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分類 書籍ID 書名 著者等 発行者

A-1市民活動・NPO全般 1
知っておきたいNPOのこと5　事業評
価編

日本NPOセンター 日本NPOセンター

A-1市民活動・NPO全般 2
知っておきたいNPOのこと4　参加編 日本NPOセンター 日本NPOセンター

A-1市民活動・NPO全般 3
知っておきたいNPOのこと2　資金編  日本NPOセンター  日本NPOセンター

A-1市民活動・NPO全般 4
知っておきたいNPOのこと1　基本編  日本NPOセンター 日本NPOセンター

A-1市民活動・NPO全般 5
しんがりの思想　反リーダーシップ論 鷲田清一 郡司　聡

A-1市民活動・NPO全般 13
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 吉田　啓二

A-1市民活動・NPO全般 18
新版　自分たちでつくろうNPO法人！
第一次改訂版

名越　修一 佐久間　重嘉

A-1市民活動・NPO全般 366
帰ってきたセンダードマップ

A-1市民活動・NPO全般 471
センダードサロン

A-1市民活動・NPO全般 2239
現場からみつめた市民社会の未来 日本NPOセンター編集 日本NPOセンター

A-1市民活動・NPO全般 2255
VOICE OF NPO PROJECT 2002まる
ごとhypertext Book

せんだい・みやぎNPOセンター せんたい・みやぎNPOセンター

A-1市民活動・NPO全般 2371
相談ボランティア・市民活動団体ハン
ドブック-民間相談機関・団体一覧-

東京ボランティア・市民活動セ
ンター

A-1市民活動・NPO全般 2386
市民の日本語 加藤哲夫 ひつじ書房

A-1市民活動・NPO全般 2410
せんだい・みやぎNPOセンターの仕事
設立5周年記念誌

せんだい・みやぎNPOセンター

A-1市民活動・NPO全般 2500
仙台市市民活動サポートセンター5年
の奇跡　市民協働仙台スタイル　せん
だい・みやぎNPOセンターの仕事Ⅱ

せんだい・みやぎNPOセンター せんだい・みやぎNPOセンター

A-1市民活動・NPO全般 2670
社会学年報　2004　No.33

A-1市民活動・NPO全般 2734
問われる市民セクターの価値 日本NPOセンター 日本NPOセンター

A-1市民活動・NPO全般 2806
ボランティア・ＮＰＯ用語事典 大阪ボランティア協会 中央法規出版

A-1市民活動・NPO全般 2930
いまあなたにできる、５０のこと WAVE出版 WAVE出版

A-1市民活動・NPO全般 2945
ボランタリー組織の経営管理 田尾雅夫 有斐閣

A-1市民活動・NPO全般 3022
市民社会創造の10年-支援組織の視
点から-

日本NPOセンター ぎょうせい

A-1市民活動・NPO全般 3033
金融NPO　新しいお金の流れをつくる 藤井 良広 岩波書店

A-1市民活動・NPO全般 3096
イギリス非営利セクターの挑戦―
NPO・政府の戦略的パートナーシップ

塚本 一郎 ミネルヴァ書房

A-1市民活動・NPO全般 3511
設立10周年記念誌　地域における
NPO支援 10年の総括と展望　地域変
革の支え手として

せんだい・みやぎNPOセンター

A-1市民活動・NPO全般 3512
設立10周年記念誌　NPOサポート・10
年の軌跡　せんだい・みやぎNPOセン
ターの仕事Ⅲ

せんだい・みやぎNPOセンター

A-1市民活動・NPO全般 3547
NPO実践講座＜新版＞ 山岡義典、雨宮孝子 ぎょうせい

A-1市民活動・NPO全般 3732
知っておきたいNPOのこと3　協働編 日本NPOセンター 日本NPOセンター

A-1市民活動・NPO全般 3775
市民ファンドが社会を変える 奥田裕之、牧田東一 コモンズ

A-1市民活動・NPO全般 3905
ＮＰＯ便利屋マニュアル ＮＰＯ便利屋推進委員会 長野県ＮＰＯセンター

A-1市民活動・NPO全般 3907
生活支援サービスに取り組むＮＰＯの
設立と運営

日本ＮＰＯセンター 日本ＮＰＯセンター

A-1市民活動・NPO全般 3914
仙台市市民活動サポートセンター10
周年記念誌サポセンスタイル

せんだい・みやぎＮＰＯセンター 仙台市

A-1市民活動・NPO全般 3938
アマニ・ヤ・アフリカ１２年のあゆみ 石原邦子 アマニ・ヤ・アフリカ

A-1市民活動・NPO全般 3945
NPO便利屋運営対策マニュアル NPO便利屋推進委員会 長野県NPOセンター

A-1市民活動・NPO全般 3971
一夜でわかる!　｢NPO｣のつくり方 加藤 哲夫 松村 邦彦
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A-1市民活動・NPO全般 4016
世界を変えるオシゴト マリー・ソー　キャロル・チャウ 鈴木 哲

A-1市民活動・NPO全般 4019
｢社会を変える｣お金の使い方　投票と
しての寄付　投資としての寄付

駒崎 弘樹 原田 栄治

A-1市民活動・NPO全般 4105
ソーシャルデザイン グリーンズ 朝日出版社

A-1市民活動・NPO全般 4106
未来を変えるための33のアイデア WorldShift　Osaka実行委員会 ディスカヴァー

A-1市民活動・NPO全般 4126
市民のネットワーキング 加藤哲夫 メディアデザイン

A-1市民活動・NPO全般 4127
市民のマネジメント 加藤哲夫 メディアデザイン

A-1市民活動・NPO全般 4183
かかわり方のまなび方 西村佳哲 筑摩書房

A-1市民活動・NPO全般 4198
NPOで働く 工藤啓 東洋経済新報社

A-1市民活動・NPO全般 4358
NPOリーダーのための15の力

A-1市民活動・NPO全般 4381
こうだったのかNPOの広報 武永　勉 牧里　毎治

A-1市民活動・NPO全般 4395
市民活動団体のロジを究める！ 棟朝千帆 IIHOE[人と組織と地球のための

国際研究所]

A-1市民活動・NPO全般 4636
「社会を変える」のはじめかた　僕らが
ほしい未来を手にする6つの方法

横尾　俊成 薗部　良徳

A-1市民活動・NPO全般 4646
テキスト市民活動論 早瀬昇　他 大阪ボランティア協会

A-1市民活動・NPO全般 4975
蝸牛評伝 せんだい･みやぎＮＰＯセンター

A-1市民活動・NPO全般 4976
K-PROJECT加藤哲夫氏資料･デジタ
ルアーカイブ

せんだい･みやぎＮＰＯセンター

A-1市民活動・NPO全般 4989
VOICE OF NPO PROJECT 2003まる
ごとhypertext Book

大滝精一・加藤哲夫

A-1市民活動・NPO全般 4992
初歩的な疑問から答えるNPOの教科
書

乙武 洋匡/佐藤 大吾 日経BP社

A-1市民活動・NPO全般 4994
市民の日本語へ 田村 和代・松本 功・深尾 尚峰・

三上 直之・重信幸彦
ひつじ書房

A-1市民活動・NPO全般 5110
ぼくらがクラウドファインディングを使
う理由

山本純子，佐々木周作 学芸出版社

A-1市民活動・NPO全般 5300
非営利団体の資金調達　ハンドブック 徳永洋子 時事通信社

A-1市民活動・NPO全般 5335
寄付ラボ　Book.05 京都市市民活動総合センター 京都市市民活動総合センター

A-1市民活動・NPO全般 5374
対話型ファシリテーションの手ほどき 中田豊一 ムラノミライ

A-1市民活動・NPO全般 5392
はじめかたつづけかたたたみかた 多賀城をあそぶプロジェクト 多賀城をあそぶプロジェクト

A-1市民活動・NPO全般 5412
まちづくりファシリテーターの仕事と
は？震災復興地区まちづくり読本

髙橋結　佐々木秀之 特定非営利活動法人せんだい・
みやぎNPOセンター・宮城県亘
理町荒浜地区まちづくり協議会

A-1市民活動・NPO全般 5427
寄付ラボ Book.01 京都市市民活動総合センター

A-1市民活動・NPO全般 5428
寄付ラボ Book.03 京都市市民活動総合センター

A-1市民活動・NPO全般 5438
TAGAJO Future view　多賀城未来図 NPO法人せんだい・みやぎNPOセ

ンター
多賀城市

A-1市民活動・NPO全般 5448
case study　場づくりノート NPO法人市民公益活動パート

ナーズ

A-1市民活動・NPO全般 5456
世界を変えるための50の小さな革命 ピエルドメニコ・バッカラリオ／フェ

デリーコ・タッディア
株式会社太郎次郎社エディタス

A-1市民活動・NPO全般 5457
はじめよう、お金の地産地消 木村真樹 英二出版株式会社

A-1市民活動・NPO全般 5489
これならできる！NPO活動を豊かにす
るための評価の旅

これならできる！事業評価ワー
クブック作成委員会・認定NPO
法人日本NPOセンター

A-1市民活動・NPO全般 5495
仙台市市民活動サポートセンター20
周年記念誌　マチノワ20年のあゆみ

仙台市市民活動サポートセン
ター（指定管理者：NPO法人せ
んだい・みやぎNPOセンター

A-1市民活動・NPO全般 5547
自治会のカンドコ2020 一般社団法人みやぎ連携復興

センター

A-1市民活動・NPO全般 5560
社会的処方研究所“Research”のた
めの野帳～Field　Note

社会的処方研究所 社会的処方研究所

A-1市民活動・NPO全般 5566
新しいNPO/NGOの
デザイン
入門ソーシャルセクター

宮垣　元 ミネルヴァ書房
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A-1市民活動・NPO全般 5603
京都発NPO最善戦-共生と包摂の社
会へ-

平尾剛之・内田香奈 前畑智之

A-1市民活動・NPO全般 5604
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

松原明・大社充 井口夏実　株式会社学芸出版

分類 書籍ID 書名 著者等 発行者

A-2 NPO法・条例 4382
事例で学ぶ認定NPO法人の申請実
務

高橋　考

A-2 NPO法・条例 4702
NPO法　コンメンタール 株式会社　日本評論社

分類 書籍ID 書名 著者等 発行者

A-3 会計・マネジメント 205
非営利組織の経営 P.F.ドラッカー ダイヤモンド社

A-3 会計・マネジメント 1040
プロフェッショナルの条件 Ｐ．Ｆ．ドラッガー ダイヤモンド社

A-3 会計・マネジメント 1060
ＮＰＯ理事会の自己評価 全米ＮＰＯ理事センター ＩＩＨＯＥ

A-3 会計・マネジメント 1061
ＮＰＯ理事による事務局長評価 全米ＮＰＯ理事センター ＩＩＨＯＥ

A-3 会計・マネジメント 1062
チェンジ・リーダーの条件 Ｐ．Ｆ．ドラッカー ダイヤモンド社

A-3 会計・マネジメント 1144
非営利組織の成果重視マネジメント
～NPO･行政･公益法人のための自己
評価手法

P・F・ドラッカー/G・J・スターン ダイヤモンド社

A-3 会計・マネジメント 1149
理事会を育てる9つのステップ サンドラ・R･ヒューズ、ベリット・M・

レイキー　その他
IIHOE

A-3 会計・マネジメント 1161
NPO起業・経営・ネットワーキング 今田忠

A-3 会計・マネジメント 1220
イノベーターの条件～社会の絆をい
かに創造するか

P.F.ドラッカー ダイヤモンド社

A-3 会計・マネジメント 1631
マネジメント　基本と原則 P.F・ドラッカー ダイヤモンド社

A-3 会計・マネジメント 1880
実戦！NPOマネジメント 田中尚輝 学陽社

A-3 会計・マネジメント 2822
市民組織運営の基礎　組織を育てる
１２のチカラ

川北秀人 ＩＩＨＯＥ

A-3 会計・マネジメント 3586
ＮＰＯ会計マニュアル ＮＰＯ会計税務専門家ネットワー

ク
杜の伝言板ゆるる

A-3 会計・マネジメント 3733
NPOの会議、こうすればうまくいく 徳田太郎 茨城NPOセンター・コモンズ

A-3 会計・マネジメント 3920
ここからはじめる　NPO会計・税務 松原明・水口剛・赤塚和俊・脇坂

誠也
ぎょうせい

A-3 会計・マネジメント 4323
改正NPO法対応
ここからはじめるＮＰＯ・会計・税務

松原明・水口剛・赤塚和俊
・岡田純

ぎょうせい

A-3 会計・マネジメント 4378
NPO法人会計基準 八月書館

A-3 会計・マネジメント 4775
NPOのためのIT活用講座 久米信行・山田泰久 京極　迪宏

A-3 会計・マネジメント 4776
NPOのためのマーケティング講座 長浜洋二 京極　迪宏

A-3 会計・マネジメント 4993
助成金応募ガイド2015 助成財団センター 助成財団センター

A-3 会計・マネジメント 4995
2枚目の名刺未来を変える働き方 米倉 誠一郎 講談社+α新書

A-3 会計・マネジメント 5042
遺贈寄付ハンドブック 日本遺贈会議 日本ファンドレイジング協会

A-3 会計・マネジメント 5043
寄付をしてみよう、と思ったら読む本 渋澤健　鵜尾雅隆 金子豊

A-3 会計・マネジメント 5403
寄付金・クラウドファンディングの集め
方

佐藤しもん 常塚喜明

A-3 会計・マネジメント 5465
NPO法人会計力検定　入門編 NPO法人会計支援センター

A-3 会計・マネジメント 5466
NPO法人会計力検定　基本編 NPO法人会計支援センター

A-3 会計・マネジメント 5467
NPO法人会計力検定　実践編① NPO法人会計支援センター

A-3 会計・マネジメント 5468
NPO法人会計力検定　実践編② NPO法人会計支援センター

A-3 会計・マネジメント 5469
NPO法人会計力検定　実践編③ NPO法人会計支援センター
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A-3 会計・マネジメント 5470
NPO法人会計力検定　実践編④ NPO法人会計支援センター

