自然を守
る 広井敏男 新日本出版社 5

150 里山の自然をまもる
石井実・植田邦彦・重
松敏則 築地書館 5

151 よみがえれふるさとの川と魚たち 加藤憲司 リベルタ出版 5

152 国際平和協力入門 神余隆博 有斐閣 9

153 素顔のアメリカＮＰＯ 須田木綿子 青木書店 17

154 死にゆく人と何を話すか ロバート・バックマン メデカルフレンド社 1

155 生涯学習とボランティア活動 巡静一 明治図書 2

156 環境市民革命 栗原史郎 省エネルギーセンター 5



157 地球を救うかんたんな５０の方法
ジ・アース・ワークス
グループ 講談社 5

162 消えゆく森林 高木善之 栄光 5

163 福祉が変わる医療が変わる
朝日新聞論説委員室
+大熊由紀子 ぶどう社 1

164 介護を受ける人の気持ちがわかる本 主婦の友社編 主婦の友社 1

165 ジュニアボランティア学習＝小事典 向山洋一 明治図書 11

166 障害者の地球旅行案内 おそどまきこ 晶文社 1

168 市民のための環境講座　上

日本環境教育フォー
ラム＋安田火災海上
保険 中央法規 5

169 市民のための環境講座　下

日本環境教育フォー
ラム＋安田火災海上
保険 中央法規 5

170 共感する環境学
嘉田由紀子・槌田劭・
山田国広 ミネルヴァ書房 5

171 グリーン・ツーリズム
山崎光博・小山善彦・
大島順子 家の光協会 5

172 ボランティアの知 渥美公秀 大阪大学出版会 6

173 ボランティアという生き方 ロバート・コールズ 朝日新聞社 17

174
知っていますか？　子どもの虐待　一
問一筓 田上時子 解放出版社 8

175
こんなまち、こんなむらなら行ってみた
い

農村漁村文化協会
提携事業センター 農村漁村文化協会 3

176 リサイクル知恵袋
石沢清史・北野大・松
田美夜子・寄本勝美 中央法規 5

177 緑空間のユニバーサル・デザイン 日本造園学会 学芸出版社 3

178 まちの中の出会いの場 ぶどう社フォーラム ぶどう社 11

179 ぼくらはこの街で暮らしたい めだかふぁみりい ぶどう社 11

180 自転車とまちづくり 渡辺千賀恵 学芸出版社 3

181 アメニティイ・デザイン 進士五十八 学芸出版社 3

182 都市に自然をとりもどす

宗田好史・北元敏夫・
神吉紀世子・あおぞ
ら財団 学芸出版社 5

183
タウンモビリティとまちづくり　　高齢社
会のバリアフリー・ショッピング

タウンモビリティ推進
研究会 学芸出版社 3

184 ドイツのまちづくり 春日井道彦 学芸出版社 3

185
福祉のまちづくりデザイン　　阪神大
震災からの検証 田中直人 学芸出版社 3

186
風景デザイン　　感性とボランティアの
まちづくり

進士五十八・森清和・
原昭夫・浦口醇二 学芸出版社 3

187 転勤族の妻　　お助けガイド
転勤ファミリー支援セ
ンター メイツ出版 7

188 開発フィールドワーカー 野田直人 築地書館 9

189 子どもたちが地球を救う
アース・ワークスグ
ループ ブロンズ新社 11

190 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・山口邦雄 学芸出版社 3

191
環境と共生する建築　２５のキーワー
ド 大西正宣 学芸出版社 5

192 市民のためのまちづくり入門 吉野正治 学芸出版社 3

193 まちづくり協議会読本
大戸徹・鳥山千尋・吉
川仁 学芸出版社 3

194 新・町並み時代 全国町並み保存連盟 学芸出版社 3

195 世界一のまちづくりだ 石山修武 晶文社 3

196 てではなそう 佐藤慶子・沢田としき 新潮社 1

197 「ホスピス」という選択 野木裕子 新潮社 1

198 市民からの環境アセスメント 島津康男 日本放送出版協会 5

199 アニマル・セラピーとは何か 横山章光 日本放送出版協会 1

200 実践電話カウンセリング 藤掛永良・今井靖親 朱鷺書房 1

201
中学生にボランティア・スピリットを育
てる 上杉賢士・田中雅文 明治図書 11

202 国際協力をめざす人に 岸本修 古今書院 9

204
ＮＰＯと参画型社会の学び　21世紀の
社会教育 佐藤一子 エイデル研究所 2

205 まちづくりの実践 田村明 岩波新書 3

206 イラスト「かんたん手話」入門 飯塚千代子 講談社 1

207 市民社会のボランティア 田中尚輝 丸善 7



208 ボランティアの考え方 秦辰也 岩波書店 6

209 「無償」の仕事 永六輔 講談社 4

211 ビオトープネットワーク （財）日本生態系協会 ぎょうせい 5

212
中学校・ボランティア活動の実践プラ
ン 児島邦宏 明治図書 11

213
楽しい小学校の特別活動　Ｎｏ．１０
ボランティア教育と特別活動 飯田稔・上杉賢士 明治図書 11

215 これが小さな街づくり 吉野伸 住宅新報社 3

216
上州路　Ｎｏ．296　特集　群馬のコミュ
ニティ放送局 あさを社 4

217 地球が動いた日 （ビデオテープ） 日本出版販売 19

218 してみませんかボランティア （ビデオテープ） 東映 19

219 群馬県の国際交流・協力団体
（財）群馬県国際交流協
会 17

220
エコマネーの新世紀
進化する21世紀の経済と社会 加藤敏春 勁草書房 3

221 NPO基礎講座２ 山岡義典 ぎょうせい 17

222 日本人とインターネット 下田博次 信濃毎日新聞社 17

225 ボランティア　ハンドブック 秋山智久 一橋出版 17

227 市民が創る公益組織ＮＰＯ 下田博次 17

228 市民が創る公益組織ＮＰＯ 下田博次 17

231 ＮＰＯ法人ハンドブック
シーズ＝市民活動を支
える制度をつくる会 17

232 ＮＰＯ法人ハンドブック
シーズ＝市民活動を支
える制度をつくる会 17

233 ＮＰＯ法人ハンドブック
シーズ＝市民活動を支
える制度をつくる会 17

234
「市民」とは誰か　戦後民主主義を問
いなおす 佐伯啓思 ＰＨＰ研究所 2

235 市民科学者として生きる 高木仁三郎 岩波書店 5

236 ロシア市民　ー体制転換を生きるー 中村逸郎 岩波書店 2

239 ＮＰＯ支援税制がよくわかる本 松原　明
シーズ＝市民活動を支
える制度をつくる会 17

240
