
DVDリスト

ボランティア・地域福祉

分類 分 出版年

D-2-4-
23～25

各143 2015

Ｄ2-4-26 33 2015

D-3-1-44 35 2011

D-7-5-15 40 2010

D-7-5-16 43 2010

D-7-5-27 50 2012

サイレント・プア 第1 ～ ３巻

タイトル

困難をかかえた人への支援　第1巻  ひきこもり

認知症高齢者の徘徊行方不明ゼロ作戦の構築に向けた調査研究事業

ひらく かける つなぐ いっしょにいこうよ～ひろがるボランティアの輪～

ひらく かける つなぐ スタンバイミー～もっとちかくに～

大震災の超克・生命の輝き

ボランティア・NPO、地域福祉関係図書・DVD紹介

大阪市社会福祉研修・情報センター2階、図書・資料閲覧室では、福祉に関する図書、DVD・

ビデオ、雑誌等を2週間以内に返却可能な方であれば、無料で借りることができます。

資料に関する電話でのお問合せは、06-4392-8233

（開室は、月～土（祝除く）の9:30～1７:00です。）

2020年7月現在

DVD・図書紹介

◆『未来を写した子どもたち』

アット エンタテインメント株式会社

/ 85分 / 2004年 / PG12

◆『ボランティアってなんだっけ？（岩波ブックレット）』

猪瀬 浩平 著 / 岩波書店 / 2020 年

私たちはなぜ、なんのためにボランティアをしている

の？ いっけん自明に思えて、実は難しい問題に、「自

発性」「無償性」「公共性」を切り口としつつ、ゆるく

非真面目に考える。これから始めたい人、続けてきたけ

ど疲れ気味の人、そしてまったく興味がない人にも読ん

でほしい、ボランティアという営みの奥行きと面白さを

紹介。
(A75-235)

(D-13-3-16)

インドの売春窟に生まれついた子どもたち。 彼らは外の世

界を知らず、夢を持つ事も許されない。ある日、子どもた

ちはカメラと出会い、自分たちに無限の未来と希望がある

事を知る。
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ボランティア・地域福祉

分類 分 出版年

D-10-10 60 2016

D-10-11 39 2016

D-13-1-41 126 2012

D-13-1-45 112 2012

D-13-3-30 24 2014

D-13-3-3 96 2006

D-13-3-8 57 2007

D-13-3-16 85 2004

図書リスト

ボランティア・NPO(分類：A75)

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

221
福祉起業家のためのNPO・一般社団法人・社会福祉法人
のしくみと設立登記・運営マニュアル

松岡　慶子 三修社 2016

222 災害ボランティアハンドブック
関西学院大学災害復
興制度研究所　他

関西学院大学出版会 2016

224 もか吉、ボランティア犬になる。 家族の愛犬から、地域へ 江川　紹子
集英社インター
ナショナル

2015

225
非営利団体の資金調達ハンドブック ファンドレイジング
に成功するポイントのすべて

徳永　洋子 時事通信社 2017

226
ボランティアコーディネーション力 第２版
市民の社会参加を支えるチカラ

早瀬　昇　他 中央法規出版 2017

227 社会福祉施設ボランティアコーディネーションの実際 新崎　国広　他 久美株式会社 2006

228
高齢者が動けば社会が変わる
NPO法人大阪府高齢者大学校の挑戦

大阪府高齢者大学校 ミネルヴァ書房 2017

229
わたしは10歳、本を知らずに育ったの。
アジアの子どもたちに届けられた27万冊の本

シャンティ国際ボラ
ンティア会

合同出版 2017

230
「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 ミネルヴァ書房 2018

231 未来にツケを残さない  フードバンクの新しい挑戦 糸山　智栄　他 高文研 2017

232
誰でもできる、いつでもできる、どこでもできる「身のたけ起
業」人に必要とされる"エキスパート"という生き方

井口　晃 KADOKAWA 2014

233 被災地につなげる災害ボランティア活動ガイドブック 合田　茂広　他
全国社会福祉協
議会

2019

234
ボランティアをやりたい!
高校生ボランティア・アワードに集まれ

さだまさし　風に
立つライオン基金

岩波書店 2019

235 ボランティアってなんだっけ? 猪瀬　浩平 岩波書店 2020

地域福祉（分類：A70)

