書名
1

青少年とボランティア活動 「青少年のボランティア
活動に関する調査」報告書

2 地域社会活動参加促進事業の進め方

3

地方公務員等の地域社会活動参加促進方策に関
する報告

書名
79

海外の民間ボランティア活動に関する調査研究 平
成12年度 普及版

80

「市民活動推進に関する基礎調査業務委託」調査研
究報告書

81 統計で見る子どもの10年（1990-2000）

4 現代社会福祉事典

82 百年の愚行

5 新・手話辞典

83 高齢社会白書 平成14年版

6 ボランティア白書 １９９５年版

84 新和英中辞典 第5版

7

ボランティア活動に関するアンケート調査結果 平成
７年３月

8 ＮＨＫ編 日本語 発音アクセント辞典
防災とボランティアを考えるシンポジウム 報告書
9 防災とボランティア週間記念事業阪神・淡路大震災
１周年記念事業
途上国におけるＮＧＯの開発協力受入の状況 国際
10 社会におけるわが国の経済協力に関する問題点と
可能性調査
11 現代エイジング辞典

12

ＮＰＯスタッフ研修に関する調査研究 米国のＮＰＯ
との交流を通して

ボランティア・コーディネーター研修体系とその考え
13 方 ボランティア・コーディネーター研修体系検討委
員会報告書
企業および労働組合による阪神・淡路大震災にかか
14 わる被災地・被災者支援活動に関する調査研究報
告書

86 Ｑ＆Ａ地方公共団体の行政評価・財務諸表・監査

87

ボランティア白書２００３ 個がおりなすボランタリー
社会

88

ボランティア白書、2005 : ボランティアのシチズンシッ
プ再考

89 レイアウト基礎講座

90

愛・地球博公式ガイドブック：２００５年日本国際博覧
会

91

虚飾の愛知万博 ： 土建国家｢最後の祭典」アンオ
フィシャルガイド

92 団塊老人

93

新・福祉システム ＰＡＲＴ６： 福祉サービスにおけ
るリスクマネジメント 月刊福祉増刊号

16 米国におけるボランティア活動 その理念と実態

94

新・福祉システム ＰＡＲＴ7： ソーシャルインクルー
ジョンの具現化 月刊福祉増刊号

東京におけるボランティア活動推進のあり方 検討
17 委員会報告書 東京ボランティア・センターのあり
方っを中心に

95

新・福祉システム ＰＡＲＴ８： これからの社会と社会
福祉法人のめざすもの 月刊福祉増刊号

15

魅力と活力ある社会をめざして 企業で働く人々の
ボランティア活動

85 全国住民サービス番付、2003-04

18 ボランタリズムに関する調査報告書 イギリス編

19 ボランタリズムに関する調査報告書 アメリカ編

新・福祉システム ＰＡＲＴ９： 社会保障制度の方向
96 性と地方分権の時代における地域福祉の推進方策
月刊福祉増刊号
子育てNPOと企業のコラボレート調査事業報告書
97 2004年度独立行政法人福祉医療機構「子育て支援
基金」助成事業

20 ボランタリズムに関する調査報告書 フランス編

98 地域ビジネス実態調査報告書、平成17年3月

21 ボランティア白書 自分を変える、社会が変わる

99

異世代協働マニュアル：異世代協働型ネットワーク
促進事業報告書

22

英国の環境ＮＰＯ視察レポート 寄居町にトンボ公園
愛知県緊急雇用対策：NPO協働事業例調査事業報
100
を作る会
告書

23 福祉六法 ʼ９７

101

NPO法人の実態及びNPO法人制度の利用状況に関
する調査報告書

24 シニア体験プログラムの効果に関する研究報告書

102

インフォーマルサービス協働システム開発研究普及
事業報告書

25

労働組合とボランティア活動 「調査報告」阪神・淡
路大震災とボランティア

103

NPOによる行政サービスの提供に関する調査研究
報告書

26

企業・労働組合の社会貢献活動および勤労者ボラン
NPO支援税制改正のためのNPO法人実態調査報告
104
ティア活動支援に関する調査研究報告書
書

27 視覚障害者とボランティア ハビー活動報告

105 ボランティアコーディネーター白書2003・2004版

28

規制緩和白書（９７年版） 根本からの発想の転換を
第11回全国市民オンブズマン函館大会〜行財政の
106
目指して
密室に光を〜報告書第1分冊

29

重油災害とボランティア 三国ボランティア本部の記
録

30 ＮＧＯの現在 国際協力活動の現状と課題

107

第11回全国市民オンブズマン函館大会〜行財政の
密室に光を〜報告書第2分冊

第12回全国市民オンブズマン別府大会〜あの手こ
108 の手の公金横領・不正支出にストップを〜報告書第
1分冊
第12回全国市民オンブズマン別府大会〜あの手こ
109 の手の公金横領・不正支出にストップを〜報告書第
2分冊