A-3 会計・マネジメント 5471
NPO法人会計力検定　実践編⑤ NPO法人会計支援センター

A-3 会計・マネジメント 5472
NPO法人会計力検定　実践編⑥ NPO法人会計支援センター

分類 書籍ID 書名 著者等 発行者

A-4 公益法人・財団 3032
新公益法人はやわかり  公益法人協会  公益法人協会

A-4 公益法人・財団 3828
徹底比較！ＮＰＯ法人ｖｓ新公益法人 脇坂誠也 シーズ・市民活動を支える制度

をつくる会

分類 書籍ID 書名 著者等 発行者

A-5 ボランティア 910
ボランティアグループ支援の基礎知
識

全国社会福祉協議会 全国社会福祉協議会

A-5 ボランティア 4052
ボランティアにお金がかかる！？ 新潟NPO協会

A-5 ボランティア 4063
災害ボランティア活動支援者のため
のハンドブック

中央共同募金会

A-5 ボランティア 4156
ポスト・ボランティア論 原田隆司 ミネルヴァ書房

A-5 ボランティア 5336
東北大学ボランティア22年のあゆみ 東北大学病院ボランティア室

A-5 ボランティア 5354
いわゆる有償ボランティアのボラン
ティア性

さわやか福祉財団 さわやか福祉財団

A-5 ボランティア 5543
大学生ボランティアハンドブック 認定ＮＰＯ法人Ｓwitch

A-5 ボランティア 5559
NPOで高校生の夏ボラ体験 杜の伝言板　ゆるる NPOで高校生の夏ボラ体験実

行委員会

A-5 ボランティア 5600
日本にボランティア文化を　高齢社会
の現実と対応ー市民の立場からー

吉永馨 NPO法人仙台敬老奉仕会

分類 書籍ID 書名 著者等 発行者

A-6 企業とNPO 2387
コミュニティビジネスガイドブック 起業支援ネット

A-6 企業とNPO 2801
企業経営の社会性研究〔第２版〕社会
貢献・地球環境・高齢化への対応

丹下博文 中央経済社

A-6 企業とNPO 4050
これからのSR

A-6 企業とNPO 4121
ソーシャル・ビジネス　地域の課題を
ビジネスで解決する

A-6 企業とNPO 4144
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

A-6 企業とNPO 4996
ともにしあわせになるしあわせ 矢崎 和彦 栄治出版

A-6 企業とNPO 5111
CSV時代のイノベーション戦略 藤井剛 ファーストプレス

A-6 企業とNPO 5160
サスティナブル・コミュニティビジネス せんだい・みやぎNPOセンター

A-6 企業とNPO 5307
河北新報の百二十年 河北新報社

A-6 企業とNPO 5490
やるべきことがすぐわかる！SDGs実
践入門

泉貴嗣 技術評論社

分類 書籍ID 書名 著者等 発行者

A-7 行政とNPO
　　　政策提言

11
先生、NPOって儲かりますか？　若者
たちが地元で賢く生きる方法

渡辺　豊博 三浦　衛

A-7 行政とNPO
　　　政策提言

19
ソーシャル・プロジェクトを成功に導く
12ステップ

佐藤真久×広石拓司 安修平

A-7 行政とNPO
　　　政策提言

846
自治体･公共施設のためのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
共働マニュアル(ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱテキストシ
リーズ⑯)

早瀬昇･妻鹿ふみ子 大阪ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ協会

A-7 行政とNPO
　　　政策提言

1165
市民・住民と自治体のパートナーシッ
プ　第１巻　分権社会と協働

辻山幸宣、武藤博己、人見剛、山
岡義典、大石田久宗

ぎょうせい

A-7 行政とNPO
　　　政策提言

1166
市民・住民と自治体のパートナーシッ
プ　第２巻　協働型の制度づくりと政
策形成

辻山幸宣、武藤博己、人見剛、山
岡義典、大石田久宗

ぎょうせい

A-7 行政とNPO
　　　政策提言

1167
市民・住民と自治体のパートナーシッ
プ　第３巻　協働社会のスケッチ

辻山幸宣、武藤博己、人見剛、山
岡義典、大石田久宗

ぎょうせい

A-7 行政とNPO
　　　政策提言

2028
NPOと行政の協働の手引き 新川達郎 大阪ボランティ協会
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A-7 行政とNPO
　　　政策提言

2119
市民協働のまちづくり 山田晴義 本の森

A-7 行政とNPO
　　　政策提言

2381
自立した地域経済のデザイン-新しい
自治体の設計-新しい自治体の設計4

神野直彦、他編 有斐閣

A-7 行政とNPO
　　　政策提言

2454
NPOと行政・協働の再構築 山岸秀雄、他 第一書林

A-7 行政とNPO
　　　政策提言

2693
『私のだいじな場所　公共施設の市民
運営を考える』[公共施設の市民運営
調査プロジェクト2005報告書]

協働参加のまちづくり市民研究会 市民活動情報センター・ハンズ
オン埼玉

A-7 行政とNPO
　　　政策提言

2800
協働と市民活動の実務 山口道昭 ぎょうせい

A-7 行政とNPO
　　　政策提言

2814
新しい公共空間のデザイン　ＮＰＯ・企
業・大学・地方政府のパートナーシッ
プの構築

吉田民雄・杉山知子・横山恵子 東海大学出版会

A-7 行政とNPO
　　　政策提言

2880
ＮＰＯと行政のパートナーシップは成り
立つか！？

東京ボランティア・市民活動セン
ター

東京ボランティア・市民活動セ
ンター

A-7 行政とNPO
　　　政策提言

3018
協働コーディネーター 世古一穂 ぎょうせい

A-7 行政とNPO
　　　政策提言

3019
協働の強化書 せんだい・みやぎNPOセンター

A-7 行政とNPO
　　　政策提言

3026
ソーシャル・ガバナンス～ 新しい分
権・市民社会の構図 ～

神野　直彦／澤井　安勇 東洋経済新報社

A-7 行政とNPO
　　　政策提言

3060
市場化テスト―制度設計・導入手続
の仕組とポイント

市場化テスト推進協議会 学陽書房

A-7 行政とNPO
　　　政策提言

3062
市民社会と地方自治 片山 善博 慶應義塾大学出版会

A-7 行政とNPO
　　　政策提言

3074
自治と参加・協働 玉野 和志、羽貝 正美 学芸出版社

A-7 行政とNPO
　　　政策提言

3102
NPOと公共サービス―政府と民間の
パートナーシップ

レスター M.サラモン ミネルヴァ書房

A-7 行政とNPO
　　　政策提言

3580
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

A-7 行政とNPO
　　　政策提言

3582
ＮＰＯのためのアドボカシー読本 市民活動センター神戸 市民活動センター神戸

A-7 行政とNPO
　　　政策提言

3599
協働型ガバナンスとＮＰＯ 金川幸司 晃洋書房

A-7 行政とNPO
　　　政策提言

3714
NPOは公共サービスを担えるか--次
の１０年への課題と戦略

後　房雄 法律文化社

A-7 行政とNPO
　　　政策提言

3806
参加と協働のデザイン　NPO・行政・
企業の役割を再考する

世古一穂 学芸出版社

A-7 行政とNPO
　　　政策提言

3845
NPOと政治 柏木 宏 明石書店

A-7 行政とNPO
　　　政策提言

4078
地域共生・協働プロデュースマニュア
ル

奈良環・田中尚輝・松下典子・牧
野史子・平野覚治

NPOによる緊急雇用・就業応援
全国ネットワークHands

A-7 行政とNPO
　　　政策提言

4582
地域力を高めるこれからの協働 今川晃　山口道昭　新川達郎 田中　英雄

A-7 行政とNPO
　　　政策提言

4823
ソーシャルビジネスの政策と実践　韓
国における社会的企業の挑戦

桑原英明

A-7 行政とNPO
　　　政策提言

5112
社会をちょっと変えてみた 駒崎弘樹，秋山訓子 岩波書店

A-7 行政とNPO
　　　政策提言

5113
誰でもできるロビイン入門 明智カイト 光文社

A-7 行政とNPO
　　　政策提言

5214
季刊社会運動 No.427 市民セクター政策機構

A-7 行政とNPO
　　　政策提言

5316
「若者支援」のこれまでとこれから 若者支援全国協同連絡会（JYC

フォーラム）

A-7 行政とNPO
　　　政策提言

5323
協働まちづくりの手引き 仙台市

A-7 行政とNPO
　　　政策提言

5324
協働まちづくりの実践 仙台市

A-7 行政とNPO
　　　政策提言

5379
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

A-7 行政とNPO
　　　政策提言

5434
協働の設計　環境課題に立ち向かう
場のデザイン

地球環境パートナーシッププラ
ザ（GEOC）

A-7 行政とNPO
　　　政策提言

5435
協働の仕組み　環境課題と地域を見
直す取組のプロデュース

地球環境パートナーシッププラ
ザ（GEOC）

A-7 行政とNPO
　　　政策提言

5436
協働の現場　地域をつなげる環境課
題からのアプローチ

地球環境パートナーシッププラ
ザ（GEOC）

A-7 行政とNPO
　　　政策提言

5446
地域協働に取り組む人が最初に読む
本―市民×行政によるまちづくりを一
緒に考える―

ちくま未来コラボカフェ NPO法人まちづくりネットちくま
社中、千曲市

分類 書籍ID 書名 著者等 発行者
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A-8 NPOの経済分析 1033
コミュニティ・ビジネスの実践～ＮＰＯ
による地域密着型事業の展開～

東北産学活性化センター 日本地域社会研究所

A-8 NPOの経済分析 5114
社会的インパクトとは何か マーク・J・エスプタイン，クリス

ティ・ユーザス
栄治出版

分類 書籍ID 書名 著者等 発行者

B ジェンダー・人権 17
ハンセン病　日本と世界 ハンセン病フォーラム 十川　治江

B ジェンダー・人権 2664
カント『永遠平和のために』から戦争
を考える

太田直道 「テロにも戦争にもNOを！」の
会

B ジェンダー・人権 2672
my　ｆｉｒｓｔ　safer　sex 松原新、張由紀夫 Rainbow　Ring

B ジェンダー・人権 2673
my　ｆｉｒｓｔ　safer　sex　02　fukuoka 松原新、張由紀夫 L.A.F

B ジェンダー・人権 2700
雇われないではたらくワーカーズとい
う働き方

西村一郎 コープ出版

B ジェンダー・人権 2808
トランスジェンダー・フェミニズム 田中玲 インパクト出版会

B ジェンダー・人権 2845
仙台空襲 仙台「市民の手でつくる戦災の記

録」の会
宝文堂

B ジェンダー・人権 3053
戦争をしなくてすむ世界をつくる３０の
方法

田中 優、小林 一朗 、川崎哲 合同出版

B ジェンダー・人権 3125
HIV/AIDSをめぐる集合行為の社会学 本郷正武 ミネルヴァ書房

B ジェンダー・人権 3341
ホームレスと住まいの権利　住宅白
書2004-2005

日本住宅会議 ドメス出版

B ジェンダー・人権 3553
わたげ・希望の種 秋田敦子 本の森

B ジェンダー・人権 3647
フードバンクという挑戦

B ジェンダー・人権 3649
世界一あたたかい人生相談ー幸せの
人生レシピ

ビッグイシュー ビッグイシュー

B ジェンダー・人権 3736
born again薬物依存からの再生・回復
者達の声

アジア太平洋地域アディクション
研究所

アジア太平洋地域アディクショ
ン研究所

B ジェンダー・人権 3737
TURNING POINT 日本ダルク本部 日本ダルク本部

B ジェンダー・人権 3924
ビッグイシューの挑戦 佐野章二 講談社

B ジェンダー・人権 4115
イタイイタイ病報道史 向井嘉之、森岡斗志尚 桂書房

B ジェンダー・人権 4130
わが死民 石牟礼道子 創土社

B ジェンダー・人権 4398
シベリア抑留　体験記 戦争体験を語り継ぐ会

B ジェンダー・人権 4614
放蕩息子　ある薬物依存者の記録 飯室　勉 仙台ダルク・グループ

B ジェンダー・人権 4790
わたしはマララ マララ・ユスフザイ+クリスティー

ナ・ラム
鈴木昌子

B ジェンダー・人権 4796
わたしは女の子だから 原田英治

B ジェンダー・人権 4997
加害者家族支援の理論と実践 阿部　恭子 成澤　壽信

B ジェンダー・人権 4998
助けてと言えない 孤立する三十代 NHKクローズアップ現代取材班 文春文庫

B ジェンダー・人権 4999
職場のLGBT読本：「ありのままの自
分」で働ける環境を目指して

柳沢 正和・木村 真紀・後藤純一 実務教育出版

B ジェンダー・人権 5000
最貧困女子 鈴木 大介 幻冬舎新書

B ジェンダー・人権 5061
ダイヤモンドより平和がほしい 後藤健二 汐文社

B ジェンダー・人権 5115
ルポ母子避難 吉田千亜 岩波書店

B ジェンダー・人権 5126
愛と命と魂と 玄秀盛 KKロングセラーズ

B ジェンダー・人権 5130
ひきこもる女性たち 池上正樹 栗原武夫

B ジェンダー・人権 5158
RESTART～桜庭千尋の駆け込み寺
日記～file01

日本駆け込み寺

B ジェンダー・人権 5159
RESTART～桜庭千尋の駆け込み寺
日記～file02

日本駆け込み寺
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B ジェンダー・人権 5161
あなたにYell 玄　秀盛 真船　美保子

B ジェンダー・人権 5162
駆け込み寺の玄さん 佐々涼子 真船　美保子

B ジェンダー・人権 5263
もう大丈夫 玄　秀盛 真船　美保子

B ジェンダー・人権 5380
茶色の朝 フランク・パヴロフ 大月書店

B ジェンダー・人権 5413
LGBT医療福祉 改訂版 QWRC

B ジェンダー・人権 5414
Living with HIV 特定非営利活動法人ぷれいす

東京

B ジェンダー・人権 5415
Living Togerther "Our Stories" Living Togerther "Our Stories"

制作委員会

B ジェンダー・人権 5416
EASY!Living Together Is EASY 特定非営利活動法人ぷれいす

東京

B ジェンダー・人権 5417
Poi「あたりまえ」にクエスチョン！ 石巻大学LGBTs学生団体Poi

B ジェンダー・人権 5418
誰でも自分のためにセ－ファーセクス akta

B ジェンダー・人権 5443
東日本大震災に伴う「震災と女性」に
関する調査　■聞き取り集■　40人の
女性たちが語る東日本大震災

NPO法人イコールネット仙台

B ジェンダー・人権 5449
聞き語り集　40人の女性たちが語る
東日本大震災　Interviews with 40
Women about the Tohoku Disaster

