
タイトル 著者 出版社 ジャンル 番号

1 日本版コンパクトシティ 鈴木浩（著） 学陽書房（2007/12/10） まちづくり C-1

2 戦争をしなくてすむ世界をつくる30の方法 平和をつくる17人（著）田中優＋小林一朗＋川崎哲（編） 合同出版（2003/10/30） 啓蒙 C-2

3 フェアトレードとは何か デイビッド・ランサム（著） 青土社（2004/11/15） 社会貢献 C-3

4 カマル・ヨーガ�働きのヨーガ スワミ・ヴィヴェーカーナンダ（著） 日本ヴェーダンダ協会（1989/2/26） ハウツー C-4

5 空飛ぶブッダ 正木高志（著） ㈲ゆっくり堂（2007/4/8） 啓蒙 C-5

6 森林療法のてびき�地域でつくる実践マニュアル 上原�巌（著） 全国林業改良普及協会（2007/6/20） ハウツー C-6

7 グラミシフォンという奇跡 ニコラス・P・サリバン(著） 英治出版(2007/7/20) 社会貢献 C-7

8 移行期的混乱~経済成長神話の終わり~ 平川克美（著） ちくま文庫（2013/1/10） 啓蒙 C-8

9 伝える力 池上彰（著） PHPビジネス新書（2007/5/2） 啓蒙 C-9

10 リフレはヤバい 小幡績T(著） ディスカバー21（2013/1/31） 啓蒙 C-10

11 社会変革期の成長戦略 尾崎弘之(著） 日経BP（2012/12/17） 啓蒙 C-11

12 原発に頼らない社会へ�こうすれば電力問題も温暖化も解決できる [単行本] 田中 優（著） 武田ランダムハウスジャパン (2011/4/21) 環境 E-1

13 3．11を生きる�今、いのちを守る 片岡輝美（著） TOMOセレクト(2012/8/8) 環境 E-2

14 グリーン革命�増補改訂版�上 トーマス・フリードマン（著） 日本経済新聞出版社 (2010/6/19) � 環境 E-3

15 グリーン革命�増補改訂版�下 トーマス・フリードマン（著) 日本経済新聞出版社 (2010/6/19) � 環境 E-4

16 ファシリテーターの道具箱̶組織の問題解決に使えるパワーツール49 森 時彦/ファシリテーターの道具研究会（著） ダイヤモンド社 (2008/3/14) ハウツー H-1

17 ファンドレイジングが社会を変える[単行本] 鵜尾雅隆（著） 三一書房 (2009/4/8) ハウツー H-2

18 藤村流売れる!コトバ 藤村正宏（著） インデックスコミュニケーションズ ハウツー H-3

19 Facebookでビジネスを加速する方法 [単行本] 中嶋 茂夫（著） ソーテック社 (2011/3/3) � ハウツー H-4

20
ソーシャルストリーム・ビジネス Twitter、Facebook、iPhone時代の消費者を巻き込むビジネスの新
ルール

株式会社リクルート メディアテクノロジーラボ（著） インプレスジャパン (2010/7/23) ハウツー H-5

21 元気になる会議-ホワイトボード・ミーティングのすすめ方 ちょん せいこ（著） 解放出版社 (2010/10/21) ハウツー H-6

22 人やまちが元気になるファシリテーター入門講座̶17日で学ぶスキルとマインド ちょん せいこ（著） 解放出版社 (2007/02) ハウツー H-7

23 ワールド・カフェをやろう！ [単行本（ソフトカバー）] 香取 一昭 (著) 、大川 恒 (著) 日本経済新聞出版社 (2009/11/13) � ハウツー H-8

