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「対話」で変える公務員の仕事
治体職員の「対話力」が未来を拓く

今村寛 公職研

SDGs×自治体実践ガイドブック 現場で活かせる知識と手法 高木超 学芸出版社

SDGs時代のパートナーシップ
成熟したシェア社会における力を持ち寄る協働へ

佐藤真久[編著] 学文社

コミュニティ・オーガナイジング
ほしい未来をみんなで創る5つのステップ

鎌田華乃子 英治出版

コミュニティ再生のための地域自治のしくみと実践 中川幾郎[編著] 学芸出版社

コミュニティ自治の理論と実践 前山総一郎 東京法令出版

コミュニティ政策
コミュニティ政策学会編集委員会
(編集)

東信堂

ちょっと待て!!自治基本条例 まだまだ危険、よく考えよう 村田春樹 青林堂

まちのファンをつくる自治体ウェブ発信テキスト 狩野哲也 学芸出版社

宮崎市地域自治区住民主体のまちづくり
宮崎市地域振興部地域コミュニティ
課地域まちづくり推進室

東信堂

参加したくなる会議のつくり方
公務員のためのファシリテーション入門

加留部貴行 ぎょうせい

市民・行政マン・NPO・学生への行政評価理論入門
実務と理論

田辺正 文化書房博文社

市民活動のための自治体入門 松下啓一 大阪ボランティア協会

市民自治のコミュニティをつくろう
宝塚市・市民の10年の取組みと未来

田中義岳 ぎょうせい

自治と参加・協働　ローカル・ガバナンスの再構築 羽貝正美[編著] 学芸出版社

新しい公共と自治の現場 寄本勝美 [編] コモンズ

新しい自治体の設計 3
持続可能な地域社会のデザイン

植田和弘(ほか編) 有斐閣

世界がもし100人の村だったら 完結編 池田香代子 [編] マガジンハウス

多数決を疑う 坂井豊貴 岩波書店

地方自治の現代用語 第2次改訂版 阿部齊 学陽書房

SDGsの実践
持続可能な地域社会の実現に向けて 自治体・地域活性化編

白田範史 [編]
先端教育機構事業構想
大学院大学出版部

コミュニティデザインの仕事 アドベンチャーブックで体験しよう studio‐L ブックエンド

コミュニティマネジメント つながりを生み出す場、プロセス、組織 坂倉杏介 中央経済社

コミュニティ自治の未来図 共創に向けた地域人財づくりへ 大杉覚 ぎょうせい

はじめての地域づくり実践講座 全員集合!を生み出す6つのリテラ
シー

石井大一朗[編著] 北樹出版

まちづくりプラットフォーム ヒト・カネ・バショのデザイン新刊
まちづくりプラットフォーム研究会
[編]

萌文社

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出版

持続可能な地域のつくり方 未来を育む「人と経済の生態系」のデザ
イン 実践地方創生×SDGs

筧裕介 英治出版

丹波市市民活動支援センター図書一覧(カテゴリ順）  2022/8/20現在

［A］地域自治の
　　　　しくみを知る

［B］地域づくりの
　　　　実践法



地域でアクションリサーチ 話し合いが変わる 平井太郎 農山漁村文化協会

地域再生 人口減少時代の地域まちづくり 鈴木浩[編著] 日本評論社

地方創生大全 木下斉 東洋経済新報社

あそびの生まれる場所 「お客様」時代の公共マネジメント 西川正 ころから

むらの困りごと解決隊 実践に学ぶ地域運営組織 農山漁村文化協会 [編] 農山漁村文化協会

自治会・町内会お悩み解決実践ブック トラブル解消、上手に運営! 水津陽子 実業之日本社

自治会・町内会と都市内分権を考える 名和田是彦 東信堂

地域再生と町内会・自治会 改訂新版 中田実 自治体研究社

町内会のすべてが解る!「疑問」「難問」100問100答
防犯・防災から快適なまちづくりまで

中田実(共著) じゃこめてい出版

令和・アフターコロナの自治会・町内会運営ガイドブック
こうして地域のリスクに備える!