NPO法人イコールネット仙台

B ジェンダー・人権 5450
あれから―ルワンダ ジェノサイドから
生まれて

株式会社赤々舎

B ジェンダー・人権 5451
男らしさの終焉 グレイソン・ペリー 株式会社フィルムアート社

B ジェンダー・人権 5475
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 合同出版株式会社

B ジェンダー・人権 5504
若者ホームレス白書 特定非営利活動法人ビッグイ

シュー基金

B ジェンダー・人権 5540
思いの交差点 せんだい男女共同参画財団

B ジェンダー・人権 5541
困難な状況にある女性と“学び直し” せんだい男女共同参画財団

B ジェンダー・人権 5567
マンガでわかるLGBTQ+ パレットーク 講談社

B ジェンダー・人権 5568
「非モテ」からはじめる
男性学

西井　開 集英社

B ジェンダー・人権 5569
戦争は女の顔をしていない　１巻
1巻

小梅けいと 岩波現代文庫

B ジェンダー・人権 5570
戦争は女の顔をしていない　2巻 小梅けいと 岩波現代文庫

B ジェンダー・人権 5583
家族間殺人 阿部　恭子 （株）幻冬舎新書

B ジェンダー・人権 5602
トランスジェンダーのリアル 「トランスジェンダーのリアル」製

作委員会

B ジェンダー・人権 5609
アクティビストあつまれ！みんなで平
等をつくる　わたしたちの声がとどけ
ば、世界はきっとかわるよ

シャノン・ウェバー・ジェイド・オー
ランド

株式会社亜紀書房

B ジェンダー・人権 5610
あの時も「こうあるべき」がしんどかっ
た～ジェンダー・家族・恋愛～

パレット―ク／マンガ・ケイカ 草野夏矢　株式会社シンコー
ミュージック・エンタテイメント

分類 書籍ID 書名 著者等 発行者

C 福祉・医療 7
相方は、統合失調症 松本ハウス 幻冬舎

C 福祉・医療 8
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 飯窪　成幸

C 福祉・医療 20
超福祉SUPER WELFARE インクルー
シブ・デザインの現場

C 福祉・医療 1101
ＮＰＯの介護事業戦略～顔が見える
介護保険

佐藤義夫 光芒社

C 福祉・医療 1597
病院ボランティア 日本病院ボランティア協会 中央法規

C 福祉・医療 1738
音楽でバリアを打ち壊せ 菊地昭典 岩波ジュニア新書

C 福祉・医療 1807
季刊Shelter-Less No.14

C 福祉・医療 2250
生命の樹のある家 播磨靖夫編 たんぽぽの家
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C 福祉・医療 2383
福祉市民社会を創る-コミュニケーショ
ンからコミュニティへ

加藤春恵子 新曜社

C 福祉・医療 2419
Salix 東北HIVコミュニケーションズ

C 福祉・医療 2498
遊びたいなうん遊ぼうよ 仙台市なのはなホーム クリエイツかもがわ

C 福祉・医療 2585
ボランティア・セラピー 要介護者の力
が活きる福祉のカタチ

木原孝久 中央法規出版

C 福祉・医療 2593
デイ・サービスからまちづくりへ 主婦
たちがつくったNPO「コスモスの家」

渡辺ひろみ 自治体研究社

C 福祉・医療 2634
福祉に、発想の転換を！　ＮＰＯ法人
ぱれっとの挑戦

谷口奈保子 ぶどう社

C 福祉・医療 2826
なんとかしなきゃ あかねグループ

C 福祉・医療 2827
あかねグループ12年 あかねグループ

C 福祉・医療 2895
統合失調症の快復「癒しの場」から 浅野弘毅 批評社

C 福祉・医療 2925
地域回想法ハンドブック NPOシルバー総合研究所 河出書房新社

C 福祉・医療 3544
「聴く」ことの力　臨床哲学試論 鷲田清一 阪急コミュニケーションズ

C 福祉・医療 3578
ケアリング・ソサエティ「生きやすい社
会」へ

ケアする人のケア研究所 たんぽぽの家

C 福祉・医療 3596
「パニック障害」と言われたら! 「全国パニック障害の会」 現代書林

C 福祉・医療 3792
うつ病治療常識が変わる NHK取材班 宝島社

C 福祉・医療 3885
ケアするあなたのためのハンドブック たんぽぽの家 たんぽぽの家

C 福祉・医療 3952
視覚障害者ガイドヘルパー活動事例
集

仙台市身体障害者福祉協会 仙台市身体障害者福祉協会

C 福祉・医療 4074
障害者の尊厳と自立への闘い 伊東弘泰 日本アビリティーズ協会

C 福祉・医療 4221
こころや通信 特集号「こころや」の今・
これまでのあゆみ

　博英舎・こころや 大平常元

C 福祉・医療 4288
バリアフリーTRAVEL DATA BOOK
中国・四国編

見並陽一 日本観光振興協会

C 福祉・医療 4289
バリアフリーTRAVEL DATA BOOK
九州編

見並陽一 日本観光振興協会

C 福祉・医療 4301
明日にかかる虹「東日本大震災」と
「発達障がい」とこどもたちの現実

冨部志保子　安蘭ヒサコ 軸屋真司

C 福祉・医療 4777
大切な人をなくしたあなたへ リビオン

C 福祉・医療 4783
カリヨン黒板日誌 しょうぶ学園 山崎　浩一

C 福祉・医療 4795
やさしい手 内海正子

C 福祉・医療 4797
介護保険・障害者総合支援法のしく
みと疑問解決マニュアル129

前田俊英

C 福祉・医療 4856
仙台スピーカーズビューロー5周年記
念誌「伝」

仙台スピーカーズビューローメン
タルヘルスプロモーションセン
ター

C 福祉・医療 4978
障害者の芸術活動支援モデル事業
＠宮城

人エイブル・アート・ジャパン エイブル・アート・ジャパン

C 福祉・医療 5003
アニマルセラピー実践－その構築に
関わるコーディネーターの役割－

山崎 恵子 ウイネット出版

C 福祉・医療 5004
ソーシャルメディア中毒つながりに溺
れる人たち

高橋 暁子 幻冬舎エデュケーション新書

C 福祉・医療 5117
スポーツ事業マネジメントの基礎知識 金森喜久男 東邦出版

C 福祉・医療 5120
へろへろ 鹿子裕文 ナナロク社

C 福祉・医療 5216
創立20周年記念誌明日への振り返り 介護の社会化を進める一万人

市民委員会宮城県民の会

C 福祉・医療 5217
マンガでわかる！統合失調症　家族
の対応編

中村ユキ 日本評論社

C 福祉・医療 5218
レッツ！当事者研究3 べてる　しあわせ研究所　向谷地

生良
大島巌

C 福祉・医療 5219
新　安心して絶望できる人生 向谷地生良 西村勝佳
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C 福祉・医療 5220
「べてるの家」から吹く風 向谷地生良 いのちのことば社

C 福祉・医療 5221
オープンダイアローグとは何か 斎藤環 医学書院

C 福祉・医療 5222
共依存・からめとる愛 信田さよ子 矢部万紀子

C 福祉・医療 5348
転校生はかがくぶっしつかびんしょう 中田毅

C 福祉・医療 5352
闇の中の翼たち 岡田仁志

C 福祉・医療 5353
大阿闍梨 酒井雄哉 玄　秀盛

C 福祉・医療 5396
仲間を支える身近なサポーター
WAKAMONOゲートキーパーハンド
ブック

認定NPO法人Switch 認定NPO法人Switch

C 福祉・医療 5402
マンガで読む家族の対応 もしあなた
の大切な人が薬物を使ったら…

やっかれんマンガ制作委員会 特定非営利活動法人全国薬物
依存症者家族会連合会

C 福祉・医療 5430
GoodJob！東北　福祉×東北×デザ
インのチカラ

一般社団法人たんぽぽの家／
NPO法人エイブル・アート・カン
パニー

C 福祉・医療 5431
障害者の芸術活動支援取り組み事例
集

社会福祉法人グロー（GLOW）
～生きることが光になる～／障
害者の芸術活動支援モデル事

C 福祉・医療 5452
刑務所しか居場所がない人たち 学校
では教えてくれない、障害と犯罪の話

山本譲司 株式会社大月書店

C 福祉・医療 5453
家族だから愛したんじゃなくて、愛した
のが家族だった

岸田奈美 株式会社小学館

C 福祉・医療 5454
発達障害＆グレーゾーン子育てから
生まれた 楽々かあさんお 伝わる！
声がけ変換

大場美鈴 株式会社あさ出版

C 福祉・医療 5455
マンガ認知症 ニコ・ニコルソン／佐藤眞一 株式会社筑摩書房

C 福祉・医療 5458
支援を前提としない新しい子ども家庭
福祉　子ども・若者が創るアウトリーチ

荒井和樹 アイエス・エヌ株式会社

C 福祉・医療 5523
触角を鋭敏に研ぎすませ　命の火の
尽きるまで

ありのまま舎

C 福祉・医療 5557
ソーシャルアート たんぽぽの家

C 福祉・医療 5558
PEOPLE　DESIGN NPO法人ピープルデザイン研究

所
NPO法人ピープルデザイン研究

C 福祉・医療 5584
こころの病からの救い 中山　周 一麦出版社

C 福祉・医療 5585
だれでもいつでも学べる社会へ 仙台市教育局生涯学習部生涯

学習課

C 福祉・医療 5608
幸福は日々の中に。 芹沢高志　一般社団法人サイ

レントヴォイス

C 福祉・医療 書籍ID 書名 著者等 発行者

C 福祉・医療 374
仙台ナイスミディ

C 福祉・医療 2392
私たちの昭和 シニアのための市民ネットワーク

仙台
シニアのための市民ネットワー
ク仙台

C 福祉・医療 3579
企業人とシニアのための市民活動入
門

早瀬　昇 　

C 福祉・医療 5005
「見守り活動」から「見守られ活動」へ
住民歴書とエゴマップのすすめ

酒井 保 全国コミュニティーライフサポー
トセンター

C 福祉・医療 5118
いちばん未来のアイデアブック 木楽舎

C 福祉・医療 5168
高齢者の認知症予防を目指して「脳ト
レ塾」の十年

日本脳トレーニング協会

C 福祉・医療 5339
へとへとでも　やっぱり　楽しい　孫育
て

結糸乃会

C 福祉・医療 5355
みやぎシニア事典 みやぎシルバーネット 金港堂

C 福祉・医療 5381
社会的処方 西智弘 学芸出版社

C 福祉・医療 5382
ケアするまちのデザイン 山崎亮 医学書院

分類 書籍ID
書名 著者等 発行者

E-1 まちづくり全般 10
ポートランド　世界で一番住みたい街
をつくる

山崎　満広 前田　裕資

E-1 まちづくり全般 14
地方創世“熱中小学校”の果てしなき
挑戦

滝田　誠一郎 廣瀬　和二
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E-1 まちづくり全般 2382
社会投資ファンド 西村清彦・山下明男編 有斐閣

E-1 まちづくり全般 2510
コミュニティ・イノベーション―魅力と活
力のある地域をデザインする

ＮＴＴﾃﾞｰﾀコミュニティプロデュー
ス

NTT出版

E-1 まちづくり全般 2647
シビック・ジャーナリズムの挑戦 寺島　英弥 日本評論社

E-1 まちづくり全般 3546
コモンカフェ（common cafe）　人と人
が出会う場のつくりかた

山納　洋 西日本出版社

E-1 まちづくり全般 4010
地域社会圏モデル 山本 理顕　中村 拓志　藤村 龍

至　長谷川 豪　原 広司　金子 勝
東 浩紀

秋山 泉

E-1 まちづくり全般 4102
地元学からの出発 結城登美雄 農文協

E-1 まちづくり全般 4134
いま、地方で生きるということ 西村佳哲 ミシマ社

E-1 まちづくり全般 4177
地域発のデザイン 松村　大輔 パイ　インターナショナル

E-1 まちづくり全般 4629
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 原田　英治

E-1 まちづくり全般 4639
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 原田　英治

E-1 まちづくり全般 4755
コミュニティデザインの時代 山崎　亮 小林敬和

E-1 まちづくり全般 4785
インクルーシブデザイン ジュリア・カセム　平井康之　塩瀬

隆行　森下静香
京極迪宏

E-1 まちづくり全般 5058
地域ブランディング事例集 枻出版社

E-1 まちづくり全般 5059
地域ブランドクリエイターズファイル 枻出版社

E-1 まちづくり全般 5119
みんなでつくる総合計画 チームさかわ 学芸出版社

E-1 まちづくり全般 5121
まちで闘う方法論 木下　斉 学芸出版社

E-1 まちづくり全般 5127
地域発デザインは燃えている PIE BOOKS

E-1 まちづくり全般 5133
建築設計03 日本建築設計学会

E-1 まちづくり全般 5169
学生による学生のための地域企業情
報発信プロジェクト

仙台・地域人材定着推進実行
委員会

E-1 まちづくり全般 5305
都市をたたむ 饗庭 伸  花伝社

E-1 まちづくり全般 5306
ほんとうのニッポンに出会う旅 藤本智士 リトル・モア

E-1 まちづくり全般 5343
nottso!! つれづれ団

E-1 まちづくり全般 5351
オトナの部屋のツヅケカタ ファイブブリッジ

E-1 まちづくり全般 5356
つなぎの手帳 日本NPOセンター ふくおかNPOセンター

E-1 まちづくり全般 5383
「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 ミネルヴァ書房

E-1 まちづくり全般 5384
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 静岡新聞社

E-1 まちづくり全般 5411
高齢社会における、人生のつくり方。
の本

デザイン・クリエイティブセン
ター神戸

E-1 まちづくり全般 5496
コミュニティマネジメントの教科書 強く
あたたかい組織・コミュニティのつくり
方

特定非営利活動法人CRファクト
リー

分類 書籍ID 書名 著者等 発行者

E-2 地域事例 6
ぼくらは地方で幸せを見つける ソトコト流ローカル再生論 指出　一正

E-2 地域事例 1104
地元学 新しい杜の都づくり宮城野区協議

会
宮城野区役所まちづくり推進課

E-2 地域事例 2329
やなぎまち

E-2 地域事例 2440
東北都市事典 東北都市学会 長谷川　進

E-2 地域事例 2605
みやぎ聞き書き村草子　第一章 　みやぎ聞き書き村

E-2 地域事例 2650
みやぎ聞き書き村　第二集 みやぎ聞き書き村 みやぎ聞き書き村
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E-2 地域事例 2759
みやぎ聞き書き村草子第三集 みやぎ聞き書き村 みやぎ聞き書き村

