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書名 著者名 出版社 刊年

社会起業家　社会責任ビジネスの新しい潮流　（岩波新書） 斎藤槙／著 岩波書店 2004

社会起業家スタートブック　自分と社会を活かす仕事 百世瑛衣乎／著 亜紀書房 2010

社会起業家になりたいと思ったら読む本 デービッド・ボーンステイン,スーザン・デイヴィス／著ダイヤモンド社 2012

社会起業家の教科書　世界でいちばん役に立つ仕事を目指す 大島七々三／著 中経出版 2010

社会起業家の条件 マーク・アルビオン／著 日経ＢＰ社 2009

社会起業家のためのＮＰＯ・新公益法人Ｑ＆Ａ 脇坂誠也／著 三和書籍 2009

社会貢献でメシを食う。　だから、僕らはプロフェッショナルをめざす 竹井善昭／著 ダイヤモンド社 2010

「社会に役立つ」を仕事にする人々 小堂敏郎／著 洋泉社 2010

すぐに役立つ初めての人のための社会起業のしくみとＮＰＯ運営ガイド 大門則亮／監修 三修社 2011

ゼロからはじめる社会起業 炭谷俊樹／著 日本能率協会マネジメントセンター2010

ソーシャル・イノベーション 服部篤子、武藤清／編 日本経済評論社 2010

ソーシャル・エンタープライズ 塚本一郎、山岸秀雄／編著丸善 2008

ソーシャル・エンタープライズ 谷本寛治／編著 中央経済社 2006

「２０円」で世界をつなぐ仕事　“想い”と“頭脳”で稼ぐ社会起業・実戦ガイド小暮真久／著 日本能率協会マネジメントセンター2009

２０代からはじめる社会貢献　（ＰＨＰ新書） 小暮真久／著 ＰＨＰ研究所 2011

人を助けて仕事を創る 山本繁／著 ＴＯブックス 2010

６０歳から少しだけ社会貢献を始める本 佐藤葉、清水まさみ／著 実務教育出版 2009

６０歳からの現実（リアル） ６０歳からの未来を考える会／著ポプラ社 2010

６５歳までに「優しくて賢い大人」になろう 光武育雄／著 創栄出版 2008

ネクスト・ソサエティ　歴史が見たことのない未来がはじまる 　Ｐ．Ｆ．ドラッカー／著　 ダイヤモンド社 2002

プロボノ　新しい社会貢献新しい働き方 　嵯峨生馬／著　 勁草書房 2011

社会の課題・問題　を、ビジネスの手法で解決しようとする取り組み。個人、NPO、企業、協同組合などさまざまな形があり、　分野
もさまざまです。

カロリーを抑えた食事を提供し、食事代の一部をアフリカの学校給食支援に充てる運動を展開するＮＰＯ法人・テーブル・フォー・
ツーを運営する著者が、起業の実際と事業を継続させるノウハウを紹介。

就職の壁を前にした、社会貢献を志す若者たちに向け、社会貢献を仕事にするための４つの選択肢を紹介。社会貢献的仕事ガイド。

＊特に表示のあるもの以外は、
すべて浦和図書館所蔵

2012.11　埼玉県立浦和図書館

【社会起業（ソーシャルビジネス）】
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ソーシャル・ビジネス革命 ムハマド・ユヌス／著 早川書房 2010