水津陽子 実業之日本社

地域自治のしくみづくり実践ハンドブック新刊 中川幾郎[編著] 学芸出版社

「原因と結果」の経済学 データから真実を見抜く思考法 中室牧子 ダイヤモンド社

「人」財経営のすすめ
いま日本の企業に求められる「ヒトづくり」

佐竹隆幸
神戸新聞総合出版セン
ター

「分かち合い」の経済学 神野直彦 岩波書店

ぼくは13歳職業、兵士。 あなたが戦争のある村で生まれたら 鬼丸昌也 合同出版

新しい資本主義　希望の大国・日本の可能性 原丈人 ＰＨＰ研究所

世界がぐっと近くなるＳＤＧｓとボクらをつなぐ本 池上彰 [監修] 学研プラス

未来の年表 河合雅司 講談社

里山資本主義 藻谷浩介 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ソーシャルインパクト 玉村雅敏[編著] 産学社

強い地元企業をつくる 事業承継で生まれ変わった10の実践 近藤清人 学芸出版社

10000円のカレーライス NPOで見つけた心にのこる物語
日本財団CANPANプロジェクト
[編]

日本実業出版社

NPOのメディア戦略 悩みながら前進する米国NPOからのレッスン 金山智子 学文社

NPO実践マネジメント入門 第2版 パブリックリソースセンター [編] 東信堂

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 増補10版

齋藤力夫[編著] 税務経理協会

NPO法人の手引き　１　設立・運営編 ひょうご中間支援団体ネットワーク 兵庫県・神戸市

NPO法人の手引き　２　認定NPO法人編 ひょうご中間支援団体ネットワーク 兵庫県・神戸市

これだけは知りたい！一般社団・財団法人の設立について
第２版補訂版

公益法人協会

テキストブックNPO
非営利組織の制度・活動・マネジメント 第3版

雨森孝悦 東洋経済新報社

［B］地域づくりの
　　　　実践法

［C］自治会の
　　　　お悩み解決！

［D］経済のことが
       分かる！

［E］地域で輝く
       企業・会社

［F］NPOを運営
       するとは？



はじめてのＮＰＯ論 澤村明 有斐閣

まちづくりの「経営力」養成講座 木下斉 学陽書房

横浜の市民活動と地域自治 石井大一朗[編著] 東信堂

仕事学のすすめ 西郷真理子 ＮＨＫ出版

市民のネットワーキング 加藤哲夫 メディアデザイン

市民のマネジメント 加藤哲夫 メディアデザイン

実践ＮＰＯマネジメント 田尾雅夫 ミネルヴァ書房

新・共感のマネジメント 松本修一 大阪ボランティア協会

草の根NPO運営術 澤村明 ひつじ書房

非営利組織の経営 P．F．ドラッカー ダイヤモンド社

ｓｏｌｕｔｉｏｎ　「ファシリテーション能力」養成講座 問題解決ファシリテー
ター 「ファシリテーション能力」養成講座

堀公俊 東洋経済新報社

アイディア・イノベーション 堀公俊 日本経済新聞出版社

ぐるっと!プレゼン 西原猛 すばる舎リンケージ

チーム・ビルディング 堀公俊 日本経済新聞出版社

チームワーキング
ケースとデータで学ぶ「最強チーム」のつくり方

中原淳
日本能率協会マネジメ
ントセンター

ティール組織 マネジメントの常識を覆す次世代型組織の出現 フレデリック・ラルー 英治出版

ファシリテーション入門 堀公俊 日本経済新聞出版社

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
図でわかる!すぐに役立つ!