31

ボランティア活動に対する社会的支援策のあり方に
関する調査・研究

32

住民参加型在宅サービス団体の運営等のあり方に
関する調査・研究

110 藤村流売れる！コトバ

33

市民活動促進法案（ＮＰＯ法）の仕組み 市民団体
はどう使うのか？

111 社会福祉関係施策資料集２４[2005年]

34 企業の社会貢献に関する実態調査報告書（追跡）

112 失敗しないリフォームＱ＆A

35 全国ボランティア活動者実態調査

113 第7回全国市民オンブズマン東京大会

36

高齢者・障害者の財産管理を考えるシンポジウム
ＰＡＲＴ３ 問題の把握から生活支援まで

114 第8回全国市民オンブズマン京都大会

37

民間公益セクターの全体像 民間公益セクターの全
体像把握のための予備研究報告書

115 第9回全国市民オンブズマン栃木大会

38

アメリカの市民とメディア パブリック・アクセス・チャ
ンネルの現況

116

39

メセナ白書 １９９７ 特集 企業の顕彰・コンクール
事業

第10回全国市民オンブズマン大会 in 仙台 ： 全国
117 市民オンブズマンの11年、その軌跡と課題 ： 追加
資料

40

公益法人白書 平成９年版 公益法人に関する年次
国民生活白書 平成16年版 ： 人のつながりを変え
118
報告
る暮らしと地域--新しい「公共」への道

41

キャンパスにおけるボランティア活動ニーズ調査報
告書

42 日本語−手話辞典

第10回全国市民オンブズマン大会 in 仙台 ： 全国
市民オンブズマンの10年、その軌跡と課題

119

新・福祉システム PART10 ： 地域社会に根ざした
福祉システムの構築

120

ボランティア活動の推進普及を図る「ボランティア：
ウィーク」実施事業 ： 事業実施報告書

43 厚生白書 少子社会を考える

121

介護保険制度に関する名古屋市内の団塊世代の意
識と実態についての研究報告書

44 介護保険法関係資料集

122

学生ボランティア活動の支援事業に関する報告書
平成１７年度

45

女性の視点から家族介護についての実態調査10年
目の追跡

46 企業の社会貢献活動実態統計調査報告書

47

大都市災害とボランティア・ネットワーク 災害ボラン
ティア活動支援システム研究委員会報告書

48 愛知県青少年ボランティア活動実態調査報告書

123 学生ボランティア活動に関する調査報告書

124

青年ボランティア国際シンポジウム ： 青年ボラン
ティアが担う21世紀を作ろう ： 報告書

125 ファミリーボランティア促進フォーラム報告書

126

高齢者のピア活動に関する調査報告書 ： 地域に
おけるシニアボランティア活動の実践と課題
Share & Links ： 横浜市市民活動共同オフィス報
告書 ： 協働実験ノート2002-2004

49

介護保険制度の要点 老後保障最新情報資料集１
４

127

50

”防災とボランティア”を考えるシンポジウム報告書
若者たちの防災ボランティア活動から学ぶ

コミュニティビジネス事業モデル調査報告書 ： コ
128 ミュニティビジネスの発展プロセス及び類型化の分
析

51

学生のボランティア活動に関する調査研究報告書
平成１１年３月

129

平成15年度小規模事業活性化推進（市民活動活性
化モデル事業（市民ベンチャー事業））報告書

130

循環型社会形成にむけての「エコ・コミュニティ・レス
トラン」プロジェクト報告書

52 高齢社会白書 平成１１年版

53

ボランティア白書１９９９ わたしたちがつくる新しい
「公共」

54 ボランティアコーディネーター白書 １９９９−２０００

日米エコレス（エコ・コミュニティ・レストラン）協働プロ
131 ジェクト ： 食をテーマにしたコミュニティエンパワー
メント 報告書
132

NPO･市民のための協働コーディネーター、ファシリ
テーター養成講座報告書

阪神・淡路大震災における生活の復興と防災のあり
異世代協働マニュアル：異世代協働型ネットワーク
55 方に関する総合的研究 平成９年度〜平成１０年度 133
促進事業報告書
科学研究費補助金 基盤研究（Ｂ）（１）研究成果報
56