第４回全国表彰式＆フォーラムの記
録　その１ （ビデオテープ） プルデンシャル生命保険 19

241
第４回全国リーダーズ・フォーラムの
記録　その２ （ビデオテープ） プルデンシャル生命保険 19

242 明るい社会づくりの歩み
明るい社会づくり運
動準備財団

明るい社会づくり運動準
備財団 3

243 道　そして、新たなる一歩 （ビデオテープ） 19

244 造景　No.23 平良敬一 建築資料研究社 3

245 造景　No.19 平良敬一 建築資料研究社 3

247
交通円滑化のためのNPO設立ガイド
ブック

道づくり街づくりタウン誌
ネットワーク 17

248
NPO法人で行こう！　自立と信頼の組
織づくり 大内俊一+小松浩一 筒井書房 17

249
企業市民の時代　社会の荒廃に立ち
向かうアメリカの企業 松岡紀雄 日本経済新聞社 2

250
災害ボランティアとNPO　アメリカ最前
線 柏木宏

株式会社マスコミ情報セ
ンター 6

251
新しいコミュニティ通貨の誕生　マネー
崩壊 ベルナルド・リエター 日本経済評論社 3

253 豊かな学びの世界
生涯学習ボランティ
ア・マニュアル編集委 日本青年奉仕協会 17

254
Open the NPO 効果的な情報発信の
ために

経済企画庁国民生活
局 大蔵省印刷局 17

255 わたくし流ボランティアのすすめ 木原孝久 中央法規出版 17

256 体験的フィランスロピー 渡辺一雄 創流出版 17

257 阪神大震災　その時企業は 日本経済新聞社 日本経済新聞社 6

258
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開 長尾立子 全国社会福祉協議会 17

259
市民企業家　新しい経済コミュニティ
の構築

D・ヘルトン／J・メル
ビル／K・ウォレシュ 日本経済評論社 3

260 市民ボランティアガイド ほんの木 ほんの木 17

261 イギリスの民間社会福祉活動 ノーマン・ジョンソン 全国社会福祉協議会 1

262 市民がつくり地域福祉 山崎秀雄 第一書林 1

263 国際ボランティア NGO情報局 三省堂 9

264 実践ボランティア・コーディネーター 巡静一 中央法規出版 17



265 エコマネー 加藤敏春 日本経済評論社 3

266 世界の教育改革の思想と現状
黒沢惟昭・佐久間孝
正 理想社 18

268
大人が変われば子どもも変わる　脱
「不登校」～42人の軌跡

日本財団ボランティ
ア支援部　編 日本財団 11

270 あたたかいお金「エコマネー」 加藤敏春 日本教文社 3

271
退職後NPO キャリアが活きる仕事づく
り・組織づくり 実例解説 米田雅子 東洋経済新報社 2

272

アジアのNPO 台頭する「市民社会」
10カ国の非営利団体レポート 新しい
アジア公益活動の潮流と展望

ＧＡＰ（国際公益活動
研究会） アルク 9

274
ちょっと待ってケナフ！　これでいいの
ビオトープ 上赤博文 地人書館 5

276 60億人の地球家族 共同通信社 11

277 人生後半の愉しみ方 森村誠一+堀田力 ＰＨＰ 2

278 「定年後」設計　腹づもり 堀田力監修 三笠書房 2

280 介護とボランティア 奈良環 法研 1

281 ごみから地球を考える 八太昭道 岩波ジュニア新書 5

282 森林の１００不思議
日本林業技術協会編
著 東京書籍 5

283 土の１００不思議
日本林業技術協会編
著 東京書籍 5

284
未来への循環　マンガで見る環境白
書

環境省環境計画課監
修、石森章太郎プロ 財務省印刷局 5

285 ＮＰＯの「経営」と情報発信
ＮＰＯサポートセン
ター監修 第一書林 17

286 世界がもし１００人の村だったら
池田香代子再話、C・
ダグラス・ラミス マガジンハウス 2

289 少子高齢社会と子どもたち 嵯峨座晴夫 中央法規出版 11

290
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 2

291 ボランティアの森 木谷宣弘 筒井書房 17

292 ボランティアの風 木谷宣弘 筒井書房 17

293 ボランティアの渦 木谷宣弘 筒井書房 17

294
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 海象社 17

295 子どもの危機をどう見るか 尾木直樹 岩波新書 11

296 ついていく父親 芹沢俊介 新潮社 11

297 もう一度考えよう「改正」少年法 新倉修監修 現代人文社 11

298
ボランティアを支える思想　超高齢社
会とボランタリズム 田尾雅夫 すずさわ書店 17

299
地球環境ファミリーシリーズ地球は今
①壊れゆく「オゾン層」 高木義之 栄光 5

300
地球環境ファミリーシリーズ地球は今
②迫りくる「温暖化」 高木義之 栄光 5

301
地球環境ファミリーシリーズ地球は今
④滅びゆく「生物」 高木義之 栄光 5

302
地球環境ファミリーシリーズ地球は今
⑤爆発する「人口」 高木義之 栄光 5

303
地球環境ファミリーシリーズ地球は今
⑥身近な「環境問題」 高木義之 栄光 5

306
地球環境ファミリーシリーズ地球は今
⑨枯渇する「エネルギー」 高木義之 栄光 5

307
地球環境ファミリーシリーズ地球は今
⑩永続可能な「社会」 高木義之 栄光 5

308 やった。 坂本達 三起商行 9

309 激論！ひきこもり 工藤定次・斉藤環 ポット出版 11

310 わかりやすい介護保険の活用法
樋口恵子+堀田力監
修 法研 1

311 ありのままで 五十嵐めぐみ 教育史料出版会 11

312 社会貢献イキイキ講座 渡邊一雄 創流出版 17

313 病院が変わるボランティアが変える 渡邊一雄 はる書房 1

314
ボランティア・マガジン2001　「日本の
ボランティアは今」

ボランティア・マガジ
ン編集委員会 筒井書房 11

315
認定ＮＰＯ法人になるために会計事務
所ができる支援 行政書士　福島達也

ＮＰＯ法人設立運営セン
ター 19

319
コミュニティ・ビジネス　～やりがいを
創る　市民起業～ （ビデオテープ） （財）地域活性化センター 19

323 博物学的群馬 群馬県広報課 群馬県 17



325 エコマネーはマネーを駆逐する 加藤敏春 勁草書房 3

