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NPOについて調べてみよう
NPO(non profit organization)は、日本語では民間非営利組織と訳されます。日本では阪神淡路
大震災（1995）を境にその活動が注目されるようになりました。昨年12月に、特定非営利活動
促進法（NPO法）施行から10年を迎え、現在その活躍の気運はますます高まっています。
今回はNPOについて調べてみましょう。

キーワード
NPO / NPO法 / NPO法人 / NGO / ボランティア / 市民社会（シビルソサエティ） / メセナ /
コミュニティ・ビジネス / まちづくり / チャリティー / ソーシャルキャピタル / 協働 /
市民活動 / アドボカシー / フィランソロピー / 公益法人

用語を調べよう
そもそも、「NPO」って、何？言葉の意味やテーマの意味が不明確な場合は「キーワード」を
手がかりに百科事典、用語事典を引いてみましょう。
◆ 本学図書館所蔵の事典類（一例）

◆
請求記号

資料情報

配置場所

知恵蔵 : 朝日現代用語. 朝日新聞社

R813.7/C 62

1階参考

イミダス：情報・知識. 集英社

813.7/J 66

1階参考

現代用語の基礎知識. 自由国民社

813.7/G 34

1階参考

ジャパンナレッジ・プラス

データベース（学内専用）

図書を探そう
■

テーマの棚を探してみよう！
◆ 関連分野の分類記号 日本十進分類法 新訂9版より ◆
分類記号
項 目
333
経済政策．国際経済
333.8
経済協力．経済援助
企業．経営
335
335.89
NPO
369
社会福祉
369.14
共同募金．慈善事業．民間社会福祉事業
369.7
地域福祉．セツルメント．ボランティア活動<一般>
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■

OPAC で調べてみよう!
◆ 本学図書館所蔵のテーマに関する図書 （一例）

◆

資料情報

請求記号

配置場所

NPO法人のすべて : 特定非営利活動法人の設立・
運営・会計・税務 / 斎藤力夫, 田中義幸編著. 増補
7版.税務経理協会, 2008

335.8/Sa 25

2階和図書

テキストブック NPO : 非営利組織の制度・活動・マ
ネジメント / 雨森孝悦著. 東洋経済新報社, 2007

335.89/A 44

2階和図書

NPO・NGOとは何か / 平田哲著.中央経済社, 2005

335.89/H 68

2階和図書

よくわかるNPO・ボランティア / 川口清, 田尾雅夫,
新川達郎 編.ミネルヴァ書房, 2005

335.89/Ka 92

2階和図書

よくわかるNPO法人の設立実務 : NPOの立ち上げ
に必要な実務ノウハウのすべてがわかる / 中井
博文著. 同文舘出版, 2008

335.89/N 34

2階和図書

◆ 本学に所蔵がない場合は、
愛知学院大学・南山大学の図書館(CAN加盟館) の所蔵を調べる
◆ CAN加盟館にも所蔵がない場合は、
の所蔵を調べる
NACSIS WebCatで他の図書館

雑誌・雑誌記事を探してみよう
■

雑誌記事の探しかた
◆ 本学で利用できるデータベース ◆ (学内専用)
データベース
CiNii
MAGAZINEPLUS

内容
ＮＩＩ（国立情報学研究所）が提供する論文情報ナビゲータ
一般誌から専門誌、大学紀要、海外誌紙まで収録した日本最大規
模の雑誌・論文見出しデータベース

Original: Chubu Univ.
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◆ データベースから雑誌記事が検索できます（一例） ◆
記事情報
「環境経営戦略における組織間関係 : NPO法人川崎市民石けんプラントの事例研究」 『共栄
大学研究論集』 No. 7 p. 47-63 (2009.3) (CiNii)
大原昌明、鈴木克典「まちづくりにおけるNPOと自治体の協働に関する研究」 『北星学園大学
経済学部北星論集』 48(2) p. 43-59 (2009.3) (CiNii)
「日本のNPOが抱える課題(特集 「社会起業家」全仕事--あなたにもできる世直しビジネス)」
『週刊ダイヤモンド』 97(15) p. 86-93 (2009.4) (MAGAZINEPLUS)
岡本厚、李起豪、王理宗(他)「共生社会をつくる主体--地域・共同体・NPO 総括討論(世界経済
危機と東アジア--シンポジウム 東アジアで「共生社会」は可能か)」『世界』 790増刊 p. 220-223
(2009.4) (MAGAZINEPLUS)

新聞記事を探してみよう
■

新聞記事の探し方 (→パスファインダー「新聞記事の調べかた」も参考にしてください)
◆ 本学で利用できるデータベース ◆ (学内専用)
データベース

新聞

収録期間

聞蔵II ビジュアル for Libraries

朝日新聞

1984年8月～当日朝刊

日経テレコン21

日本経済新聞ほか

1975年～最新記事情報

中日新聞・東京新聞記事データベース

中日新聞・東京新聞 1987年4月1日～当日朝刊

◆ データベースから新聞記事が検索できます（一例） ◆
記事情報
「ＮＰＯ・ＮＧＯ マリオン」 朝日新聞. 夕刊. 4面. 2009年6月18日. p. 5 (聞蔵II ビジュアル for
Libraries)
「働く若者の声冊子に、県内ＮＰＯ法人と茨大生、学生の職業意識を啓発」 日本経済新聞. 地
方経済面 (茨城). 2009年6月16日. p. 41 （日経テレコン21）
「県とＮＰＯ 福祉、環境事業など 企画段階からタッグ 本年度から試行 テーマ第１弾 高齢
者への地域支援」 中日新聞. 朝刊愛知県内版. 2009年5月29日. p. 18 (中日新聞･東京新聞
データベース)

AV資料
◆ 本学図書館所蔵のビデオ・DVD （一例） ◆
資料情報

請求記号

住宅改修・福祉用具・NPO・ボランティア・宅老所・
商店街・地域福祉計画 / ケアタウン総合研究所企
画・監修

369/C43/5

Original: Chubu Univ.
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配置場所
1階視聴覚
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テーマに関連するWebサイト
関連サイトの紹介

■
◆

内閣府 NPOホームページ
http://www.npo-homepage.go.jp/
内閣府のつくるホームページ。NPO法人の設立にまつわる手続き方法や、全国のNPO法人
の情報を公開しています。

◆

日本NPOセンター
http://www.jnpoc.ne.jp/
NPO関連書籍の紹介や、NPO法人データベース「NPOヒロバ」の公開、全国各地のイベント
の紹介など。時評では独自の視点で見たNPOに対する提言を掲載しています。
<NPOヒロバ>
http://www.npo-hiroba.or.jp/
NPO法人データベース

◆

NPOWEB
http://www.npoweb.jp/
助成金情報、NPOに関するニュース、イベント案内やメールマガジンの配信などを行って
います。特集では「NPOと自治体」や「NPOの信頼性」など決まったテーマに沿った連載を
多く掲載しています。

◆

NPOサポートセンター
http://www.npo-sc.org/
インターンやボランティアの募集、講座、イベントの紹介など。

◆中部大学図書館にない資料を入手するには？
愛知学院大学・南山大学の図書館(CAN加盟館) の所蔵資料を借りる
を申込んで文献または資料を取り寄せる
文献複写/相互貸借
→レファレンスカウンターまでご相談ください
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