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　　　　地域の棚にはこんな本が・・・
資料ID タイトル 責任表示 請求記号

0003317566 岡山の自然と文化 : 郷土文化講座から 37 岡山県郷土文化財団 090/OK/37
0003339731 岡山の自然と文化 : 郷土文化講座から 38 岡山県郷土文化財団 090/OK/38
0003337808 岡山-古本屋巡礼 : 古書雑話 柘野,健次 024.8/TU

0003110030 社長の半生オレ反省 なでしこ社長編

広島経済大学興動館サクセス
ストーリー出版プロジェクト /
広島経済大学 159/HI/2

0003268326 社長の半生オレ反省 おもてなし編

広島経済大学興動館サクセス
ストーリー出版プロジェクト /
広島経済大学 159/HI/3

0003315464 縄文の神々と古代吉備王国 井上, 日出男 217.5/IN

0003315277 瀬戸内海を科学する part 2 (シリーズ『岡山学』:11-12)
岡山理科大学『岡山学』研究
会 291.75/OK/12

0003319257 「希望の島」への改革 : 分権型社会をつくる (NHKブックス:906) 神野, 直彦(1946-) 302.1/NH/906

0003315384 2030年世界はこう変わる : アメリカ情報機関が分析した「17年後の未来」
National Intelligence Council
(U.S.) / 谷町, 真珠 304/BE

0003315286 ドラッカーの遺言 (講談社BIZ)
Drucker, Peter Ferdinand,
1909- / 窪田, 恭子(1974-) 304/DR

0003315393 二〇三〇年日本「不安」の論点 産経新聞社会部 304/SA

0003343753 地域政策入門 : 未来に向けた地域づくり
藤井, 正(1957-)/ 片山, 善博
(1951-)ほか 318/FU

0003328363 地方創生の正体 : なぜ地域政策は失敗するのか (ちくま新書:1150) 山下, 祐介(1969-) / 金井, 利之 318/YA
0003328372 地域再生の失敗学 (光文社新書:812) 飯田, 泰之(1975-) ほか 318.6/ID
0003266939 地方創生まちづくり大事典 : 地方の未来、日本の未来 竹本, 昌史 318.6/TA
0003328354 地方創生の罠 (イースト新書:071) 山田, 順(1952-) 318.6/YA
0003315197 コミュニティ自治の理論と実践 前山, 総一郎(1959-) 318.8/MA
0003238739 コミュニティデザインの時代 : 自分たちで「まち」をつくる (中公新書:2184) 山崎, 亮(1973-) 318.8/YA

0003238748 まちの幸福論 : コミュニティデザインから考える
山崎, 亮(1973-) / NHK「東北発
☆未来塾」制作班 318.8/YA

0003315188 コミュニティ・マネージメント : ドイツの地域再生戦略 室田, 昌子 318.934/MU
0003028377 新経済成長戦略 2008改訂版 経済産業省 332.107/KE
0003315419 「人口減少経済」の新しい公式 : 「縮む世界」の発想とシステム 松谷, 明彦(1945-) 332.107/MA
0003328381 人口減少日本であなたに起きること (講談社現代新書:2475. 未来の年表:2) 河合, 雅司(1963-) 334.31/KA

2020.1.6～2020.1.31
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0003315295 2020年の日本人 : 人口減少時代をどう生きる 松谷, 明彦(1945-) 334.31/MA

0003329397 創生戦略篇 (中公新書:2333. 地方消滅) 増田, 寛也(1951-) / 冨山, 和彦 334.31/MA

0003173902 スティーブ・ジョブズ驚異のイノベーション : 人生・仕事・世界を変える7つの法則
Gallo, Carmine / 井口, 耕二
(1959-) / 外村, 仁 335.13/GA

0003315366 幸之助論 : 「経営の神様」松下幸之助の物語 Kotter, John P.ほか 335.13/KO
0003315446 トップリーダーたちの経営構想力 外川, 洋子(1952-) 335.13/TO
0003295403 新しい時代を創れ! : 実践起業論 南部, 修太郎(1946-) 335.21/NA
0003156465 ベンチャー経営心得帳 南部, 修太郎(1946-) 335.21/NA