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

293 コミュニティを再考する 伊豫谷　登士翁　他 平凡社 2013

294 なぎさの福祉コミュニティを拓く 福祉施設の新たな挑戦 新崎　国広　他 大学教育出版 2013

295
対話的行為を基礎とした地域福祉の実践
「主体-主体」関係をきずく

小野　達也 ミネルヴァ書房 2014

296 小地域福祉活動の新時代 大阪市・今川地域からの発信 上野谷　加代子　他
全国コミュニティ
ライフサポートセ
ンター（CLC）

2014

僕たちは世界を変えることができない。

人生、いろどり

このまちが、ええねん　～大阪市・区社会福祉協議会のとりくみ～

不都合な真実

THE　ホームレス　野宿労働者1万8千人の実態

タイトル

未来を写した子どもたち

コミュニティソーシャルワーク

被災地に来た若者たち
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地域福祉（分類：A70)

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

297
セ－フティネット コミュニティソ－シャルワ－カ－
〈ＣＳＷ〉の現場 3 SOSが出せない

豊中市社会福祉協議会 ブリコラージュ 2014

299
人がつながる居場所のつくり方 日野社会教育センターが
実践したコミュニティデザインの成功

社会教育協会日野
社会教育センター

WAVE出版 2014

300
セルフ・ネグレクトの人への支援
ゴミ屋敷・サービス拒否・孤立事例への対応と予防

岸　恵美子　他 中央法規出版 2015

301 つながるカフェ コミュニティの<場>をつくる方法 山納　洋 学芸出版社 2016

302
ひとりぽっちをつくらない
コミュニティソーシャルワーカーの仕事

勝部　麗子
全国社会福祉協
議会

2016

303 市民がつくる地域福祉のすすめ方 藤井　博志　他
全国コミュニティ
ライフサポートセ
ンター（CLC）

2015

304 地域福祉の弱みと強み 「藤里方式」が強みに変える 菊池　まゆみ
全国社会福祉協
議会

2016

306
「無理しない」地域づくりの学校
「私」からはじまるコミュニティワーク

岡山県社会福祉協
議会　他

ミネルヴァ書房 2017

307
地域福祉のすすめ 暮らしの中からつくる福祉コミュニ
ティ   東北からの発信

渡部　剛士
全国コミュニティ
ライフサポートセ
ンター（CLC）

2017

308
セ－フティネット コミュニティソ－シャルワ－カ－〈Ｃ
ＳＷ〉の現場 4 SOSが出せない

豊中市社会福祉協
議会

ブリコラージュ 2018

309 越境する地域福祉実践 滋賀の縁創造実践センターの挑戦 谷口　郁美　他 全国社会福祉協議会 2018

310 新地域福祉の発展と構造 稲葉　一洋 学文社 2016

311 母の家がごみ屋敷 高齢者セルフネグレクト問題 工藤　哲 毎日新聞出版 2018

312
地域アクションのちから
コミュニティワーク・リフレクションブック

韓国住民運動教育院
全国コミュニティ
ライフサポートセ
ンター（CLC）

2018

313
地域の見方を変えると福祉実践が変わる
コミュニティ変革の処方箋

松端　克文 ミネルヴァ書房 2018

314
地域共生社会に向けたソーシャルワーク
社会福祉士による実践事例から

日本社会福祉士会 中央法規出版 2018

315 地域福祉とファンドレイジング  財源確保の方法と先進事例 宮城　孝　他 中央法規出版 2018

316
"脱病院"で始まる地域医療福祉入門
「病院から地域ケア」の流れで変わる医療と福祉の仕組み

武藤　正樹 ぱる出版 2019

317
社協・行政協働型コミュニティソーシャルワーク
個別支援を通じた住民主体の地域づくり

田中　英樹　他 中央法規出版 2019

318
住民主体の楽しい「通いの場」づくり
「地域づくりによる介護予防」進め方ガイド

近藤　克則 日本看護協会出版会 2019

319
「介護力日本一」への町づくり