E-2 地域事例 2854
杜の都・仙台のすがた　その将来像を
提案する

仙台デベロッパー委員会 仙台デベロッパー委員会

E-2 地域事例 2869
みやぎ聞き書き村草子第四集 みやぎ聞き書き村 みやぎ聞き書き村

E-2 地域事例 2909
都市デザインガイドブック・せんだいセ
ントラルパーク２００６

都市デザインワークス 都市デザインワークス

E-2 地域事例 2937
みやぎ聞き書き村の草創期 みやぎ聞き書き村 みやぎ聞き書き村

E-2 地域事例 2963
みやぎ聞き書き村草子第５集 みやぎ聞き書き村 みやぎ聞き書き村

E-2 地域事例 3017
みやぎ聞き書き村草子第六集 みやぎ聞き書き村 みやぎ聞き書き村

E-2 地域事例 3504
みやぎ聞き書き村草子　第七集 みやぎ聞き書き村草子

E-2 地域事例 3583
卸町本 はっぴい・はっぱ・プロジェクト はっぴい・はっぱ・プロジェクト

E-2 地域事例 3672
カタヒラりるれろ 片平たてもの応援団

E-2 地域事例 3678
みやぎ聞き書き村草子　第８集 みやぎ聞き書き村

E-2 地域事例 3875
みやぎ聞き書き村草子　第九集 みやぎ聞き書き村 みやぎ聞き書き村

E-2 地域事例 4165
せんだいノート SMMA 三樹書房

E-2 地域事例 4185
みやぎ聞き書き村草子第十一集　東
日本大震災特集

みやぎ聞き書き村 みやぎ聞き書き村草子舎

E-2 地域事例 4337
生出物語　平成の風土記 生出まち物語　作成員会

E-2 地域事例 4460
仙台の三十三観音を訪ねて巡る 楽遊ネットワーク宮城

E-2 地域事例 4462
杜の散歩道 八幡地区まちづくり協議会

E-2 地域事例 4574
筆甫伝承マップ 筆甫地区進行連絡会　筆甫地

区地域おこし協力隊　玉手孝行

E-2 地域事例 4613
杜の都「青葉山」の今！青葉山　自然
観察　ガイドブック

青葉山の緑を守る会

E-2 地域事例 4667
いずみのふるさと 「いずみのふるさと」総集編 新しい杜の都づくり泉区協議会

E-2 地域事例 4668
いずみのふるさと　松森・浦田 松森・浦田編集委員会 新しい杜の都づくり泉区協議会

E-2 地域事例 4669
いずみのふるさと　野村・上谷刈 野村・上谷刈編集委員会 新しい杜の都づくり泉区協議会

E-2 地域事例 4670
いずみのふるさと　根白石 根白石 新しい杜の都づくり泉区協議会

E-2 地域事例 4671
いずみのふるさと　七北田 七北田村を探る編集委員会 新しい杜の都づくり泉区協議会

E-2 地域事例 4672
榴岡公園 宮城野区民ふるさと創生事業実

行】委員会
仙台市公園緑化協会

E-2 地域事例 4673
すたまのお祭り食ごとよみ 内藤　和子 須玉町教育委員会

E-2 地域事例 4675
暮らしにとけこんでいた　仙石線の音
風景

地元学の会

E-2 地域事例 4679
近世に出会える街。新田 宮城野区民ふるさと創生事業

実行委員会

E-2 地域事例 4680
この町にこんなことがあった。原町本
通り

宮城野区民ふるさと創生事業
実行委員会

E-2 地域事例 4681
枡江を知っていますか。与兵衛沼　二
の森　安養寺

宮城野区民ふるさと創生事業
実行委員会

E-2 地域事例 4682
松原街道に人の暮らしがゆきかった。
小鶴　燕沢

宮城野区民ふるさと創生事業
実行委員会

E-2 地域事例 4683
地域をもっと知るために　地域をもっ
と住みよくするために　地元学

仙台市宮城野区役所

E-2 地域事例 4684
昔と今をつなぐ道があった、木があっ
た、水の流れがあった。岩切

新しい杜の都づくり宮城野区協
議会

E-2 地域事例 4686
市民が選んだとっておきの緑の風景
杜の都

仙台建設局百年の杜推進部緑
化推進課

E-2 地域事例 4687
仙台歴史散歩　戦前の仙台の写真・
旧町名の話

粟野　邦夫
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E-2 地域事例 4695
町蒲生 地元学の会

E-2 地域事例 4696
村から団地へ　そしてもっと住みやす
いまちへ　鶴ヶ谷

新しい杜の都づくり宮城野区協
議会

E-2 地域事例 4714
東北都市事典 東北都市学会 長谷川　進

E-2 地域事例 4735
遠野物語 ミヤギユースセンター

E-2 地域事例 4764
特別展図録　なつかし仙台２　－いつ
か見た街・人・暮らし-

仙台市教育委員会

E-2 地域事例 4772
仙台七夕まつり歴代ポスター大全集 イーピー風の時編集部

E-2 地域事例 4988
仙台地図さんぽ 佐藤 正美

E-2 地域事例 5073
山田鉤取まち物語 山田・鉤取まち物語

E-2 地域事例 5167
南蒲生復興5年史 南蒲生復興5年史作成委員会

E-2 地域事例 5188
八木山まち物語 八木山まち物語作成委員会

E-2 地域事例 5199
三本塚なんだりかんだり

E-2 地域事例 5206
ノック！‐じぶんの地域ともう一度出会
う10の扉

つながる湾プロジェクト実行委
員会

E-2 地域事例 5208
東華学校ものがたり仙台教育史のあ
けぼの

同志社学友会宮城支部

E-2 地域事例 5311
八本松・郡山まち物語

E-2 地域事例 5320
片平地区まちづくり計画

E-2 地域事例 5357
荒町さんぽ 荒町エリア発信隊 荒町エリア発信隊

E-2 地域事例 5358
センダイ遺跡の記憶 地底の森ミュージアム 仙台市教育委員会

E-2 地域事例 5377
地域の魅力創出のためのまちづくり
実践学ノート2017

東北工業大学 東北工業大学

E-2 地域事例 5378
地域の魅力創出のためのまちづくり
実践学ノート2018

東北工業大学 東北工業大学

E-2 地域事例 5385
孤立する都市つながる街 保井美樹 日本経済新聞社

E-2 地域事例 5386
子ども食堂をつくろう！人がつながる
地域の居場所つくり

豊島子どもWAKUWAKUネット
ワーク

明石書店

E-2 地域事例 5397
松島湾のハゼ図鑑 9days DESIGN つながる湾プロジェクト

E-2 地域事例 5398
松島湾の遺跡図鑑 9days DESIGN つながる湾プロジェクト

E-2 地域事例 5409
山田・鈎取まち巡りマップ 「山田・鈎取まち物語」管理運営

委員会

E-2 地域事例 5410
名掛丁商店街振興組合 創立50周年
記念 仙台名掛丁列伝

名掛丁商店街振興組合

E-2 地域事例 5420
いしのまきリノベーション 合同会社巻組

E-2 地域事例 5460
神山進化論 人口減少を可能性に変
えるまちづくり

神田誠司 株式会社学芸出版

E-2 地域事例 5476
荒町さんぽ　コアな荒町を歩き尽く
す！荒町商店街MAP

荒町エリア発信隊 荒町エリア発信隊

E-2 地域事例 5488
第22回日本ことば遊び回文コンテスト
最終審査作品一覧

仙台・作並回文の里づくり実行
委員会

E-2 地域事例 5502
宮城野さんぽみち　活動記録集 東口ガイドボランティア　宮城野

さんぽみち

E-2 地域事例 5503
川村　幸八さんものがたり 西大立目　祥子 中田の魅力伝え隊

E-2 地域事例 5511
片平キャンパス活用に向けての市民
提案

片平たてもの應援團

E-2 地域事例 5571
みんなでまもった美術館宮城県美術
館の宮城県美術館の現地存続運動
全記録

宮城県美術館の現地存続を求め
る県民ネットワーク

宮城県美術館の現地存続を求
める県民
ネットワーク

E-2 地域事例 5601
みちくさ小道 NPO法人吉備野工房ちみち

分類 書籍ID 書名 著者等 発行者
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E-3 災害・防災 15
コミュニティ・アーカイブをつくろう！ 佐藤知久/甲斐賢治/北野央 晶文社

E-3 災害・防災 16
被災ママに学ぶちいさな防災のアイ
ディア40

アベナオミ 学研プラス

E-3 災害・防災 375
都市圏活断層図２仙台地区 日本地図センター 国土地理協会

E-3 災害・防災 912
神戸復興誌

E-3 災害・防災 2175
生きる

E-3 災害・防災 2856
「真野っこガンバレ！」縮刷版　震災
の記憶と復興への歩み

真野地区復興・まちづくり事務所 真野っこ

E-3 災害・防災 2912
「身近な自治」の仕組みづくりへ－西
須磨からの報告

西須磨まちづくり懇談会 西須磨まちづくり懇談会

E-3 災害・防災 3588
地震イツモノート-阪神・淡路大震災
の被災者167人にきいたキモチの防
災マニュアル

地震イツモプロジェクト、渥美公
秀、寄藤文平

木楽舎

E-3 災害・防災 3968
東日本大震災　仙台学vol.11 赤坂 憲雄、伊坂 幸太郎他 　荒蝦夷

E-3 災害・防災 3969
東日本大震災　復興支援地図 昭文社 黒田 茂夫

E-3 災害・防災 3970
巨大津波が襲った　３･11　大震災 河北新報社 一力 雅彦

E-3 災害・防災 4103
再び、立ち上がる！ 河北新報社編集局 筑摩書房

E-3 災害・防災 4116
震災トラウマと復興ストレス 宮地尚子 岩波書店

E-3 災害・防災 4117
キャッシュ・フォー・ワーク 永松伸吾 岩波書店

E-3 災害・防災 4129
ボランティアナースが語る東日本大震
災

E-3 災害・防災 4132
Q&A震災と雇用問題 野川忍 商事法務

E-3 災害・防災 4133
Q&A被災者生活再建支援法 津久井進 商事法務

E-3 災害・防災 4147
前へ！ 麻生幾 新潮社

E-3 災害・防災 4164
3.11大震災・原発災害の記録 橋本紘二 農文協

E-3 災害・防災 4186
大震災大津波を語り継ぐために 第七回みやぎ民話の学校実行委

員会
みやぎ民話の会

E-3 災害・防災 4192
3.11キヲクのキロク 20世紀アーカイブ仙台

E-3 災害・防災 4205
Juntos　被災地の仮設団地自治会の
今　vol.61

全国コミュニティライフサポート
センター

E-3 災害・防災 4215
山が動いた 大場浩徳 くりこま耕英地区復興の会

E-3 災害・防災 4227
つないで支える。災害への新たな取り
組み

被災者をＮＰＯとちないで支える
合同プロジェクト

E-3 災害・防災 4228
言葉のちから 播磨靖夫 たんぽぽの家・社会福祉法人

わたぼうしの会

E-3 災害・防災 4245
被災地の博物館に聞く: 東日本大震
災と歴史・文化資料

国立歴史民俗資料館 吉川弘文館

E-3 災害・防災 4249
仮設のトリセツ 岩佐明彦 主婦の友社

E-3 災害・防災 4250
震災学 東北学院大学 荒蝦夷

E-3 災害・防災 4251
震災体験 東北大学 東北大学

E-3 災害・防災 4266
大切な人を守るために今できること せんだいファイミリーサポート・

ネットワーク
仙台市子育てふれあいプラザ
のびすく仙台

E-3 災害・防災 4267
私にもできる復興支援　第二弾 ままふわ会

E-3 災害・防災 4281
F(ふるさと)M(みやぎの)3.11 3.11宮城野区記録作成員会 宮城野区まちづくり推進課

E-3 災害・防災 4285
3.11キヲクのキロクそして今。 坂本英樹　坂本正実 20世紀アーカイブ仙台

E-3 災害・防災 4296
６３人の復興起業家たち　いま、始
まっている東北の未来

日本サードセクター経営者協会

E-3 災害・防災 4300
復興創生の街　宮城県気仙沼市本吉
町ガイドブック　もとよし読本

本吉復興エコツーリズム推進協
議会

KOTネットワーク本吉
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E-3 災害・防災 4313
ドキュメント 東日本大震災 浦安のま
ち 液状化の記録

浦安市 ぎょうせい

E-3 災害・防災 4315
大震災 日本列島が揺れた 高校生・
高等専修学校生75人の記事

仕事への架け橋　編
まど・みちお　画

小峰書店

E-3 災害・防災 4316
「つくることが生きること 」東日本大震
災復興支援プロジェク

非営利芸術活動団体コマンドN
(著), わわプロジェクト (編集), 中
村政人 (監修)

非営利芸術活動団体コマンドN

E-3 災害・防災 4355
災害弱者と情報弱者　3.11後、何が見
過ごされたのか

田中幹人・標葉隆馬・丸山紀一郎 熊沢敏之・筑摩書房

E-3 災害・防災 4380
被災地の聞き書き101 東京財団

E-3 災害・防災 4389
大切な人を守るために今できること せんだいファミリーサポート・ネッ

トワーク

E-3 災害・防災 4400
つながる力　東日本大震災としょうが
いのある人の暮らし

つどいの家 フェミックス

E-3 災害・防災 4457
ねえねえしってたあ？（英語版） 中山奈保子 三陸こざかなネット

E-3 災害・防災 4458
ねえねえしってたあ？ 中山奈保子 三陸こざかなネット

E-3 災害・防災 4459
ねえねえしってたあ？（平仮名版） 中山奈保子 三陸こざかなネット

E-3 災害・防災 4463
バーラちゃんの非常食BOOK 仙台市地域活動栄養士会子ど

もの食事研究会グループ

E-3 災害・防災 4589
親子のための地震イツモノート 坂井　宏先

E-3 災害・防災 4594
ふたつの郷　言の葉で紡ぐ六郷・七郷
の「新・地域誌」

六郷・七郷コミネット

E-3 災害・防災 4610
3.11定点観測写真アーカイブ・プロ
ジェクト　公開サロン「みつづける、あ
の日からの風景」

20世紀アーカイブ

E-3 災害・防災 4611
未来に伝えたいふるさと　蒲生 仙台市宮城野区

E-3 災害・防災 4617
あなたの心によりそう　傾聴ボランティ
アの視点

森山　英子（仙台傾聴の会）

E-3 災害・防災 4624
３ＹEARS 本間勇輝・美和 高橋　歩

E-3 災害・防災 4760
わが家の災害対応ワークブック ピースボート災害ボランティアセ

ンター

E-3 災害・防災 4768
「閖上」津波に消えた町のむかしの暮
らし

早坂泰子、河井隆博、小野和子 早坂泰子

E-3 災害・防災 4773
未来に伝えたいふるさと岡田 仙台市宮城野区

E-3 災害・防災 4788
大震災と子どもの貧困白書 竹村　正治

E-3 災害・防災 4794
三陸人 原田英治

E-3 災害・防災 4806
オモイデピース　ここからはじまる、ま
ちとひと

佐藤　正実

E-3 災害・防災 4836
3がつ11にちをわすれないためにセン
ター　活動報告

3がつ11にちをわすれないため
にセンター（せんだいメディア
テーク）

E-3 災害・防災 4847
仙台・福住町方式減災の処方箋 菅原康雄・三好亜矢子 武市一幸

E-3 災害・防災 4848
みちのく未来基金設立の記録 みちのく未来基金

E-3 災害・防災 4854
マニュアル＋現地訓練はいざというと
きの底力

佐々木伸

E-3 災害・防災 5009
釜石の奇跡どんな防災教育が子ども
の“いのち”を救えるのか？

NHKスペシャル取材班 イースト・プレス

E-3 災害・防災 5037
伝える思い・伝わる心 仙台ひと・まち交流財団

E-3 災害・防災 5062
地域に愛される商店街。EGAO2016 株式会社全国商店街支援セン

ター

E-3 災害・防災 5106
東日本大震災のマンション相談事例 東北マンション管理組合連合会

E-3 災害・防災 5109
東日本大震災復興が日本を変える 岡本全勝 きょうせい

E-3 災害・防災 5205
支援の必要な人の視点を入れた防
災・避難所ノート

防災・避難所運営マニュアルを
つくる会

E-3 災害・防災 5213
6年目の風景をきく 佐藤李青 嘉原妙 アーツカウンシル東京 公益財

団法人東京歴史文化財団

E-3 災害・防災 5226
あなたにも出来る被災者支援実践事
例集

NPOひまわりの夢企画 ひまわりオジサン 荒井勣
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E-3 災害・防災 5232
復興の先を見据えた地域づくり～住
民の主体性を考えた復興支援のあり
方～