327
参加のしかた・活動のすべて　ボラン
ティアまるごとガイド 安藤雄太 ミネルヴァ書房 17

328 非営利組織のマネジメント 島田恒 東洋経済新報社 17

329
リーダーのあなたに贈る　実践NPOマ
ネジメント 田中尚輝

NPO法人子ども劇場全
国センター 17

331 NPO実践講座２　人を活かす組織とは 山岡義典 ぎょうせい 17

332 NPOはやわかり　Q&A
辻本清美・早瀬昇･松
原明 岩波書店 17

333 NGO運営の基礎知識

POWER～市民の力
～/A　SEED　JAPAN
共編 アルク 17

334 NPO法人の税務　新版 赤塚和俊 花伝社 17

335 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

東京ボランティア･市民活
動センター 2

336

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

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 2

337
サンフランシスコ市の環境保全と中間
支援ＮＰＯの取組み 里山タスクグループ ＮＰＯ法人　birth(バース） 5

339
時代が動くとき　社会の変革とＮＰＯの
可能性 山岡義典 ぎょうせい 17

340 子育て支援とＮＰＯ 原田正文 朱鷺書房 11

341 福祉のこころ 一番ヶ瀬康子 旬報社 1

342 障害ってなんだろう 大漉憲一 旬報社 1

343 老いのものがたり 加藤美枝 旬報社 1

344 きみの心のサポーター 山下英三郎 旬報社 1

345 命のあかりを求めて 矢野知彦 旬報社 1

346 社会貢献とボランティア活動 国際ボランティア共生会 17

347 自治体とＮＰＯによる協働実例集
国政情報センター出
版局 政情報センター 17

360
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 東洋経済新聞社」 2

361 公務員のためのＮＰＯ読本 仙台ＮＰＯ研究会編 岩波書店 17

362
ＮＰＯ最前線　岐路に立つアメリカ市
民社会

レスターＭ．サラモン
／山内直人訳・解説 ぎょうせい 17

363
ＮＰＯ最前線　岐路に立つアメリカ市
民社会

レスターＭ．サラモン
／山内直人訳・解説 ぎょうせい 17

369
民間非営利組織ＮＰＯとは何か　社会
サービスの新しいあり方 電通総研　編 日本経済新聞社 17

370
ハンドブックＮＧＯ　市民の地球的規
模の問題への取り組み

馬橋憲男、斉藤千宏
編著 明石書店 9

371
改訂フィランソロピーの思想　ＮＰＯと
ボランティア

林雄二郎　今田忠
編 日本経済評論者 17

372
対談　個人・企業の社会貢献　２１世
紀ビジネスをアメリカに学ぶ 大久保昇　編 株式会社オーク 17

373
コミュニティ・ビジネス　市民起業で介
護の仕事をはじめよう

田中尚輝　澤登信子
監修 株式会社日本短波放送 1

374 地域福祉サービスの新対策　上
市町村アカデミー監
修 ぎょうせい 1

375 地域福祉サービスの新対策　下
市町村アカデミー監
修 ぎょうせい 1

376
高齢者サービスの地域ネットワークに
向けて

(財）行政管理研究セ
ンター　監修　大森彌
編著 中央法規 1

378 災害救護奉仕活動のてびき 日本赤十字社 6

379
大震災を生き抜く　「阪神」が教える危
機管理 時事通信社編集局 株式会社時事通信社 6

380
震災６０日もうひとつの阪神大震災記
録　ボランティアはいかに活動したか

西宮ボランティアネッ
トワーク ＮＨＫ出版 6

381
家族を守る　地震・防災マニュアル手
帳　女性にできる日常の注意 株式会社ブティック社 6

382
ボランティア活動支援事例集４　ボラ
ンティアを支える支援システム

(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　編集

(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 17

383 ボランティア新世紀 京極高宣監修 第一法規 1



384
勤労者ボランティア活動事例集　勤労
者のボランティアグループ30

(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　編集

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 17

385
ＮＰＯ・ＮＧＯガイド　２１世紀のボラン
ティア 杉下恒夫 自由国民社 17

386
地域空洞化時代における行政とボラ
ンティア 小笠原浩一編集 中央法規出版 17

387
「地域共同体」の誕生と秘められた可
能性　アジア太平洋のＮＧＯ

(財）日本国際交流セ
ンター監修 (株）アルク 9

388
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共編 （株）アルク 17

389
ちいきを元気にするコミュニティ・ビジ
ネス　人間性の回復と自律型の地域 細内信孝編著 ぎょうせい 3

390
ちいきを元気にするコミュニティ・ビジ
ネス　人間性の回復と自律型の地域 細内信孝編著 ぎょうせい 3

391
分権時代の自治体職員7　住民・行政
の協働 辻山幸宣編著 ぎょうせい 17

392
分権時代の自治体職員7　住民・行政
の協働 辻山幸宣編著 ぎょうせい 17

393
市民参加のデザイン　市民・行政・企
業・ＮＰＯの協働の時代 世古一穂著 ぎょうせい 17

394

自分を生かす・ひとりからできる　初め
てのボランティア２０ジャンル段階別60
の方法を掲載 ほんの木 ほんの木 17

395
協働のデザイン　パートナーシップを
拓く仕組みづくり、人づくり 世古一穂著 学芸出版 17

396
協働のデザイン　パートナーシップを
拓く仕組みづくり、人づくり 世古一穂著 学芸出版 17

397
これからのボランティア　ー行政との
新たな連携ー 巡静一著

（社）大阪ボランティア協
会 17

398 ＮＡＧＡＮＯボランティアガイド
長野県生活環境部生活
文化課 2

399 日々の暮らしとボランティア活動 巡静一 大阪ボランティア協会 2