5年間の実証から介護「2538」への提案

金子　進 杉並けやき出版 2020

320
共生社会創造におけるソーシャルワークの役割
地域福祉実践の挑戦

上野谷　加代子 ミネルヴァ書房 2020

釜ヶ崎（分類：A214）

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

28 釜ケ崎で表現の場をつくる喫茶店、ココルーム 上田　假奈代 フィルムアート社 2016

29 叫びの都市  寄せ場、釜ケ崎、流動的下層労働者 原口　剛 洛北出版 2016

30
経済学者日本の最貧困地域に挑む
あいりん改革3年8カ月の全記録

鈴木　亘 東洋経済新報社 2016

31 貧困と地域  あいりん地区から見る高齢化と孤立死 白波瀬　達也 中央公論社 2017

32 定点観測・釜ケ崎  増補版 中島　敏 東方出版 2018

33 ルポ西成　七十八日間ドヤ街生活 國友　公司 彩図社 2018
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介護（分類：A2660）

番号 書名 著編者名 出版社 出版年

483 ヘルプマン！！vol.8 介護ボランティア編(1) 2017

486 ヘルプマン！！vol.9 介護ボランティア編(2) 2017

487 ヘルプマン！！vol.10 介護ボランティア編(3)

505 ヘルプマン！！取材記  vol.1

514 ヘルプマン！！取材記  vol.2

518 ヘルプマン！！取材記  vol.3 2019

503
災害時における介護のボランティア入門
介護福祉士の専門性をいかして

日本介護福祉士会 中央法規出版 2018

504 福祉は「性」とどう向き合うか  障害者・高齢者の恋愛・結婚 結城 康博 他 ミネルヴァ書房 2018

508
デイサービス生活相談員
業務必携  地域包括ケアシステム時代に対応 第4版

大田区通所介護事
業者連絡会

日総研出版 2018

資料リスト

ボランティア・NPO(分類：B75)

番号 書名 出版年

35 大阪府社会起業家活動冊子 2012

36 一歩前進 社協VCのための自己点検ガイドブック 2010

37 社協ボラセンナビ 2012

39
鶴見区 地域有償ボランティア育成事業に関するアンケー
ト調査報告書

2014

40
市区町村社会福祉協議会ボランティア・市民活動センター
強化方策　2015

2015

41 報告書 シビックエコノミーの可能性 2016

42
「みえ発！災害ボラパック～安全運行・法令遵守編」
「みえ発！災害ボラパック」

2016

43
大阪市生涯学習インストラクターバンク (生涯学習インストラク
ター・高齢者リーダー)市民ボランティア講師名簿

2018

44 認定特定非営利活動法人 2017

45
大阪市NPO・市民活動企画助成事業報告書 市民と行政の
協働によるあたらしい生涯学習のかたちをめざす

2017

46
大阪市生涯学習インストラクターバンク(生涯学習インストラク
ター・高齢者リーダー)市民ボランティア講師名簿

2019

雑誌リスト

所蔵年・所蔵巻

2011年
11月～

2003年1・
2月号～

2009年
1月～

2010年
１月～

2018

ビッグイシュー日本The　Big　ISSUE　ビッグイシュー日本版

雑誌名

さあ、言おう！ さわやかな高齢社会に向けて

全国社会福祉協議会

ビッグイシュー基金

くさか　里樹 朝日新聞出版

みえ防災市民会議

大阪社会起業家中間支援組織連絡会

ひょうごボランタリープラザ

全国ボランティア活動振興センター

大阪市鶴見区社会福祉協議会

ｖｏｌｏ ウォロ ボランティア・ＮＰＯをもう一歩深く市民活動総合情報誌

コミュニティソーシャルワーク

出版社

さわやか福祉財団

大阪ボランティア協会

中央法規出版

フードバンク関西

大阪市教育委員会大阪教育文化振興
財団

大阪市教育委員会

大阪市教育委員会

出版社
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