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岡山創生学に関する３つのキーワード関連図書リスト
資料ID タイトル 責任表示 請求記号

0003129566 大学新入生に薦める101冊の本 新版 広島大学101冊の本委員会編 019/HI
0002743848 読書からはじまる 長田弘著 019/OS
0001557428 生きがいについて (神谷美恵子著作集:1||1) 081.6/KA/1
0003017141 知ることより考えること 池田晶子著 104/IK

0003050360 社長の半生オレ反省 [1]

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
編 159/HI/1

0003319220 色紙が伝える人間力 : 若い君達への応援メッセージ 景山哲臣著 159/KA
0003165955 働く君に贈る25の言葉 佐々木常夫著 159/SA
0003321097 君たちはどう生きるか 吉野源三郎著 159/YO
0003320849 岡山の医学・学問と文化を訪ねて 槇野博史写真・文 291.75/MA
0003315437 日本がもし100人の村だったら 池上彰著 302.1/IK
0003315508 お役所しごと入門 (日経プレミアシリーズ:185) 山田咲道著 317.6/YA
0003287821 町の未来をこの手でつくる : 紫波町オガールプロジェクト 猪谷千香著 318.6/IG
0003315222 地域を変えるデザイン : コミュニティが元気になる30のアイデア issue+design project著 318.6/IS
0003328345 ふるさと革命 : "消滅"に挑むリーダーたち 片山修著 318.6/KA
0003328407 地方創生ビジネスの教科書 増田寛也監修・解説 318.6/MA

0003329342 地方創生実現ハンドブック

トーマツベンチャーサポート
株式会社, 日経トップリー
ダー著 318.8/TO

0003172389 コミュニティデザイン : 人がつながるしくみをつくる 山崎亮著 318.8/YA

0003337068 地方創生に役立つ!「地域データ分析」の教科書 (地域人別冊)
日本青年会議所, 大正大学地
域構想研究所共同編集 331.19/NI

0001129399 岡山の企業家精神
岡山商科大学附属経営研究所/
編 335.13/OK

0003315339 フューチャーセンターをつくろう : 対話をイノベーションにつなげる仕組み 野村恭彦著 336.17/NO
0003339848 採用基準 : 地頭より論理的思考力より大切なもの 伊賀泰代著 336.3/IG

0003317619
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・フォーラム編 336/NI

0003354041 慈愛と福祉岡山の先駆者たち 1 山陽放送学術文化財団編 369.021/JI/1
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0002805414 ボランティアとよばれた198人 : 誰が神戸に行ったのか ながた支援ネットワーク編 369.04/HA

0002618457 堀田力のふれあいボランティア・ガイド : 学生も、企業人も、シニアも 堀田力, さわやか福祉財団編 369.04/HO
0002861716 こんな夜更けにバナナかよ : 筋ジス・鹿野靖明とボランティアたち 渡辺一史著 369.27/WA
0003091263 メイク・ア・ウィッシュの大野さん 大野寿子著 369.49/ON

0003317431 学生のためのボランティア論
岡本榮一, 菅井直也, 妻鹿ふみ
子編 369.7/OK

0002722670
ボランティアが変える世界 : 自己発見の時代 : 人的ネットワークを通じて地域社
会を構築する ケン・アレン著 369/AL

0001729282 ボランティアブック : これから始めるあなたへ
ボランティア・ワ-クショップ
編著 369/BO

0003174650
ボランティア (ぼらんてぃあ) まるごとガイド : 参加のしかた・活動のすべて 改
訂版 (まるごとガイドシリーズ:10) 369/BO

0002591166 ボランティアという生き方 (朝日選書:550)
ロバート・コールズ著/池田比
佐子訳 369/CO

0002666873 ボランティアのための福祉心理学 藤野信行著 369/FU
0003121113 大学生のためのボランティア活動ハンドブック 藤田久美編著 369/FU
0001050424 だから風人 : ボランティア365の若者たち 風人の会/編 369/KA
0002805325 “わたくし流"ボランティアのすすめ : あなたはもう活動をしていた 木原孝久著 369/KI
0002618546 ボランティア・ガイドブック : 共感主義ボランティア入門 M・マグレガー[ほか]著 369/MC
0002439714 実践ボランティア・コーディネーター 巡静一編著 369/ME
0002520103 基礎から学ぶボランティアの理論と実際 巡静一, 早瀬昇編著 369/ME
0003329333 ボランティアを生みだすもの : 利他の計量社会学 三谷はるよ著 369/MI
0002910894 ボランティアのすすめ : 基礎から実践まで (実践のすすめ) 守本友美[ほか]編著 369/MO
0003136329 ボランティア社会の誕生 : 欺瞞を感じるからくり 中山淳雄著 369/NA

0003328309 「ボランティア」の誕生と終焉 : 「贈与のパラドックス」の知識社会学 仁平典宏著 369/NI
0001613298 ボランティアにおくる14章 大阪ボランティア協会/編 369/OS

0002862446 ボランティアの時代 : 「共生」の思想を考える
淑徳大学エクステンションセ
ンター編集 369/SH

0003341955
はぐくもう!自立型災害ボランティアマインド : 自然災害と被災地支援 (自然体験
教育ブックレット:4) 能條歩著 375.15/NO/4



3/3

資料ID タイトル 責任表示 請求記号

0003144116
「カタリバ」という授業 : 社会起業家と学生が生み出す"つながりづくり"の場と
しくみ 上阪徹著 375.6/UE

0003315160
社会人基礎力育成の手引き : 日本の将来を託す若者を育てるために : 教育の実践
現場から 経済産業省編集 377.15/KE

0002961524 大学生の学び・入門 : 大学での勉強は役に立つ! (有斐閣アルマ:Interest) 溝上慎一著 377.15/MI
0003114038 ボランティア教育の新地平 : サービスラーニングの原理と実践 桜井政成, 津止正敏編著 377.15/SA

0003319319
コミュニティカフェ宮筋文化堂 : 人と文化の交差点 : 地域活性化のためのコミュ
ニティカフェの活動報告書 伊丹絢香著 379.2/IT

0003319328 笠岡の未来をつくる新しいしごと  :  笠岡市産業振興ビジョン別冊 長井美暁編集 379.2/NA
0003320778 西阿知と花筵業 : 三宅松三郎商店の歩み 三宅隆著 583.9/MI

0003317360 日本ジーンズ物語 : イノベーションと資源ベース理論からの競争優位性 杉山慎策著 589.21/SU

0003036084 日本のイノベーション・岡山のパイオニア : 公開講座講演集 1: 2007年
山陽学園大学・山陽学園短期
大学社会サービスセンター編 602.175/SA/1

0003033663 日本のイノベーション・岡山のパイオニア : 公開講座講演集 2: 2008年
山陽学園大学・山陽学園短期
大学社会サービスセンター編 602.175/SA/2

0003315115 吉備国「農」の風景 : 生命産業・人間産業讃歌 村上進通著 612.175/MU
0003316569 愛晴(あっぱ)れ!フルーツ王国おかやま 小玉康仁著 625/KO

0003126010 もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら 岩崎夏海著 913.6/IW
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