400 豊かな人生づくりとボランティア 木原孝久 笹川平和財団 2

401 ボランティア活動の今日的課題 巡静一 大阪ボランティア協会 2

402 ５５人「私のボランティア」

(財）勤労者フレッシュ
事業振興財団勤労者
ボランティアセンター 第一書林 17

403 １０５人私のボランティア

(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 17

404 ボランティア学のすすめ 内海成治 昭和堂 17

405
ボランティア連帯論～おもちゃの図書
館の実践より～ 小林るつ子 中央法規 11

406
元気印ボランティア入門　「自由」ち
「共感」の活動論 早瀬昇 大阪ボランティア協会 17

407 ボランティア　もうひとつの情報社会 金子郁容 岩波新書 17

408

学校の先生、行政や企業の担当者、
施設・ＮＰＯスタッフにおくるボランティ
アコーディネート

社団法人日本青年奉仕
協会 17

409
阪神大震災に学ぶ　「イザ」という時１
００マニュアル 毎日新聞社出版局 毎日新聞社 6

410
基礎から学ぶ　ボランティアの理論と
実際

大阪ボランティア協
会監修　巡静一・早
瀬昇編著 中央法規出版 17

411
できることからひとつづつ　ボランティ
アはじめの一歩 （ビデオテープ） 19

412
ライフアップマイボランティア　～4つの
ボランティアストーリー～

群馬県県民生活課企
画 群馬テレビ制作 19

413
ライフアップマイボランティア　～4つの
ボランティアストーリー～

群馬県県民生活課企
画 群馬テレビ制作 19

414
ボランティア活動入門ビデオ　いつま
でも輝いて」いたいから

群馬県県民生活課企
画 群馬テレビ制作 19

415
ボランティア活動入門ビデオ　いつま
でも輝いて」いたいから

群馬県県民生活課企
画 群馬テレビ制作 19

416
ボランティア活動入門ビデオ　いつま
でも輝いていたいから

群馬県県民生活課企
画 群馬テレビ制作 19

417
ボランティア活動入門ビデオ　いつま
でも輝いていたいから

群馬県県民生活課企
画 群馬テレビ制作 19



418
ボランティア活動入門ビデオ　いつま
でも輝いていたいから

群馬県県民生活課企
画 群馬テレビ制作 19

419
ライフアップマイボランティア　～4つの
ボランティアストーリー～

群馬県県民生活課企
画（ビデオテープ） 群馬テレビ制作 19

420 ボランティア白書2003
ボランティア白書
2003　編集委員会

社団法人　日本青年奉
仕会 17

421 自治体とＮＰＯによる協働実例集
国政情報センター出
版局 国政情報センター出版局 17

422 アイスブレイク 石田易司 エルピス社 2

423 会社人間のボランティア奮戦記 磯部裕三 文芸春秋 2

424 ユトリズムの里から
秋田県生活環境部県
民生活課編 無明舎出版 3

425 それいけ！学校支援ボランティア 明石要一・金子肇 明治図書出版株式会社 11

427 366日誕生花の本 瀧井康勝 日本ヴォーグ社 5

430
市民が創る公益組織NPO－その理解
のためにー 下田博次

特定非営利法人市民立
NPOカレッジ 17

431 NPO法人の税務 赤塚和俊 花伝社 17

432 勤労者が育むボランティア

（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 2

434
これからのライフスタイルとボランティ
ア活動

（財）勤労者リフレッシュ
事業振興財団 2

436 ボランティアの風 （ビデオテープ）
（財）勤労者リフレッシュ
事業振興財団　　厚生労 19

437 都市の未来　21世紀型都市の条件 篠原修・森地茂編著 日本経済新聞社 3

438
プロップ・ステーションの挑戦　「チャレ
ンジド」が社会を変える 竹中ナミ 筑摩書房 1

439
コミュニティ・スクール構想　学校を変
革するために

金子郁容・鈴木寛・渋
谷恭子 岩波書店 11

440 これからのボランティア 巡静一 大阪ボランティア協会 17

441
NPO実践講座３　組織を生かす資金
源とは 山岡義典 ぎょうせい 17

442 成功するNPO失敗するNPO 大川新人 日本地域社会研究所 17

443 長続きするNPOの設立と運営の実際 高比良正司 あスカ・エフ・プロダクツ 17

445
参加のしかた・活動のすべてボラン
ティアまるごとガイド 安藤雄太 ミネルヴァ書房 17

446 ボランティアコーディネートの実践
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 17

447
市民が市民を支える　地域の協働空
間を生かした実践

ボランティア・市民活
動センター研究年報

東京ボランティア・市民
活動センター 17

448
イギリスのコンパクトから学ぶ協働の
あり方

東京ボランティア・市民
活動センター 17

449
災害時におけるボランティア活動の課
題と今後の展望

東京ボランティア・市民
活動センター 7

450
リサイクル資材を活用した地域づくり
環境実践 （ビデオテープ） 19

459 現場から見つめた市民社会の未来
特定非営利活動法人
日本ＮＰＯセンター

特定非営利活動法人日
本ＮＰＯセンター 17

460 ボランティア武者修行2003小清水
小清水（ビデオテー
プ） 19

461 NPOと行政の協働の手引き 新川達郎監修 大阪ボランティア協会 17

462 長続きするNPOの設立と運営の実際 高比良正司 明日香出版社 17

463 日本の公益法人 入山　映 ぎょうせい 17

464 松下啓一 ぎょうせい 17

467 一夜でわかる！｛NPO}のつくり方 加藤哲夫 主婦の友 17

468
岩波ブックレットNo.618NPOがわかる
Q&A 早瀬昇・松原明 岩波書店 17

469 NPOの経営　資金調達から運営まで 坂本文武 日本経済新聞社 17

470 NPO会計まるごとガイドブック
NPO法人長野県NPO
センター

NPO法人長野県NPOセ
ンター 17

471 NPO会計まるごとガイドブック
NPO法人長野県NPO
センター

NPO法人長野県NPOセ
ンター 17

472 NPO会計まるごとガイドブック
NPO法人長野県NPO
センター

NPO法人長野県NPOセ
ンター 17

473