森時彦 ダイヤモンド社

プロ直伝！最高の結果を出すファシリテーション 山田豊 ナツメ社

ホウレンソウはいらない! ガラパゴス上司にならないための10の法則 本田直之 日本経済新聞出版社

謙虚なリーダーシップ 1人のリーダーに依存しない組織をつくる エドガー・H・シャイン 英治出版

今いるメンバーで「大金星」を挙げるチームの法則 『ジャイアントキリ
ング』の流儀

仲山進也 講談社

紙1枚で身につく!外資系コンサルのロジカルシンキング 大石哲之 宝島社

妄想する頭 思考する手 想像を超えるアイデアのつくり方 暦本純一 [編] 祥伝社

Google Workspace完全マニュアル DX推進に活用! 第2版 桑名由美 秀和システム

NPO法人会計基準 完全収録版 第3版 NPO法人会計基準協議会 [編] 八月書館

ビジネスエリートになるための教養としての投資 奥野一成 ダイヤモンド社

ぼくらがクラウドファンディングを使う理由 12プロジェクトの舞台裏 佐藤大吾 [監修] 学芸出版社

遺贈寄付ハンドブック 遺贈寄付を受ける団体や相談を受ける人が
知っておきたい大事なこと 改訂版

全国レガシーギフト協会 [編]
日本ファンドレイジング
協会

［F］NPOを運営
      するとは？

［G］最高のチーム
       を作るには

［H］お金を集める
    方法･届ける方法



寄付白書　2017 日本ファンドレイジング協会 [編]
日本ファンドレイジング
協会

金融ＮＰＯ 藤井良広 岩波書店

謙虚なコンサルティング クライアントにとって「本当の支援」とは何か エドガー・H．シャイン 英治出版

財務３表一体理解法 國貞克則 朝日新聞出版

社会的インパクトとは何か
社会変革のための投資・評価・事業戦略ガイド

マーク・J．エプスタイン 英治出版

助成財団NPO・市民活動のための助成金応募ガイド 助成金応募の
手引き助成金募集案内

助成財団センター(編集) 助成財団センター

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 英治出版

わかりあえないことから　コミュニケーション能力とは何か 平田オリザ 講談社

協力のテクノロジー 関係者の相利をはかるマネジメント新刊 松原明 学芸出版社

市民の日本語　NPOの可能性とコミュニケーション 加藤哲夫 ひつじ書房

心理職による地域コンサルテーションとアウトリーチの実践 コミュニ
ティと共に生きる

舩越知行[編著] 金子書房

地域デザイン思考 地域デザイン科学研究会 [編] 北樹出版

地域とゆるくつながろう! サードプレイスと関係人口の時代 石山恒貴[編著] 静岡新聞社

日本のコレクティブ・インパクト 協働から次のステップへ新刊 佐々木利廣[編著] 中央経済社

「わかりあえない」を越える 目の前のつながりから、共に未来をつくる
コミュニケーション・NVC

マーシャル・B．ローゼンバーグ 海士の風

かかわりの循環 コミュニティ実践の社会学 松宮朝 晃洋書房

キーワード地域社会学 地域社会学会 [編] ハーベスト社

関係人口の社会学　人口減少時代の地域再生 田中輝美 大阪大学出版会

孤立する都市、つながる街
全労済協会「つながり暮らし研究
会」 [編]

日本経済新聞出版社

行政とデザイン 公共セクターに変化をもたらすデザイン思考の使い
方

アンドレ・シャミネー ビー・エヌ・エヌ新社

自立型地域コミュニティへの道 人口減少に負けない豊かで元気な
地域をつくる

国土交通省総合政策局事業総括調
整官室 [監修]

