名寄市立大学図書館

パスファインダー

「ボランティア」
Volunteer

作成日：2013.5.31
更新日：2018.9.15
キーワード
地域福祉 無償ボランティア 有償ボランティア 市民活動
ボランティア元年 地域貢献 社会貢献 災害ボランティア
NGO(非政府組織 ) NPO(非営利組織) プロボノ

✎関連する授業：
「地域福祉論」

〉〉
〉入門的な情報源〈〈
〈
そもそも「ボランティア」とはどういうことなのか、おさえておきましょう。
【図書館で所蔵している図書の一例】※辞書類は特に事情がない限り最新版を見るようにしましょう。
資料情報
請求記号
配架場所
『現代用語の基礎知識』自由国民社 毎年発行
R813.7/G
3F 参考図書
『社会福祉用語辞典』ミネルヴァ書房
R369.033/Y 3F 参考図書
『まあるい地球のボランティア・キーワード 145』日本ボランティア R369.7/N
3F 参考図書
社会研究所 春風社 2003
「聞蔵ビジュアルⅡ」の「知恵蔵」も利用できます。（インターネット・学内のみ）
「ボランティア」についての入門的な図書としては次のようなものがあげられます。
書名
請求記号
『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 河出書房新社 369.7/T
2010 →ボランティア活動の根源を、ありがちなまちがい・勘違いなども含
めて率直に語っています。
『ボランティアの考え方』秦辰也 岩波書店 1999 →東南アジアでの経験を BJ369.7/H
もとにボランティアの歴史や思想、方法などを語っています。
『いちばんはじめのボランティア』小倉常明・松藤和生/編著 樹村房
369.7/O
2004 →ボランティア活動の理念・歴史・法や制度から、実際の活動事例や
今後の展望までを解説しています。
『ヒトのチカラ。－東日本大震災被災地、災害ボランティアセンターで起こったいくつも 369.31/O
のドラマ。ボランティアって何するの？ 』小田原きよし マーブルトロン 2011
→東日本大震災における災害ボランティア活動体験記です。

配架場所
3F

3F ブ ッ
クレット
3F

3F

〉〉
〉図書を探す〈〈
〈
まずは、学内の関連図書を探しましょう。
■テーマの書架へ行って探す
【関連分野の分類番号】
329.36
国際的協力
335.8
公益事業
369.3
災害ボランティア
369.7
地域福祉・ボランティア
■OPAC で探す
→「書名」に“ボランティア”などとキーワードを入れます。資料種別は「図書」にして検索しましょ
う。
→配架場所が研究室の場合は、カウンターでご相談ください。
【図書館で所蔵している図書の一例】
内容
資料情報
災害ボランティア 『検証 新ボランティア元年 被災地のリアルとボランティアの
(東日本大震災)
功罪』笠虎崇 共栄書房 2012
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請求記号
369.31/K

配架場所
3F

『人を助けるすんごい仕組み』西條剛央
369.31/S
3F
ダイヤモンド社 2012
『ぼくらのスマイルエンジン 東日本大震災学生ボラン 369.31/S
3F
ティアの記録』スマイルエンジン山形 山形大学出版会
2013
災害ボランティア 『福祉系学生はどう動いたか 阪神大震災活動報告』
369.31/N
3F
(阪神・淡路大震災) 日本社会事業学校連盟 1996
医療ボランティア 『飛べない鳥たちへ 無償無給の国際医療ボランティア 498.0223 2F
「ジャパンハート」の挑戦』吉岡秀人 風媒社 2009
/Y
NPO
『ミッションから見た NPO』坂本恒夫・丹野安子/編著
335.89/S
3F
文眞堂 2012
NGO
『越境する NGO ネットワーク 紛争地域における人道支 329.36/Ｋ 3F
援・平和構築』金敬黙 明石書店 2008
ボランティア研究 『ボランティアの臨床社会学 あいまいさに潜む「未来」
』 369.7/B
3F
津止正敏・斎藤真緒ほか クリエイツかもがわ 2009
本学にはない図書も探してみましょう。
●NDL-OPAC
国立国会図書館の蔵書目録です。国内で刊行されたほとんどの図書が検索できます。
●Webcat-Plus 「連想検索」で図書を検索できます。また、所蔵している図書館も表示されます。
●CiNii Books
「大学図書館の本をさがす」のところから日本の大学図書館の蔵書から検索でき、所蔵
館が表示されます。
●新書マップ
入手しやすく入門的資料になりやすい新書を、テーマに基づいて探すことができます。
連想検索機能があり、キーワードなどから瞬時に関連図が作成されます。

〉〉
〉雑誌・雑誌記事を探す〈〈
〈
テーマに関連した研究を進める上で、論文や雑誌記事は欠かせません。出版されるまでの時間が短いので
タイムリーな話題が掲載されています。
■実際の雑誌から関連記事を探す
【図書館で所蔵している雑誌】
資料情報
所蔵年
配架場所
Web 目次
『Volo』大阪ボランティア協会/月刊
2005-現在
2F 東側
○2006『JICA’s World』国際協力機構/月刊
2008-現在
2F
○2008パンフレット ＊本文あり
→“Web 目次”欄の記述は、出版社サイトから目次や特集記事が見られる範囲です。
→所蔵はありませんが、J-STAGE で『日本福祉教育・ボランティア学習学会研究紀要』（日本福祉
教育・ボランティア学習学会）全文が見られます。
■雑誌記事や論文を探す
●CiNii 国内の学術雑誌・一般雑誌の論文や記事を検索できます。
→「ボランティア」と入れて検索すると、次のような論文が表示されます。
（一例）
災害後の被災地における被災者と支援者の関係を考える : 2016 年熊本地震における
災害ボランティアセンターの事例から
大門大朗、渥美公秀
災害と共生 2(1), 25-32, 2018-04
機関リポジトリ
このように、J-STAGE 機関リポジトリ CiNii-PDF オープンアクセスというマークがついて
いれば、全文を読むことができます。
（有料のため見られないという例外もあります）