24 人が集まる！行列ができる！講座・イベントの作り方 牟田静香（著） 講談社 (2007/4/20） ハウツー H-9

25 コミュニティカフェをつくろう！ WAC（編著） 学陽書房（2007/12/10） ハウツー H-10

26 月3万円ビジネス�非電化・ローカル化・分かち合いで愉しく稼ぐ方法 藤村靖之（著） 晶文社（2011/7/5） ハウツー H-11

27 SocialGood小辞典 市川裕康（著） 講談社（2012/7/31） ハウツー H-12

28 自分の仕事をつくる 西村�佳哲（著） 筑摩書房 (2009/02) 啓蒙 K-1

29 無縁社会 NHK「無縁社会プロジェクト」取材班 (著) 文藝春秋 (2010/11/12) 啓蒙 K-2

30 モチベーション3．0�持続する「やる気！」をいかに引き出すか ダニエル・ピンク (著), 大前 研一 (翻訳) 講談社 (2010/7/7) 啓蒙 K-3

31 スティーブ・ジョブズ 驚異のプレゼン̶人々を惹きつける18の法則 カーマイン・ガロ (著)、その他 日経BP社 (2010/7/15) 啓蒙 K-4

32 もし高校野球の女子マネージャーがドラッガーの「マネジメント」を読んだら 岩崎夏海（著） ダイヤモンド社（2009/12/3） 啓蒙 K-5

33 移行期的混乱~経済成長神話の終わり~ 平川克美（著） ちくま文庫（2013/1/10） 啓蒙 K-6

34 心が喜ぶ働き方を見つけよう 立花�貴（著） 大和書房（2012/4/25） 啓蒙 K-7

35 コミュニティデザイン̶人がつながるしくみをつくる [単行本] 山崎亮（著） 学芸出版社 (2011/4/22) まちづくり M-1

36 撤退の農村計画̶過疎地域からはじまる戦略的再編 林 直樹 (著), 齋藤 晋 (著), 江原 朗（著） 学芸出版社 (2010/8/30) まちづくり M-2

37 ネクスト・ソサエティ ̶ 歴史が見たことのない未来がはじまる P・F・ドラッカー (著) 上田 惇生（訳） ダイヤモンド社 (2002/5/24) まちづくり M-3

38 アグリ・コミュニティビジネス̶農山村力×交流力でつむぐ幸せな社会 大和田�順子（著） 学芸出版社 (2011/2/10) まちづくり M-4

39 住民・行政・NPO協働で進める 最新 地域再生マニュアル 山浦晴男（著） 朝日新聞出版 (2010/6/18) まちづくり M-5

40 地域ブランドを引き出す力�トータルマネジメントが田舎を変える 金丸弘美（著） 合同出版（2011/7/25） まちづくり M-6

41 田舎力�ヒト・夢・カネが集まる5つの法則 金丸弘美（著） NHK出版（2009/8/10） まちづくり M-7

42 まちの幸福論�コミュニティデザインから考える 山崎亮+NHK「東北発☆未来塾製作班」 NHK出版（2012/5/25） まちづくり M-8

43 奇跡のむらの物語�1000人の子どもが限界集落を救う! 辻英之（編著） 農文協（2011/11/25） まちづくり M-9

44 ナカノマタン 中ノ俣たき火会（編著） かみえちご地域資源機構㈱（2008/8/7） まちづくり M-10

45 つくること、つくらないこと�町を面白くする11人の会話 長谷川浩己/山崎亮（編著）�他 学芸出版社（2012/2/20） まちづくり M-11

46 幸せに向かうデザイン 永井一史/山崎亮/中﨑隆司（編著） 日経BPマーケティング（2012/5/28） まちづくり M-12

47 農村起業家になる�地域資源を宝に変える6つの鉄則 曽根原久司（著） 日本経済新聞社（2012/9/20） まちづくり M-13

48 草の根NPO運営術 澤村�明（著） ひつじ書房 (2006/06) NPO N-1

49 新しい公共と自治体̶自治体はなぜNPOとパートナーシップを組まなければいけないのか 松下啓一（著） 信山社政策法学ライブラリイ(2002/12/20) NPO N-2

50 NPOビジネスで起業する! 田中 尚輝（著） 学陽書房(2004/11/15) NPO N-3

51 図解でわかるNPO法人・一般社団法人�一番最初に読む本 石下貴大（著） アニモ出版（2012/7/30） NPO N-4

52 新版 自分たちでつくろう�NPO法人 堀田力（監）� 学陽出版（2012/2/15） NPO N-5

53 チェンジメーカー~社会起業家が世の中を変える [単行本] 渡邊奈々（著） 日経BP社 (2005/8/4) 社会貢献 S-1

54 社会起業家という仕事 チェンジメーカーII 渡邊奈々（著） 日経BP社 (2007/11/1) 社会貢献 S-2

55 社会貢献でメシを食う [単行本（ソフトカバー）] � 竹井�善昭(著), 米倉 誠一郎 (監修) ダイヤモンド社 (2010/9/10) 社会貢献 S-3

56 プロボノ̶新しい社会貢献新しい働き方 (単行本 - 2011/4/20) 嵯峨 生馬 （著） 出版社: 勁草書房 (2011/4/20) 社会貢献 S-4

57 新版 コミュニティ・ビジネス [単行本] 細内 信孝 (著） 学芸出版社 (2010/12/16) 社会貢献 S-5

58 未来を変える80人�僕らが出会った社会起業家 [単行本（ソフトカバー）] シルヴァン・ダルニル (著) 、マチュー・ルルー (著) 日経BP社 (2006/9/21) 社会貢献 S-6