特定非営利活動法人日本NPO
センター

E-3 災害・防災 5302
宮城県被災地・地域活動団体ガイド
ブック

NPO法人地星社

E-3 災害・防災 5303
RYU-PROJECT 特定非営利活動法人ヒーロー 株式会社金港堂出版部

E-3 災害・防災 5309
３．１１オモイデアーカイブ ３．１１オモイデアーカイブ

E-3 災害・防災 5317
地域生活支援「困った」ときのQ＆A 大坂純（監修）

E-3 災害・防災 5318
災害公営住宅ができた！ 2014年3月21日特定非営利活

動法人 全国コミュニティライフ
サポートセンター（CLC）

E-3 災害・防災 5319
宮城県被災地・地域活動団体ガイド
ブック　2018年版

NPO法人地星社

E-3 災害・防災 5328
居場所づくりブックレット 特定非営利活動法人つながり

デザインセンター・あすと長町

E-3 災害・防災 5332
あなたも出来る被災者支援 NPOひまわりの夢企画　ひまわ

りオジサン　荒井　勣

E-3 災害・防災 5333
RE:プロジェクト通信　記録集 西大立目祥子・武田こうじ・田澤

紘子
公益財団法人仙台市文化事業
団

E-3 災害・防災 5342
西多賀まち物語 西多賀地区町内会連合会

E-3 災害・防災 5359
ふるさと町蒲生 未来に伝えたい中野・岡田の会 宮城野区まちづくり推進課

E-3 災害・防災 5360
ふるさと和田 未来に伝えたい中野・岡田の会 宮城野区まちづくり推進課

E-3 災害・防災 5361
ふるさと港 未来に伝えたい中野・岡田の会 宮城野区まちづくり推進課

E-3 災害・防災 5362
ふるさと岡田 未来に伝えたい中野・岡田の会 宮城野区まちづくり推進課

E-3 災害・防災 5363
ふるさと西原 未来に伝えたい中野・岡田の会 宮城野区まちづくり推進課

E-3 災害・防災 5376
「逃げ地図」づくり 逃げ地図づくりプロジェクトチーム ぎょうせい

E-3 災害・防災 5405
阿蘇人インタビューマガジンVol.0 あそおもい実行委員会

E-3 災害・防災 5421
一人ひとりのくらしの風景がみえてく
る－牡鹿半島のくらし展－

東北学院大学博物館

E-3 災害・防災 5423
みんなの家 宮城野区役所まちづくり推進課

E-3 災害・防災 5426
風水害・土砂災害 わが家の防災タイ
ムライン 命を守るためにできること 防
災タイムラインを作ろう【防災キット】

株式会社東京法令出版

E-3 災害・防災 5444
防災絵本リオン 特定非営利活動法人防災士会

みやぎ

E-3 災害・防災 5461
青空応援団～僕らはいつだって応援
している～

初代団長・平了 株式会社扶桑社

E-3 災害・防災 5462
災害ボランティア活動ブックレット1
被災地につなげる災害ボランティア活
動ガイドブック

合田茂広・上島安裕 社会福祉法人全国社会福祉協
議会

E-3 災害・防災 5473
河北新報特別縮印版　3.11東日本大
震災 1ヶ月の記録 2011.3.11～4.11紙
面編集

河北新報社 株式会社竹書房

E-3 災害・防災 5474
東日本大震災1か月間の全記録 戦う
日本

経済新聞社 株式会社経済新聞社

E-3 災害・防災 5478
東日本大震災の子ども支援　震災子
ども支援室（"Sチル"）の10年

加藤道代・一条玲香 東北大学出版

E-3 災害・防災 5491
令和2年度東北大学大学院教育学研
究科 震災子ども支援室"Sチル”―震
災子ども支援室10年間の活動報告

東北大学大学院教育学研究科

E-3 災害・防災 5501
東日本大震災とミュージアム 宮城ミュージアムアライアンス

E-3 災害・防災 5542
広域避難者受入支援１０年の軌跡 東北圏地域づくりコンソーシア

ム

E-3 災害・防災 5544
災害に役立つマップin東中田 ほっとネットin東中田

E-3 災害・防災 5545
東日本大震災10年の奇跡 仙台商工会議所

E-3 災害・防災 5548
３がつ１１にちを忘れないためのにセ
ンター活動報告書

せんだいメディアテーク

E-3 災害・防災 5549
３がつ１１にちを忘れないためのにセ
ンター資料カタログ

せんだいメディアテーク

E-3 災害・防災 5551
公営住宅からはじめる新たな地域運
営

つなせん
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E-3 災害・防災 5552
共助の見守りブックレット つなせん

E-3 災害・防災 5553
海辺の記憶をたどる旅 つながる湾プロジェクト実行委

員会

E-3 災害・防災 5555
福島ひまわり里親プロジェクト物語 田原　実 福島ひまわり里親プロジェクト

事務局

E-3 災害・防災 5556
飯館を掘る　天明の飢餓と福島原発 佐藤　昌明 菊地　泰博

E-3 災害・防災 5561
地域の「声」をカタチに2004年新潟県
中越地震被災　中山間地域復興支援
17年記録

山の暮らし再生機構 山の暮らし再生機構新潟日報
社

E-3 災害・防災 5572
つながりが生み出すイノベーション
イノベーション
イノベーション

菅野　拓 ナカニシア出版

E-3 災害・防災 5582
防災料理は時短料理　八木山版の非
常食レシピ

八木山地域再生創生ボランティア
グループYARVOG

八木山地域再生創生ボランティ
アグループYARVOG

E-3 災害・防災 5586
3.11キオクのキロク、そしてイマ。 3.11オモイデアーカイブ

E-3 災害・防災 5588
つむぎだす若者の記録

E-3 災害・防災 5590
大切な人が被災したときに、自分にで
きることが見つかる本

一般社団法人BRIDGE
KUMAMOT

分類 書籍ID 書名 著者等 発行者

F 子供・教育 371
おとうさんと歩く仙台（新定版）

F 子供・教育 373
仙台はつまらない

F 子供・教育 381
不況時代の仙台あそび塾 おとうさん100人委員会

F 子供・教育 2705
おやこの広場びーのびーの 親たちが
立ち上げた! 子育て支援NPO

びーのびーの ミネルヴァ書房

F 子供・教育 2988
落ち穂ひろい 社会福祉法人仙台基督教育児

院

F 子供・教育 4442
ラッキーとの日々～東日本大震災・愛
犬と家族の絆をつづった手紙～

渡部　真理子・文　さとう　なつき・
絵

読み聞かせサークルこだま

F 子供・教育 4461
笑顔をつなぐ「食」の楽しさ大切さ 食育NPO「おむすび」

F 子供・教育 5010
ひきこもり町おこしに発つ 藤里町社会福祉協議会・秋田魁

新報社
秋田魁新報社

F 子供・教育 5170
2歳児サバイバルライフ 太白区育児サークル応援団た

い子さん

F 子供・教育 5172
南東北の中・高生1,700名に聞いてみ
た。

F 子供・教育 5190
子どもが外で元気に育ちますように
きっとみんなに出番があります2

西公園プレーパークの会

F 子供・教育 5191
虹のつばさ 外国人の子ども・サポートの会

F 子供・教育 5192
はじめの一歩ふみだし隊

F 子供・教育 5341
西公園プレーパーク15周年記念誌
プレーパーク解体新書

西公園プレーパークの会

F 子供・教育 5364
子どもたちの光るこえ 香葉村真由美 センジュ出版

F 子供・教育 5375
さかなのなみだ さかなクン 二見書房

F 子供・教育 5404
サポートガイドBOOK地域食堂のつく
り方 おりざの食卓の場合

特定非営利活動法人おりざの
家

F 子供・教育 5505
被災地の子どものこころのケアの手
引き

特定非営利活動法人チャイル
ド・ファンド・ジャパン

F 子供・教育 5554
学童保育のための「おやつ・食事」衛
生管理ガイドブック

学童保育の「食」を考える会

F 子供・教育 5614
平成31年度仙台自主夜間中学文集
第4号　めだか

仙台に夜間中学をつくり育てる
会

F 子供・教育 5615
平成29年度仙台自主夜間中学文集
開講三周年記念号　めだか

仙台に夜間中学をつくり育てる
会

F 子供・教育 5616
令和元年度仙台自主夜間中学文集
第５号　めだか

仙台に夜間中学をつくり育てる
会

F 子供・教育 5617
令和2年度仙台自主夜間中学文集第
５号　めだか

仙台に夜間中学をつくり育てる
会

分類 書籍ID 書名 著者等 発行者
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G 芸術・文化 2659
仙台文の會・第十一文集　わたしの
好きなもの

仙台文の會

G 芸術・文化 3577
ちがいをみとめ　ちがいを考える－発
達障害のある子どもとアート活動－

たんぽぽの家

G 芸術・文化 3824
バリアフリー映画をスタンダードにす
るために

全国地域生活支援ネット 全国地域生活支援ネット

G 芸術・文化 3886
闇光る　仙台戯曲賞シリーズ01 仙台市市民文化事業団 仙台市市民文化事業団

G 芸術・文化 3887
ドドミノ　仙台戯曲賞シリーズ02 仙台市市民文化事業団 仙台市市民文化事業団

G 芸術・文化 3888
ミチユキ→キサラギ　仙台戯曲賞シ
リーズ03

仙台市市民文化事業団 仙台市市民文化事業団

G 芸術・文化 4086
井上ひさしと私 仙台文の會

G 芸術・文化 4100
なぜデザインが必要なのか 英治出版

G 芸術・文化 4179
クロニクルFUKUSHIMA 大友良英 青土社

G 芸術・文化 4214
植物園アート散歩 はっぴい・はっぱ・プロジェクト代

表吉川由美
はっぴい・はっぱ・プロジェクト
代表吉川由美

G 芸術・文化 4356
地域を変えるソフトパワー　アートプロ
ジェクトがつがく人の知恵、まちの経
験

藤浩志・AAFネットワーク 安田英樹・青幻舎

G 芸術・文化 4454
劇都仙台のこれから 仙台市市民文化事業団

G 芸術・文化 4628
新しい広場をつくる-市民芸術概論網
要

平田　オリザ 岡本　厚

G 芸術・文化 4770
仙台七夕まつり七夕七彩 近江恵美子 イーピー風の時編集部

G 芸術・文化 4784
病院のアート　医療現場の再生と未
来

アートミーツケア学会 アートミーツケア学会

G 芸術・文化 4837
ミルフイユ05技と術 佐藤　泰（せんだいメディアテー

ク）

G 芸術・文化 4838
せんだいメディアテークコンセプトブッ
ク

石井威望他数名 杉本孝

G 芸術・文化 4839
共有のデザインを考える　スタジオ・
トークセッション記録

せんだいメディアテーク

G 芸術・文化 5011
アートプロジェクトのつくりかた「つな
がり」を「つづける」ためのことば

森 司 フィルムアート社

G 芸術・文化 5012
対話のレッスン日本人のためのコミュ
ニケーション術

平田 オリザ 講談社

G 芸術・文化 5034
仙台文の會・第二十文集 仙台文の會

G 芸術・文化 5123
下り坂をそろそろと下る 平田オリザ 鈴木　哲

G 芸術・文化 5142
とんてんかん 仙台文学館

G 芸術・文化 5229
仙台文の會第二十二文集 仙台文の會

G 芸術・文化 5301
井上ひさしの国語教室 仙台文の會

G 芸術・文化 5330
仙台文の會第二十三文集 仙台文の會

G 芸術・文化 5387
あいたくてききたくて旅に出る 小野和子 PUMPQUAKES

G 芸術・文化 5388
共感を超える市場つながりすぎない
社会福祉とアート

アトリエインカーブ ビブリオインカー

G 芸術・文化 5407
井上ひさしと仙台文の會 2020年6月 仙台文の會

G 芸術・文化 5408
URATO SHOKUDO PROJECT　浦戸
食堂 まりこさんのカレーとその記憶

増田拓史 増田拓史

G 芸術・文化 5422
愛のレッスン 砂連尾理、西川勝、富田大介、豊

平豪、森真理子、淡路由紀子、久
保田テツ

一般社団法人torindo

G 芸術・文化 5439
まちにアートの風が吹く アサヒ・アート・フェスティバル実

行委員会
株式会社マルモ出版

G 芸術・文化 5440
手とてとテ 株式会社ディー・エム・ピー 仙台市

G 芸術・文化 5441
なんのためのアート 宮城県／みやぎ県民文化創造

の祭典実行委員会

G 芸術・文化 5442
子育て親子の感性を潤すワークショッ
プmini book

多賀城市保健福祉部こども福
祉課
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G 芸術・文化 5447
東日本大震災後、4年目の語り。 谷津智里 公益財団法人東京と歴史文化

財団東京文化発信プロジェクト
室

G 芸術・文化 5463
藤田篤男　写真集　望郷 藤田篤男 JRP出版社

G 芸術・文化 5464
Welcam to PAPER MUSEUM of
Happy Dool

Wonder Art Production

G 芸術・文化 5477
ARTS　FOR　HOPE　１０YEARS 高橋雅子 ARTS for HOPE

G 芸術・文化 5479
東北の風景をきく　FIELD
RECORDING vol.1

アーツカウンシル東京

G 芸術・文化 5480
東北の風景をきく　FIELD
RECORDING vol.2

アーツカウンシル東京

G 芸術・文化 5481
東北の風景をきく　FIELD
RECORDING vol.3

アーツカウンシル東京

G 芸術・文化 5482
東北の風景をきく　FIELD
RECORDING vol.4

アーツカウンシル東京

G 芸術・文化 5486
だいすきとうほく　3.11から10年そして
これから。

東北イラストレータークラブ

G 芸術・文化 5508
わが生涯最良の日 仙台文の會

G 芸術・文化 5509
初恋 仙台文の會

G 芸術・文化 5527
「こころ屋」繁盛記 八王子のこころ屋　小濱義久

G 芸術・文化 5528
包子　ぱおつう パオ

G 芸術・文化 5529
自然の落とし物 パオ

G 芸術・文化 5589
カミングアウトクローゼット　多様性の
当事者たちによる生の声の記録

レインボーアーカイブ東北／せん
だいメディアテーク

せんだいメディアテーク

G 芸術・文化 5611
氷見食堂　谷をめぐりて海へ出る 増田拓史 特定非営利活動法人アート

NPOヒミング

G 芸術・文化 5612
前橋食堂　暮らしの中に見えたもの 増田拓史 グッドモーニングファクトリー

G 芸術・文化 5613
東京アートポイント計画が、アートプロ
ジェクトを運営する「事務局」と話すと
きのことば。の本

アーツカウンシル東京

分類 書籍ID 書名 著者等 発行者

H 環境 2066
アクティビストあつまれ！みんなで地
球をまもる　わたしたちの声がとどけ
ば、世界はきっとかわるよ

ベン・ホアー／ジェイド・オーランド 株式会社亜紀書房

H 環境 2926
もっと知りたい！杜の都・広瀬川 水環境ねっと東北 ぎょうせい

H 環境 3024
ハチドリのひとしずく　いま、私にでき
ること

辻信一 光文社

H 環境 3041
原子力市民年鑑2007 原子力資料情報室 七ツ森書館

H 環境 3213
森は海の恋人

H 環境 3598
アフリカに緑の革命を!―ニッポンNPO
戦記

大高 未貴 徳間書店

H 環境 3626
世界がもし１００人の村だったら完結
編

池田香代子 マガジンハウス

H 環境 3704
地球の食卓　世界２４ヵ国の家族のご
はん

ＴＯＴＯ出版

H 環境 3896
みやぎの自然体験ガイド 宮城県森林インストラクター協会 宮城県森林インストラクター協

会

H 環境 3999
「カタリバ」という授業 上阪 徹 原田 英治

H 環境 4180
原発事故はなぜくりかえすのか 高木仁三郎 岩波新書

H 環境 4220
青葉山自然観察ハンドブック

H 環境 5013
ごみは宝の山 中田 勝 環境新聞社

H 環境 5065
図解でわかる　１４歳から知る気候変
動

インフォビジュアル研究所 株式会社太田出版

H 環境 5124
ルポにっぽんのごみ 杉本裕明 岩波出版

H 環境 5310
エコラの日々と仲間たち Act53仙台
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H 環境 5349
季節の色別花さんぽ 仙台市公園緑地協会