ぎょうせい

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 ダイヤモンド社

熟議するコミュニティ 伊藤雅春 東信堂

心理的安全性のつくりかた
「心理的柔軟性」が困難を乗り越えるチームに変える

石井遼介
日本能率協会マネジメ
ントセンター

地域コミュニティ最前線 中田実[編著] 自治体研究社

地域の社会学 森岡清志 [編] 有斐閣

都市化とコミュニティの社会学 金子勇[編著] ミネルヴァ書房

なぜ環境保全はうまくいかないのか
現場から考える「順応的ガバナンス」の可能性

宮内泰介 [編] 新泉社

集まる場所が必要だ
孤立を防ぎ、暮らしを守る「開かれた場」の社会学

エリック・クリネンバーグ 英治出版

［H］お金を集める
    方法･届ける方法

［I］多様な主体が
      協働する

［J］地域コミュニ
      ティ・社会学



TEDトーク世界最高のプレゼン術 ジェレミー・ドノバン 新潮社

アイスブレイクベスト50 リラックスと集中を一瞬でつくる 青木将幸 ほんの森出版

アイデアのつくり方 ジェームス・W．ヤング ＣＣＣメディアハウス

オンラインでもアイスブレイク!ベスト50 不慣れな人もほっと安心 青木将幸 ほんの森出版

グラフィックファシリテーションの教科書 対話とアイデアを生む 山田夏子 かんき出版

しかけは世界を変える！！ 松村真宏 東京ニュース通信社

はじめてのファシリテーション 実践者が語る手法と事例 鈴木康久 [編] 昭和堂

ファシリテーション 実践から学ぶスキルとこころ 中野民夫 岩波書店

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

今日から使えるワークショップのアイデア帳
会社でも学校でもアレンジ自在な30パターン

ワークショップ探検部 翔泳社

仕掛学 人を動かすアイデアのつくり方 松村真宏 東洋経済新報社

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 解放出版社

人を動かすファシリテーション思考 ポイント図鑑 草地真 ぱる出版

描いて場をつくるグラフィック・レコーディング 2人から100人までの
対話実践

有廣悠乃[編著] 学芸出版社

問いのデザイン 創造的対話のファシリテーション 安斎勇樹 学芸出版社

「参加の力」が創る共生社会
市民の共感・主体性をどう醸成するか

早瀬昇 ミネルヴァ書房

「無理しない」地域づくりの学校
「私」からはじまるコミュニティワーク

岡山県社会福祉協議会 [監修] ミネルヴァ書房

なぜ人と人は支え合うのか　「障害」から考える 渡辺一史 筑摩書房

ネイバーフッドデザイン
まちを楽しみ、助け合う「暮らしのコミュニティ」のつくりかた

荒昌史 英治出版

プロボノ 新しい社会貢献新しい働き方 嵯峨生馬 勁草書房

ボランティアってなんだっけ？ 猪瀬浩平 岩波書店

ボランティア学のはじまり
阪神・淡路コミュニティ
基金

マイノリティデザイン 「弱さ」を生かせる社会をつくろう
コピーライターが福祉の世界に飛び込んでみたらできたこと

澤田智洋 ライツ社

希望につながるコミュニティ CS神戸の20年 CS神戸20年誌編集委員会
コミュニティ・サポートセ
ンター神戸

今日から成年後見人になりました
細かなことまでやさしくわかる成年後見の本 第2版

児島明日美 自由国民社

子ども・若者が創るアウトリーチ
支援を前提としない新しい子ども家庭福祉

荒井和樹 アイエス・エヌ

社会のために働く 未来の仕事とリーダーが生まれる現場 藤沢烈 講談社

社会的処方 孤立という病を地域のつながりで治す方法 西智弘 学芸出版社

知のスイッチ 「障害」からはじまるリベラルアーツ 嶺重慎 [編] 岩波書店

［K］地域の会議で
　　　 使ってみよう

［L］地域に役立つ
      活動を考えよう



地域福祉マネジメント 地域福祉と包括的支援体制 平野隆之 有斐閣

伴走型支援 新しい支援と社会のカタチ 奥田知志 [編] 有斐閣

包括的な支援体制のガバナンス
実践と政策をつなぐ市町村福祉行政の展開

永田祐 有斐閣

図解でわかる障害福祉サービス 二本柳覚 中央法規出版

はじめての地域防災マネジメント
災害に強いコミュニティをつくる

長谷川万由美[編著] 北樹出版

災害ボランティア入門 実践から学ぶ災害ソーシャルワーク 山本克彦[編著] ミネルヴァ書房

自衛隊防災ＢＯＯＫ  : 自衛隊OFFICIAL LIFE HACK CHANNEL マガジンハウス(編集) マガジンハウス

避難所に行かない防災の教科書
被災体験で分かった!2週間の自宅避難を乗り切る技術

西野弘章 扶桑社