ムハマド・ユヌス自伝　貧困なき世界をめざす銀行家　*県立熊谷所蔵 ムハマド・ユヌス、アラン・ジョリ／著　早川書房 1998

グラミンフォンという奇跡 ニコラス・Ｐ．サリバン／著 英治出版 2007

「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／著 英治出版 2010

世界一大きな問題のシンプルな解き方　私が貧困解決の現場で学んだことポール・ポラック／著 英治出版 2011

世界を変える偉大なＮＰＯの条件 レスリー・Ｒ．クラッチフィールド、ヘザー・マクラウド・グラント／著ダイヤモンド社 2012

世界を変える人たち デービッド・ボーンステイン／著ダイヤモンド社 2007

貧困の終焉　２０２５年までに世界を変える ジェフリー・サックス／著 早川書房 2006

貧困のない世界を創る　ソーシャル・ビジネスと新しい資本主義 ムハマド・ユヌス／著 早川書房 2008

ブルー・セーター　引き裂かれた世界をつなぐ起業家たちの物語 ジャクリーン・ノヴォグラッツ／著英治出版 2010

辺境から世界を変える　ソーシャルビジネスが生み出す「村の起業家」 加藤徹生／著 ダイヤモンド社 2011

ネクスト・マーケット　「貧困層」を「顧客」に変える次世代ビジネス戦略 Ｃ．Ｋ．プラハラード／著 英治出版 2010

ＢＯＰビジネス市場共創の戦略 スチュアート・Ｌ．ハート、テッド・ロンドン／編著英治出版 2011

ＢＯＰビジネス入門　パートナーシップで世界の貧困に挑む 菅原秀幸、大野泉／著 中央経済社 2011

社会が変わるマーケティング　民間企業の知恵を公共サービスに活かすフィリップ・コトラー、ナンシー・リー／著英治出版 2007

チーム・ファシリテーション　最強の組織をつくる１２のステップ 堀公俊／著 朝日新聞出版 2010

ファシリテーション　実践から学ぶスキルとこころ 中野民夫、森雅浩／著 岩波書店 2009

ファシリテーション革命　参加型の場づくりの技法　（岩波アクティブ新書）中野民夫／著 岩波書店 2003

「学び」で組織は成長する　（光文社新書） 吉田新一郎／著 光文社（光文社新書）2006

「未来の学び」をデザインする　空間・活動・共同体 美馬のゆり、山内祐平／著東京大学出版会 2005

ビジョナリー・カンパニー　特別編 ジェームズ・Ｃ．コリンズ／著日経ＢＰ社 2006

アグリ・コミュニティビジネス 大和田順子／著 学芸出版社 2011

ＮＰＯとコミュニティ・ビジネス 甲南大学総合研究所2006

現場からのコミュニティビジネス入門 園利宗／編著 連合出版 2004

コミュニティ・カフェをつくろう！ 　ＷＡＣ（社団法人長寿社会文化協会）／編　東京　学陽書房　２００７．１２学陽書房 2007

コミュニティ・ビジネス　新版 細内信孝／著 学芸出版社 2010

2006年ノーベル平和賞受賞者、バングラデシュの農村で貧困層に無担保融資をするグラミン銀行を設立した著者が、その具体
的な実践と無限の可能性を語る。

【コミュニティビジネス】　　

偉大な組織に飛躍する法則とは。医療、教育、役所、ＮＰＯのリーダー向け。 

社会起業のうち、地域住民が地域の課題の解決をめざす取り組み。例えばまちづくり、環境、観光、介護・福祉、農業、就業支援
など、こちらもさまざまな分野で行われています。

「経済ピラミッドの底辺層」＝４０億人いると言われる世界の貧困層が、潜在的な成長マーケットとして注目されています。　貧困を
強いられる人たちを支援しながら、購買力を持った消費者に変えようという　戦略がＢＯＰビジネスです。

ビジネスなどで培った自分のスキルを生かしてＮＰＯをサポートする活動、プロボノ。その立役者たる著者が、社会的背景を分析
し、活動を成功に導くポイント、「ふるさとプロボノ」など日本の公共領域への活用も提言。

【BOPビジネス】

【社会起業が世界を変える】

【社会起業に役立つスキル】
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コミュニティ・ビジネスを始めよう！みんなで創る福祉のまち 埼玉県福祉部福祉政策課2005

「コミュニティビジネス」成功事例集 安田龍平／編著 経林書房 2004

コミュニティビジネス創業マニュアル 関東経済産業局 2004

コミュニティビジネス入門 風見正三、関本征四郎／編著学芸出版社 2009

コミュニティビジネスの現状と展望 企業共済協会 2009

コミュニティ・ビジネスのすべて コミュニティ・ビジネス・ネットワーク／編ぎょうせい 2009

埼玉県におけるコミュニティ・ビジネスの活動実態とその支援のあり方について　＊県立浦和・熊谷・久喜所蔵埼玉県労働商工部産業企画課2005

市民のためのコミュニティ・ビジネス入門 徳田賢二、神原理／編 専修大学出版局 2011

実践＊コミュニティビジネス 細野助博／〔ほか〕執筆 中央大学出版部 2003

自立型地域コミュニティへの道 地域コミュニティづくり研究会／編著ぎょうせい 2004

ソーシャル・ビジネス　地域の課題をビジネスで解決する 大室悦賀、大阪ＮＰＯセンター／編著中央経済社 2011

地域ビジネス起業の教科書　地域で働きたい人がはじめに読む本 　アミタ持続可能経済研究所／著幻冬舎メディアコンサルティング2010

ひろげよう環境コミュニティ・ビジネス　事例集・運営マニュアル 経済産業省産業技術環境局環境政策課環境調和産業推進室／監修・編集経済産業省産業技術環境局環境政策課環境調和産業推進室2007