H 環境 5365
買いものは投票なんだ 藤原ひろのぶ 三五館シンシャ

H 環境 5389
クジラのおなかからプラスチック 保坂直紀 旬報社

H 環境 5459
プラスチック・フリー生活　今すぐでき
る小さな革命

シャンタル・プラモンドン／ジェイ・
シンハ

NKH出版

H 環境 5573
しあわせを運ぶ渡り鳥、日本の空に
ふたたび！
シジュウカラガン物語

呉地　正行
須川　恒

京都通信社

H 環境 5574
大量廃棄社会
アパレルとコンビニの
不都合な真実

仲村　和代
藤田　さつき

光文社

H 環境 5575
気候変動に立ち向かう
子どもたち

アクシャード・ラーティ 太田出版

H 環境 5576
環境社会学入門ー
持続可能な未来をつくる

長谷川　公一 ちくま新書

H 環境 5607
土中環境　忘れられた共生のまなざ
し、蘇る古の技

高田宏臣 馬場栄一　株式会社建築資料
研究社

H 環境 5618
生ごみからエネルギーをつくろう！ 一般社団法人農山漁村文化協

会

H 環境 9
国境なき医師団を見に行く いとうせいこう 渡瀬　昌彦

H 環境 1686
世界がもし１００人の村だったら Ｃ．ﾀﾞｸﾞﾗｽ･ｽﾐｽ マガジンハウス

H 環境 2829
仙台ユネスコ運動のあゆみ ユネスコ協会 仙台ユネスコ協会会長　村上英

二

H 環境 4350
成功する海外ボランティア21のケース ダイヤモンド・ビッグ社

H 環境 4393
シャプラニール流人生を変える働き方 藤岡みなみ、2025PROJECT 根本周

H 環境 4627
格差の世界地図 岸上　伸啓 Ｍaruzen Publishing

H 環境 4631
世界から飢餓を終わらせるための30
の方法

ハンガー・フリー・ワールド 上野　良治

H 環境 4799
世界を救うショッピングガイド
Causebrand Handbook

野村尚克 タイトル

H 環境 5016
地球のごはん世界30か国80人の“い
ただきます！”

ピーター・メンツェル TOTO出版

H 環境 5017
「国際協力」をやってみませんか？仕
事として、ボランティアとして、普段の
生活でも

山本 敏晴 小学館

H 環境 5018
本当の戦争の話をしよう世界の「対
立」を仕切る

伊勢崎 賢治 朝日出版社

H 環境 5125
世界を巻き込む。 中村俊遊 ダイヤモンド社

H 環境 5366
ぼくらの地球の治し方 藤原ひろのぶ 三五館シンシャ

H 環境 5390
国境なき医師団になろう いとうせいこう 講談社新書

H 環境 5506
あいかす文集 ICAS

H 環境 5507
文集「けやき」第１５号 ICAS

H 環境 5577
ガザ、西岸地区、
アンマン「国境なき
医師団」を見に行く

いとうせいこう 講談社

H 環境 12
魔法をかける編集 藤本　智士 土田　米一

H 環境 1663
実例　校正教室 日本エディタースクール 日本エディタースクール

H 環境 2471
自分で調べる技術

H 環境 2626
図解アンケート調査と統計解析がわ
かる本 アンケート調査の企画・実査・
集計から統計解析の基本と多変量解

酒井隆 日本能率協会マネジメントセン
ター

H 環境 2725
ワークブック　市民のチカラ水 大滝精一　加藤哲夫

H 環境 3776
「チーム脳」のつくり方 清宮普美代 WAVE出版

H 環境 3778
アイスブレイク入門 今村光章 解放出版社

H 環境 4284
市民の会議塾ミーティング・ファシリ
テーション入門

青木将幸 ハンズオン!埼玉
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H 環境 4622
予算がなくてもステキなデザインのフ
ライヤー・コレクション

グラフィック社 久世利郎

H 環境 4641
リラックスと集中を一瞬でつくるアイス
ブレイクベスト50

青木　将幸 小林　敏史

H 環境 4985
ワークショップ・デザイン知をつむぐ対
話の場作り

堀 公俊＋加藤 彰 斉田 久夫

H 環境 4986
チーム・ビルディング人と人を「つな
ぐ」技法

堀 公俊＋加藤 彰＋加留部 貴行 斉田 久夫

H 環境 4991
ファシリテーターの道具箱 森 時彦 ダイヤモンド社

H 環境 5019
伝わるインフォグラフィックス リンクアップ グラフィック社

H 環境 5578
実践自分で調べる技術 宮内　泰介

上田　昌文
岩波書店

H 環境 5579
組織を生きる・活かす
心理学

小林　裕 文眞堂

H 環境 5580
グラフィックファシリ
テーションの教科書

山田　夏子 かんき出版

H 環境 5581
オンライン会議の
教科書

堀　公俊 朝日新聞出版

H 環境 1382
仙台子育て白書 杜の子育てネット 杜の子育てネット

H 環境 3804
子どもの貧困白書 子どもの貧困白書編集委員会 明石書店

H 環境 4008
寄付白書2010　GIVING JAPAN 2010 日本ファンドレイジング協会 鈴木 正人

H 環境 4145
寄付白書2011 日本ファンドレイジング協会 日本経団連出版

H 環境 4359
NPO白書2013 NPO研究情報センター

H 環境 4394
寄付白書2012 GIVING JAPAN 2012 日本ファンドレイジング協会 鈴木正人

H 環境 4809
わかやまNPO白書2015 わかやまNPOセンター

H 環境 4849
地域を輝かせるMade in TOHOKU 東北環境パートナーシップオ

フィス

H 環境 5030
フードバンク運営マニュアル セカンドハーベスト・ジャパン

H 環境 5039
3・11被災地子ども白書 大橋雄介 石井昭雄

H 環境 5041
休眠口座白書 休眠口座国民会議 日本財団

H 環境 5175
子どもの自信白書2016 D.Live

H 環境 5176
2014年版子ども未来白書 子ども支援フェイスブックプロ

ジェクト

H 環境 5391
寄付白書2017 寄付白書発行研究会 日本ファンドレイジング協会

分類 書籍ID 書名 著者等 発行者

K 国際協力・NGO 9 国境なき医師団を見に行く いとうせいこう 渡瀬　昌彦

K 国際協力・NGO 1686 世界がもし１００人の村だったら Ｃ．ﾀﾞｸﾞﾗｽ･ｽﾐｽ マガジンハウス

K 国際協力・NGO 2829 仙台ユネスコ運動のあゆみ ユネスコ協会
仙台ユネスコ協会会長　村上英
二

K 国際協力・NGO 4350 成功する海外ボランティア21のケース ダイヤモンド・ビッグ社

K 国際協力・NGO 4393 シャプラニール流人生を変える働き方 藤岡みなみ、2025PROJECT 根本周

K 国際協力・NGO 4627 格差の世界地図 岸上　伸啓 Ｍaruzen Publishing

K 国際協力・NGO 4631
世界から飢餓を終わらせるための30
の方法

ハンガー・フリー・ワールド 上野　良治

K 国際協力・NGO 4799
世界を救うショッピングガイド
Causebrand Handbook

野村尚克 タイトル

K 国際協力・NGO 5016
地球のごはん世界30か国80人の“い
ただきます！”

ピーター・メンツェル TOTO出版

K 国際協力・NGO 5017
「国際協力」をやってみませんか？仕
事として、ボランティアとして、普段の
生活でも

山本 敏晴 小学館
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K 国際協力・NGO 5018
本当の戦争の話をしよう世界の「対
立」を仕切る

伊勢崎 賢治 朝日出版社

K 国際協力・NGO 5125 世界を巻き込む。 中村俊遊 ダイヤモンド社

K 国際協力・NGO 5366 ぼくらの地球の治し方 藤原ひろのぶ 三五館シンシャ

K 国際協力・NGO 5390 国境なき医師団になろう いとうせいこう 講談社新書

K 国際協力・NGO 5506 あいかす文集 ICAS

K 国際協力・NGO 5507 文集「けやき」第１５号 ICAS

K 国際協力・NGO 5577
ガザ、西岸地区、アンマン「国境なき
医師団」を見に行く

いとうせいこう 講談社

分類 書籍ID 書名 著者等 発行者

L ハウツー 12 魔法をかける編集 藤本　智士 土田　米一

L ハウツー 1663 実例　校正教室 日本エディタースクール 日本エディタースクール

L ハウツー 2471 自分で調べる技術

L ハウツー 2626

図解アンケート調査と統計解析がわ
かる本 アンケート調査の企画・実査・
集計から統計解析の基本と多変量解
析の実務まで

酒井隆
日本能率協会マネジメントセン
ター

L ハウツー 2725 ワークブック　市民のチカラ水 大滝精一　加藤哲夫

L ハウツー 3776 「チーム脳」のつくり方 清宮普美代 WAVE出版

L ハウツー 3778 アイスブレイク入門 今村光章 解放出版社

L ハウツー 4284
市民の会議塾ミーティング・ファシリ
テーション入門

青木将幸 ハンズオン!埼玉

L ハウツー 4622
予算がなくてもステキなデザインのフ
ライヤー・コレクション

グラフィック社 久世利郎

L ハウツー 4641
リラックスと集中を一瞬でつくるアイス
ブレイクベスト50

青木　将幸 小林　敏史

L ハウツー 4985
ワークショップ・デザイン知をつむぐ対
話の場作り

堀 公俊＋加藤 彰 斉田 久夫

L ハウツー 4986
チーム・ビルディング人と人を「つな
ぐ」技法

堀 公俊＋加藤 彰＋加留部 貴行 斉田 久夫

L ハウツー 4991 ファシリテーターの道具箱 森 時彦 ダイヤモンド社

L ハウツー 5019 伝わるインフォグラフィックス リンクアップ グラフィック社

L ハウツー 5578 実践自分で調べる技術
宮内　泰介
上田　昌文

岩波書店

L ハウツー 5579
組織を生きる・活かす
心理学

小林　裕 文眞堂

L ハウツー 5580
グラフィックファシリ
テーションの教科書

山田　夏子 かんき出版

L ハウツー 5581 オンライン会議の教科書 堀　公俊 朝日新聞出版

分類 書籍ID 書名 著者等 発行者

P 白書 1382 仙台子育て白書 杜の子育てネット 杜の子育てネット

P 白書 3804 子どもの貧困白書 子どもの貧困白書編集委員会 明石書店

P 白書 4008 寄付白書2010　GIVING JAPAN 2010 日本ファンドレイジング協会 鈴木 正人

P 白書 4145 寄付白書2011 日本ファンドレイジング協会 日本経団連出版

P 白書 4359 NPO白書2013 NPO研究情報センター

P 白書 4394 寄付白書2012 GIVING JAPAN 2012 日本ファンドレイジング協会 鈴木正人

P 白書 4809 わかやまNPO白書2015 わかやまNPOセンター

P 白書 4849 地域を輝かせるMade in TOHOKU
東北環境パートナーシップオ
フィス
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P 白書 5030 フードバンク運営マニュアル セカンドハーベスト・ジャパン

P 白書 5039 3・11被災地子ども白書 大橋雄介 石井昭雄

P 白書 5041 休眠口座白書 休眠口座国民会議 日本財団

P 白書 5175 子どもの自信白書2016 D.Live

P 白書 5176 2014年版子ども未来白書
子ども支援フェイスブックプロ
ジェクト

P 白書 5391 寄付白書2017 寄付白書発行研究会 日本ファンドレイジング協会

分類 書籍ID 書名 著者等 発行者

R　報告書 646
協働を活かした地域づくり

R　報告書 2855
地域社会組織化に関する研究

R　報告書 3941
「子育て・介護複合課題」調査報告書 市民福祉サポートセンター 市民福祉サポートセンター

R　報告書 4080
平成23年度県民活動実態・意向調査
報告書

千葉県環境生活部県民交流・
文化課

R　報告書 4092
第11回とっておきの音楽祭報告書 とっておきの音楽祭実行委員会

SENDAI

R　報告書 4094
NPO法人における雇用と働き方 ボランタリーネイバーズ 愛知県

R　報告書 4158
東日本大震災ボランティア活動報告
書

亜細亜大学経営学部 虹有社

R　報告書 4191
東日本大震災ボランティア体験記 IVUSA

R　報告書 4193
つないで支える！東日本大震災「被
災者とNPOをつないで支える合同プロ
ジェクト」の軌跡

つなプロ

R　報告書 4194
「心和み旅」活動の記録 しゃらく

R　報告書 4195
みやざき・東北応援ボランティア派遣
事業の記録

みやざき・東北応援ボランティア
派遣実行委員会

R　報告書 4196
2011ボランティアフォーラム 仙台市ボランティアセンター

R　報告書 4197
その時 仙台市落合市民センター

R　報告書 4206
みちのくだんわ室　一年の記録 東日本大震災・暮らしサポート隊 石東直子

R　報告書 4213
あの日、わたしは　あかねグループ
3.11の記録

あかねグループ

R　報告書 4223
日本財団ROADプロジェクト東日本大
震災1年間の活動記録

日本財団

R　報告書 4224
3.11東日本大震災体験集 斎藤茂 ばざーる太白社会事業センター

R　報告書 4225
高齢者・障がい者の孤立防止と生活
環境改善事業　クラブハウス恐竜や
まの取り組み

NPO法人ばざーる太白社会事
業センター

R　報告書 4230
東日本大震災復興支援事業報告書
被災地支援者のエンパワーメントに
関する調査研究

日本女性学習財団 日本女性学習財団

R　報告書 4232
開室記念シンポジウム報告書親を亡
くした子どもに対する支援の中長期的
展望

東北大学大学院打学教育学研究
科ねっちワークセンター震災子ど
も支援室S-チル

東北大学大学院

R　報告書 4233
シンポジウム報告書東日本大震災の
子ども支援

東北大学大学院打学教育学研究
科ねっちワークセンター震災子ど
も支援室S-チル

東北大学大学院

R　報告書 4234
POWER　被災地・名取 市民活動の底
力

せんだい・みやぎNPOセンター 名取市

R　報告書 4253
機関紙MELON　第2期(2012年7月～
2013年6月)

