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がんばろう東北、がんばろう日本！

「今年の夏こそボランティア」特集(展示期
間2011.7.17～2011.7.30)

（題名をクリックすると予約のできる画面へ飛べます！）

予約の際は、受取場所を県内お近くの図書館に指定して、無料でお取り寄せすることもでき
ます！
※当館の貸出カードが必要です。 

1 お互い様のボランティア マリ・クリスティーヌǁ著 ユック舎 2005.7 1106068394 

2 ボランティア活動の論理 西山/志保ǁ著 東信堂 2005.1 1105991869 

3 関東大震災 鈴木/淳ǁ著 筑摩書房 2004.12 1105866028 

4 傾聴ボランティアのすすめ ホールファミリーケア協会ǁ編 三省堂 2004.12 1105926281 

5 参加して学ぶボランティア 立田/慶裕ǁ編 玉川大学出版部 2004.9 1105778348 

6 点字・点訳基本入門 当山/啓ǁ著 産学社 2008.3 1106695800 

7 基礎から学ぶ手話学 神田/和幸ǁ編著 福村出版 2009.7 1107120396 

8 シニア・ボランティアの楽しみ方 ユニベール財団ǁ編 ブレーンセンター 1997.12
1106210218 

9 あなたにもできる災害ボランティア スベンドリニ・カクチǁ著 岩波書店 2005.12
1106324385 

10 マザー・テレサ 神渡/良平ǁ監修 PHP研究所 2008.6 1107010292 

11 世界と恋するおしごと 山本/敏晴ǁ編著 小学館 2006.6 1106323080 

12 12歳からの被災者学 土岐/憲三ǁ監修 日本放送出版協会 2005.1 1106425505 
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13 国際貢献のウソ 伊勢崎/賢治ǁ著 筑摩書房 2010.8 1107518086 

14 ばあちゃんの笑顔をわすれない 今西/乃子ǁ著 岩崎書店 2006.3 1106425481 

15 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ǁ著 河出書房新社 2010.7
1107518098 

16 これであなたも車いす介助のプロに! 木之瀬/隆ǁ編著 中央法規出版 2008.1 1106802873 

17 現代ボランティア論 池田/幸也ǁ著 久美 2006.9 1106448869 

18 人はなぜひとを「ケア」するのか 佐藤/幹夫ǁ著 岩波書店 2010.11 1107324691 

19 ボランティア論 田村/正勝ǁ編著 ミネルヴァ書房 2009.3 1106952007 

20 飛べない鳥たちへ 吉岡/秀人ǁ著 風媒社 2009.5 1106976616 

21 セックスボランティア 河合/香織ǁ著 新潮社 2006.11 1107189086 

22 ボランティア時代の緑のまちづくり 進士/五十八ǁ著 東京農業大学出版会 2008.3
1106699873 

23 震災とアスベスト ひょうご労働安全衛生センター震災とアスベストを考えるシンポジウ
ム実行委員会ǁ編著 アットワークス 2010.9 1107315150 

24 ヒマラヤに学校を建てよう! AAFǁ著 彰国社 2005.4 1105922647 

25 沖縄エコツアーガイドブック 環境ボランティアも含む沖縄本島編 沖縄探見社ǁ編 沖縄探
見社 2010.7 1107525939 

26 学校支援ボランティア 佐藤/晴雄ǁ編 教育出版 2005.2 1106460092 

27 防災-協働のガイド 高橋/洋ǁ著 日本防災出版社 2008.2 1106583042 

28 災害ボランティア実践ワークショップガイド 阪神・淡路大震災記念人と防災未来セン
ター 2006.8 1106338233 

29 ドイツ 人が主役のまちづくり 松田/雅央ǁ著 学芸出版社 2007.4 1106451752 

30 一目でわかる傾聴ボランティア 工藤/ケンǁ文・画 日本放送出版協会 2007.11 1106531017

31 ともに公共哲学する 金/泰昌ǁ編著 東京大学出版会 2010.8 1107290926 

32 花も花なれ、人も人なれ 細川/佳代子ǁ著 角川書店 2009.3 1107048165 
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33 バオバブの木の下で 淡輪/俊ǁ監修 東京農業大学出版会 2007.3 1106462793 