ＮＰＯ事業者の戦略とリスク　介護保
険の今と１０年後

ＮＰＯ法人市民福祉団体
全国協議会 1

474
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 17

475
地域ガバナンスの時代　新たな自治
への創造へ

自治創造コンソーシ
アム編 公人社 3



478
コンピン校・バクトゥク校訪問・ノパドン
氏会談 （ビデオテープ）

NPO法人アジア交流協
会 19

479 NPO/NGO運営上のリスクとその対処
社団法人日本損害保
険協会

テレビ朝日映像株式会
社 19

480 高校生フェスティバル２００４ （ビデオテープ） 19

481
「世界がもし１００人の村だったら」が
教えてくれた人口問題 （ビデオテープ） 19

482
シリーズ・食事の工夫④寝たきりの人
に （ビデオテープ） 19

484
駐日タイ王国特命全権大使「カシット・
ピロム氏」群馬県訪問（講演会・懇親 （ビデオテープ）

NPO法人アジア交流協
会 19

485
プルデンシャル・ボランティア賞のご案
内 （ビデオテープ） 19

486
ギブ　ブラッド　セイブ　ライフ　献血っ
てなあに？

群馬県赤十字血液セ
ンター

群馬テレビ　群馬テレビ
エンタープライズ「 19

488 小寺知事と県民のテレビ懇談会
群馬県（ビデオテー
プ） 群馬テレビ 19

489 心のバリアフリー社会のバリアフリー

住友生命保険相互会
社　アシスタントドッ
グ育成普及委員会 19

490 にんげんゆうゆう「朋の時」 （ビデオテープ） 19

491 NPO法人馬まいる （ビデオテープ） NPO法人馬まいる 19

492 群馬NPO協議会移動例会　伊勢崎 （ビデオテープ） 群馬NPO協議会 19

493
阪神・淡路大震災１０年　市民社会へ
の発信

震災１０年市民検証
研究会 文理閣 6

494 共感のマネジメント　改訂版 松本修一
（社）大阪ボランティア協
会 17

495 シニアボランティア活動マニュアル
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 2

496 現場から見つめた市民社会の未来 日本ＮＰＯセンター 日本ＮＰＯセンター 17

497
NPO市民活動のための助成金応募ガ
イド

助団法人　助成財団
センター

助団法人　助成財団セン
ター 17

499
富士山に登ろう
ひめねずみチロといっしょに ＣＤ－ＲＯＭ 富士山クラブ 19

500 超速戦士ＧＦｉｖｅ
グレート群馬ネット
ワーク 19

501
知っておきたいNPOのこと　信頼され
るNPO７つの条件 日本NPOセンター 日本NPOセンター 17

502 国際主婦学部卒 竹澤泰子 9

503 榛名山麓みどりの大学 太田敬雄 サンジョルディ 9

504
信頼されるNPOーくまもと２５　～
「NPOらしいNPO]になるには～

NPO法人　NPOくまも
と NPO法人くまもと 17

505 信頼されるNPOーくまもと２５ NPO法人NPOくまもと NPO法人NPOくまもと 17

506 信頼されるNPO-くまもと２５ NPO法人NPOくまもと NPO法人　NPOくまもと 17

507
NPO「事務局長」論
～第一のリーダーと第二のリーダー～ 田中尚輝

NPO事業サポートサン
ター 17

508 NPOビジネスで起業する！ 田中尚輝 学陽書房 17

509 NPOビジネスで起業する！ 田中尚輝 学陽書房 17

510 NPOビジネスで起業する！ 田中尚輝 学陽書房 17

511 新日本のNPO法 熊代昭彦 株式会社ぎょうせい 17

512 認定NPO法人制度の手引 国税庁 国税庁 17

514 チェンジメーカー 渡邊奈々 日経BP社 2

515 菜の花エコ革命 藤井　絢子 創森社 5

516 団塊新現役世代　NPOに生きる
米田雅子・田中義幸・
野呂法夫 ぎょうせい 2

517
改訂版　NPO設立・申請完全マニュア
ル 福島　達也 Jリサーチ出版 17

518
地域通貨入門　持続可能な社会をめ
ざして 廣田　裕之 アルテ／星雲社 3

519
霞ヶ関の正体
国を滅ぼす行政の病理 稲葉清毅 晶文社 2

520 利益が上がるＮＰＯの経済学 跡田直澄 集英社 17

521
パン屋のお金とカジノのお金はどう違
う？ 廣田裕之 オーエス出版社 3

522 循環共生社会と地域づくり
高崎経済大学附属産
業研究所 日本経済評論社 3

524 ＮＰＯ基礎講座
早瀬　昇　田代正美
片山　正夫　久住　剛 ぎょうせい 17

525 NPO法人のための法令通達集 田中義幸 税務経理協会 17

526
解説移送サービスと道路運送法の新
基準 川崎民子他

NPO法人　福祉交通支
援センター 1

528 まちづくり読本
財団法人　地域活性セン
ター 3



530 KT式新説ボランティア概論 小倉常明・松藤和生 エイデル研究所 2

531

C'sブックレット･シリーズNo.８　改正認
定NPO法人制度準拠　NPO支援税制
がよくわかる本・図解 松原明・轟木洋子

シーズ＝市民活動を支
える制度をつくる会 17

532 新版・NPO法人ハンドブック 松原明
シーズ＝市民活動を支
える制度をつくる会 17

533 ドラッカーの遺言
ピーター・Ｆ・ドラッ
カー　窪田恭子＝訳 講談社 2

534 チェンジメーカー 渡邊奈々 日経ＢＰ社 2

535 サッポロ一番　汗と金 井田信夫 上毛新聞社 18

536 協働のデザイン 世古一穂 学芸出版社 17

537 想像力の条件 加藤敏春 ダイヤモンド社 2

538
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 3

539 自立と協働によるまちづくり読本 地域活性化センター ぎょうせい 3

540 参加のデザインを学ぼう 世古一穂 NPO研修・情報センター 17

541 一夜でわかるNPOのつくり方 加藤哲夫 主婦の友社 17

542 はーとふる国際交流 IN GUNMA
（財）群馬県国際交流
協会

（財）群馬県国際交流協
会 9

543 ジロジロ見ないで 高橋聖人 扶桑社 8

544 ＮＰＯ法人のキホンＱ＆Ａ
熊谷則一・村山眞也・
菅野豊・藤田整継 中央経済社 17

546 カリナン 春江一也
集英社インターナショナ
ル 2

548 ローカルヒーロー大図鑑
