
書      名 著　者 出版者 出版年 請求記号 資料番号

グローバル支援の人類学/変貌するNGO・市民活動の現場から 信田 敏宏／編 昭和堂 2017.3 333.8/ﾉﾌ17/ 0013954151

自分たちでつくろうNPO法人! 名越 修一／著 学陽書房 2020.2 335.89/ﾅｺ20/ 0015143324

京都発NPO最善戦 平尾 剛之／編著 京都新聞出版センター 2018.6 335.89/ﾋﾗ18/ 0014488381

市民運動としてのNPO 高田 昭彦／著 風間書房 2018.3 335.89/ﾀｶ18/ 0014541411

これ1冊で必ずできる!NPO法人運営マニュアル 福島 達也／編著 学陽書房 2013.6 335.89/ﾌｸ13/ 0011981305

ボランティア・市民活動実践論 岡本 榮一／監修 ミネルヴァ書房 2019.5 369.7/ｵｶ19/ 0014917371

ボランティア解体新書 江田 英里香／編著 木立の文庫 2019.4 369.7/ｴﾀ19/ 0014612808

高齢期のクオリティ・オブ・ライフ 宍戸 邦章／著 晃洋書房 2018.3 367.7/ｼｼ18/ 0014407969

日本ボランティア・NPO・市民活動年表
大阪ボランティア協会ボラ
ンタリズム研究所／監修 明石書店 2014.2 369.7/ｵｵ14/ 0012366217

人が集まるボランティア組織をどうつくるのか 長沼 豊／著 ミネルヴァ書房 2014.9 369.7/ﾅｶ14/ 0012744744

社会参加とボランティア 海野 和之／著 八千代出版 2014.12 369.7/ｳﾝ15/ 0012691333

ボランティアまるごとガイド/参加のしかた・活動のすべて 安藤 雄太／監修 ミネルヴァ書房 2012.7 369.7/ｱﾝ12/ 0011437431

テキスト市民活動論/ボランティア・NPOの実践から学ぶ
大阪ボランティア協
会／編

大阪ボランティ
ア協会

2011.9 369.7/ｵｵ12/ 0010853372

岡山市都心創生まちづくり構想
岡山市政策局事業
政策課／[編集]

岡山市政策局事業
政策課 2014.3 KL318.11/68B/0013675921

岡山県経済ダイジェスト2020/特集 当地企業のSDGSに
関する現状と課題

岡山経済研究所／[編] 岡山経済研究所 2020.7 KL330.5/3/2020B 0015331887

地域全体で取り組むSDGs先進県へ 岡山経済同友会／[編] 岡山経済同友会 2020.3 KL335/130B/ 0015240401

ソーシャルビジネスSB本
岡山NPOセンター「コミュ
ニティ･ビジネス ネット
ワーク岡山」／製作

岡山県産業労働
部産業振興課

2010.12 KL335/76B/ 0010432524

「岡山ふるさと投資応援事業」取組事例集
岡山県中小企業団体
中央会ものづくり・連
携支援課／[編]

岡山県中小企
業団体中央会

2018.1 KL336/16B/ 0014755383

おかやま孝行。 岡山NPOセンター／[編] 岡山NPOセンター [2011以降] KL369/402B/ 0011849098

地域に愛される企業を目指して。 岡山NPOセンター／[編] 岡山NPOセンター [2012] KL369/403B/ 0011849122

「子どもを核とした地域づくり」
岡山県社会教育委
員の会議／[編]

岡山県社会教育委
員の会議 2018.5 KL379/52B/ 0014476907

CORPORATE PROFILE
岡山県環境保全事業
団／[編]

岡山県環境保全
事業団

2016.9 KL519.8/189B/ 0013723044
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自治が育つ学びと協働南信州・阿智村 社会教育・生涯学習研究所／監修 自治体研究社 2018.2 318.252/ｼﾔ18/ 0014343198

