
 

アイ・あいロビー 貸出し図書・ビデオ一覧 

 

☆新着 新しく購入した書籍 Ｐ１ 

☆はじめてシリーズ 
ボランティア活動初心者に対してわかりやすく説明された

シリーズ本です。 
Ｐ２ 

☆手話・点字 
ボランティア活動として歴史のある手話や点字に関する書

籍です。 
Ｐ３ 

☆障がい者 障がい者支援のボランティア活動について。 Ｐ４ 

☆総合学習 
総合的な学習の時間の為に。学校の先生や支援ボランティア

の皆様の為に。 
Ｐ５ 

☆小・中・高 児童にも読みやすい書籍も揃えています。 Ｐ７ 

☆シニア 
定年後のボランティアなど、シニア層に活用して頂ける書籍

です。 
Ｐ９ 

☆全般 
ボランティア活動全般について。広く知識を得たい方のため

に。 
Ｐ10 

☆環境・自然 
環境保護や自然に対するボランティア活動に関心のある方

へ。 
Ｐ13 

☆国際 国際交流や支援ボランティアのために。 Ｐ14 

☆その他 様々なボランティア活動が紹介されています。 Ｐ15 

☆一般 ボランティア活動に限らず、一般知識の得られる書籍です。 Ｐ16 

☆ビデオ、ＤＶＤ  Ｐ17 
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分類 番号 書籍名 著者 出版社

NPO関連 008
テキスト市民活動論（第2版）

ボランティア・ＮＰＯの実践から学ぶ
早瀬　昇、他 大阪ボランティア協会

総合学習 034 子どもと学ぶボランティア

「こっちょ」のボランティア授業論
鳥居　一頼 大阪ボランティア協会

全般 067 寝ても覚めても市民活動論

ミーティングや講座の帰り道に読む35の視点
早瀬　昇 大阪ボランティア協会

全般 068
新・共感のマネジメント

市民活動団体のリーダー、スタッフに
知ってほしい組織運営のポイント

松本　修一 大阪ボランティア協会

全般 069
人やまちが元気になる

ファシリテーター入門講座
ちょん　せいこ 開放出版社

全般 070
元気になる会議

ホワイトボードミーティングのすすめ
ちょん　せいこ 開放出版社

全般 071
ボランティア・コーディネーター

その理論と実際
ボランティア・テキストシリーズ (7)

筒井　のり子 大阪ボランティア協会

全般 072
ボランティア・コーディネーション力

市民の社会参加を支える力
早瀬昇／筒井のり子 中央法規出版

その他 024
静けさの中の笑顔

～ろう者として、そして母として
石塚　由美子 星湖舎

NPO関連 001 改訂版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

NPO関連 002 図解NPO法人のつくり方・運営のしかた 宮入 賢一郎　他 日本実業出版社

NPO関連 003 NPO法人運営・税務完全マニュアル 福島 達也　他 Jリサーチ出版

NPO関連 004 実務家のためのNPO法人の会計と税務 中田　ちず子 税務研究会出版局

NPO関連 005 基礎からわかるNPO会計　実務者必携！ 馬場　英朗 合同出版

NPO関連 006 NPOがわかるQ&A 松原　明 岩波ブックレット

NPO関連 007 NPO･市民活動のための助成金応募ガイド

アイ・あいロビー貸出し図書一覧

　平成29年度　新着リスト

　平成24年度　新着リスト

公益財団法人助成財団センター
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分類 番号 書籍名 著者 出版社

