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1 アーツマネジメント　みち　　　-社会に未知、まちにダンス- 小暮宣雄 晃洋書房 2003

2 あなたのまちをデザインする６１の方法 まちづくり研究会 日本コンサルタントグループ 1999

3 「綾」の共育論 浜田倫紀 評言社 2002

4 田舎のちから 高橋信正、金澤洋一 昭和堂 2007

5 田舎力　      ヒト・夢・カネが集まる５つの法則 金丸弘美 日本放送出版協会 2011

6 今やれる青春 若松進一 アトラス出版 2004

7 Vesta　　「特集・食でまちおこし」 味の素食の文化センター 農文協 2003

8 エコツーリズム　　　　さあ、はじめよう！ 環境省 （財）日本交通公社 2004

9 エコミュージアム　ー２１世紀の地域おこしー 小松光一 家の光協会 1999

10 学校がチルドレンズ・ミュージアムに生まれ変わる　地域と教育の再生の物語 目黒実 ブロンズ新社 2002

11 学校を基地にお父さんのまちづくり 岸裕司 太郎次郎社 2000

12 川づくりをまちづくりに 樋口明彦,十川ならのまちづくり研究会 学芸出版社 2003

13 季刊　まちづくり　20号 （有）クッド研究所 学芸出版社 2008

14 逆境をバネに輝く法　　-スモールプレーヤー成功法- 宮崎文隆 ぎょうせい 2002

15 共創のコミュニティ　　協働型地域づくりのすすめ 井上繁 同友館 2002

16 グリーン･ツーリズムとむらまち交流の新展開 持田紀治 家の光協会 2002

17 ケースで学ぶ出前講座　全１２講 岡本包治 全日本社会教育連合会 1997

18 元気な市民大学　　生涯学習と人・地域の活性化 瀬沼克彰 日本地域社会研究所 2007

19 現代コミュニティとは何か 船津衛、浅川達人 恒星社厚生閣 2014

20 現場からつくる地域政策入門  ーその技法とノウハウー 森靖雄 自治体研究社 1999

21 小出郷文化会館物語　　　地方だからこそ文化のまちづくり 小林真理　　　小出郷の記録編集委員会 水曜社 2002

22 ここちよいむら・住みたくなるまちづくりとの出会い 農村開発企画委員会 農林統計協会 1998

23
心を育てる　地域・観光・人間力の教育
～そうじいさまが語る「むらかみ町おこしのお話」～

吉川美貴 明治図書 2014

24 コミュニティデザイン　　　ひとがつながるしくみをつくる 山崎亮 学芸出版社 2012

25 コミュニティ・ビジネス 細内信孝 中央大学出版部 2002

26 コミュニティを問いなおす　　-つながり・都市・日本社会の未来- 広井良典 ちくま新書 2010

27 里山の伝道師 伊井野雄二 コモンズ 1999

28 35万円で10億円の経済効果を生んだメソッド　　　まちづくりの非常識な教科書 吉川美貴 主婦の友社 2018

29 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 筧裕介 英治出版 2019

30  自治体最前線４　これからの新しいまちづくり 坂田期雄　 ぎょうせい 2002

31 自治の力を育む　社会教育計画　　ｰ人が育ち、地域が変わるためにｰ 辻浩、片岡了 国土社 2014

32 実践事例にみる　ひと・まちづくり　　グローカル・コミュニティの時代 瀬沼頼子、斎藤ゆか ミネルヴァ書房 2013

33 市民が主役のまちづくり　　生涯学習で人が元気　まちが元気 福留強 全日本社会教育連合会 2002

34 市民が主役のまちづくり　　富山県魚津市の挑戦 尾島俊雄、浜多弘之 早稲田大学出版部 2000

35 市民参加のまちづくり 渡辺俊一 学芸出版社 2000

36 市民・住民と自治体のパートナーシップ　　協働社会のスケッチ 山岡義典、大石田久宗 ぎょうせい 2001

37 市民主体の地域社会教育　　社会教育を志す人たちへ 川野佐一郎 国土社 2009

38 地元学のすすめ　　地域再生の王道は足元にあり 下平尾勲 新評論 2006

39 住民協働型地域づくりシステム 志村重太郎 ぎょうせい 2000

40 縮充する日本   「参加」が創り出す人口減少社会の希望 山崎亮 PHP新書 2016

41 総領読本　輝け総領 総領町教育委員会 2002

42 住民参加のまちづくりを学ぼう 世田谷まちづくりセンター 世田谷まちづくりセンター 1996

43 住民参加マニュアル　住民参加プログラムの計画と実施 カナダ環境アセスメント庁編 石風社 1998

44 生涯学習まちづくりの方法　　～市民が主役のまちづくりへのアプローチ～ 福留強 日常出版 2003

45 商店街は学びのキャンパス 片寄俊秀 関西学院大学出版会 2002

46 食と農のブランド力とまちづくり 玉村豊男・小布施講演録 文屋文庫 2003

47 食の文化祭　　　宮崎町食の文化祭　報告書 宮城県宮崎町商工会 2000

48 千年の学校　　　ひろげよう！全国へ 静岡県　川根本町　千年の学校編 日本地域社会研究所 2005

