
タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
あなたの「町内会」総点検-地域のトラブ
ル対処法-（プロブレムＱ＆A)

佐藤文明著 318.8ｻ

「いなか」おこし!-地域ブランド戦略を創る- 信田和宏著 318.6ﾉ

エコツーリズムを学ぶ人のために
真板昭夫編 石森秀三編 海津
ゆりえ編

689ｴ

NPO・NGOとは何か 平田哲著 335.8ﾋ
大型店とまちづくり-規制進むアメリカ,模索
する日本-(岩波新書 新赤版960)

矢作弘著 S673.8ﾔ

風をつかんだ町-クリーンエネルギー・自
然の財宝を掘りあてた岩手県葛巻町の奇

前田典秀著 501.6ﾏ

川づくりをまちづくりに
樋口明彦著 川からのまちづく
り研究会著

517.5ｶ

観光まちづくりのエンジニアリング-観光振
興と環境保全の両立-

安島博幸監修 国土総合研究
機構観光まちづくり研究会著

689.4ｶ

奇跡を起こした村のはなし（ちくまプリマー
新書　０１０）

吉岡忍著 601.1ﾖ

行政ってなんだろう　新版（岩波ジュニア
新書　５８６）

新藤宗幸著 TE317ｼ

グリーン経済最前線（岩波新書 新赤版
1367）

井田徹治著 末吉竹二郎著 S519ｲ

「元気なまちづくり」のすすめ-成功のため
の3つの原則と9つのポイント-

国土交通省都市・地域整備局
都市総合事業推進室監修 元
気なまちづくり研究会編集

318.7ｹﾞ

減電社会-コミュニティから始めるエネル
ギー革命-

小澤祥司著 501.6ｵ

幸福な田舎のつくりかた-地域の誇りが人
をつなぎ、小さな経済を動かす-

金丸弘美著 601.1ｶ

木の葉、売ります。-ベンチャーに見る日
本再生へのヒント-(KUT起業家コース叢

高知工科大学大学院起業家
コース著

335ｺ

コンパクトなまちづくり-改正まちづくり三
法による都市構造改革-

都市計画協会編集 518.8ｺ

財政のしくみがわかる本(岩波ジュニア新
書  566)

神野直彦著 TE340ｼ

探す!わがまちの魅力-若手職員によると
しま区のススメ-

豊島区未来戦略推進プラン広
報プロジェクトチーム編著

318.2ｻ

仕事おこしワークショップ 傘木宏夫著 318.8ｶ
市民のための地方自治入門-サービスの
受け手から自治の担い手へ-  新訂版

佐藤竺監修 今川晃編 馬場健
編

318ｼ

「社会を変える」を仕事にする-社会起業
家という生き方-

駒崎弘樹著 335.8ｺ

社会貢献でメシを食う。-だから、僕らはプ
ロフェッショナルをめざす-

竹井善昭著 米倉誠一郎監修 335.8ﾀ

住民・行政・NPO協働で進める最新地域 山浦晴男著 318.6ﾔ
湘南C-X物語-新しいまちづくりの試み-
(有隣新書 74)

菅孝能著 長瀬光市著 518.8ｽ

食旅と観光まちづくり 安田亘宏著 689ﾔ
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展示テーマ：『まちづくり・ふるさとづくり』



タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
新・1%の向こうに見えるまちづくり-市川市
市民活動団体支援制度の5年間-

市川市1%支援制度記録チーム
編著

335.8ｼ

政治のキホン100 吉田文和著 TE310ﾖ
そうだ、葉っぱを売ろう!-過疎の町、どん
底からの再生-

横石知二著 602.1ﾖ

闘う市長-被災地から見えたこの国の真 桜井勝延著 開沼博聞き手 318.2ｻ
地域再生-逆境から生まれる新たな試み-
(岩波ブックレット No.851)

香坂玲著 318.6ｺ

地域再生の条件（岩波新書 新赤版 本間義人著 S318.6ﾎ
地域づくりの新潮流-スローシティ/アグリ
ツーリズモ/ネットワーク-

松永安光著 徳田光弘著 518.8ﾏ

地域の力-食・農・まちづくり-(岩波新書
新赤版 1115)