アイ・あいロビー貸出し図書一覧

はじめてシリーズ 001-A はじめてのボランティア １　点字であそぼう 田中ひろし 同友館

はじめてシリーズ 002-B はじめてのボランティア １　点字であそぼう 田中ひろし 同友館

はじめてシリーズ 003 はじめてのボランティア ３　これだけ点字 田中ひろし 同友館

はじめてシリーズ 004 はじめてのボランティア ４　続・これだけ手話 田中ひろし 同友館

はじめてシリーズ 005-A はじめてのボランティア ５　なれたらいいな　手話ボランティア 田中ひろし 同友館

はじめてシリーズ 006-B はじめてのボランティア ５　なれたらいいな　手話ボランティア 田中ひろし 同友館

はじめてシリーズ 007-A はじめてのボランティア ６ できたらいいな　点訳ボランティア 田中ひろし 同友館

はじめてシリーズ 008-B はじめてのボランティア ６　できたらいいな　点訳ボランティア 田中ひろし 同友館

はじめてシリーズ 009 はじめてのボランティア ７　手話介護 田中ひろし 同友館

はじめてシリーズ 010 はじめてのボランティア ８　点字で書いたラブレター 田中ひろし 同友館

はじめてシリーズ 011-A はじめてのボランティア ９　ボランティア犬 田中ひろし 同友館

はじめてシリーズ 012-B はじめてのボランティア ９　ボランティア犬 田中ひろし 同友館

はじめてシリーズ 013-A はじめてのボランティア1０　はじめての体験 田中ひろし 同友館

はじめてシリーズ 014-B はじめてのボランティア1０　はじめての体験 田中ひろし 同友館

はじめてシリーズ 015 はじめてのボランティア1２　子犬飼育ボランティア 田中ひろし 同友館

はじめてシリーズ 016 はじめてのボランティア13　子供環境家計簿 田中ひろし 同友館

はじめてシリーズ 017-A はじめてのボランティア14　ボランティアこれだけ工作 田中ひろし 同友館

はじめてシリーズ 018-B はじめてのボランティア14　ボランティアこれだけ工作 田中ひろし 同友館

はじめてシリーズ 019-A はじめてのボランティア15　ボランティアハンドブック 田中ひろし 同友館

はじめてシリーズ 020-B はじめてのボランティア16　ボランティアハンドブック 田中ひろし 同友館

はじめてシリーズ 021-C はじめてのボランティア17　ボランティアハンドブック 田中ひろし 同友館
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分類 番号 書籍名 著者 出版社

アイ・あいロビー貸出し図書一覧

手話・点字 ００１ さわってごらん　いまなんじ？ 岩崎書房

手話・点字 ００２ さわってごらん　だれのかお？ 岩崎書房

手話・点字 ００３ さわってごらん　ナンノハナ？ 岩崎書房

手話・点字 ００４ ボランティア役立つはじめてであう点字①　指から広がる世界 黒崎恵津子・鈴木びんこ 岩崎書房

手話・点字 ００５ ボランティア役立つはじめてであう点字②　点字のことば百科 黒崎恵津子・中野耕司 岩崎書房

手話・点字 ００６ ボランティア役立つはじめてであう点字③　点字で学ぼう 黒崎恵津子・大中美智子 岩崎書房

手話・点字 ００７ ボランティア役立つはじめてであう点字④　点字のひみつ 黒崎恵津子・中野耕司 岩崎書房

手話・点字 ００８ ボランティア役立つはじめてであう点字⑤　バリアフリーをめざして 黒崎恵津子・大中美智子 岩崎書房

手話・点字 ００９ 楽しんでおぼえる　はじめての手話 米内山明宏・緒方英秋 ナツメ社

手話・点字 ０１０ 楽しくおぼえる手話①　手話でボランティア　 子どもクラブ・貞広邦彦 岩崎書店

手話・点字 ０１１ 手話で歌おう　手話ボランティアはじめの一歩 伊藤嘉子 音楽の友社

中塚裕美子

大内進

福本正幸
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分類 番号 書籍名 著者 出版社

アイ・あいロビー貸出し図書一覧

障害者 ００１ ふれあいボランティア 今野和夫、秋田すずめの会 学苑社

障害者 ００２ 障害者とともにあゆむ地域福祉活動事例集 社会福祉法人 株式会社トープ

障害者 ００３ 精神保健福祉ボランティア

精神保健と福祉の新たな波
石川到覚 中央法規

障害者 ００４ 生きよう
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分類 番号 書籍名 著者 出版社