ＰＴＡ、やらなきゃダメですか？ 山本浩資 小学館

テキスト生涯学習 学びがつむぐ新しい社会 第2版 田中雅文 学文社

現代の社会教育と生涯学習 新版 松田武雄[編著] 九州大学出版会

現代生涯学習と社会教育の自由 住民の学習権保障と生涯学習・社
会教育法制の課題

長澤成次 学文社

高齢者が動けば社会が変わる NPO法人大阪府高齢者大学校の挑
戦

大阪府高齢者大学校 [編] ミネルヴァ書房

子どもと学ぶボランティア 鳥居 一頼 大阪ボランティア協会

社会貢献教育ハンドブック 小学校から大学まで 地域・NPOと取り組
む

日本ファンドレイジング協会 [編]
日本ファンドレイジング
協会

新しい時代の生涯学習 関口礼子 有斐閣

新時代の社会教育と生涯学習 国生寿[編著] 学文社

生涯学習 多様化する自治体施策 大桃敏行[編著] 東洋館出版社

生涯学習「知縁」コミュニティの創造
学びを通じた人の絆が新しい地域・社会をつくる

瀬沼克彰 日本地域社会研究所

生涯学習の基礎 新版 鈴木眞理[編著] 学文社

地域リーダー力 女性リーダーの育ち方・育て方 荒金雅子 パド・ウィメンズ・オフィス

「探究」する学びをつくる 社会とつながるプロジェクト型学習 藤原さと 平凡社

学校と社会をつなぐ!
これからの人づくり・学校づくり・地域づくり

藤原文雄 学事出版

学校も地域もひらくコミュニティ・スクール
無理せず、楽しく、かろやかに

宮崎稔 農山漁村文化協会

地域学校協働のデザインとマネジメント コミュニティ・スクールと地域
学校協働本部による学びあい・育ちあい

熊谷愼之輔 学文社

ジェネレーター 学びと活動の生成 市川力[編著] 学事出版

教育ファシリテーション入門 人と集団が成長する場をつくる みらいずworks みらいずworks

協働デザイン入門　地域と学校でともに学びをつくる みらいずworks みらいずworks

［O］まちづくりに参
加する方法を知ろう

いちばんやさしいWordPressの教本
人気講師が教える本格Webサイトの作り方 第3版

石川栄和 インプレス

［N］社会教育・
       生涯学習

［L］地域に役立つ
      活動を考えよう

［M］災害に
       備えよう！



こどもSDGs なぜSDGsが必要なのかがわかる本 秋山宏次郎 [監修] カンゼン

ニュータウン再生 住環境マネジメントの課題と展望 山本茂 学芸出版社

プレイスメイキング アクティビティ・ファーストの都市デザイン 園田聡 学芸出版社

まちづくり：デッドライン 生きる場所を守り抜くための教科書 木下斉 日経ＢＰ社

まちづくりゲーム 環境デザイン・ワークショップ ヘンリー・サノフ 晶文社

まちづくりデザインゲーム 佐藤滋[編著] 学芸出版社

まちづくりの統計学 政策づくりのためのデータの見方・使い方 宇都宮浄人[編著] 学芸出版社

まちづくりの方法 日本建築学会 [編] 丸善

ムズカシそうなSDGsのことがひと目でやさしくわかる本 本田亮 小学館

甘い物は脳に悪い 笠井奈津子 幻冬舎

市民のためのまちづくり入門 吉野正治 学芸出版社

市民参加と合意形成 都市と環境の計画づくり 原科幸彦[編著] 学芸出版社

市民参加のまちづくり マスタープランづくりの現場から 渡辺俊一[編著] 学芸出版社

市民参加のまちづくり 事例編 NPO・市民・自治体の取り組みから 西川芳昭[編著] 創成社

地元コミュニティの水を飲もう 鳥越皓之 東信堂

都市をたたむ 人口減少時代をデザインする都市計画 饗庭伸 花伝社

働かないアリに意義がある 長谷川英祐 メディアファクトリー

暮らしのなかのSDGs 今と未来をつなげるものさし アノニマ・スタジオ [編] ＫＴＣ中央出版

「もう一度会いたい」と思われる人になる インタープリターが伝えるコ
ミュニケーションと探究の極意

菊間彰 学事出版

まちづくり市民事業 新しい公共による地域再生 佐藤滋[編著] 学芸出版社

稼ぐまちが地方を変える 木下斉 ＮＨＫ出版

場づくりから始める地域づくり 創発を生むプラットフォームのつくり方 飯盛義徳[編著] 学芸出版社

地域デザイン技法 地域デザイン科学研究会 [編] 北樹出版

地域を自立させる人々 持続可能な地域社会の創造 三上亨 文眞堂

地域人材を育てる手法 中塚雅也[編著] 農山漁村文化協会

地方都市の持続可能な発展を目指して 北川忠明[編著] 山形大学出版会

田舎のパン屋が見つけた「腐る経済」 渡邉格 講談社

凡人のための地域再生入門 地元がヤバい…と思ったら読む 木下斉 ダイヤモンド社

［Q］農村・
       中山間地域

「集落の教科書」のつくり方 移住者を助けるガイドブック 田畑昇悟 農山漁村文化協会

