書名
1 あすへの生涯学習と地域づくり

2

いつでもどこでもだれにでも １４人の先生の“ボラン
ティア学習”実践報告

3 子どもと学校

書名
61 静かなたたかい

62 いじめのない学校めざして

63 翔べ！心のホタル３ 私のいじめが消えた日

4

これからの指導者・ボランティア［養成・研修・活用］
現代生涯学習全集５

64

助けて！いじめ・学校拒否・自殺 中学生10606人の
真実の声

5

生涯学習社会とボランティア ハンドブック 人間が
人間らしく生きるために

65 いじめ克服の日常プログラム

6 生涯学習ボランティアの現在そして未来

66 ボランティア・ネットワーキング

7 シニア宣言 われら自遊人

67 「さようなら」っていわせて

8 地球人になろう ボランティア学習ガイドブック

68 教職研修 体験ボランティア活動の考え方・進め方

9

ボランティア学習の世界―若者たちの社会参加を演
出する― ボランティア・ブックレットシリーズ２

ボランティアの眼からみた生涯学習社会論 「持つ」
10 ための学びから「在る」ための学びへ ＪＹＶＡブック
レット№３

69 もうひとつの「学校」案内

70 ボランティア学習の概念と学習過程

11

たすけあいのなかで学ぶ―教師のためのボランティ
ア学習ガイドブック ＪＹＶＡブックレット№５

71 福祉教育のキーワードと指導のポイント

12

ちょうどよい目の高さでの福祉教育 ボランティア
ブックレットシリーズ４

72 しらんぷり

13 若さをもらっちゃった

73 中学校のボランティア活動への道

14 生涯学習と社会教育

74 それいけ！学校支援ボランティア

15

子どもに語る じんせいの話 ＫＵＤＡＫＡＫＥ ＴＲＵ
Ｅ ＬＩＦＥ ＳＥＲＩＥＳ１

75 教師をめざす若ものたち

16 社会教育委員必携 生涯学習と社会教育委員

76 学習相談ハンドブック 「学習相談に応える」第４集

17 生涯学習と開かれた施設活動

77 フリースクールとはなにか

18 やる気を培う！ 新・生徒指導と特別活動

78 とべないホタル１２ 雨あがりの岸辺

19

学校週５日制に対応した学校外活動の充実のため
の取組みに関する事例集

79

こんにちは、メンタルフレンド 「ひきこもり」の子ども
の心を開き、家族を開く支援システム

20

君と同じ街に生きて 障害を持つ市民の生涯学習・
ボランティア・学校週五日制

80

社会教育指導者の手引き 国際化に関する学習の
すすめ方 平成１０年度 文部省委託事業

21

学習ボランティアのすすめ 生涯学習社会をめざし
て

81 社会教育指導者の手引き 高齢社会と学習

社会教育指導者の手引 情報化に関する学習とネッ
トワーク

22 中学生日記から学んだこと

82

23 学校における福祉教育ハンドブック

83 ２１世紀の生涯学習入門

24 父親が語る登校拒否 東京シューレ父母会編

84 中学生・高校生のためのボランティアガイド

25

子供を伸ばす魔法の言葉 あなたの子供も驚くほど
変わる

85 学生のためのボランティアガイド
子どもの虐待の実態と対応 ： ＣＡＰＮＡブックレット
Ｎｏ．１

26 不登校を生きる それぞれの体験と交流

86

27 親たちが語る登校拒否 １０８人のノンフｲクション

87 あなたにとどけ ： ＣＡＰＮＡホットライン・レポート

28 自分をまもる本 いじめ、もうがまんしない

88 子育て支援とＮＰＯ

29

せめてあのとき一言でも いじめ自殺した子供の親
は訴える

89 学校を捨ててみよう！

30 生涯学習とボランティア活動

90 ハッピーバースデー ： 命かがやく瞬間

31 生きる力を育てる いじめ・自殺をなくす講話集

91 ひきこもれ ： ひとりの時間をもつということ

32

いじめ、ひとりで苦しまないで 学校のためのいじめ
防止マニュアル イギリス教育省の試み

92 ひきこもり支援ガイド

33 子どもの世間 現代の世相

93 世界子供白書、2005

34 いつも心にヤジロベエ

94

子育て支援NPO活動ハンドブック:マネジメントと支援
プログラム

35 子育て・教育とも育ち いじめ克服と自立

95

社会教育行政とNPO等の連携に関する調査研究
平成14年度文部科学省委託事業

96

仕事をしなければ、自分は見つからない。：フリー
ター世代の生きる道

37 大きな学力

97

コミュニティベーカリー風のすみかにようこそ〜ニート
から仕事の世界へ

38 登校拒否もいいもんだ

98

見晴台学園研究センター研究ジャーナル 20032004年度

39 いじめない いじめられない いじめさせない

99 東海版ものづくり･手づくり体験ガイド

36

我が国の文教施策 平成８年度 生涯学習社会の
課題と展望ー進む多様化と高度化

40 新しい余暇と社会参加活動 生涯学習と地域社会５

100

抱かれる子どもはよい子に育つ こころをはぐくむ愛
の心理学

41

学校で起こっていること 中学生たちが語る、いじめ
の「ホント」

42

学校の挑戦 高校中退・不登校生を全国から受け入
102 世界の遺児100人の夢
れたこの１０年

101 公教育以外の子ども・青年の居場所 2006年資料集

43 いじわる退治ひみつ組

103

引きこもり狩り〜アイ・メンタルスクール寮生死亡事
件／長田塾裁判
引きこもり狩り〜アイ・メンタルスクール寮生死亡事
件／長田塾裁判

44

キャラバン風紀行 ボランティアを超えたぼらんてぃ
あ的生き方

104

45

ぼくのわたしの意見表明 ７６８９人から親・学校・社
会へ

105 もうひとつの家族 ドアのない部屋から

46

「還る家」をさがす子どもたち 「よくやってるよ」その
ひと言がほしかった

106 友よ！未来をともに生きよう

47

子どもの権利と児童福祉法 社会的子育てシステム
子どもたちの叫び：児童虐待、アスペルガー症候群
107
を考える
の現実
子どもたちの叫び：児童虐待、アスペルガー症候群
の現実

48 風の地域宣言

108

49 中教審答申から詠む２１世紀の教育

109 学校支援ボランティア”する側”の心得帳

50

はじめてのＰＴＡ より楽しくより豊かに活動するため
に

110 好きと嫌いの心理学

51 生涯学習 おもしろくなき世をおもしろく

111 名古屋エンジョイ子育てガイド〜2007−2008年度版

52 たくさんの？を話しあう本

112 International Youth Exchange 2005

53

ひろがるボランティア活動 第１回・第２回全国ボラン
113 いのちの食べかた
ティア活動推進連絡協議会の概要

54 おしゃべりな口 ロウィーナの転校日記

114 離婚と子ども ー心理臨床家の視点からー

55 アメリカ大陸横断旅行

115

56 ジュニア ボランティア教育 テキスト集

116 たねの会 布の絵本・遊具 作品集

57 子どもを変えた教師の一言

117 小学生にボランティア・スピリットを育てる

58

いじめに立ち向かう キッドスケープ・トレーニング・
ガイド

59 傷つきやすい子どもという神話 トラウマを超えて

60 いじめの克服法 アメリカとイギリスのとりくみ

「クレイマー、クレイマー」以後 ー別れたあとの共同
子育てー

118 あなたが守るあなたの心・あなたのからだ

119 福祉教育・ボランティア学習の理論と体系