アイ・あいロビー貸出し図書一覧

総合学習 001 「生きる力」と福祉教育・ボランティア学習

総合学習 002 ボランティアの研究授業をつくる

総合学習 003 ボランティア学習の遊人たち

学校から始めるボランティア

東京ボランティア

学習連絡協議会
筒井書房

総合学習 004 ボランティア活動事例集　中学校 渡辺邦雄、山田忠行 教育出版

総合学習 005 ボランティア教育のすすめ－実践のためのＱ＆Ａ

総合学習 006 やればわかる地域活動の魅力

「山形方式」で広がる高校生ボランティアとは？
堀米幹夫 本の時遊社

総合学習 007 学校における福祉教育ハンドブック 全国社会福祉協議会 全国社会福祉協議会

総合学習 008 小学校のボランティア活動への道

ふれあい体験・教育のための計画・実践例
菊池　英 明治図書

総合学習 009 新「福祉とボランティア」の授業のすすめかた 高野 利雄 筒井書房

総合学習 010 新時代の福祉教育・ボランティア学習を拓く 日本福祉教育ボランティア学習会、他 万葉舎

総合学習 011 総合的な学習のテーマがみつかるアイデア新聞４

総合学習 012 中学校「福祉・ボランティア」ファックス教材集

総合学習 013 中学校のボランティア活動への道 長沼 豊 明治図書

総合学習 014
総合的学習の教科書シリーズ①

学習テキスト第①学年
向山洋一、甲本卓司 明治図書

総合学習 015
総合的学習の教科書シリーズ②

福祉ボランティアの学習テキスト第②学
年

向山洋一、甲本卓司 明治図書

総合学習 016
総合的学習の教科書シリーズ③

福祉ボランティアの学習テキスト第③学
年

向山洋一、甲本卓司 明治図書

総合学習 017
総合的学習の教科書シリーズ④

福祉ボランティアの学習テキスト第④学
年

向山洋一、甲本卓司 明治図書

総合学習 018
総合的学習の教科書シリーズ⑤

福祉ボランティアの学習テキスト第⑤学
年

向山洋一、甲本卓司 明治図書

総合学習 019
総合的学習の教科書シリーズ⑥

福祉ボランティアの学習テキスト第⑥学
年

向山洋一、甲本卓司 明治図書

総合学習 020
総合的学習の教科書シリーズ⑦

福祉ボランティアの学習テキスト 中学校
向山洋一、甲本卓司 明治図書

総合学習 021
総合的学習の教科書シリーズ⑧

福祉ボランティアの学習テキスト 集会ク
ラブ

向山洋一、甲本卓司 明治図書

総合学習 022 学研

総合学習 023 学研

総合学習 024 学研

学校ボランティア活動・奉仕活動の本②

学校ボランティア活動・奉仕活動の本③お年よりと楽しく

学校ボランティア活動・奉仕活動の本① すみよい環境づくり
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分類 番号 書籍名 著者 出版社

アイ・あいロビー貸出し図書一覧

総合学習 025 学研

総合学習 026 学研

総合学習 027 学研

総合学習 028 学研

総合学習 029 総合的な学習ボランティア学習

総合的な学習の時間のすすめ方
池田幸也・長沼豊 清水書院

総合学習 030 それ行け学校応援団シリーズ第１巻

する側の心得帳

明石・金子・多田

千葉県木更津教育
明治図書

総合学習 031 総合的学習の開拓３１

ボランティア活動で子どもが変わる
戸井和彦 明治図書

総合学習 032
教職研修総合特集

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

総合学習 033 学生のためのボランティアガイド 田中ひろし、子どもクラブ 同友館

学校ボランティア活動・奉仕活動の本④守ろうみんなの文化財

学校ボランティア活動・奉仕活動の本⑤広めよう国際交流

学校ボランティア活動・奉仕活動の本⑥ボランティア活動資料編

みんな知ってるボランティア活動の基礎知識「ジュニア版」
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分類 番号 書籍名 著者 出版社