［O］まちづくりに参
加する方法を知ろう

［P］地域の産業を
    活性化するには？



早わかり中山間地域等直接支払活動の手引き 事務処理・共同取組
活動・組織運営

農山漁村文化協会 [編] 農山漁村文化協会

中山間地域ハンドブック 佐藤洋平 [監修] 農山漁村文化協会

都市と地方をかきまぜる 高橋博之 光文社

農村女性の社会学 地域づくりの男女共同参画 藤井和佐 昭和堂

里山を食いものにしよう 和田芳治 ＣＣＣメディアハウス

「やさしい」って、どういうこと？ アルボムッレ・スマナサーラ 宝島社

カウンセリングと人間性 河合隼雄 創元社

しんがりの思想 鷲田清一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

マンガでやさしくわかる傾聴 古宮昇
日本能率協会マネジメ
ントセンター

顔が笑うこころが笑う脳が笑う 中井宏次 春陽堂書店

心の休ませ方 「つらい時」をやり過ごす心理学 愛蔵版 加藤諦三 ＰＨＰ研究所

世界は贈与でできている 資本主義の「すきま」を埋める倫理学 近内悠太 ニューズピックス

篠山と丹波知らない町の、家族に帰る。 砂田麻美 丹波県民局

捨女句集 田捨女 和泉書院

丹波のむかしばなし　第10集
財団法人兵庫丹波の森
協会

丹波のむかしばなし　第1集
財団法人兵庫丹波の森
協会

丹波のむかしばなし　第2集
財団法人兵庫丹波の森
協会

丹波のむかしばなし　第3集
財団法人兵庫丹波の森
協会

丹波のむかしばなし　第4集
財団法人兵庫丹波の森
協会

丹波のむかしばなし　第5集
財団法人兵庫丹波の森
協会

丹波のむかしばなし　第6集
財団法人兵庫丹波の森
協会

丹波のむかしばなし　第７集
財団法人兵庫丹波の森
協会

丹波のむかしばなし　第8集
財団法人兵庫丹波の森
協会

丹波のむかしばなし　第9集
財団法人兵庫丹波の森
協会

丹波の森 財団法人丹波の森協会

丹波市誌 丹波市

柏原高校の校長室から ホームページで発信し続けた3年間 吉田和志
神戸新聞総合出版セン
ター

平成30年のじぎく文芸賞
兵庫県・公益財団法人
兵庫県人権啓発協会

平成美和風土記 美和地区自治振興会

［T］調べ方・書き方 1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365 デイヴィッド・S．キダー 文響社

［Q］農村・
       中山間地域

［R］人生訓・考え方
       から学ぼう

［S］丹波のことを
       知ろう



記者ハンドブック 新聞用字用語集 第13版 共同通信社[編著] 共同通信社

自分で調べる技術 宮内泰介 岩波書店

実践自分で調べる技術 宮内泰介 岩波書店

取材・執筆・推敲 書く人の教科書 古賀史健 ダイヤモンド社

走れ！移動図書館　本でよりそう復興支援 鎌倉幸子 筑摩書房

地域を変えるミュージアム 未来を育む場のデザイン 玉村雅敏[編著] 英治出版

超訳「カタカナ語」事典 すっきりわかる! 愛蔵版 造事務所[編著] ＰＨＰ研究所

読みたいことを、書けばいい。 人生が変わるシンプルな文章術 田中泰延 ダイヤモンド社

1枚デザインの構図とレイアウト パイインターナショナル

なるほどデザイン 目で見て楽しむデザインの本。 筒井美希
エムディエヌコーポレー
ション

ノンデザイナーズ・デザインブック 第4版 RobinWilliams マイナビ出版

やってはいけないデザイン
素人デザインをほめられデザインに変えてきたプロが教える

平本久美子 翔泳社

コミュニティ・メディア コミュニティFMが地域をつなぐ 金山智子[編著] 慶應義塾大学出版会

コミュニティFM進化論 地域活力・地域防災の新たな担い手 紺野望 ショパン

コミュニティメディアの未来 新しい声を伝える経路 松浦さと子[編著] 晃洋書房

パブリックリレーションズ 戦略広報を実現するリレーションシップマネ
ジメント 第2版

井之上喬 日本評論社

ラジオは君を救ったか？ 大震災とコミュニティFM 米村秀司[編著] ラグーナ出版

非営利団体の資金調達ハンドブック
ファンドレイジングに成功するポイントのすべて

徳永洋子 時事通信出版局

非営利放送とは何か 松浦さと子[編著] ミネルヴァ書房

9割がバイトでも最高のスタッフに育つディズニーの教え方 福島文二郎 中経出版

9割がバイトでも最高の感動が生まれるディズニーのホスピタリティ 福島文二郎 中経出版

9割がバイトでも最高の成果を生み出すディズニーのリーダー 福島文二郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ボードゲームカタログ202 すごろくや [編] スモール出版