59 ソーシャル・ビジネス革命̶世界の課題を解決する新たな経済システム [単行本] ムハマド ユヌス (著), 岡田 昌治 (監修), 早川書房 (2010/12/22) 社会貢献 S-7

60 GNHもうひとつの〈豊かさ〉へ、10人の提案 辻信一（編著） 大月書店（2008/7/18） 社会貢献 S-8

61 ソーシャルデザイン�社会をつくるグッドアイデア集 グリーンズ（編著） 朝日出版社（2012/1/15） 社会貢献 S-9

62 グローバル化の終わり、ローカルからのはじまり 吉澤保幸（著） 経済界(2012/4/6) 社会貢献 S-10

63 簡素なる国 中村敦夫（著） 講談社（2011/4/7） 社会貢献 S-11

64 市民がつくった電力会社�ドイツ シェーナウの草の根エネルギー革命 田口理穂（著） 大月書店（2012/8/24） 社会貢献 S-12

65 いよいよローカルの時代~ヘレナさんの「幸せの経済学」 ヘレナ・ノーバーグ＝ボッジ/辻信一（著） 大月書店（2009/6/19） 社会貢献 S-13

66 Phrinesis『フロネシス』07�新しいローカリズム 三菱総合研究所（編著） 丸善プラネット㈱（2012/2/20） 社会貢献 S-14

67 社会をよくしてお金も稼げるしくみのつくりかた 小暮真久（著） ダイヤモンド社（2012/10/18） 社会貢献 S-15

68 自然エネルギー革命を始めよう�地域でつくるみんなの電力 高橋真樹（著） 大月書店（2012/11/20） 社会貢献 S-16

69 小商いのすすめ�「経済成長」から「縮小均衡」の時代へ 平川克美（著） ミシマ社 (2012/1/20 社会貢献 S-17

70 こんなにかわいい雑貨本~スローでゆかいなものづくりの魅力満載!!~ 伊藤幸子・太田明日香 西日本出版社（2013/1/30） 社会貢献 S-18

71 ドイツ 人が主役のまちづくり ̶ ボランティア大国を支える市民活動 [単行本] 松田 雅央（著） 学芸出版社 (2007/4/10) ボランティア V-1

72 幸せを届けるボランティア、不幸を招くボランティア (14歳の世渡り術) 田中 優（著） 河出書房新社 (2010/7/23) ボランティア V-2

73 災害支援に女性の視点を！ 竹信�三恵子/赤石�千衣子（編） 岩波書店 (2012/10/6) ボランティア V-3

74 ふるさとを元気にする仕事 (ちくまプリマー新書) 山崎 亮 ちくま書房（2015/11/10） まちづくり M-14

75 問題解決ノート - 山崎亮 単行本 山崎 亮 アスコム (2015/12/24) まちづくり M-15

76 稼ぐまちが地方を変える̶誰も言わなかった10の鉄則 木下斉 NHK出版新書（2015/10/10） まちづくり M-16

77 稼げる観光: 地方が生き残り潤うための知恵 鈴木 俊博 (著) ポプラ新書   （2015/7/1） まちづくり M-17

78 イノベーション・ファシリテーター ̶ 3カ月で社会を変えるための思想と実践 野村恭彦 プレジデント社（2015/5/19) ハウツー H-13

79 ワークショップ̶住民主体のまちづくりへの方法論 木下勇 学芸出版社（2007/1/30） ハウツー H-14

80 超図解「デザイン思考」でゼロから1をつくり出す 中野明 学研プラス（2015/11/10) ハウツー H-15

81 ソーシャルデザイン実践ガイド̶̶地域の課題を解決する7つのステップ  筧 裕介 (著) 英治出版（2013/9/15) 社会貢献 S-19



タイトル 著者 出版社 ジャンル 番号

82 TURNS(ターンズ) VOL.15 2016年1月号 第一プログレス 雑誌 T-1

83 「地方創生」でまちは活性化する̶まち・ひと・しごと創生による地域活性化事例  小林 勇治 (著), 波形 克彦 (著) 同友館（2015／6／15） 地方創生 地-1

84 地方創生ビジネスの教科書 増田 寛也 文芸春秋館�（2015/8/30) 地方創生 地-2
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97 V-3

98

99 Cは寄付