アイ・あいロビー貸出し図書一覧

小・中・高 001 かんどうボランティアブックス　しょうちゃんの夢のバス 清水久美子 騒人社

小・中・高 002 かんどうボランティアブックス　亜生ちゃんとガラパゴス 清水久美子 騒人社

小・中・高 003 かんどうボランティアブックス　和也クンの雪だるま 清水久美子 騒人社

小・中・高 004 これからのボランティア１　ボランティアってなんだろう 基礎編 新谷弘子 文研出版

小・中・高 005 これからのボランティア２　ボランティアをはじめよう 実践編① 新谷弘子 文研出版

小・中・高 006 これからのボランティア３　さまざまなボランティア 実践編② 新谷弘子 文研出版

小・中・高 007 これからのボランティア４　ひろがるボランティアの世界情報・国際編 新谷弘子 文研出版

小・中・高 008 これからのボランティア５　手話・点字によるボランティア情報・資料編 新谷弘子 文研出版

小・中・高 009 ジュニアボランティア学習＝小辞典 向山 洋一 明治図書

小・中・高 010 ドキドキわくわくやってみようよボランティア１　ボランティアってなに？ 加藤 優 旺文社

小・中・高 011 ドキドキわくわくやってみようよボランティア２　人とふれあうボランティア 加藤 優 旺文社

小・中・高 012 ドキドキわくわくやってみようよボランティア３　地球をはげますボランティア 加藤 優 旺文社

小・中・高 013 ドキドキわくわくやってみようよボランティア４　社会につながるボランティア 加藤 優 旺文社

小・中・高 014 ボランティアガイドブック 池田 明彦 ポプラ社

小・中・高 015 ボランティアしあおうよ 松 兼功 岩崎書店

小・中・高 016 ボランティアに生きる 大石勝男 金の星社

小・中・高 017 みんなでできる福祉のための体験をしよう　車いす・アイマスク体験・ボランティア 金子美智雄 ほるぷ出版

小・中・高 018 みんなのボランティア大百科 子供プラン２１ フレーベル館

小・中・高 019 やくたつアイデア工作　ボランティアに役立つ工作 子どもクラブ ポプラ社

小・中・高 020 お年寄りを理解する本　わたしたちにできるボランティア 樋口恵子 岡本祐三 岩崎書店

小・中・高 021 黄色いハンカチはＳＯＳの合図　だれでもできるボランティア 宇野弘信 ポプラ社

小・中・高 022
気がついたらボランティア　車イスＭＡＰつくり

隊
航 薫平 学事出版

小・中・高 023 総合学習に役立つボランティア１　ボランティア入門 子どもクラブ 偕成社

小・中・高 024 総合学習に役立つボランティア２　ひとりでできるボランティア 子どもクラブ 偕成社

小・中・高 025 総合学習に役立つボランティア3　友だちとできるボランティア 子どもクラブ 偕成社

小・中・高 026 総合学習に役立つボランティア4　家族でできるボランティア 子どもクラブ 偕成社

小・中・高 027 総合学習に役立つボランティア5　クラスでできるボランティア 子どもクラブ 偕成社

小・中・高 028 総合学習に役立つボランティア6　学校でできるボランティア 子どもクラブ 偕成社



Ｎｏ．8　　

分類 番号 書籍名 著者 出版社

アイ・あいロビー貸出し図書一覧

小・中・高 029 総合学習に役立つボランティア7　ボランティア情報館 子どもクラブ 偕成社

小・中・高 030 中学生・高校生のためのボランティアガイド 田中ひろし子どもクラブ 同友館

小・中・高 031 はじめようボランティア活動 坂本辰男 佐瀬 順一 ポプラ社

小・中・高 032 体験活動 クラブ活動 部活動の本 「福祉とボランティア」 宮川 八岐 PHP研究所

小・中・高 033 １ リサイクルもボランティア 田中ひろし 光村教育図書

小・中・高 034 2あいさつだってボランティア 田中ひろし 光村教育図書

小・中・高 035 3ボランティアはきらい!? 田中ひろし 光村教育図書

小・中・高 036 4まちがいだらけのボランティア 田中ひろし 光村教育図書

小・中・高 037 5シニアボランティアさんから 広がるボランティア 苅宿 俊文 光村教育図書

小・中・高 038 中学生のための「総合」アイデアＢＯＯＫ　Ｗｈａｔ　ｉｓ　ｙｏｕｒ　ｄｒｅａｍ？３
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分類 番号 書籍名 著者 出版社