49 ソーシャルデザイン・アトラス　　社会が輝くプロジェクトとヒント 山崎亮 鹿島出版会 2012

50 創発　まちづくり
和田崇編著、川名和美、牛来千鶴、氏原睦子、
吉原俊朗、増田泉子、重徳和幸、松波龍一

学芸出版社 2005

51 地域興し計画の発想と実務 毛利好彰 実務教育出版 1999

52 地域学への招待 松田之利、西村貢 世界思想社 1999

53 地域再生の失敗学
飯田泰之、木下　斉、川崎一泰、入山章栄、
林直樹、熊谷俊人

光文社新書 2016

54 地域術　３８の町と村づくり 陸井眞一、池田志朗 晶文社 1996

55 ＜地域人＞とまちづくり 中沢孝夫 講談社現代新書 2003

地域づくり・まちづくり
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56 地域づくりと生涯学習の計画化 山田定市 北海道大学図書刊行会 1997

57 地域づくりワークショップ入門　対話を楽しむ計画づくり 傘木宏夫 自治体研究社 2004

58 地域づくりの秘訣 地域づくり研究会 ぎょうせい 2002

59 地域に飛び出す公務員ハンドブック 椎川忍 今井書店 2012

60 地域の力　　　－食・農・まちづくり 大江正章 岩波新書 2009

61 地域をひらく生涯学習　　社会参加から創造へ 瀬沼克彰 日本地域社会研究所 2014

62 中山間地地域対策ハンドブック ふるさと情報センター 大成出版社 1999

63 町内会物語 長谷川幸介、幸文村 文眞堂 1998

64 つながるカフェ 山納洋 学芸出版社 2016

65 「できない」を「できる！」に変える
スーパー公務員・木村俊昭の人と地域を元気にする仕事術

木村俊昭 実用教育出版 2011

66 出前講座がまちを変える   21世紀のまちづくり・人づくり 松澤利行 全日本社会教育連合会 2001

67 どこにもない　まちをつくる 斉藤次男 ぎょうせい 2006

68 なるほど地域通貨ナビ 丸山真人、森野栄一 北斗出版 2003

69 人間発達の地域づくり　　-人権を守り自治を築く社会教育- 島田修一、辻浩、細山俊男、星野一人 国土社 2012

70 昇る夕日でまちづくり 若松進一 アトラス出版 2002

71 ハンドブック　子どものための地域づくり あしたの日本を創る協会 晶文社 2000

72 人がつながる居場所のつくり方　日野社会教育センターが実践したコミュニティデザインの成功 日野社会教育センター WAVE出版 2014

73 品格なくして地域なし
関川夏央,日下公人、奥本大三郎、森まゆみ
津野海太郎

晶文社 1997

74 風景デザイン　　感性とボランティアのまちづくりー 進士五十八、森清和、原昭夫、浦口醇二 学芸出版社 2000

75 ふるさとおこし・過疎脱却　　自治体ユニーク先進事例15 都市経営総合研究所 ぎょうせい 1986

76 変革は弱いところ，小さいところ，遠いところから 清水義晴、小山直 太郎次郎社 2003

77 まちづくり革命 八田節也 同友館 2001

78 まちづくりの極意 榛村純一 ぎょうせい 1998

79 まちづくりは面白い
太田政男、森まゆみ、中谷健太郎、畠山重篤、
福留脩文、内山節、太田政男

ふきのとう書房 2003

80 まちづくり　人づくり 福留強編著 学文社 1997

81 まちづくりゲーム ヘンリ・サノフ、小野啓子 晶文社 1993

82 まちづくり曼茶羅　　　ボランティアからNPOへ 日下部眞一 大学教育出版 1999

83 まちで闘う方法論 木下斉 学芸出版社 2016

84 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 2012

85 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 幻冬舎 2016

86 まちワーク　　　地域と進める「校庭＆まちづくり」総合学習 アイリーン・アダムスとまちワーク研の仲間たち 風土社 2000

87 まちを元気にする！　自治体政策のつくり方  地域を変革する8つの方法 浦野秀一 学陽書房 2013

88 まちを創るリーダーたちⅡ　　-生涯学習のまちを訪ねて 福留強・全国生涯学習まちづくり研究会編著 学文社 1993

89 未来を変えた　島の学校 山内道雄、岩本悠、田中輝美 岩波書店 2015

90 魅力のまちづくり　　　生涯学習でまちを変える 福留強 全日本社会教育連合会 2000

91 役所は変わる。もしあなたが望むなら 村尾信尚 淡交社 2001

92 「谷根千」の冒険 森まゆみ ちくま文庫 2002

93 山に暮らす海に生きる　　　東北むら紀行 結城登美雄 無明舎出版 1998

94 ろーかるでざいんのおと　　田舎意匠帳 鈴木輝隆 全国林業改良普及協会 2005

95 若者が捉えた地域社会の波動　－教育・学習運動としてのムラオコシ・まちづくり考ー 井上講四 むぎ社 2000

96 わたしの生涯楽習　　　まちづくりは人づくり 藤波彰 ビジネス教育出版社 2000


