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【まちづくりにおける図書館の役割を考える】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料コード

1
まちづくりと図書館　人々が
集い、活動し創造する図書館
へ

大串 夏身／著 青弓社 2021.4 /016.21/ｵｵ 0112267335

2
ささえあう図書館　「社会装
置」としての新たなモデルと
役割

青柳 英治／編著
岡本 真／監修

勉誠出版 2016.1 /015/ｱｵ 0111556350

3 地方自治と図書館
片山 善博／著
糸賀 雅児／著

勁草書房 2016.12 /016.21/ｶﾀ 1108482835

4
つながる図書館　コミュニ
ティの核をめざす試み

猪谷 千香/著 筑摩書房 2014.1 S/016.21/ｲｶ 0111323592

5
拝啓市長さま、こんな図書館
をつくりましょう

アントネッラ・アン
ニョリ／[著]
萱野 有美／訳

みすず書房 2016.4 /010.1/ｱﾝ 0111582555

6
図書館が街を創る。　「武雄
市図書館」という挑戦

楽園計画/編
ネコ・パブリッ
シング

2013.4 /016.21/ﾄｼ 0111259355

【図書館活用のアイディア】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料コード

7
図書館「超」活用術　最高の
「知的空間」で、本物の思考
力を身につける

奥野 宣之／著 朝日新聞出版 2016.3 /015/ｵｸ 0111565146

8
知って得する図書館の楽しみ
かた

吉井 潤／著 勉誠出版 2016.4 /015/ﾖｼ 0111580935

9
サードプレイス　コミュニ
ティの核になる「とびきり居
心地よい場所」

レイ・オルデン
バーグ/[著]
忠平 美幸/訳

みすず書房 2013.10 336.48/ｶﾝ 0111307392

10
まちライブラリーのつくりか
た　本で人をつなぐ

礒井 純充/著 学芸出版社 2015.1 /016.29/ｲｿ 0111434840

11
認知症予防におすすめ図書館
利用術
フレッシュ脳の保ち方

結城 俊也／著
日外アソシエー
ツ

2017.1 /015/ﾕｳ 0111668115

12 図書館100連発
岡本 真／著
ふじた まさえ／著

青弓社 2017.5 /010.21/ｵｶ 0111713650

13
図書館を語る　未来につなぐ
メッセージ

山崎 博樹／編著 青弓社 2021.8 /010.4/ﾔﾏ 0112368042

14

読書がさらに楽しくなるブックク
ラブ
読書会より面白く、人とつながる
学びの深さ　改訂増補版

吉田 新一郎／著 新評論 2019.11 015.6/ﾖｼ 1109664969

まちづくり × 図書館 ブックリスト

まちの賑わいや再生、地域活動の発展にむけて、図書館ができることは何なのか。このブックリストでは、
まちづくりに関心のある方向けに、まちづくりの基本的な考え方や図書館との協働について参考になる本をご紹介します。
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【住民主体のまちづくり】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料コード

15
生駒市発!「自治体3.0」のま
ちづくり　市民と行政がタッ
グを組む!

小紫 雅史／著 学陽書房 2020.5 /318.6/ｺﾑ 1109864049

16
暮らしがあるからまちなのだ!
太子堂・住民参加のまちづく
り

梅津 政之輔/著 学芸出版社 2015.2 /318.6/ｳﾒ 1107889253

17 はじめてのまちづくり学
山崎 義人／著，清野
隆／著，柏崎 梢／
著，野田 満／著

学芸出版社 2021.9 /518.8/ﾊｼ 1111452676

18
本気で、地域を変える　地域
づくり3.0の発想とマネジメン
ト

岩崎 達也／著
高田 朝子／著

晃洋書房 2021.2 /318.6/ｲﾜ 1111114722

19
「つくる生活」がおもしろい
小さなことから始める地域お
こし、まちづくり

牧野 篤／著 さくら舎 2017.1 /361.7/ﾏｷ 0111671361

20
まちづくりの仕事ガイドブッ
ク　まちの未来をつくる63の
働き方

饗庭 伸／編著，小泉
瑛一／編著，山崎 亮
／編著

学芸出版社 2016.9 /518.8/ﾏﾁ 0111631114

【まちづくりの課題を考える】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料コード

21
事例から学ぶ若者の地域参画
成功の決め手

松下 啓一／著 第一法規 2020.5 /318.6/ﾏﾂ 1109851632

22
災害に強いまちづくりは互近
助の力　隣人と仲良くする勇
気

山村 武彦／著 ぎょうせい 2019.8 4T/369.3/ﾔﾏ 0112047505

23
自治会・町内会お悩み解決実
践ブック　トラブル解消、上
手に運営!

水津 陽子／著 実業之日本社 2019.4 /318.8/ｽｲ 1109402618

24
新型コロナとまちづくり　リ
スク管理型エリアマネジメン
ト戦略

足立 基浩／著 晃洋書房 2021.2 318.7/ｱﾀ 1111049340

25
令和・アフターコロナの自治会・
町内会運営ガイドブック　こうし
て地域のリスクに備える!

水津 陽子／著 実業之日本社 2020.9 318.8/ｽｲ 0112177115

26
アフターコロナの都市と住ま
い　コロナ禍がもたらすまち
づくりの変化とは

米山 秀隆／著 プログレス 2021.4 4W/365.3/ﾖﾈ 1111142400

○オーテピア高知図書館で所蔵している本をご紹介しています。
○貸出しや返却はお近くの市町村立図書館でもできます。お近くの市町村立図書館にお問い合わせください。
○本や雑誌などに関する相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
　（お問い合わせの際は資料№をお伝えいただくとスムーズです。）
○請求記号に4T・4Wとついている資料は３階健康・安心・防災スペースに、Sとついている資料は２階新書コーナーにあります。

〒780-0842 高知市追手筋2-1-1

TEL：088-823-4946 FAX：088-823-9352
http://otepia.kochi.jp/library/
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