アイ・あいロビー貸出し図書一覧

シニア ００１ ６０歳からのいきいきボランティア 高橋陽子 日本加除出版

シニア ００２ シニア・ボランティアにできたこと ユニベール財団 プレーンセンター

シニア ００３ シニアのためのボランティアガイド 田中ひろし　こどもクラブ 同友館

シニア ００４ ボランティアがつくる豊かな社会 勤労者ボランティア　センター （財）勤労者リフレッシュ事業振興財団

シニア ００５ 中高年、はつらつと海を渡る　シニア世代の海外ボランティア 青木 　公 国際協力出版社

シニア ００６ 定年。ゆとりボランティアの愉しみ 高畑敬一 ＰＨＰ研究所

シニア ００７ 定年後のボランティア

シニア ００８ 定年後は海外ボランティアで「自分の経験」を生かそう 交際協力事業団 亜紀書房

シニア ００９ 明老快老ボランティア

シニア ０１０ 老人力を活かす　シルバーボランティア入門 木原孝久 筒井書房

シニア ０１１ ボランティアオヤジ 津田政明 雷鳥社

シニア ０１２ 熟年だからボランティア！！ ボランティア情報研究会 株式会社学習研究社
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分類 番号 書籍名 著者 出版社

アイ・あいロビー貸出し図書一覧

全般 001 ボランティアの文化社会学 小澤　豆 世界思想社

全般 002 「ボランティアを生きる」 福本武久 実業之日社

全般 003 10 5人 私のボランティア 勤労者ボランティアセンター

全般 004 KT式新説ボランティア慨 ボランティアその定義と調整

全般 005 ＮＧＯの時代

全般 006 0SAKAボランティア NPOハンドブック ハンドブック作成委員会　 めこん

全般 007 あがべ・ボランティア論 永 六輔 他 光文社

全般 008 おおきにボランティアソースブック 大阪府 大阪府

全般 009 できることからはじめよう

全般 010 できることからボランティア

全般 011

全般 012 ボランティアいきいきと生きる 渡辺武男 相川喜房

全般 013 ボランティア・好きな人きらいな人 滝　実 日本法制学会

全般 014 ボランティア テキストシリーズ　１

全般 015 入門・ボランティア活動　２ 岡本 栄一 大阪ボランティア協会

全般 016 日本の暮らしとボランティア活動　４ 巡 静一 大阪ボランティア協会

全般 017 ボランティアにおくる１４章　５ 岡本 栄一　他 大阪ボランティア協会

全般 018 ボランティア活動の今 目的課題　６ 巡　静一 大阪ボランティア協会

全般 019 ボランティアコーディネーター　７

全般 020 ボランティアのためのカウンセリング入門 白石大介 大阪ボランティア協会

全般 021 知らされない愛について 岡　知史 大阪ボランティア協会

全般 022 元気印ボランティア入門 早瀬　昇 大阪ボランティア協会

全般 023 ほんの少し神に近い部分 岡　知史 大阪ボランティア協会

全般 024 福祉教育のキーワードと指導のポイント 鳥居一瀬 大阪ボランティア協会

全般 025 共感のマネージメント 松本修一 大阪ボランティア協会

全般 026 施設ボランティアコーディネーター

全般 027 これからのボランティア 巡　静一 大阪ボランティア協会

全般 028 ボランティアパワーの行方 阿木 幸男 はる書房

日本国際ボランティアセンター
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分類 番号 書籍名 著者 出版社