みやぎ・環境とくらし・ネットワーク
(MELON)

みやぎ・環境とくらし・ネットワー
ク(MELON)

R　報告書 4255
東日本大震災文化芸術の復興・再生
の取り組み―被災と支援の実態調査
と事例からこれからを考える―

文化芸術による復興促進コン
ソーシアム構築に関わる事業
調査研究報告書

R　報告書 4260
震災というバリアも乗り越えて 第12回
とっておきの音楽祭報告書

とっておきの音楽祭実行委員会
SENDAI

R　報告書 4261
東日本大震災時の民生委員の行動
に関する調査報告書

仙台市若林区民生委員児童委
員協議会

R　報告書 4262
UDW10特定非営利活動法人都市デ
ザインワークス設立10周年記念誌

都市デザインワークス

R　報告書 4263
災害時の在日外国人支援に携わる人
のための災害通訳手引

地球市民交流会
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R　報告書 4265
東日本大震災から学ぶ復興まちづく
り事例集

仙台市 仙台市市民局

R　報告書 4268
三陸エコビジョンフォーラム2011報告
書

遠野まごころネット

R　報告書 4270
東日本大震災における避難者家族支
援報告書やまがた育児サークルの取
組

やまがた育児サークルランド やまがた育児サークルランド

R　報告書 4271
私の「3.11」-大災害を生きて- 宮城女性九条の会

R　報告書 4273
東日本大震災報告書 仙台市社会福祉協議会

R　報告書 4274
東日本大震災に伴う「震災と女性」に
関する調査報告書

イコールネット仙台

R　報告書 4275
東日本大震災の記録 どう判断しどう
行動したか～福祉現場・葛藤の果て
に～

宮城県知的障害者福祉協会

R　報告書 4276
東日本大震災における赤い羽根の災
害時支援

社会福祉法人中央共同募金会

R　報告書 4277
シンポジウム報告書　 第2回東日本
大震災後の子ども支援～診察室や保
健所から見えるこ

東北大学

R　報告書 4278
「多文化防災」の協働モデルづくり 仙台国際交流会

R　報告書 4279
東日本大震災　記録集 日本グラフィックデザイナー協

会

R　報告書 4286
若者のための市民活動体験～市民
活動を「知る」「聞く」「体験する」～平
成24年

R　報告書 4291
東日本大震災震災記録誌

R　報告書 4293
アーキエイド活動年次報告2011 Archi＋Aid

R　報告書 4294
3.11東日本大震災から2年　石巻災害
復興支援協議会　活動報告書

みらいサポート石巻報告書作成
チーム

みらいサポート石巻

R　報告書 4295
東日本大震災における貢献者表彰の
記録

社会貢献支援財団 社会貢献支援財団

R　報告書 4297
忘れない　伝えよう　つながろう東日
本大震災の記録宮城

泉区福祉ガイドブック作成員会

R　報告書 4298
プランジャパン　東日本大震災緊急・
復興支援活動報告(2011年3月～
2012年3月)

プランジャパン

R　報告書 4299
東日本大震災に伴う「震災と女性」に
関する調査

イコールネット仙台

R　報告書 4302
かながわ東日本大震災ボランティア
ステーション事業　２５ヶ月の記録

かながわ県民活動サポートセン
タ

R　報告書 4303
かながわ東日本大震災ボランティア
ステーション事業における活動活用モ
デル開発事業報告書

かながわ県民活動サポートセン
タ

R　報告書 4307
後房雄　編　フルコスト・リカバリー(総
費用の回収)～サードセクターが公共
サービスを担うために～

サードセクター経営者協会

R　報告書 4327
みやぎNPOプラザ十周年記念誌 みやぎNPOプラザ

R　報告書 4328
2012年全労済地域貢献事業「東日本
大震災復興支援特別枠」記憶を明日
に　被災地の消防団・防災組織が語

全労済

R　報告書 4330
子どもの豊かな学びのために、大人
がつながる場づくりを！教育支援プロ
グラム集

みやぎ子ども教育支援ネットワー
ク協議会

みやぎ子ども教育支援ネット
ワーク協議会

R　報告書 4331
やましたさんとみんなの工作教室 活
動報告書

山下剛史 やましたさんとみんなの工作教
室

R　報告書 4334
それぞれの3.11　震災報告書 日本消費者生活アドバイザー・

コンサルタント協会　東北支部
運営委員会　東の本大震災復

R　報告書 4335
十年後の東松島えお描こう！！ アイキャン

R　報告書 4341
ありがとう。そして、これから～被災地
障がい者センターみやぎの活動～

被災地障がい者センターみや
ぎ

R　報告書 4347
文化芸術による復興推進コンソーシ
アム平成24年度シンポジウム報告書
文化芸術を復興の力にⅡ

文化芸術による復興推進コン
ソーシアム

R　報告書 4348
文化芸術による復興推進に関する調
査研究

文化芸術による復興推進コン
ソーシアム

R　報告書 4354
震災後に中高生が果たした役割の記
録プロジェクト

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

R　報告書 4361
平成25年度NPO関連予算ヒアリング 民主党企業団体対策委員会

NPO局

R　報告書 4362
岩手・宮城内陸地震　災害支援記録 栗原市社会福祉協議会

R　報告書 4368
みやぎボイス 日本建築家協会東北支部
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R　報告書 4371
「ひと・つながる」復興支援調査・交流
推進プロジェクト

市民公益活動パートナーズ

R　報告書 4387
2012年度NPO支援センター実態調査
報告書

日本NPOセンター

R　報告書 4388
地域におけるNPOの実践から見る次
世代育成支援-行政・NPO協働の将
来像

MIYAGI子どもネットワーク

R　報告書 4390
アートによる生きる力のとりもどし「カ
フェ地球村」ができるまで

たんぽぽの家

R　報告書 4443
The 4th Asian Toy Library
Confrrence 2013

おもちゃの図書館全国連絡会

R　報告書 4444
第4回　おもちゃの図書館アジア会議 おもちゃの図書館全国連絡

R　報告書 4445
復興現場の歩き方　宮城県　2013年
度版

とほくる

R　報告書 4590
原発ゼロ社会への道 原子力市民委員会

R　報告書 4591
新しい公共支援事業　成果報告書 宮城県

R　報告書 4598
外国人に関する震災記録集 仙台市市民局交流政策課

R　報告書 4599
東日本大震災における　仙台市の商
店・事業所の支援活動事例集

仙台市市民局　市民協働推進
課

R　報告書 4605
震災復興　地域かわら版　みらいん
たいはく

仙台市

R　報告書 4606
震災復興　地域かわら版　みらいん
みやぎの

仙台市

R　報告書 4607
震災復興　地域かわら版　みらいん
わかばやし

仙台市

R　報告書 4741
あなたのオモイ　それぞれのカタチ
～つたえる　つながる～報告書

宮城野区文化センター　仙台市
市民活動サポートセンター
ARCT

R　報告書 4742
第５回東日本大震災後の支援の多様
性～電話相談ができること～

東北大学大学院教育学研究科
震災子ども支援室

R　報告書 4748
浪江のこころ通信～震災後3年間の
記録～

浪江のこころプロジェクト実行委
員会

R　報告書 4750
スポーツにおけるＭＥＬＯＮの環境活
動

みやぎ・環境とくらし・ネットワー
ク（ＭＥＬＯＮ）

R　報告書 4754
平成26年度ＮＰＯ関連予算ヒアリング
記録集

民主党企業体対策委員会ＮＰＯ
局

R　報告書 4757
第３回東日本大震災後の子ども支援
災害を経験した子どもたち

東北大学大学院教育学研究科
震災子ども支援”Ｓ-チル”

R　報告書 4763
地球環境基金　平成25年活動報告書 環境再生保全機構　地球環境

基金部

R　報告書 4765
被災地の復興とNPOの組織力 日本NPOセンター

R　報告書 4767
2011.3.11東日本大震災の被災者支
援活動～3年を振り返って～

東松島市社会福祉協議会　記
録誌編集委員会

R　報告書 4780
伝承　2011.3.11東日本大震災の被災
者支援活動～3年を振り返って～

東松島市社会福祉協議会

R　報告書 4800
石巻市民から学ぶ！！支援を活かす
地域力

ピースボート災害ボランティアセ
ンター

R　報告書 4803
MELON20周年記念誌 みやぎ・環境とくらしネットワー

ク

R　報告書 4807
みやぎの国際活動団体　DIRECTORY
2015

宮城県国際化協会

R　報告書 4808
支援の輪をつなぐ子育て応援まつり
開催事業「杜の子まつり」

せんだい杜の子ども劇場

R　報告書 4812
被災地障がい者センター　2013年度
活動報告書

被災地障がい者センターみや
ぎ

R　報告書 4818
東日本大震災におけるセクシャルマ
イノリティ当事者の被災状況および
ニーズ・課題に関する調査報告書

性と人権ネットワークESTO内田
有美

R　報告書 4819
東日本大震災　石巻専修大学報告書
第４号

石巻専修大学

R　報告書 4820
「絆」連携の歩み 宮城教育大学

R　報告書 4821
東日本大震災における山形県の協
働・支援活動の記録

『つながろう！ささえあおう！復
興支援プロジェクトやまがた』復
興ボランティア支援センターや

R　報告書 4822
宮城県沿岸被災地における移動困難
者の状況調査～石巻地域の移動困
難者へのアンケートから～

地星社

R　報告書 4825
平成26年度　社会貢献者の記録 社会貢献支援財団
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R　報告書 4826
東仙台・・私たちの三月十一日 仙台ひと・まち交流財団

R　報告書 4827
新田・私たちの三月十一日 仙台ひと・まち交流財団

R　報告書 4829
中越視察研修報告書 南蒲生復興まちづくり推進委員

会

R　報告書 4830
ぼうひろ便り

R　報告書 4834
福島10の教訓　原発災害から人びと
を守るために

福島ブックレット刊行委員会

R　報告書 4835
10LessonsfromFukusima 福島ブックレット刊行委員会

R　報告書 4840
わが家の防災安全対策 仙台市消防局 仙台市消防局

R　報告書 4842
東日本大震災・暮らしサポート隊　み
ちのくだんわ室

暮らしサポート隊

R　報告書 4843
ふるさとみやぎの3.11 3.11宮城野区記録作成委員会

R　報告書 4844
志津川タコ復興プロジェクト　プロジェ
クト実施のご報告

地域創造基金みやぎ志津川タ
コ復興プロジェクト事務局

R　報告書 4845
文化芸術による復興推進コンソーシ
アム構築に係る事業

文化芸術による復興推進コン
ソーシアム設立準備事務局

R　報告書 4846
文化芸術を復興の力に　文化芸術に
よる復興推進コンソーシアム

R　報告書 4850
環境活動28の証言3.11あの時
Stage2013

東北環境パートナーシップオ
フィス

R　報告書 4851
環境活動34の証言3.11あの時
Stage2012

東北環境パートナーシップオ
フィス

R　報告書 4852
環境活動40の証言3.11あのとき 東北環境パートナーシップオ

フィス

R　報告書 4969
そうさくの庭 東北の造形作家を支援する会

R　報告書 5006
第52回社会貢献者の記録 公益財団法人社会貢献支援財

団

R　報告書 5007
第53回社会貢献者の記録 公益財団法人社会貢献支援財

団

R　報告書 5024
第3回国連防災世界会議 第3回国連防災世界会議仙台

開催実行委員会

R　報告書 5025
Makiba 15ht Graphic 武田和浩

R　報告書 5026
道しるべⅢ 認知症と家族の会宮城県支部

R　報告書 5036
高齢社会を共に生きる 日本生命財団

R　報告書 5040
被災者の心を支えるために プラン・ジャパン

R　報告書 5044
平成24年度NPO関連予算ヒアリング
記録集

民主党企業団体対策委員会

R　報告書 5050
つながりの力で復興を！東日本大震
災からの復興支援活動報告書

まきばフリースクール

R　報告書 5067
南三陸町の子どもたち、東日本大震
災から5年目の現状と報告

キッズドア

R　報告書 5068
子どもの貧困を解決するためには キッズドア

R　報告書 5071
こころの復興傾聴ボランティアの視点
Ⅲ

仙台傾聴の会

R　報告書 5074
東日本大震災石巻専修大学報告書
第5号

石巻専修大学

R　報告書 5076
-東日本大震災　乳幼児家庭の心の
ケア事業報告書-

マザー・ウイング

R　報告書 5078
東日本大震災で親御さんをなくされた
お子様を養育なさっているご家庭へ
のアンケート

東北大学大学院教育学研究科
震災子ども支援”S-チル”宮城
県東部保健福祉事務所

R　報告書 5084
東日本大震災復興支援Q＆A（地震・
津波被災者版）　住まいと暮らしの復
興のために

岩手弁護士会　仙台弁護士会
福島県弁護士会　日本弁護士
連合会

R　報告書 5085
福島県NPOアクセスページ-県内NPO
法人基本情報-NPO法人活動のQ&A

ふくしま地域活動団体サポートセ
ンター

福島県

R　報告書 5087
市民のための仙台防災枠組2015‐
2030

松本淳

R　報告書 5088
阪神・淡路大震災から東日本大震災
へ　市民活動継続の秘けつ

ひょうご・まち・くらし研究所
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R　報告書 5089
躍進する全段連 　全日本断酒連盟