ブルー・オレンジ・ス
タジアム 水曜社 3

549 ボランティア・コーディネーター 筒井のり子 大阪ボランティア協会 17

550 海外ボランティアガイド 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 9

551 本・こども・ＮＰＯ
ＮＰＯ法人高知子どもの
図書館 11

552 知っておきたいＮＰＯのこと　資金編 日本ＮＰＯセンター 日本ＮＰＯセンター 17

554 問われる市民セクターの価値 日本ＮＰＯセンター 日本ＮＰＯセンター 17

555 現場から見つめた市民社会の未来 日本ＮＰＯセンター 日本ＮＰＯセンター 17

557
よくわかる日米ＮＰＯ税制
～１４のＱ＆Ａと基礎知識～ 松原明・轟木洋子

シーズ＝市民活動を支
える制度を作る会 17

558
ボランティア　みんな知ってる？　ボラ
ンティア活動の基礎知識

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
興センター 17

559
企業人とシニアのための市民活動入
門 早瀬昇

社会福祉法人大阪ボラ
ンティア協会 2

560 実践！ＮＰＯの会計・税務 岩永清滋・水谷綾
社会福祉法人大阪ボラ
ンティア協会 17

561
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 17

562
ボランティアコーディネーター白書２０
０５／２００６年版

特定非営利活動法人日
本ボランティアコーディ
ネーター協会 17

565
プロとしてNPOで働く、関わる　米国
NPOインターンシップの価値

日米コミュニティ・エク
スチェンジ 新風舎 17

568 みーんなだいすき！わくわくMAP

569 ＮＰＯと行政の協働の手引
「ＮＰＯと行政の協働
の手引編集委員会」

社会福祉法人大阪ボラ
ンティア協会　出版部 17

570
ボランティア白書２００３　個がおりな
すボランタリー社会

「ボランティア白書
2003」編集委員会

社団法人日本青年奉仕
協会（ＪＹＶＡ） 17

571
ボランティア白書２００５　ボランティア
のシチズンシップ再考

「ボランティア白書
2003」編集委員会

社団法人日本青年奉仕
協会 17

572
市町村アカデミー研修叢書　Vol,３　自
治体と地域住民との協働

市町村アカデミー監
修 ぎょうせい 3

573
トバシ！小柏龍太郎は絵を描くことを
“トバシ”と言う 木部克己 あさを社 4

574 「新しい貯金」で幸せになる方法 樫田秀樹 築地書館株式会社 17

576 博物学的群馬 群馬県広報課 群馬県 17

578 はじめませんか　国際協力 JICA 19

579 地域通貨が拓く未来 地域活性センター 19

580 おおた100ｋｍ徒歩の旅 太田青年会議所 19



581 決定版わかるCSR

三菱UFJリサーチ＆
コンサルティング
/CSR研究プロジェク 同文館出版 17

582 わかるCSR

パートナーシップ・サ
ポートセンター/岸田
眞代 同文館出版 17

583
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 17

584 NPOの経営　資金調達から運営まで 坂本文武 日本経済新聞社 17

585 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 株式会社ぎょうせい 17

586
パブリックリソースハンドブック―-市
民社会を拓く資源ガイド

パブリックリソース研
究会 株式会社ぎょうせい 17

587

自分たちでつくろうＮＰＯ法人　改訂版
認証・登記から税務・保険まで
ＮＰＯ法人完全マニュアル！

堀田力　ＮＰＯ事業サ
ポートセンター名越
修一 学陽書房 17

588 ＮＰＯ基礎講座新版 山岡義典 ぎょうせい 17

589 ＮＰＯ基礎講座　新版 山岡義典 ぎょうせい 17

590 豊かな福祉社会への助走２ 浅野史郎 ぶどう社 1

591 豊かな福祉社会への助走２ 浅野史郎 ぶどう社 1

592 豊かな福祉社会への助走２ 浅野史郎 ぶどう社 1

593 豊かな福祉社会への助走２ 浅野史郎 ぶどう社 1

594 疾走１２年　アサノ知事の改革白書 浅野史郎 岩波書店 3

595 疾走１２年アサノ知事の改革白書 浅野史郎 岩波書店 3

596 最新事例　指定管理者制度の現場 井出信夫　吉原康和 学陽書房 17

597 草の根NPO運営術 澤村明 ひつじ書房 17

598
風人の画布第３０回「広がる・つながる
ボランティア」～工房あかねの場合～ （ビデオテープ） 19

599 アマゾン、インディオからの伝言 南研子 ほんの木 9

600 アマゾン、森の精霊からの声 南研子 ほんの木 9

601
インターナショナルコミュニティスクー
ル

カイラン・ミックメーヒ
ル

ＮＰＯ法人多言語教育研
究所 19

603 トバシ 木部克己 あさを社 4

604 きつねのいちばん
文・しみずかずこ
絵・やまねてるみ

ＮＰＯ法人　ミュージック
フォー　チルドレン 4

605 学生のためのボランティア論
岡本榮一・菅井直也・
妻鹿ふみ子　編

社会福祉法人大阪ボラ
ンティア協会 17

606 ボランティア・市民活動カット集
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 17

608
団塊シニアだから成功する！NPOビジ
ネス　楽しく、働きながら、社会を変え 田中尚輝 学陽書房 2

609
NPOが自立する日　行政の下請け化
に未来はない 田中弥生 日本評論社 17

610
大学に来ない大学生はどこで何をして
いるのか？

「学外活動」出版プロ
ジェクト 辰巳出版 2

611 身近なヒューマン・セキュリティとNPO 日本ＮＰＯセンター 17

612 身近なヒューマン・セキュリティとＮＰＯ 日本ＮＰＯセンター 17

613 身近なヒューマン・セキュリティとＮＰＯ 日本ＮＰＯセンター 17

614 子どもたちの叫び 内野真＋オザキミオ ＮＴＴ出版 11

615 子どもたちの叫び 内野真＋オザキミオ ＮＴＴ出版 11

617 助成金応募ガイド
（財）助成財団セン
ター （財）助成財団センター 17

618 あんたも私もエコノザウルス 本田亮 小学館 5