アイ・あいロビー貸出し図書一覧

全般 029 世の中を変えて生きる(反省日ボランティア論) バージニア・フーパー 嵯峨野書房

全般 030 ボランティア・ワールドへようこそ グループ　環 朝日新聞社

全般 031 ボランティア ２１世紀の社会人 ワークショップミュー編 亜紀書房

全般 032 ボランティアからの出発 杵居　孝 （株）タイムス

全般 033 ボランティアと言う人間関係 原田隆司 世界思想者

全般 034 ボランティアと市民社会 立木茂雄 晃洋書房

全般 035 ボランティアのための福祉心理学 藤野信行 ＮＨＫ出版

全般 036 ボランティアの考え方 奏　辰也 岩波ジュニア新書

全般 037 ボランティアの世界 吉村 恭二 築地書館

全般 038 ボランティアの知 渥美 公秀 大阪大学出版会

全般 039 ボランティアへの招待 岩波書店編集部 岩波書店

全般 040 ボランティアもう一つの情報社会 金子 郁容 岩波書店

全般 041 ボランティアをはじめるまえに 市民公益活動 佐野章二 公人の友社

全般 042 ボランティアを支える思想 田尾 雅夫 アルビー

全般 043 ボランティア学のすすめ 内海 成治 昭和書房

全般 044 ボランティア入門ハンドブック 鏑木孝昭 オーエス出版社

全般 045 ボランティアの森 木谷 宜弘 筒井書房

全般 046 ボランティアの風 木谷 宜弘 筒井書房

全般 047 ボランティアの渦 木谷 宜弘 筒井書房

全般 048 ボランティア未来論 中田 豊 参加型開発研究所

全般 049 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

全般 050 ボランティアはきらい こどもクラブ 今人舎

全般 051 現在社会とボランティア 野尻、山崎、ハンス・Ｈ、他 ミネルバ書房

全般 052 ボランティアな生活 仕事だけが人生じゃない 名取 久美子 日経事業出版社

全般 053 市民活動時代のボランティア 小谷 直道 中央法規

全般 054 私は国連ボランティア 中田　武仁 中央公論新社

全般 055 自分スタイルのボランティアを見つける本 大勝文仁・山田由佳 株）大和添谷社

全般 056 社会貢献イキイキ講座 渡辺 一雄 創流出版
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分類 番号 書籍名 著者 出版社

アイ・あいロビー貸出し図書一覧

全般 057 女性のためのボランティアガイド 田中ひろし子供クラブ 同友館

全般 058 人の生き方としてのボランティア 徳永球雄 蘇我野書院

全般 059 世の中を変えて生きる

全般 060 大江戸ボランティア事情

全般 061 ボランティアと人権一問一答 早瀬昇・牧口明 解放出版社

全般 062 働くあなたもボランティアができる グループなごん 実務教育出版

全般 063 日本人のボランティア意識 石橋 勝 ＪＤＣ

全般 064 不良親父のボランティア 桑名 正博 講談社

全般 065 夢の旅路ボランティア 清沢 洋 白順社

全般 066 鈴木健二流ボランティアのすすめ 鈴木健二 芸実生活社
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分類 番号 書籍名 著者 出版社

アイ・あいロビー貸出し図書一覧

環境・自然 ００１ 環境ボランティア・ＮＰＯの社会学 鳥越皓之 新曜社

環境・自然 ００２ 関西環境ボランティアガイド 関西環境情報ステーション 株式会社ビレッジプレス

環境・自然 ００３ 自然保護　最新ボランティア情報 メトロポリタン出版 星雲社

環境・自然 ００４ 生き物緑地活動をはじめよう

環境ＮＰＯマネジメント入門
日本財団ボランティア支援部 風土社

環境・自然 ００５ 地域を楽しむ環境ボランティアナビ 茂木登志子・村上千里 すぎた企画

環境・自然 ００６ 自転車は街を救う 水色の自転車の会 新評論

環境・自然 ００７ 現在日本のボランティア像 古川 秀夫 思文閣出版

環境・自然 ００８ 森へ行こう山村へ行こう 新田 均 春秋社
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分類 番号 書籍名 著者 出版社

アイ・あいロビー貸出し図書一覧

国際 ００１ いっしょにやろうよ国際ボランティア

ＮＧＯガイドブック
ＮＧＯ情報局 株式会社三省堂

国際 ００２ ボランティアで日本語を教える地域の

日本語教育基礎知識・情報から教え方まで
岡本牧子 アルク

国際 ００３ やってみよ！国際ボランティア 長谷川まりこ 双葉者

国際 ００４－Ａ 英語通訳入門ボランティア通検対策 大谷立美 株式会社三修社

国際 ００５－Ｂ 英語通訳入門ボランティア通検対策 大谷立美 株式会社三修社

国際 ００６ 国際ボランティア 福田政明・石橋弘道、他 岩崎書店

国際 ００７ 国際ボランティアガイド パックストン美登利 ジャパンタイムス

国際 ００８ 多民族共生社会ニッポンとボランティア活動 田村太郎 明石書店

国際 ００９ 母と子でみる　世界のボランティア 鈴木真理子 草の根出版社

国際 ０１０ 日本語でボランティア 石田美穂・小川誉子美、他 スリーエーネットワーク

国際 ０１１ 南の国が面白い 竹野恒之　 文芸者

国際 ０１２ 定年後生きがい求めて地雷の国へ 花井喜六 出版文化者

国際 ０１３ 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会報告書編集委員会 筒井書房

国際 ０１４ ボランティアで国際交流 米田伸次・稲葉茂勝、他 岩崎書店
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分類 番号 書籍名 著者 出版社

