ミニ展示チラシ No.１3

香川県立図書館ビジネス情報・しごと応援コーナー

ミニ展示「未来の地域を考える」
ビジネス情報・しごと応援コーナーでは、ビジネスやしごとに関連するテーマで、資料のミニ展示
を行っています。第１３回目となる今回の展示テーマは「未来の地域を考える」です。
現在、日本の人口は減少局面に入っており、長期的に続く人口減少による地域活力の低下が懸念さ
れています。こうした中、豊かな地域資源や恵まれた環境など、その地域の強みを生かした取組を進
めるとともに、時代に合わせた新しい発想により、未来に向かって希望が持て、豊かに暮らせる地域
づくりが求められています。
この展示では、「新しい地域の創造」、「未来のまちづくり」、「これからの農業」、「交流の推進」の
4 つのテーマのもとに集めた資料を紹介し、未来の地域を考えるための情報提供を行います。
このチラシには一部の資料を掲載しています。展示資料は全て貸出ができます。
展示期間：令和元 (２０１９) 年 12 月 10 日(火)～令和 2(2020) 年 2 月 2 日(日)

○「新しい地域の創造」
タイトル

著者 出版者

発行年月

芸術祭と地域づくり－“祭り”の受容から自発・協働による固有資源化へ
（吉田 隆之／著 -- 水曜社 -- ２０１９．１０）
日本列島回復論－この国で生き続けるために
（井上 岳一／著 -- 新潮社 -- ２０１９．１０）
道の駅の経済学－地域社会の振興と経済活性化
（松尾 隆策／著 -- 勁草書房 -- ２０１９．８）
SDGs の主流化と実践による地域創生－まち・ひと・しごとを学びあう
（樋口 邦史／編著 -- 水曜社 -- ２０１９．６）
SMARTCITY5.0－地方創生を加速する都市 OS
（海老原 城一／著 -- インプレス -- ２０１９．５）
地方創生でリッチになろう!－成功する 8 つの心得
（小島 慶藏／著 -- 中央経済社 -- ２０１９．３）
地方都市の持続可能性－「東京ひとり勝ち」を超えて（ちくま新書 1367 ）
（田村 秀／著 -- 筑摩書房 -- ２０１８．１１）
凡人のための地域再生入門－地元がヤバい…と思ったら読む
（木下 斉／著 -- ダイヤモンド社 -- ２０１８．１１）
くまモンの成功法則－愛され、稼ぎ続ける秘密
（チームくまモン／著 -- 幻冬舎 -- ２０１８．８）
廃校再生ストーリーズ
（美術出版社 -- ２０１８．８）
地域プロデュース、はじめの一歩
（山納 洋／著 -- 河出書房新社 -- ２０１８．３）
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資料番号

請求記号

1110235064

7069/Y10/2

1110247937

31860/I18/

1110219381

6011/M29/

1110180781

31860/H20/

1110194279

31860/E3/

1110130463

6011/K70/

1110019385

31870/T17/

1110134366

6011/K54/4

1110071691

6011/K69/

1110072079

6011/B1/

1109942050

6011/Y23/

○未来のまちづくり
タイトル

著者 出版者

発行年月

これからの都市ソフト戦略
（藤後 幸生／著 -- KADOKAWA -- ２０１９．７）
まちを再生する公共デザイン-インフラ・景観・地域戦略をつなぐ思考と実
践

（山口 敬太／編著 -- 学芸出版社 -- ２０１９．６）

都市から学んだ 10 のこと－まちづくりの若き仲間たちへ
（西村 幸夫／著 -- 学芸出版社 -- ２０１９．４）
ICT エリアマネジメントが都市を創る－街をバリューアップするビッグデ
ータの利活用

（川除 隆広／著・監修 -- 工作舎 -- ２０１９．１）

農業のある都市を目指して－新しい都市計画への問いかけ
（東 正則／著 -- 農林統計出版 -- ２０１８．９）
小さなまちづくりのための空き家活用術
（高橋 大輔／監修 -- 建築資料研究社 -- ２０１７．１）

資料番号

請求記号

1110231956

5188/T85/

1110177431

5188/Y26/

1110129283

5188/N16/9

1110044474

5188/K96/

1110060546

6111/A5/

1109788032

36530/T16/

資料番号

請求記号

1109788024

6110/H15/

1109649820

6110/N21/

1109741932

6110/N22/

1110025614

6111/T25/

1109716553

6111/T24/

資料番号

請求記号

1110100060

6890/E4/3

1110160452

6892/O8/

1110063342

6893/T3/

1109983021

6894/I2/

1110084199

6892/T14/

○これからの農業
タイトル

著者 出版者

発行年月

農業成長産業化への道すじ－七つの処方箋
（堀田 和彦／著 -- 農林統計出版 -- ２０１７．１）
2025 年日本の農業ビジネス（講談社現代新書 2418）
（21 世紀政策研究所／編 -- 講談社 -- ２０１７．３）
稼げる農業－AI と人材がここまで変える
（日経ビジネス／編 -- 日経 BP 社 -- ２０１７．５）
奇跡の集落－廃村寸前「限界集落」からの再生
（多田 朋孔／著 -- 農山漁村文化協会 -- ２０１８．１１）
よそ者と創る新しい農山村
（田中 輝美／著 -- 筑波書房 -- ２０１７．３）

○交流の推進
タイトル

著者 出版者

発行年月

現代観光学－ツーリズムから「いま」がみえる
（遠藤 英樹／編著 -- 新曜社 -- ２０１９．１）
巡礼ビジネス－ポップカルチャーが観光資産になる時代
（岡本 健／[著] -- KADOKAWA -- ２０１８．１２）
超・インバウンド論－業界、規制、国境、あらゆる枠を乗り超えろ!
（坪井 泰博／[著] -- JTB -- ２０１８．９）
熱海の奇跡－いかにして活気を取り戻したのか
（市来 広一郎／著 -- 東洋経済新報社 -- ２０１８．６）
観光先進国をめざして－日本のツーリズム産業の果たすべき役割
（田川 博己／著 -- 中央経済社 -- ２０１８．３）

令和元年 11 月作成 (香川県立図書館ビジネス情報・しごと応援担当 Tel:087-868-0567)
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