ボードゲームワールド 小野卓也 スモール出版

AtoZが世界を変える！ 塩見直紀
綾部ローカルビジネスデ
ザイン研究所

machidas　まちをつくるひとをつくる　-マチダス- 大滝聡
NPO法人まちづくり学
校

オンラインのあたたかい場づくり自主研究ノート ver.1
特定非営利活動法人ハンズオン埼
玉

ハンズオン埼玉

じぶん資源とまち資源の見つけ方 塩見直紀
綾部ローカルビジネスデ
ザイン研究所

スモールビジネスのつくり方問題集 塩見直紀
スモールビジネス女性
企業塾

［U］デザインのコツ

［V］コミュニティ
       メディア

［W］人を育てる

［X］みんなで遊ぼう

［Y］地域づくりに関
する冊子

［T］調べ方・書き方



ソシオ・マネジメント　vol.3-2016 川北秀人
IHOE［人と組織と地球
のための国際研究所］

まちあるきスタイルブック 大滝聡　他
特定非営利活動法人ま
ちづくり学校

まちづくりガバナンスと市民協働 新川達郎
特定非営利活動法人
NPO政策研究所

みんなでめざそう！地域づくりとソーシャルワークの展開
これからの地域づくりを担うソーシャ
ルワーク現任者の実践力の強化・育
成に関する企画委員会(編集)

全国社会福祉協議会

ローカルビジネスデザイン研究所のつくり方 塩見直紀
綾部ローカルビジネスデ
ザイン研究所

ローカルビジネスのつくり方問題集 塩見直紀
綾部ローカルビジネスデ
ザイン研究所

塩見直紀AtoZ 塩見直紀
福知山公立大学　塩見
直紀研究所

参加のチカラで創る市民社会
認定特定非営利活動法人日本ボラ
ンティアコーディネーター協会

市民の参加と協働を進める多様なコーディネーション実践研究集会
2021　報告書

認定特定非営利活動法人日本ボラ
ンティアコーディネーター協会

JVCA

市民の参加と協働を進める多様なコーディネーション実践研究集会
2022

認定特定非営利活動法人日本ボラ
ンティアコーディネーター協会

JVCA

自治基本条例から自治の政策・戦略をリーバースする 山下淳

自治基本条例は自治構造改革のツール 提中富和
特定非営利活動法人
NPO政策研究所

丹波「社会的つながり」プロジェクト　2021年度報告書
特定非営利活動法人丹波ひとまち
支援機構

特定非営利活動法人丹
波ひとまち支援機構

地域づくりを支援する人のためのケースブック
一般社団法人明石コ
ミュニティ創造協会

中間支援組織の20年
ひょうご中間支援の２０
年研究会

分権改革と自治基本条例 阿部昌樹
特定非営利活動法人
NPO政策研究所

明石の市民活動１９５
一般社団法人明石コ
ミュニティ創造協会

翼と根っこと 塩見直紀 半農半Xパブリッシング

集落での話合いの手引き
特定非営利活動法人みんなの集落
研究所

特定非営利活動法人み
んなの集落研究所

ソシオ・マネジメント　vol.6-2018 川北秀人
IHOE［人と組織と地球
のための国際研究所］

「学ぶ」を支える場づくりのコツ NPO法人場とつながり研究センター
NPO法人場とつながり
研究センター

「学ぶ」を支える場づくりのコツ NPO法人場とつながり研究センター
NPO法人場とつながり
研究センター

地域づくりガイド「＋NOTE」 いちのせき市民活動センター
いちのせき市民活動セ
ンター

市民活動総合情報誌　ウォロ　10・11 大阪ボランティア協会 大阪ボランティア協会

市民活動総合情報誌　ウォロ　12・1 大阪ボランティア協会 大阪ボランティア協会

市民活動総合情報誌　ウォロ　4・5 大阪ボランティア協会 大阪ボランティア協会

市民活動総合情報誌　ウォロ　6・7 大阪ボランティア協会 大阪ボランティア協会

市民活動総合情報誌　ウォロ　8・9 大阪ボランティア協会 大阪ボランティア協会

［Z］地域づくりに
       関する雑誌

［Y］地域づくりに
       関する冊子