日本のＮＰＯの経済規模 民間非営利活動団体に
関する経済分析調査報告書

134

異世代協働実践ガイド：異世代協働により子どもの
社会的自立促進事業報告書

57

市民の目で見た市民活動 個人から見た市民活動
に関する調査報告書

135

第10回ボランティアフェスティバルかながわ ： 実行
委員会報告書

58 市民活動レポ−ト 市民活動団体基本調査報告書

136 企業とＮＰＯのマッチング意向調査報告書

59 日本国際図会 日本がわかるデ−タ−ブック

137

龍谷大学ボランティア・ＮＰＯ活動センター活動報告
書 2004年度

60

第４回イギリスのNPO/NGOの活動調査報告 英国・
138 子どもの日チャイルドライン実施報告書 2001年
NPOの「第３の道」 〜慈善から起業支援へ〜

61

西暦２０００年のハタチの意識 男女共同参画社会
に関する調査結果報告書

139 NPO派遣研修報告書 平成14年度

62

平成１１年度 住民参加型在宅福祉サービス団体
活動実態調査 報告書

140

名古屋市における地域福祉型サービスの調査研究
調査報告書

63

世界国勢図会 ２０００／２００１ 世界がわかるデー
ターブック

141

名古屋市制100周年記念 愛知県航空写真 空から
見た名古屋市

64

平成１２年版 国民生活白書
ボランティアが深める好縁

142

EXPO Café の本 Vol.12006年06.30発売号 愛知
万博の心を持って始めよう！

65

ボランティア活動年報 １９９９年 ボランティアセン
ター事業年報

143 3R行動の促進についての調査研究報告書

66 新明解国語辞典 第５版

144 ボランティア文化フェスティバル2005報告書

67 現代用語の基礎知識 ２００１

145 「新しい公共」を考える横浜会議報告書

NPOのウェブ・アクセシビリティ：障害者の自立支援
ボランティア白書 ２００１ 責任を共にする未来社会
146 をするNPOのウェブ・アクセシビリティ評価及び支援
へのデザイン
事業[報告書]
第１３回全国市民オンブズマン福岡大会〜民営化の
ひろげよう まちづくりネットワーク 〜東濃・尾西地
69
147 透明度を検証する（基調報告・全国調査資料・テー
域の環境活動〜
マ報告資料）第１分冊
68

70

平成１２年度 海外の民間ボランティア活動に関する
第１３回全国市民オンブズマン福岡大会〜民営化の
148
調査研究 報告書
透明度を検証する（地域活動報告集）第２分冊

71 新英和中辞典 携帯版

149 2001年度（平成13年度）包括外部監査の通信簿

72

ＮＰＯ（市民活動団体）への融資制度に関する調査
報告書

150

2002年度（平成14年度）包括外部監査の通信簿〜
包括外部監査結果の措置対応と活用

73

平成１３年版 環境白書 地球と共生する「環の国」
日本を目指して

151

2003年度（平成15年度）包括外部監査の通信簿〜
包括外部監査結果の活用のために

74 コンサイス カタカナ語辞典

152

2004年度（平成16年度）包括外部監査の通信簿〜
実効ある包括外部監査結果をめざして

75 地球白書 ２００１−０２

153

2005年度（平成17年度）包括外部監査の通信簿〜
改革へ！包括外部監査の活用

154

創ろう協働！生み出せ活力！協働事例報告・交流
会の記録〜徳島県からの発信〜

76

学生のボランティア活動に関する調査研究報告書
学生のボランティア活動をすすめるために

77

学生のボランティア活動推進に関する調査研究報告
155 全国ボランティアフェスティバルぐんま報告書
書 学生のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動をすすめるために

78

２００１年 市民活動レポート 市民活動団体等基本
調査報告書