619 市民のための地方自治入門 今川晃・馬場健／編 実務教育出版 2

620
青少年ボランティア活動推進者ブック
レット

社団法人日本青少年
奉仕会　青少年ボラ
ンティア活動推進者
養成研究委員会

社団法人日本青少年奉
仕会 17

621 市民参加でイベントづくり
竹村安子、名賀亮、
土井圭子ほか

社会福祉法人大阪ボラ
ンティア協会 17

622 ハンドブック市民の道具箱 目加田説子 岩波書店 2

624 市民組織運営の基礎 川北秀人 IIHOE 17

625 参加型学習のすすめ方
広瀬隆人・澤田実・林
義樹・小野三津子 ぎょうせい 2

626 振り込め詐欺撃退法 群馬県警察 群馬県警察 19

627
振り込め詐欺撃退法　～振り込め詐
欺から群馬を守れ～ 群馬県警察 群馬県警察 19



628
マイクロソフトでは出会えなかった天
職 ジョン・ウッド ランダムハウス講談社 2

629 振り込め詐欺撃退法 群馬県警察 群馬県警察 19

630
聴くことでできる社会貢献　傾聴ボラン
ティアのすすめ

ホールファミリーケア
協会［編］ 三省堂 1

631
チャンスがあれば・・・　ストリートチル
ドレンの夢

編・訳「チャンスの会」
（三平シルヴィア、野
坂悦子、河津佳子、
灰島かり、壇上聖子） 岩崎書店 9

632
校長・教頭・教委職員・ＰＴＡ関係者の
ための　学校情報化のマネジメント 岡本薫 明治図書 11

633 日本を滅ぼす教育論議 岡本薫 講談社 11

635
人が集まる！行列ができる！講座、イ
ベントの作り方 牟田静香 講談社 17

636 定年後の８万時間に挑む 加藤仁 文芸春秋 2

637 助成団体要覧２００８
財団法人助成財団セン
ター 17

638
民間助成イノベーション－制度改革後
の助成財団のビジョン－

（財）助成財団セン
ター編　林雄二郎、
山岡義典ほか ㈱松籟社 17

639
社会が変わるマーケティング　民間企
業の知恵を公共サービスに活かす

フィリップ・コトラー
ナンシー・リー著　ス
カイライトコンサル
ティング訳 英治出株式会社版 17

640

あなたが世界を変える日　１２歳の少
女が環境サミットで語った伝説のス
ピーチ

セヴァン・カリス＝ス
ズキ/著　ナマケモノ
倶楽部/編・訳 学陽書房 5

641
芸術の売り方　劇場を満員にするマー
ケティング

ジョアン・シェフ・バー
ンスタイン著　山本章
子訳 英治出株式会社版 4

642 社会起業家「よい社会」をつくる人たち 町田洋次 ＰＨＰ研究所 14

643
そうだ、葉っぱを売ろう！　過疎の町、
どん底からの再生 横石知二

ソフトバンククリエイティ
ブ株式会社 14

644
諸外国におけるボランティア活動調査
研究報告書

諸外国におけるボラ
ンティア活動調査研
究実行委員会 文部科学省 17

645
ボランティアコーディネーター白書
2007ー2009年版

特定非営利活動法人
日本ボランティアコー
ディネーター協会

社会福祉法人大阪ボラ
ンティア協会 17

646
ＮＰＯ・市民活動のための助成金応募
ガイド

財団法人助成財団セン
ター 17

647
ＮＰＯ・市民活動のための助成金応募
ガイド

財団法人助成財団セン
ター 17

648
NPOへの資金提供・助成の最適化に
関する調査

IIHOE　人と組織と地球
のための国際研究所 17

649 だから失敗は起こる 畑村洋太郎 ＮＨＫ出版 2

650 対話でわかるNPO会計 脇坂誠也　荻野俊子
NPO事業サポートセン
ター 17

651 新・共感のマネジメント 松本修一
社会福祉法人大阪ボラ
ンティア協会 17

652 NPOの会議、こうすればうまくいく 徳田太郎
茨木NPOセンター・コモン
ズ 17

653 すぐわかる！　新公益法人制度 福島達也 学陽書房 17

654
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　岩波アクティ
ブ新書69 2

655 百姓体験のすすめ
ＮＰＯ法人はっくるべりー
じゃむ 5

656 こどもの劇場が街を変える 岩崎義純 寿郎社 4

657
これでわかるフェアトレードハンドブッ
ク 合同出版 9

658 捨てられたいのちを救え！ 石井文子 毎日新聞社 2

659
ＮＰＯ法１０年目の評価と課題　日本
の未来と市民社会の可能性

非営利組織評価研究
会 言論ＮＰＯ 17

660
日本のＮＰＯはなぜ不幸なのか？
「社会をよくする」が報われない構造を

市村浩一郎　（取材
協力）赤城稔 ダイヤモンド社 17

661 やさしさに出逢う-診療室の窓から- 駒井みのる 上毛新聞社 1

662 CSR時代の社会貢献活動
日本経団連社会貢献
推進委員会 日本経団連出版 17



663 いのちとは何か？（別冊宝島1505号）

秋元康、飯田史彦、
鎌田實、白石康次
郎、徳永進、中村桂
子、服部幸應、広中
邦充、福岡伸一、森
岡正博・・・など 宝島社 2

664 おカネが変われば世界が変わる 田中優 コモンズ 17

665
ムハマド・ユヌス自伝-貧困なき世界を
めざす銀行家-

ムハマド・ユヌス＆ア
ラン・ジョリ　猪熊弘
子―訳 早川書房 2

666 反貧困-「すべり台社会」からの脱出 湯浅誠 岩波新書 2

667
貧困のない世界をつくる　ソーシャル・
ビジネスと新しい資本主義

ムハマド・ユヌス（湯
浅弘子訳） 早川書房 2

669 わたらせ NPO法人グループ28 19

670
国際交流・協力活動入門講座Ⅳ　「多
文化パワー」社会　多文化共生を超え

毛受敏浩　鈴木江理
子 明石書店 9

672 市民社会創造の10年 日本NPOセンター ぎょうせい 17

673 知っておきたいNPOのこと協働編 日本NPOセンター 17

674 知っておきたいNPOのこと協働編 日本NPOセンター 17

675
知っておきたいNPOのこと信頼される
NPOの７つの条件　NPO基礎知識 日本NPOセンター 17

677
NPO・市民活動のための 助成金応募
ガイド 2009

財団法人　助成財団
センター

財団法人　助成財団セン
ター 17

678
NPO・市民活動のための 助成金応募
ガイド 2009

財団法人　助成財団
センター

財団法人　助成財団セン
ター 17

679
アフガニスタンの大地とともに　伊藤和
也遺稿・追悼文集 ペシャワール会編 石風社 9

