
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

（開室時間は、月曜日～木曜日・土曜日は9:30～1７:00、金曜日は9：30～19：00です。

休室日は、日曜日・祝日（土曜日を除く）・年末年始です。）

2022年8月現在

図書紹介

◆『はじめての地域防災マネジメント

災害に強いコミュニティをつくる』

長谷川 万由美 他 編著 / 北樹出版 / 2021年

◆『ボランティア・市民活動実践論』

岡本 榮一 監修 / ミネルヴァ書房 / 2019年

◆『ボランティアと有償ボランティア』
安立 清史 著 / 弦書房 / 2022年

やる気、世直し、手弁当。日本のボランティアを牽引し

続ける岡本榮一。その実践のなかから紡ぎ出された理論

と、底流にある思想を多角的に考察し、次世代に紹介す

る。岡本がボランティア人生を語った講義も収録。

(A75-237)

(A30-79)

災害のメカニズムから地域住民主体の減災・防災活動や

被災者ケアに必要な視点、防災・復興支援の国際基準と

国際支援の最新動向までを解説。章末には課題と災害時

復興支援ボランティアによるワンポイント解説を掲載。

(A75-238)

無償のボランティアと有償のボランティアは矛盾している

か。個人や非営利団体が継続的に活動を続けるためには、

どういう枠組みを作ればよいのか。労働観、仕事観が崩れ

ていく現代における、新しいボランティアの見方を描く。
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DVDリスト

ボランティア・地域福祉・防災

分類 分 発行年

D-2-4-
23～25

各143 2015

Ｄ2-4-26 33 2015

D-2-5-21 236 2007

D-2-5-67 175 2014

D-3-1-44 35 2011

D-7-1-23 74 2012

D-7-1-40 22 2019

D-7-2-49 25 2015

D-7-5-15 40 2010

D-7-5-16 43 2010

D-7-5-27 50 2012

D-10-10 60 2016

D-10-11 39 2016

D-13-1-41 126 2012

D-13-1-45 112 2012

D-13-3-3 96 2006

D-13-3-8 57 2007

D-13-3-13 23 2009

D-13-3-16 85 2004

D-13-3-30 24 2014

D-15-8 51 2019

図書リスト 地域福祉（分類：A70)

番号 書名 著編者名 出版社 発行年

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

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

308
セ－フティネット コミュニティソ－シャルワ－カ－
〈ＣＳＷ〉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

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

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

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

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

僕たちは世界を変えることができない。

人生、いろどり

不都合な真実

災害時に役立つ知識とサバイバルクッキング　～防災を学ぶ～

災害福祉広域支援ネットワーク　サンダーバード

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～

THE　ホームレス　野宿労働者1万8千人の実態

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

災害看護の実際

認知症の心理と行動「なじみの空間」・「つながる時間」・「かかわる他者」

逃げ遅れる人々 東日本大震災と障害者

気づき　 ～みんな何かできる～

いのちと防災を考える　ゆめ風　中学生プロジェクト
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地域福祉（分類：A70)

番号 書名 著編者名 出版社 発行年

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

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

321
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「町内会自治会」と橋渡し型
SCの「NPO」による介護予防と子育て支援

川島　典子 晃洋書房 2020

322
岩手県における生活支援相談員の活動と地域福祉　東日本
大震災からの10年「誰一人、独りぼっちにしない」

山崎　美貴子　他 中央法規出版 2021

323
セルフ・ネグレクトのアセスメントとケア 　ツールを活用
したゴミ屋敷・支援拒否・8050問題への対応

岸　恵美子 中央法規出版 2021

324
地域福祉のはじめかた　事例による演習で学ぶ地域づくり
(シリーズはじめてみよう)

藤井　博志 ミネルヴァ書房 2019

325
みんなでめざそう!地域づくりとソーシャルワークの展開
地域生活課題の解決に向けたソーシャルワーク研修テキス
ト

これからの地域づくりを
担うソーシャルワーク現
任者の実践力の強化・育
成に関する企画委員会

全国社会福祉
協議会

2021

ボランティア・NPO(分類：A75)

番号 書名 著編者名 出版社 発行年

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 事業者必携

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

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

236 ひとすじの光　喜谷昌代の生涯
重い病気を持つ子ども
と家族を支える財団

文藝春秋企画出
版部

2021

237 ボランティア・市民活動実践論 岡本　榮一 ミネルヴァ書房 2019

238 ボランティアと有償ボランティア 安立　清史 弦書房 2022

釜ヶ崎（分類：A214）

番号 書名 著編者名 出版社 発行年

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 発行年

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

505 ヘルプマン！！取材記 vol.1 くさか　里樹 朝日新聞出版 2018

514 ヘルプマン！！取材記 vol.2 くさか　里樹 朝日新聞出版 2018

災害（分類：A30）

番号 書名 著編者名 出版社 発行年

77
緊急事態宣言対応最善最強の防災ガイドブック新型コロナ
ウイルス・感染症対策・地震・台風・水害等に役立つ!

― コスミック出版 2020

78
ひな型でつくる福祉防災計画
避難確保計画からBCP、福祉避難所

鍵屋　一　他
東京都福祉保健
財団

2020

79
はじめての地域防災マネジメント
災害に強いコミュニティをつくる

長谷川　万由美 他 北樹出版 2021

80 これならわかる〈スッキリ図解〉介護BCP　業務継続計画 小濱　道博　他 翔泳社 2022

不登校・ひきこもり（分類：A471）

番号 書名 著編者名 出版社 発行年

51
支援者・家族のためのひきこもり相談支援実践ガイドブッ
ク　8050問題、発達障害、ゲーム依存、地域包括、多様
化するひきこもり支援

原田　豊 福村出版 2020

52
学校、行かなきゃいけないの?
これからの不登校ガイド　14歳の世渡り術

雨宮　処凛 河出書房新社 2021

53
生きづらさの生き方ガイド　不登校・ひきこもり・発達障
害・LGBTQ+ 本人・家族の本音と困りごと別相談先が分か
る本

大橋　史信 　他 日本法令 2021

54
ひきこもり"心の距離"を縮めるコミュニケーションの方法
親も子も楽になる

山根　俊恵 中央法規出版 2021

55 ルポ中高年ひきこもり親亡き後の現実(宝島社新書 ) NHKスペシャル取材班 宝島社 2021

その他

番号 書名 著編者名 出版社 発行年

A07-91 福祉教育・ボランティア学習の新機軸　学際性と変革性
日本福祉教育ボラン
ティア学習学会

大学図書出版 2014

A2813-109
色弱の子どもがわかる本　家庭・保育園・学校でできるサ
ポート術コミックQ&A　増補改訂版

岡部　正隆　他 かもがわ出版 2020

A2814-205
気持ちが伝わるはじめての手話　手の動きがすぐにマネで
きる「ミラー撮影」採用　新しい生活様式対応

谷　千春 主婦の友社 2021

A40-288
現場報告"子ども食堂"これまで、これから
(カイロスブックス )

与野　輝　他 いのちのことば社 2019

雑誌リスト

所蔵年

2011年～

2003年～

2009年～

2010年～

1996年～

2008年～

2022年～

貧困研究（vol.11～vol.27は無し）

たびだち
特定非営利活動法人  KHJ全国ひきこも
り家族会連合会

明石書店

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

コンボ 大阪市ボランティア・市民活動センター

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

4 ページ