アイ・あいロビー貸出し図書一覧

その他 ００１ がんばれ美術館ボランティア 嶋崎吉信、清水直子 淡交社

その他 ００２ こんな服が欲しかった グループTF2 GU企画出版社

その他 ００３ それいけ！学校支援ボランティア 明晰要一 他 オピニオン叢書

その他 ００４ チコちゃん一家の地震ボランティア 佐々木智子 他 かもがわ出版

その他 ００５ どうつくる？水害ボランティアセンター

その他 ００６ パソコンボランティア ＪＤプロジェクト編 日本評論社

その他 ００７ ボランティアまんがカット集 高宮信一 株式会社シイーム

その他 ００８ ボランティア活動支援事例集②

その他 ００９ ボランティア活動支援事例集③

その他 ０１０ ボランティア広報紙入門 石田 章 株式会社シイーム

その他 ０１１ 介護保険とボランティア 巡 静一 鴨川出版

その他 ０１２ 図書館ボランティア 図書館ボランティア研究会 丸善（株）

その他 ０１３ 病院が変わるボランティアが変える　 渡辺一雄 はる書房

その他 ０１４ 病院ボランティア　やさしさのこころとかたち 日本病院ボランティア協会 中央法規

その他 ０１５ 福祉のイラストおもちゃ箱 ONE企画

その他 ０１６ 野にあそび　野でつくる 吉原 一夫 エルビス社

その他 ０１７ 大江戸ボランティア事情 石田 英輔 講談社文庫

その他 ０１８ カットマンガPPP選（自治体のすべて） 日本機関誌出版社センター

その他 ０１９ カットマンガPPP選（地球環境企業責任） 日本機関誌出版社センター

その他 ０２０ なつかしの歌みんなでうたう歌集 デイハウス松原ファミリー

その他 021 福祉歳時記 株式会社シイーム

その他 022 「新美術館のできるまで」 久保惣（株）

その他 023 にひきのこぶた 3くみだより 川出あけみ 止代文芸社

震災がつなぐ全国ネットワーク

財〉勤労者リフレッシュ事業振興財残

財〉勤労者リフレッシュ事業振興財残
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分類 番号 書籍名 著者 出版社

アイ・あいロビー貸出し図書一覧

一般 001 ウェルビーイング・タウン　社会福祉入門

一般 002 さかさまの星座

一般 003 割りばしの詩が聞こえる

一般 004 結の心

一般 005 五体不満足

一般 006 地域福祉論

一般 007 痴呆性老人とキャンプ

一般 008 日本の在宅ケア

一般 009 ｍｙＦａｎｔａｓｙ 辻　俊広 晟湖社

一般 010 春夏秋冬あなたが大好き 辻　俊広 株 　ダイビス

一般 011 震災ボランティアの社会学 山下裕介・菅磨志保 ミルヴァ書房

一般 012 燃える脈 葛葉裕 アルシオントラストメディア

一般 013 和泉市風土記　一

一般 014 和泉市風土記　二

一般 015 市内の古寺

一般 016 市内の神社と祭り 四

一般 017 市内の年中行事

一般 018 地域福祉実践論　今川ボランティア部 上野谷加代子・竹村安子 万葉舎

一般 019 東大阪ボランティア10年の歩み２ 東大阪市社会福祉協議会 東大阪市社会福祉協議会

一般 020 阪神淡路大震災福祉関係者による救援活動の記録①② 社会福祉医療事業団

一般 021 重油災害とボランティア 三国ボランティア本部の記録

一般 022 阪神・淡路・大震災・警察活動の記録 滝藤浩二 兵庫警察本部

一般 023 おおきにボランティア・リソースブック 大阪府 大阪府福祉部福祉政策化

一般 024 ボランティア・スピリット 永井するみ 光文社

一般 025 東大阪ボランティアハンドブック

和泉市ふるさとを見つめる会

東大阪市社会福祉協議会ボランティアセンター
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分類 番号 書籍名 著者 出版社