34 よくわかるNPO・ボランティア 川口/清史ǁ編 ミネルヴァ書房 2005.6 1106402912 

35 にほんごボランティア手帖 御舘/久里恵ǁ著 凡人社 2010.2 1107217075 

36 元氣に百歳 VOL.10 「元気に百歳」クラブǁ企画・編集 夢工房 2009.10 1107091165 

37 親の世話ヒトに任せてボランティア 坂巻/煕ǁ著 あけび書房 2010.4 1107250720 

38 ポスト・ボランティア論 原田/隆司ǁ著 ミネルヴァ書房 2010.1 1107192169 

39 恋するようにボランティアを 大熊/由紀子ǁ著 ぶどう社 2008.4 1106683754 

40 ボランティア社会の誕生 中山/淳雄ǁ著 三重大学出版会 2007.9 1106519594 

41 自分のためのボランティア 三浦/清一郎ǁ著 学文社 2010.10 1107360065 

42 ボランティアからひろがる公共空間 関/嘉寛ǁ著 梓出版社 2008.3 1106708773 

43 丸腰のボランティア 中村/哲ǁ編 石風社 2006.9 1106271103 

44 NPOと行政のパートナーシップは成り立つか!? 東京ボランティア・市民活動センター
2006.9 1106311301 

45 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ǁ編著 晃洋書房 2009.1
1106883897 

46 人道支援 野々山/忠致ǁ著 集英社 2007.1 1106753005 

47 国際協力の知 前林/清和ǁ著 昭和堂 2008.3 1106832294 

48 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ǁ編 三省堂 2010.5
1107226973 

49 くらしに活かす福祉の視点 宮本/義信ǁ編著 ミネルヴァ書房 2006.5 1106179250 

50 ボランティアのすべて!! 県民ボランティア総合センター運営協議会 2001.3 1106376031 

51 “わたくし流”ボランティアのすすめ 木原/孝久ǁ著 中央法規出版 1998.11 1106477288 

52 ボランティアに生きる。 八木/哲郎ǁ著 東洋経済新報社 1993.9 1106382134 

53 手をつなぐなかま 朝日新聞社‖企画 全国社会福祉協議会 1975.9 1106859760 

54 ボランティアパスポート等ボランティア活動を奨励・支援するツールの活用方法について
さわやか福祉財団 2004.3 1106852993 
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55 イラスト版からだに障害のある人へのサポート 横藤/雅人ǁ編 合同出版 2010.3
1107274682 

56 ボランティア教育の新地平 桜井/政成ǁ編著 ミネルヴァ書房 2009.10 1107111474 

57 拡大教科書がわかる本 宇野/和博ǁ著 読書工房 2007.1 1106403825 

58 点字のレッスン 阿佐/博ǁ著 視覚障害者支援総合センター 2006.11 1106367501 

59 音訳マニュアル 音訳・調査編 全国視覚障害者情報提供施設協会録音委員会音訳マニュア
ル<音訳・調査編>改訂プロジェクト委員会ǁ編集 全国視覚障害者情報提供施設協会 2006.3
1107061186 

60 ノットワーキング 山住/勝広ǁ編 新曜社 2008.2 1106683677 

61 ゆっくりやさしく社会を変える 秋山/訓子ǁ著 講談社 2010.10 1107309575 

62 万人のための点字力入門 広瀬/浩二郎ǁ編著 生活書院 2010.9 1107300362 

63 「カタリバ」という授業 上阪/徹ǁ著 英治出版 2010.10 1107312569 

64 病気になってもいっぱい遊びたい 坂上/和子ǁ著 あけび書房 2008.8 1106838525 

65 介護に教科書はいらない 羽成/幸子ǁ著 佼成出版社 2008.4 1106695711

問合せ先： 福岡県立図書館 参考調査課 利用サービス係
〒812-8651 福岡市東区箱崎1丁目41-12
Tel:092(641)1124 FAX:092(641)1127
E-mail:sanko08★lib.pref.fukuoka.jp
(★印は@(半角)にしてください)
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