R　報告書 5093
あるべきところに音楽を　復興コン
サート500回のあゆみ

音楽の力による復興センター・
東北

R　報告書 5095
外国人に関する震災記録集 仙台市市民局交流政策課

R　報告書 5096
亘理いちごっこ 亘理いちごっこ

R　報告書 5134
NPO・社協・企業の3社の連携・協働
についてのアンケート調査報告書

福島県

R　報告書 5144
平成27年度社会貢献者の記録 社会貢献支援財団

R　報告書 5157
災害時におけるペットの救護対策ガイ
ドライン

環境省自然環境局総務課動物
愛護管理室

R　報告書 5171
NPO支援組織により災害支援活動 日本NPOセンター

R　報告書 5183
非営利法人格選択に関する実態調査
報告書

公益法人協会

R　報告書 5202
宮城県被災地・地域活動団体ガイド
ブック

地星社

R　報告書 5204
他者協働の場づくり向けて 全国社会福祉協議会

R　報告書 5209
希望をつなぐ明日へ東日本大震災に
おける『地域支え合いセンター事業』
の記録

仙台市社会福祉協議会

R　報告書 5215
平成28年度東日本大震災の被災地
におけるNPO等による復興・被災者
支援の推進に関する調査調査結果報

日本ファンドレイジング協会

R　報告書 5225
2016年度こ～ぷほっとわ～く助成金
活動報告集

みやぎ生協

R　報告書 5233
ART REVIVAL CONNECTION
TOHOKU Report

ARCT　あるくと

R　報告書 5234
東日本大震災仙台復興のあゆみ 仙台市まちづくり政策局震災復

興室

R　報告書 5236
東日本大震災仙台市復興五年記録
誌

仙台市

R　報告書 5240
東北のNPO法人活動計算書調査から せんだい・みやぎNPOセンター

R　報告書 5312
こころの復興Ⅱ 仙台傾聴の会

R　報告書 5314
岩手・宮城・福島における復興まちづ
くり「住民合意形成組織」調査報告書

ダイバーシティ研究所

R　報告書 5315
とうほく復興データプロジェクト
TOHOKU INDEX 2015 ver.β

とうほく復興データプロジェクト

R　報告書 5321
NPOとの協働環境に関する調査報告
書

IIHOE

R　報告書 5322
福島県地域活動団体ブックレット2018 市民公益活動パートナーズ

R　報告書 5325
平成28年度　札幌市市民活動サポー
トセンター

札幌市市民活動サポートセンター

R　報告書 5326
平成28年度　平成29年度　成果報告
書　宮城県NPO等の絆力を活かした
震災復興支援事業

宮城県

R　報告書 5327
平成29年度　東日本大震災の被災地
におけるNPO等による復興・被災者
支援の推進に関する調査報告書

未来工学研究所

R　報告書 5329
Tagajo Sustainable Relationship 多賀城市市民活動サポートセン

ター

R　報告書 5334
平成29年度多賀城市自治会課題取
組事例調査報告書

多賀城市 多賀城市

R　報告書 5337
社会貢献者の記録　第50回 　社会貢献支援財団

R　報告書 5338
社会貢献者の記録　第51回 社会貢献支援財団

R　報告書 5340
第32回ニッセイ財団シンポジウムの
記録集「高齢社会を共に生きる」

日本生命財団

R　報告書 5345
公益信託　愛・地球博開催地域社会
貢献活動基金　成果調査報告書

愛・地球博開催地域社会貢献
活動基金　運営委員会

R　報告書 5346
ここから～もうひとつの多賀城ガイド
ブック～

多賀城市市民活動サポートセ
ンター

R　報告書 5347
平成30年度東日本大震災の被災地
におけるNPO等による復興・被災者
支援の推進に関する調査報告書

未来工学研究所

R　報告書 5350
平成30年度　震災子ども支援室“S-
チル’年次報告書

東北大学大学院教育学研究所
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R　報告書 5367
宮城県NPO等の絆力を活かした震災
復興支援事業成果報告書

宮城県 宮城県

R　報告書 5368
平成30年度宮城県NPO活動実態・意
向調査

宮城県 宮城県

R　報告書 5369
2016.2017絆連携の歩み 宮城教育大学地域連携室 宮城教育大学地域連携室

R　報告書 5370
震災里親家庭及び養育に関する調査
報告書

震災子ども支援室Ｓ－チル 東北大学

R　報告書 5371
障がいがある女性の自立と尊厳の促
進を求めて

ハッピーパンツジャパン ハッピーパンツジャパン

R　報告書 5372
For Independence and Dignity of
women with disabilities

Happy Pants Japan Sssociation Happy Pants Japan Sssociation

R　報告書 5373
みやぎ・復興の歩み８ 宮城県 宮城県震災復興本部

R　報告書 5393
令和元年度 東北大学大学院教育学
研究科 震災子ども支援室“S-チル”
年次報告書

東北大学大学院教育学研究科
震災子ども支援室

東北大学大学院教育学研究科
震災子ども支援室

R　報告書 5394
令和元年度 宮城県NPO等の絆力を
活かした震災復興支援事業 成果報
告書

宮城県環境生活部共同参画社会
推進課

宮城県環境生活部共同参画社
会推進課

R　報告書 5395
東日本大震災の発災10年の迎え方と
その先～阪神・淡路大震災、新潟中
越地震の10年と共に～NPO等の絆力

宮城県環境生活部共同参画社会
推進課・公益財団法人地域創造
基金さなぶり

宮城県環境生活部共同参画社
会推進課

R　報告書 5399
宮城大学地域連携センター活動報告
書

宮城大学地域連携センター

R　報告書 5400
平成29年度東北大学大学院教育研
究科震災子ども支援室"S-チル"年次
報告書

東北大学大学院教育研究科震
災子ども支援室

R　報告書 5401
シンポジウム報告書 東日本大震災の
子どもたちへの支援～心理士からみ
た震災～

東北大学大学院教育研究科震
災子ども支援室

R　報告書 5406
この土地と人との息吹 仙山線の魅力
再発見 駅・踏切・鉄道遺産

関山街道フォーラム協議会 鉄
の道部会

R　報告書 5419
HARU ５年のあゆみ 東北大学地域復興プロジェクト

HARU

R　報告書 5424
アートによる心の応援チーム ARTS
for HOPE活動の軌跡

ARTS for HOPE

R　報告書 5425
ファシリテーションわたしたちにできる
こと 2011年3月から4年間の物語

特定非営利活動法人日本ファシ
リテーション協会災害復興支援室

特定非営利活動法人日本ファ
シリテーション協会

R　報告書 5429
障害者の芸術活動支援モデル事業
＠宮城2016-2017　調査・発掘、評
価・発信　報告書

NPO法人エイブル・アート・カン
パニー

R　報告書 5432
障害者の芸術活動支援モデル事業
＠宮城2015-2016

NPO法人エイブル・アート・カン
パニー

R　報告書 5433
芸術銀河2013 みやぎぶんか3ねんめ
会議　3.11で何が変わり、何が変わら
なかったのか。何を残し、何をつくる

えずこホール

R　報告書 5437
おしるこカフェのつくり方 おしるこカフェのつくり方制作委

員会

R　報告書 5445
ファイザープログラム 心と体のヘルス
ケアに関する市民活動・市民研究支
援　２０２０年度選考結果のご報告

ファイザー株式会社

R　報告書 5483
令和2年度東北大学大学院教育学研
究室 震災子ども支援室”Sチル”　震
災子ども支援室10年間の活動報告書

東北大学大学院教育学研究室
震災子ども支援室

R　報告書 5484
“子どもたち”の声をきく～東日本大震
災からこれまで、そしてこれから～

東北大学大学院教育学研究室
震災子ども支援室

R　報告書 5485
つなぐ・つながる　東日本大震災から
のコミュニティ再生の歩み

社会福祉法人仙台市社会福祉
協議会

R　報告書 5487
防災環境都市・仙台　東日本大震災
からの復興、教訓を未来へ

仙台市まちづくり政策局防災環
境都市・震災復興室

R　報告書 5492
いじめ防止支援プロジェクト BPプロ
ジェクト　事業成果報告書

BPプロジェクト事務局

R　報告書 5493
社会福祉実践の開拓・変革へ挑戦 公益財団法人日本生命財団

R　報告書 5494
第33回ニッセイ財団シンポジウムの
記録集「高齢者会を共に生きる」

公益財団法人日本生命財団

R　報告書 5497
あなたの心によりそう～震災から10の
聴き書き

特定非営利活動法人仙台傾聴
の会

R　報告書 5498
タケダいのちとくらし再生プログラム
第2期活動レポート【プログラムレポー
ト＆成果報告書】vol.4

認定NPO法人日本NPOセン
ター／タケダ・いのちとくらし再
生プログラム事務局

R　報告書 5499
未来へ伝えたい　東日本大震災 山形
の支援活動10年のあゆみ

復興ボランティアセンターやま
がた

R　報告書 5500
石巻STAND　UP WEEK　2014　未来
作りの見本市

一般社団法人　ISHINOMAKI2.0

R　報告書 5510
第９回　東北の児童館・放課後児童ク
ラブ　学びと交流の集い　開催報告書

東北の児童館・放課後児童クラ
ブ　学びと交流の集い　世話人
会

R　報告書 5512
伊達ロックフェスティバル2000実施報
告書

伊達ロック実行委員会
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R　報告書 5513
東北の児童館・放課後児童クラブ 「東北の児童館・放課後児童ク

ラブ学びと交流の集い」世話人
会

R　報告書 5514
東日本の児童館・放課後児童クラブ 「東北の児童館・放課後児童ク

ラブ学びと交流の集い」世話人
会

R　報告書 5515
インターサポート社における国際イン
ターンシップ受け入れ事業報告書

AIESEC

R　報告書 5516
NGO研修inスリランカEYES-2 アイセック仙台委員会

R　報告書 5517
スリランカNGO研修報告書EYES-3 アイセック仙台委員会

R　報告書 5518
2002年度アイセック仙台委員会　年
次活動報告書

アイセック仙台委員会

R　報告書 5519
2003年度アイセック仙台委員会　年
次活動報告書

アイセック仙台委員会

R　報告書 5520
環境系研修プログラムGDCproject報
告書

アイセック仙台委員会

R　報告書 5521
＠LIVE　フィリピンNGOインターンシッ
プ・研修報告書

アイセック仙台委員会

R　報告書 5522
RNECS 2000年度　活動報告書（３） ルネックス

R　報告書 5524
ゆう通信　no.3　1997年度活動まとめ グループゆう

R　報告書 5525
仙台チーム12年度活動報告書 日本ガーディアン・エンジェルス

R　報告書 5526
SAFET　PATROL 平成１３年度活動
報告書

日本ガーディアン・エンジェルス

R　報告書 5530
男女混合名簿ゼロからの出発 21世紀をひらくみやぎ女性のつ

どい

R　報告書 5531
第9回　定禅寺ジャズフェスティバル
報告書

定禅寺ジャズフェスティバル実
行委員会

R　報告書 5532
第16回定禅寺ジャズフェスティバル
報告書

定禅寺ジャズフェスティバル実
行委員会

R　報告書 5533
味わい、語らい、飛び出せ未来へ 青少年国際交流推進センター

R　報告書 5534
地球を語る仲間に入りませんか。報
告書

宮城県青年国際交流機構

R　報告書 5535
エコアジア市民フォーラム　活動報告
書　第１巻

みやぎ・環境とくらし・ネットワー
ク

R　報告書 5536
エコアジア市民フォーラム　活動報告
書　　第2巻

みやぎ・環境とくらし・ネットワー
ク

R　報告書 5537
交通を考える部会　活動報告書 まちづくり政策フォーラム

R　報告書 5538
東日本大震災宮城県民100の提言 宮城県サポートセンター支援事

務所

R　報告書 5539
LINK事業報告書2020 岩手・みやぎ・福島連携復興セ

ンター

R　報告書 5546
NPOで高校生の夏ボラ体験 杜の伝言板ゆるる

R　報告書 5550
八木山連合町内会　50年の歩み 八木山連合町内会

R　報告書 5562
夜まわり報告　　　第36回 仙台夜まわりグループ

R　報告書 5563
夜まわり報告　　　第37回 仙台夜まわりグループ

R　報告書 5564
夜まわり報告　　　第38回 仙台夜まわりグループ

R　報告書 5565
法人・市民活動団体アンケート調査
報告書

横浜市市民協働推進センター 横浜市市民協働推進センター

R　報告書 5587
桜ライン３１１活動報告書 桜ライン３１１

R　報告書 5591
NPOにおける人材育成の課題と実践
～持続可能な団体を目指して～

宮城県

R　報告書 5592
令和3年度　宮城県の絆力を活かした
震災復興支援事業

宮城県

R　報告書 5593
音楽と歩んだ10年　活動報告書 公益財団法人　音楽の力によ

る復興センダー・東北

R　報告書 5594
仙台舞台芸術フォーラム2011-2021
東北レポート　東日本大震災と劇都
仙台～あのとき、そしてこれから～

公益財団法人仙台市市民文化
事業団、仙台市

R　報告書 5595
宮城大学シリーズ集2022 宮城大学研究推進・地域未来

共創センター
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R　報告書 5596
第34回ニッセイ財団シンポジウム記
録集「高齢社会を生きる」／第28回
ニッセイ財団ワークショップ記録集「高

公益財団法人日本生命財団

R　報告書 5597
復興公営住宅等「傾聴カフェ・茶話
会」アンケート結果

NPO法人仙台傾聴の会

R　報告書 5598
特定非営利活動法人エムケイ
ベース

R　報告書 5599
「リプロネットみやぎ」四半世紀の歩み
かけがえのないわたしの性からだと
心

リプロダクティブ・ヘルス／ライ
ツ　ネットワークみやぎ

R　報告書 5689
外国人支援の会OASIS　30年のあゆ
み

外国人支援の会OASIS

R　報告書 5690
『夜まわり報告』第37回 特定非営利活動法人仙台夜ま

わりグループ

R　報告書 5691
『夜まわり報告』第38回 特定非営利活動法人仙台夜ま

わりグループ

R　報告書 5692
特定非営利活動法人南国暮らしの会
2022年春期号

特定非営利活動法人南国暮ら
しの会

R　報告書 5693
被災者支援のヒント集 特定非営利活動法人ジャパン・

プラっとフォーム

分類 書籍ID 書名 著者等 発行者

V　ビデオソフト 1620
伊達ロック2001メモワール（2001年伊
達ロック実行委員会報告書）

伊達ロック実行委員会 伊達ロック実行委員会

V　ビデオソフト 2738
梅田川浄化運動

V　ビデオソフト 2777
テープマガジン　さんぽ径１５２号 仙台市視覚障害者福祉協会 仙台市視覚障害者福祉協会

V　ビデオソフト 2778
テープ仙台　情報あ・ら・かると第１４３
号

仙台朗読奉仕の会 仙台朗読奉仕の会

V　ビデオソフト 2861
生命あふれる青葉山「杜の都」の魅力
再発見

青葉山の緑を守る会 青葉山の緑を守る会

V　ビデオソフト 3003
きてみてやってみて一期多演 仙台市民メディアネット 仙台市民メディアネット

V　ビデオソフト 3686
第１８回定禅寺ストリートジャズフェス
ティバル実行委員会記録　音楽交差
点

仙台市民メディアネット

V　ビデオソフト 4619
新しい公共支援事業　共助社会づくり
推進フォーラム

宮城県

V　ビデオソフト 5193
シニアネット仙台二十年の歩み

V　ビデオソフト 5212
ひきこもりからの回復 NHK厚生文化事業団