アイ・あいロビー貸出し図書一覧

ビデオ Ｖ－001 魅惑の林檎～１０代のボランティア学習入門～

ビデオ Ｖ－002 小学生のボランティア入門「地球人になろう」シリーズ

ビデオ Ｖ－003 中学生のボランティア学習マニュアル

ビデオ Ｖ－004 教師のためのボランティア学習マニュアル中学生シリーズ

ビデオ Ｖ－005 輝きたい～ヤング・エイジのボランティア活動

ビデオ Ｖ－006 イキイキライフ大発見

ビデオ Ｖ－007 はじめようボランティア学習　小学生シリーズ

ビデオ Ｖ－008 出会いのハーモニー　～生涯学習とボランティア活動～

ビデオ Ｖ－009 まちに出ようボランティア学習　～考える・見つける・やってみる～

ビデオ Ｖ－010 よくわかる車イス介護　　　上巻

ビデオ Ｖ－011 よくわかる車イス介護　　　下巻

ビデオ Ｖ－012 ゴールからの出発　　

ビデオ Ｄ－001 ふれあいの輪を広げるために ☆ボランティア活動入門

ビデオ Ｄ－002 ボランティア活動と安全 

ビデオ Ｄ－003 青春はサラダの味　☆高校生ボランティア活動

ビデオ Ｄ－004 まちに生きる　☆地域ケアとボランティア活動

ビデオ Ｄ－005 おもちゃの図書館づくり

ビデオ Ｄ－006 青春の鼓動が聞こえる 星ユースアクション計画

ビデオ Ｄ－007 明日をみつめて　 ☆学校における福祉教育

ビデオ Ｄ－008 手作りの贈り物　☆ネパールに学校を建てよう

ビデオ Ｄ－009 むたおじさんのボランティアって何だろう

ビデオ Ｄ－010 むたおじさんのボランティアって何するの

ビデオ Ｄ－011 ボランティア はじめの一歩

ビデオ 他ー00１ 広がれネットワーク だれもが安心して暮らせる

ビデオ 他ー002 ほんの少しの勇気　～高校異性の防災ボランティア

ビデオ 他ー003 今すぐ実践 住まいの防犯マニュアル

ビデオ 他ー004
Preparations for a massive earthquake～

Wishes From acatfish

ビデオ 他ー005 ひったくりにあわないために 盗難被害にあわないために

ビデオ 他ー006 ひったくりにあわないために  Ⅱ

ビデオ 他ー007 地域生活を支えるために 大阪での取り組み

ビデオ 他ー008 ケアハウス 歓の里

ビデオ 他ー009 焼け跡でひろったハーモニカ

国土庁

大阪身体障害者団体連合会

ハーモニカチャリティー実行委員会

大阪社会福祉協議会

全国防犯協会連合会（２４分）

Planning:OsakaPrefuralGovernment
Producton:TOTSU PLANNING CO,
 LTD On-scene footage:SUN-TV

大阪府防犯協会連合会 大阪府警察

大阪府防犯協会連合会 大阪府警察

和泉市社会福祉協議会 （30分）

和泉市社会福祉協議会 （30分）

和泉市社会福祉協議会 （20分）

和泉市社会福祉協議会 （20分）

和泉市社会福祉協議会 （17分）

和泉市社会福祉協議会 （30分）

和泉市社会福祉協議会 （30分）

和泉市社会福祉協議会 （30分）

和泉市社会福祉協議会 （30分）

和泉市社会福祉協議会 （30分）

和泉市社会福祉協議会 （30分）

日本青少年奉仕協会

日本青少年奉仕協会

日本青少年奉仕協会

堺・自立をすすめる障害者連絡会

堺・自立をすすめる障害者連絡会

シナノ企画

中央青少年団体連絡協議会
（社福）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、他

日本青少年奉仕協会

日本青少年奉仕協会

日本青少年奉仕協会

日本青少年奉仕協会

日本青少年奉仕協会