680
「20円」で世界をつなぐ仕事　こんなビ
ジネスが、あったのか！ 小暮真久

日本能率協会マネジメン
トセンター 9

681 ネットワーク指数 マイケル・ダルワース 東洋経済新報社 17

682 ＮＰＯ新時代　市民性創造のために 田中弥生 明石書店 17

683 子どもたちに、ほほえみを 軸屋真司 NTT出版株式会社 11

684 NPO実践マネジメント入門
パブリックリソースセ
ンター編 東信堂 17

685
学校ボランティアコーディネーション
ボランティアコーディネーター必携 長沼豊　編著 筒井書房 17

686
聴くことでできる社会貢献　新傾聴ボ
ランティアのすすめ

ホールファミリーケア
協会編 三省堂 1

687
ネットオークション初心者売り買い日
記 浅田伸子 文芸社 14

688 Ｃ’ｓブックレット・シリーズＮｏ．１０ 脇坂誠也
シーズ・市民活動を支え
る制度をつくる会 17

689
シニアビジネス革命　いま、老後の新
しいビジョンが開かれる 鶴蒔靖男 IN通信社 2

690
ふつうの子にできるすごいこと　ぼくた
ちにも守れるいのちと環境

がース・サンデム編
書　颯田あきら訳　和
田穹男監訳 めるくまーる 11

691
いいものいい人いい暮らし　思うは招
くーに来をつくる社長の言葉 桜井道子 三和書籍 15

692
もし高校野球の女子マネージャーがド
ラッカーの『マネジメント』を読んだら 岩崎夏海 ダイヤモンド社 17

693 徹底のリーダーシップ ラム・チャラン プレジデント社 17

694
ピーター・ドラッカーの『事業戦略』が
わかる本 中野明 秀和システム 17

695 マネジメント基本と原則 Ｐ．Ｆ．ドラッカー ダイヤモンド社 17

696
ドラッカー時代を超える言葉　洞察力
を鍛える１６０の英知 上田惇生 ダイヤモンド社 17

697 図鑑で学ぶ　ドラッカー戦略 藤屋伸二 JMAM 17

698
コーチングのプロが教える「ほめる」技
術 鈴木義幸 日本実業出版社 2

699 プレゼンテーションを学べ！！ A．ブラッドバリー
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン 2

700 カモメになったペンギン
ジョン・Ｐ・コッター／
ホルガー・ラスゲバー ダイヤモンド社 17

701
夢を実現する技術「なりたい自分」に
なる５つのステップ 学生キャリア新聞 講談社 17

702
NHKプロフェッショナル仕事の流儀「信
念」の男たち 芝崎浩司 イースト・プレイス 14

703
NHKプロフェッショナル仕事の流儀「勝
負」に挑む者たち 小林千奈都 イースト・プレス 14



704
NHKプロフェッショナル仕事の流儀「医
療」の現場に立つ者たち 小林千奈都 イースト・プレス 14

705
助成団体要覧2010　民間助成金ガイ
ド

公益財団法人助成財
団センター ワールドプランニング 17

706
変革は弱いところ、小さいところ、遠い
ところから 清水義晴 太郎次郎社エディタス 3

707
いまあなたにできる、５０のこと　社会
貢献、はじめの一歩 WAVE出版 WAVE出版 2

708
６０歳から少しだけ社会貢献を始める
本 佐藤葉　清水まさみ 実務教育出版 2

709
カナリア物語　～JICAボランティア奮
闘記（ブラジル編）～

JICAブラジル事務所
/JICAサンパウロ支所 9

710
イープン君の物語　海の向こうにかか
る虹　第一巻 林　君子 にじ出版 9

711
大学の「知」を活用した新たな地域活
性化 森下靖雄 日経ＢＰ企画 3

712
ぼくをわかって　　自閉症、不登校の
子どもと家族の物語

阿蘭ヒサコ　冨部志
保子 ＮＴＴ出版 11

713 市民ファンドが社会を変える 奥田裕之・牧田東一 コモンズ 17

714
CSRハンドブック　先進企業の事例か
ら用語解説まで

経営倫理実践研究セ
ンター　日本経営倫
理学会CSR研究部会

PHPエディターズ・グルー
プ 17

715 地域の力　食・農・まちづくり 大江正章 岩波書店 17

716
生活保護ＶＳワーキングプア　若者に
広がる貧困 大山典宏 ＰＨＰ研究所 17

717
日本の未来と市民社会の可能性
非営利組織評価研究会　編

武田晴人、ｳｫﾙﾌｶﾞﾝ
ｸﾞ・ﾊﾟｰﾍﾟ、加藤紘一、
上野真城子、辻中
豊、野中郁次郎、林
雄二郎、田中弥生、
山内直人、山岡義
典、工藤泰志 言論ＮＰＯ 17

718
「エクセレントＮＰＯ」とは何か　強い市
民社会への「良循環」をつくり出す

片山信彦、加藤志
保、工藤泰志、関尚
士、武田晴人、多田
千尋、田中弥生、堀
江良彰、山内直人、
山岡義典、山本正、
渡邊奈々 言論ＮＰＯ 17

719
ファンドレイジングが社会を変える　非
営利の資金調達を成功させるための 鵜尾雅隆 三一書房 17

721
マーケティング・メトリクス　　市場創造
のための生きた指標ガイド 田村正紀 日本経済新聞出版社 17

722
実業家のためのＮＰＯ法人の会計と税
務 中田ちず子 税務研究会出版局 17

723
ＮＰＯ法人の会計・税務マニュアル
基礎から申告書まで 羽田野 了策 中央経済社 17

724
完全マスター　基礎からわかる　ＮＰＯ
会計 馬場英朗　小椋淑子 合同出版 17

725 自分たちで運営しようＮＰＯ法人！ 堀田力 学陽書房 17

726 社会を変えるを仕事にする 駒崎弘樹 英治出版 17

727 ＮＰＯ？なんのため だれのため 村岡兹幸 時事通信社 17

728 ボランティアコーディネーター
日本ボランティアコー
ディネーター協会 筒井書房 17

729
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 大阪ボランティア協会 17

730
社会起業家　－社会責任ビジネスの
新しい潮流－ 斎藤槙 岩波新書 17

731 元気なNPOの育て方 戸田智弘 生活人新書 17

732
CSR入門　「企業の社会的責任」とは
何か 岡本享二 日本経済新聞社 17

733
団塊の世代が切り拓く 新しい市民社
会 －マスターズボランティアの可能性

マスターズ市民白書
編集委員会 大阪ボランティア協会 17

734
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
共編 大阪ボランティア協会 17