地域のガバナンスと自治 田中 義岳／著 東信堂 2019.7 318.264/ﾀﾅ19/ 0014987465

まちづくり大全 田中 道雄／著 中央経済社 2021.3 318.6/ﾀﾅ21/ 0015756158

地域創生の本質 木村 俊昭／著 ぱるす出版 2020.3 318.6/ｷﾑ20/ 0014683619

まちづくり再考 岡崎 昌之／著 ぎょうせい 2020.1 318.6/ｵｶ20/ 0015160435

「過疎地域」から「希望の地」へ新時代の地域づくり 奥崎 喜久／著 日本地域社会研究所 2019.5 318.6/ｵｸ19/ 0014931406

ふるさと創生 黒井 克行／著 木楽舎 2019.3 318.6/ｸﾛ19/ 0014916985

小平学・まちづくり研究のフロンティア
白梅学園大学小平
学・まちづくり研究所
／編

論創社 2018.10 318.6/ｼﾗ18/ 0014723928

地域創生の戦略と実践 濱田 恵三／編著 晃洋書房 2018.6 318.6/ﾊﾏ18/ 0014459887

まちを楽しくする仕事 竹山 和弘／著 水曜社 2018.4 318.6/ﾀｹ18/ 0014382543

地域メンテナンス論 竹内 裕二／著 晃洋書房 2018.1 318.6/ﾀｹ18/ 0014310106

「みんな」でつくる地域の未来
京都府立大学京都政
策研究センター／編
著

公人の友社 2017.3 318.6/ｷﾖ17/ 0013801873

地方創生2.0 神尾 文彦／著 東洋経済新報社 2016.11 318.6/ｶﾐ17/ 0013937339

まちづくりプロジェクトの教科書 小地沢 将之／著 森北出版 2020.5 318.8/ｺﾁ20/ 0015321391

地域協働のマネジメント 佐々木 利廣／編著 中央経済社 2018.6 335.89/ｻｻ18/ 0014459895

九州バカ 村岡 浩司／著 文屋 2018.4 335.13/ﾑﾗ18/ 0014539365

地域再生の社会学 三浦 典子／編著 学文社 2017.3 361.7/ﾐｳ17/ 0013956263

地方創生×SDGs×ESG投資 赤川 彰彦／著 学陽書房 2020.10 318.6/ｱｶ20/ 0015605835

SDGsを実現するまちづくり 山口 幹幸／編著 プログレス 2020.4 318.6/ﾔﾏ20/ 0015249568

SDGs×自治体実践ガイドブック 高木 超／著 学芸出版社 2020.3 318.6/ﾀｶ20/ 0015232135

SDGsの主流化と実践による地域創生 樋口 邦史／編著 水曜社 2019.6 318.6/ﾋｸ19/ 0014942676

SDGsのすごい会社
川田 精一／著
倉田 潤／著

オールズバーグ 2021.2 335.15/ｴｽ21 0015744709

地域経営のための「新」ファイナンス/「ふるさと納税」と
「クラウドファンディング」のインパクト

保田 隆明／著 中央経済社 2021.4 318/ﾎｳ21/ 0015790579

自分で書く「シンプル遺言」 竹内 亮／著 講談社 2020.7 324.77/ﾀｹ20/ 0015353733

遺贈寄付 星野 哲／著 幻冬舎 2018.3 324.77/ﾎｼ18/ 0014349807

寄付金・クラウドファンディングの集め方 佐藤 しもん／著 ぱる出版 2020.8 335.8/ｻﾄ20/ 0015556582

クラウドファンディングで人生が変わる! 川辺 友之／著 セルバ出版 2020.6 336.82/ｶﾜ20/ 0015340680

クラウドファンディングで資金調達に成功するコレだけ!技
クラウドファンディング研
究会／著 技術評論社 2019.5 336.82/ｸﾗ19/ 0014917199

クラウドファンディングストーリーズ 出川 光／著 青幻舎 2019.8 338.14/ﾃｶ19/ 0015013659

寄付をしてみよう、と思ったら読む本 渋澤 健／著 日本経済新聞出版社 2018.11 369.14/ｼﾌ18/ 0014775563
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