大江正章著 S601.1ｵ

デジタルアーカイブの構築と運用-ミュージ
アムから地域振興へ-(文化とまちづくり叢

笠羽晴夫著 007.5ｶ

ドキュメント・市民がつくったまちの憲法-
大和市自治基本条例ができるまで-

牛山久仁彦監修 大和市企画
部編著

318.2ﾄﾞ

図書館がまちを変える-発展する生涯学
習都市の姿 生涯学習まちづくり-

福留強著 全国生涯学習まちづ
くり協会監修

16.2ﾌ

図書館はまちの真ん中-静岡市立御幸町
図書館の挑戦-(図書館の現場 6)

竹内比呂也著 豊田高広著 平
野雅彦著

016.2ﾄ

特区・地域再生のつくり方
御園慎一郎編著 服部敦編著
大前孝太郎編著

318.6ﾄ

直島瀬戸内アートの楽園（とんぼの本）
福武總一郎ほか著 安藤忠雄
ほか著

706.9ﾅ

なぜ、川崎モデルは成功したのか?-中小
企業支援にイノベーションを起こした川崎
市役所-

藤沢久美著 601.1ﾌ

にっぽん自然再生紀行-散策ガイド付き-
(岩波科学ライブラリー 169)

鷲谷いづみ著 519.8ﾜ

はなぼん-わくわく演出マネジメント- 花井裕一郎著 016.2ﾊ
100%得をするふるさと納税生活-完全ガイ 金森重樹著 345ｶ
フィルムコミッションガイド-映画・映像によ
るまちづくり-

長島一由著 778.0ﾅ

沸騰!図書館-100万人が訪れた驚きのハ
コモノ-(角川oneテーマ21 D-23)

樋渡啓祐[著] 016.2ﾋ

ふるさと再生-架け橋を創る人たち-(現代
プレミアブック)

坪田知己著 318.6ﾂ

ふるさとづくり-集団・市町村・企業による
地域づくり51の事例- 2005

あしたの日本を創る協会編 318.6ﾌ　05

「ふるさと」の発想-地方の力を活かす-
(岩波新書 新赤版 1195)

西川一誠著 S318.6ﾆ

まち再生の術語集(岩波新書 新赤版 延藤安弘著 S318.8ｴ
まちづくりを学ぶ-地域再生の見取り図-
(有斐閣ブックス 457)

石原武政編 西村幸夫編 318.7ﾏ

まちづくりと景観(岩波新書 新赤版 985) 田村明著 S518.8ﾀ
まちづくり・都市計画なんでも質問室　改
訂版

柳沢厚編著 野口和雄編著 518.8ﾏ

まちづくりの新潮流-コンパクトシティ/
ニューアーバニズム/アーバンビレッジ-

松永安光著 518.8ﾏ

未来をつくろう!図書館で
神奈川の図書館を考えるつど
い編

010.2ﾐ



タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
みんなでつくるバイオマスタウン-地域に
夢と活力を-

日本有機資源協会編集 510.6ﾐ

みんなではじめる低エネルギー社会のつ
くり方-日本のエネルギー問題を解決する
15のポイント-

大久保泰邦著 石井吉徳監修 501.6ｵ

やらなきゃゼロ!-財政破綻した夕張を元気
にする全国最年少市長の挑戦-(岩波ジュ
ニア新書 731)

鈴木直道著 TE318ｽ

やれば必ず得する!ふるさと納税最新ガイ
ド（マキノ出版ムック）

345ﾔ

夕張再生市長-課題先進地で見た「人口
減少ニッポン」を生き抜くヒント-

鈴木直道著 318.2ｽ

夕張問題（祥伝社新書　070） 鷲田小彌太[著] 318.2ﾜ
妖怪になりそこなった男-水木しげるロー
ド物語-

黒目友則著 318.6ｸ

横浜改革中田市長1000日の闘い
<横浜改革>特別取材班著 相
川俊英著

318.2ﾖ

YOSAKOIソーラン祭り-街づくりNPOの経
営学-(岩波アクティブ新書 29)

坪井善明著 長谷川岳著 601.1ﾂ

若者のためのまちづくり（岩波ジュニア新
書　752）

服部圭郎著 TE518ﾊ

わたしたちはこうして里山を再生した-小
泉山から未来の子どもたちへ 茅野市-

小泉山体験の森創造委員会
編集 関塚正嗣監修

519.8ﾜ

該当件数：６５冊