〉〉〉新聞記事を探す〈〈〈
最新のニュースや動向などは、新聞が重要です。読むことができる一般紙・専門紙は次のとおりです。
●原紙
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資料情報
種類
朝日新聞
一般紙
毎日新聞
一般紙
北海道新聞
一般紙（ブロック紙）
読売新聞
一般紙
産経新聞
一般紙
福祉新聞
専門紙
＊朝日新聞については、縮刷版の所蔵もあります。
（1948,1-2011.3～書庫）

所蔵範囲
過去 3 ヶ月程度
過去 3 ヶ月程度
過去 1 年程度
過去 1 年程度
過去 3 ヶ月程度
2005.4-現在

●クリッピング版
特定のテーマに関連した新聞記事を集めた雑誌があります。
「ボランティア」については次のものが役立ちま
す。
資料情報
所蔵範囲
配架場所
『切抜き速報 福祉ニュース 高齢福祉編』ニホンミック
2006.4-現在
2F 東側雑誌
『切抜き速報 福祉ニュース 障害福祉編』ニホンミック
2006.4-現在
2F 東側雑誌
●新聞データベース
「聞蔵ビジュアルⅡ」
（学内のみ）～キーワード・日付などから検索できます。
→「ボランティア」と入れて検索すると、次のような記事が見つかります。
（一例）

（ｂｅ ｂｅｔｗｅｅｎ 読者とつくる）ボランティア、無償であるべきか？
2018 年 6 月 9 日 朝刊 週末 be・b10 10 ページ

〉〉
〉専門的な情報源・統計〈
〈〈
更に深くテーマを掘り下げるには、専門的な事典・白書・統計・法令などの情報源が役立ちます。
【図書館で所蔵している資料の一例】
資料情報
請求記号
配架場所
『地域福祉事典』日本地域福祉学会/編 中央法規 2006 《専門事典》 R369.036/N 3F 参考図書
『ボランティアコーディネーター白書』大阪ボランティア協会 2011 R369.7/V/
3F 参考図書
＊特集〈日本のボランティア・市民活動センターは今後どうなるのか〉 2010-2011
《白書・論文集》
『社会福祉・ボランティア統計データ集』生活情報センター
Ｒ369.059/S 3F 参考図書
2005 年版/2006 年版
《調査・統計》
『国民生活選好度調査』内閣府 →ボランティアなどの参加についての R365.5/K
3F 参考図書
調査結果が載っています。Web でも公開されています。
《調査・統計》 (1998-2002)
(それ以前は web)
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/senkoudo/senkoudo.html
『寄付白書』経団連出版 →寄付やボランティア活動の 動向がまと 369.14/N
3F
められ、特に東日本大震災関連の詳細なデータがあります。
《調査・統計》

〉〉
〉視聴覚資料〈〈
〈
DVD などの視聴覚資料も参考になります。次のものは館外貸し出しが可能です。
資料情報
請求記号
『今川社会福祉協議会ボランティア部 地域福祉型ボランティア』
D3-80
（地域福祉実践シリーズ） 丸善 2008
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配架場所
本館

〉〉
〉Web サイト〈
〈〈
関連サイトには次のようなものがあります。
●JVC 日本国際ボランティアセンター
http://www.ngo-jvc.net/
→アジア・中東・アフリカ、および日本の震災被災地で支援活動を行っている国際協力 NGO です。
●地域福祉・ボランティア情報ネットワーク
http://www.zcwvc.net/
→全国社会福祉協議会地域福祉部/全国ボランティア・市民活動振興センターによる情報提供サイトです。
全国各地のボランティア窓口一覧があります。また、ボランティア活動パンフレット、
「ボランティア・
市民活動関係資料」などが公開されています。
●内閣府 NPO ホームページ
https://www.npo-homepage.go.jp/
→NPO に関する基礎知識・制度・関連施策などがわかります。活動事例集なども載っています。
●国際協力 NGO センター(JANIC) http://www.janic.org/
→平和で公正な地球市民社会の実現を目指すため、日本の主要 NGO 団体が加盟しているネットワーク
型 NGO です。

図書館にない資料を入手するには
■直接利用
所蔵している図書館を調べ（CiNii Books など）直接出向いて閲覧することができます。
★北海道地区大学図書館相互利用サービス…学生証を提示し、利用登録手続きをすると、閲覧や
館外貸出が可能です。（道内 39 大学 47 館）
★その他の大学図書館…おおむね、学生証の提示で閲覧が可能ですが、各大学図書館のホームページ
で確認してから訪問しましょう。
＊「紹介状」が必要な場合は発行しますので、カウンターで申し込んでください。
★国立国会図書館…満 18 歳以上であれば誰でも利用できます。
★北海道立図書館…北海道内に居住している方・帰省先などがある方は誰でも利用できます。
■複写取り寄せ・現物貸借
他大学・国立国会図書館・道立図書館から、資料の複写物・図書現物を取り寄せることができます。
申込用紙に記入の上、申し込んでください。
＊国立国会図書館から借りた場合は、館内閲覧のみです。ご注意ください。
■リクエスト
要望があれば、購入します。リクエストカードに記入して申し込んでください。
＊絶版などの理由で購入できない場合もあります。
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