0003317600
トコトンやさしいプロジェクトマネジメントの本 (B&Tブックス. 今日からモノ知り
シリーズ)

日本プロジェクトマネジメン
ト・フォーラム 336/NI

0003317628
トコトンやさしいプロジェクトマネジメントの本 (B&Tブックス. 今日からモノ知り
シリーズ)

日本プロジェクトマネジメン
ト・フォーラム 336/NI

0003315348 早稲田の杜を変えた組織の「知恵」 : WISDOMによる企画立案 黒田, 学(1954-) 336.1/KU
0003315099 テクノロジーマネジメントの考え方・すすめ方 第2刷 (CK books) 古田, 健二 336.17/FU
0002943875 MOT技術経営の本質と潮流 (MOTテキスト・シリーズ) 桑原, 裕 / 安部, 忠彦 336.17/KU
0003315302 産学連携 : 「中央研究所の時代」を超えて 西村, 吉雄(1942-) 336.17/NI
0002956050 MOT「技術経営」入門 (Management text) 延岡, 健太郎(1959-) 336.17/NO
0003315106 産学協同と研究開発戦略 : 知的資産活用のマネジメント 田口, 敏行(1962-) 336.17/TA
0003315311 これからの思考の教科書 : 論理、直感、統合--現場に必要な3つの考え方 酒井, 穣(1972-) 336.2/SA
0003319248 雇用再生 : 持続可能な働き方を考える (NHKブックス:1209) 清家, 篤(1954-) 366.21/NH/1209
0003315428 「経営職」を育成する技術 : 次世代リーダーはこうしてつくる 亀井, 敏郎(1950-) 336.4/KA
0003315204 あなたの会社の健康度と処方箋 : 1時間で自己診断! 日本経営士会 336.83/MA
0003315482 10年後に差が出る!富を作るために「お金」と「経済」を学びなさい 菅下, 清広(1946-) 338.12/SU
0003319239 日本的想像力の未来 : クール・ジャパノロジーの可能性 (NHKブックス:1163) 東, 浩紀(1971-) 361.5/NH/1163

0003315400 2050老人大国の現実 : 超高齢化・人口減少社会での社会システムデザインを考える
小笠原, 泰(1957-) / 渡辺, 智之
(1957-) 364/OG

0003328390 人口減少と社会保障 : 孤立と縮小を乗り越える (中公新書:2454) 山崎, 史郎(1954-) 364.021/YA

0003317306 「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

竹端, 寛(1975-) / 尾野, 寛明
(1982-) / 西村, 洋己(1984-) / 岡
山県社会福祉協議会 369/TA

0003328318 学習する学校 : 子ども・教員・親・地域で未来の学びを創造する Senge, Peter M. ほか 370.4/SE

0003315179
未来をつくる教育ESDのすすめ : 持続可能な未来を構築するために (日本標準ブック
レット:No.9)

多田, 孝志(1945-) / 手島, 利夫 /
石田, 好広 371.5/NI/9

0003315231 ホリスティック教育論 : 日本の動向と思想の地平 吉田, 敦彦(1960-) 371.5/YO



3/4

資料ID タイトル 責任表示 請求記号

0003357711 「つながり格差」が学力格差を生む 志水, 宏吉(1959-) 372.1/SH
0003316247 新しいボランティア学習の創造 長沼, 豊(1963-) 375/NA

0003354023 対話で創るこれからの「大学」 大阪大学COデザインセンター 377.04/OS
0003315320 消える大学残る大学 : 全入時代の生き残り戦略 諸星, 裕(1946-) 377.1/MO
0003329360 学生を思考にいざなうレポート課題 成瀬, 尚志 ほか 377.15/NA

0003329351
現代社会をタフに生き抜く新しい学力の育成と評価 : 2020年大学入試改革を見すえ
て (PROG白書:2016) PROG白書プロジェクト 377.15/PR

