
図書新着情報  
新しい図書が入荷しました！閲覧や貸出が可能です。お気軽にご利用ください！！ 

番号 分野 書籍名 著者・編者 発行所 

1 CSR SDGs経営の時代に求められる CSR とは何か 関 正雄 著 第一法規 

2 NPO運営 京都 NPO最善戦 共生と包摂の社会へ 
平尾 剛之／編著 

内田 香奈／編著 
京都新聞出版センター 

3 NPO運営 
社会変革のためのシステム思考実践ガイド 

共に解決策を見出し、コレクティブ・インパクトを創造する 

著者：デイヴィッド・ピーター・ストロー 

監訳者：小田理一郎 

訳者：中小路佳代子 

英治出版 

4 ボランティア 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 有斐閣 

5 ボランティア 
「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 

6 ボランティア 
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 文藝春秋(文春文庫) 

7 ボランティア ＰＴＡ、やらなきゃダメですか？ 山本 浩資 小学館新書 

8 ボランティア 
テキスト市民活動論 

－ボランティア・NPOの実践から学ぶ－ 第２版 
早瀬昇・水谷綾・永井美佳・岡村こず恵 他 大阪ボランティア協会; 2版 

9 ボランティア 
寝ても覚めても市民活動論 ミーティングや講座の帰り道

に読む 35の視点 
早瀬昇・水谷綾・永井美佳・岡村こず恵 他 大阪ボランティア協会 

10 まちづくり 
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） 

霜浦 森平 （編著） 
北樹出版 

11 まちづくり 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 ころから株式会社 



12 まちづくり 地方に「かえ～る人」1－自分スタイルではたらく、暮らす 丸尾 宜史 編 吉備人出版 

13 まちづくり 地方に「かえ～る人」2－自分スタイルではたらく、暮らす 丸尾 宜史 編 吉備人出版 

14 まちづくり 地方に「かえ～る人」3－自分スタイルではたらく、暮らす 丸尾 宜史 編 吉備人出版 

15 まちづくり 未来の年表 人口減少日本でこれから起きること 河合雅司 著 講談社現代新書 

16 まちづくり 未来の年表２ 人口減少日本であなたに起きること 河合雅司 著 講談社現代新書 

17 まちづくり 概説市民社会論 今田 忠  関西学院大学出版会 

18 災害 
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 

19 災害 
災害に立ち向かう人づくり 

減災社会構築と被災地復興の礎 

室崎 益輝 編 

冨永 良喜 編 

兵庫県立大学大学院 

減災復興政策研究科 編 

ミネルヴァ書房 

20 災害 
復興から学ぶ市民参加型のまちづくり 

―中間支援とネットワーキング― 

風見正三 (編集), 

佐々木 秀之 (編集) 
創成社 

21 災害 被災者支援プログラム集  アクションプラン推進会議 
東京ボランティア・市民活動セ

ンター 

22 えほん みえるとか みえないとか ヨシタケシンスケ/伊藤亜紗 アリス館 

23 えほん それしか ないわけ ないでしょう ヨシタケシンスケ 白泉社 

24 えほん こどものとうひょう おとなのせんきょ かこさとし 復刊ドットコム 

25 えほん 道はみんなのもの 
クルーサ＝文 

モニカ・ドペルト＝絵 

岡野富茂子・岡野恭介＝共訳 
さえら書房 

26 えほん そのこ 
谷川俊太郎 詩 

塚本やすし 絵 
晶文社 



27 えほん なにか、わたしにできることは？ 
作／ホセ・カンパナーリ 

訳者／寺田真理子 
西村書店 

28 えほん 茶色の朝 
著者  フランク･パヴロフ 

藤本 一勇 訳 

ヴィンセント･ギャロ 絵 

大月書店 

29 まんが 漫画 君たちはどう生きるか 
著者／吉野源三郎(原作) 

絵／羽賀翔一 
マガジンハウス 

30 国際協力 
わたし 8歳、職業、家事使用人。 

－世界児童労働者 1億 5200万人の 1人－ 
日下部尚徳 合同出版 

31 国際協力 
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 

小川真吾 
合同出版 

32 国際協力 
子どもたちにしあわせを運ぶチョコレート。 

--世界から児童労働をなくす方法 

白木朋子(認定 NPO法人 ACE事務局長) 

著 
合同出版 

33 
ソーシャル 

ビジネス 

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 

著者：フレデリック・ラルー 

訳者：鈴木立哉 

解説：嘉村賢州 

英治出版 

34   
ソーシャル 

ビジネス 

小商いのすすめ 

「経済成長」から「縮小均衡」の時代へ 
平川克美 ミシマ社 

35 資金調達 
地域福祉とファンドレイジング 

財源確保の方法と先進事例 

宮城孝、長谷川真司、 

久津摩和弘＝編集 
中央法規出版 

36 資金調達 寄付しようと思ったら読む本 
渋澤 健 (著),  

鵜尾 雅隆 (著) 
日本経済新聞出版社 

37 福祉 夜間中学へようこそ 山本 悦子 岩崎書店 

38 福祉 

地域の居場所づくりの今  

地域の居場所づくり研究委員会の 2017年度調査・活動

から  

 東京ボランティア・市民活動セ

ンター 

39 NPO運営 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 
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岡山県ボランティア・NPO活動支援センター（ゆうあいセンター） 