0003340065 まちがキャンパス : アクティブ・ラーニングが学生と地域を強くする 眞鍋, 和博 ほか 377.28/MA

0002914650 大学力 : 早稲田の杜から「変える力」を考える 白井, 克彦 / 枝廣, 淳子(1962-) 377.28/SH

0002918818 大学力 : 早稲田の杜から「変える力」を考える 白井, 克彦 / 枝廣, 淳子(1962-) 377.28/SH

0003328327
「ローカルな知」の可能性 : もうひとつの生涯学習を求めて (日本の社会教育:第52
集) 日本社会教育学会 379/NI

0003337504 食文化の諸相 : 海藻・大衆魚・行事食の食文化とその背景 今田, 節子(1947-) 383.8/IM

0003161822 岡山の「災害」を科学する (シリーズ『岡山学』:9)
岡山理科大学『岡山学』研究
会 451.981/OK

0003320769 世界でたったひとつの動物園 : 渋川動物公園ができるまで 宮本, 純男(1937-) 480.76/MI
0003315357 日本のモノづくりはいつの時代も世界のお手本なんです。 赤池, 学(1958-) 502.1/AK

0003315375 図説50年後の日本

東京大学・野村證券共同研究
「未来プロデュースプロジェ
クト」 504/TO

0003315213
産学官連携イノベーションに向けた挑戦 : JSTイノベーションプラザ・サテライトの
取組事例集 科学技術振興機構 507/KA

0003315151 大学と研究機関のための知的財産教本 改訂版 辻本, 一義(1942-)ほか 507.2/TU

0003328336 「まちなか」から始まる地方創生 : クリエイティブ・タウンの理論と実践
福川, 裕一(1950-) / 城所, 哲夫
(1958-) 518.8/FU

0003315080 実践・地区まちづくり : 発意から地区計画へのプロセス
上山, 肇 / 加藤, 仁美 / 吹抜, 陽
子 / 白木, 節子 518.8/KA

0003341937 児島湖読本 : どっこい生きている児島湖

児島湖流域エコウェブ児島湖
読本実行委員会 / 児島湖流域エ
コウェブ 519.4/KO

0003341946 児島湖グリーンガイド : 歩いて探そう!水辺の生き物
児島湖流域エコウェブ / 沖, 陽
子(1951-) 519.8/KO
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0003329379 タカラは足元にあり! : 地方経済活性化戦略 金丸, 弘美(1952-) 601.1/KA

0003315133 地域産業創生と創造的中小企業 中村, 良平 / 江島, 由裕(1963-) 601.1/NA

0003353973
地域資源を基盤とする創造的復興とレジリエンス力強化に関する実践研究 (科学研究
費基盤研究(A)研究成果報告書:平成27-30年度)

逢坂, 卓郎(1948-) / 五十殿, 利
治(1951-) / 山本, 早里 601.1/OU

0003343459 地域マーケティングへの挑戦 : 『まち』活性化ノウハウ (B&Tブックス) 上野, 祐子 601.1/UE

0003320705
変わる「豊かさ」の意味 (地域産業の「現場」を行く : 誇りと希望と勇気の30話:第7
集) 関, 満博(1948-) 602.1/CH/7

0003315124 農山村再生の実践 (JA総研研究叢書:4) 小田切, 徳美(1959-) 611.92/OD
0003317379 勝ち組企業の広報・PR戦略 : この1冊で多彩な勝ちパターンが学べる! 山見, 博康 674/YA
0003315455 ヒット商品は自然界に学べ : もうかる中小企業への変身の鍵 坪井, 清(1934-) 675.3/TU
0003315240 実践超高収益商品開発ガイド : 粗利80%実現7つのステップ 高杉, 康成 675.3/TA
0003315268 地域振興と観光ビジネス 羽田, 耕治 689/CH
0003315259 観光につける薬 : サスティナブル・ツーリズム理論 島川, 崇(1970-) 689/SH

0003337979
里山を創生する「デザイン的思考」 : 開業3か月で稼働率9割の宿、「里山十帖」の
成功の法則 岩佐, 十良(1967-) 689.8/IW

0003315142 文化と都市の公共政策 : 創造的産業と新しい都市政策の構想 後藤, 和子(1954-) 709/GO
0003334325 ワークショップのはなしをしよう : 芸術文化がつくる地域社会 今井, 良朗(1946-) 709.1/IM
0003334165 デザインとコミュニティ 上原, 幸子ほか 757/UE
0003122227 ニッポンの風景をつくりなおせ : 一次産業×デザイン=風景 梅原, 真(1950-) 727/UM
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