見つけたよ！おいしくホッとにつながる幸せＣａｆｅ　埼玉コミュニティ・カフェガイドブック 越谷ＮＰＯセンター2010

儲けはあとからついてくる 片岡勝／著 日本経済新聞社 2002

あしたのまち・くらしづくり　地域活動の“元気の素”がここにある　２０１０年度 あしたの日本を創る協会2011

コミュニティデザイン　人がつながるしくみをつくる　＊県立久喜所蔵 山崎亮／著　 学芸出版社 2011

最新地域再生マニュアル　住民・行政・ＮＰＯ協働で進める 山浦晴男／著 朝日新聞出版 2010

参画と協働　理論と実践 兵庫大学附属総合科学研究所2006

参加するまちづくり　ワークショップがわかる本　 伊藤雅春、大久手計画工房／著　東京　ＯＭ出版　２００３．９ＯＭ出版 2003

市民事業　ポスト公共事業社会への挑戦　（中公新書ラクレ） 五十嵐敬喜、天野礼子／著　２００３中央公論新社 2003

自立型地域コミュニティへの道　人口減少に負けない豊かで元気な地域をつくる地域コミュニティづくり研究会／編著　ぎょうせい　２００４．１ぎょうせい 2004

地域の力　食・農・まちづくり　（岩波新書） 大江正章／著 岩波書店 2008

地域ブランド戦略ハンドブック　 二村宏志／著 ぎょうせい 2008

地域ブランド・マネジメント 電通／編　和田充夫／著有斐閣 2009

地域魅力を高める「地域ブランド」戦略　自治体を活性化した１６の事例牧瀬稔、板谷和也／編著東京法令出版 2008

つながりのコミュニティ　人と地域が「生きる」かたち 佐藤友美子、土井勉／著岩波書店 2011

まちづくりＮＰＯ成功の秘訣　アンケート調査の結果から 　櫛恵美子／著　 牧歌舎 2008

街のコンシェルジェ　地域の住民が喜び、商店街が潤い、ＮＰＯが満足する沢田藤司之／著 東峰書房 2007

だれでもわかる地域通貨入門 あべよしひろ、泉留維／共著北斗出版 2000

地域通貨　（生活人新書） 嵯峨生馬／著 日本放送出版協会2004

地域通貨を知ろう　（岩波ブックレット） 西部忠／〔著〕 岩波書店 2002

地域内限定で、人びとが、信頼関係に基づいて、自分たちで発行する通貨。商品券や割引券のように使われるだけでなく、お互
いにモノやサービスを提供しあうツールになります。地域の経済循環、活性化を目的としています。

【地域通貨】　

地域の課題を地域の人たちが解決するためのデザイン、しくみをプロデュースする著者の仕事の全貌。

【住民による住民のための街づくり】
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地域通貨ルネサンス　まち起こしマネー戦略 トーマス・グレコ／著 本の泉社 2001

ふれあい・支え合いのきっかけづくり　地域通貨マニュアル さわやか福祉財団／編 さわやか福祉財団2002

やってみよう！地域通貨 ぶぎん地域経済研究所／編著学陽書房 2003

ＮＰＯがわかるＱ＆Ａ　（岩波ブックレット） 早瀬昇、松原明／〔著〕 岩波書店 2004

ＮＰＯで働く 工藤啓／著 東洋経済新報社 2011

ＮＰＯのリスクマネジメント 上田和勇、岩坂健志／著白桃書房 2009

ＮＰＯバンクを活用して起業家になろう！ 北海道ＮＰＯバンク／編 昭和堂 2007

ＮＰＯ法人のすべて　増補８版 齋藤力夫、田中義幸／編著税務経理協会 2011

高齢者ＮＰＯが社会を変える　（岩波ブックレット） 田中尚輝、安立清史／〔著〕岩波書店 2000

これ１冊で実務に対応できる基礎からわかるＮＰＯ会計　ＮＰＯ法人会計基準◎対応版馬場英朗／著　 合同出版 2011

社会イノベータへの招待 金子郁容、國領二郎／編慶応義塾大学出版会2010

社会を変えるＮＰＯ評価　ＮＰＯの次のステップづくり 粉川一郎／著 北樹出版　 2011

社会起業ＮＰＯ法人 羽生正宗／著 大蔵財務協会 2008

進化する国際協力ＮＰＯ　アジア・市民・エンパワーメント シャプラニール＝市民による海外協力の会／編　明石書店 2006

すぐに役立つＮＰＯ・一般社団法人・一般財団法人設立実践マニュアル原田正誉／監修 三修社 2010

団塊世代のミッションビジネス　定年後の社会事業型ＮＰＯのすすめ 大川新人／編 日本地域社会研究所2007

貧困待ったなし！ 自立生活サポートセンター・もやい／編岩波書店 2012

福祉系ＮＰＯのすすめ 守本友美、水谷綾／編著ミネルヴァ書房 2011

フードバンクという挑戦 大原悦子／著 岩波書店 2008

協同で仕事をおこす 広井良典／編著 コモンズ 2011

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／著 コープ出版 2005

協同組合の役割と未来　共に生きる社会をめざして 家の光協会 2022

日本型ワーカーズ・コープの社会史　働くことの意味と組織の視点 石見尚／著 緑風出版 2007

仕事と職場を協同で創ろう　ワーカーズ・コープとシニア・コープ 石見尚／編著　 社会評論社 2000

【雑誌特集】

特集名 誌名

新しい公共におけるソーシャルビジネス 月刊　自治フォーラム

社会起業家全仕事　あなたにもできる世直しビジネス 週刊ダイヤモンド

いま社会起業家に注目しよう！ 経済セミナー

雇う、雇われる　という関係ではなく、働く人同士が共同で出資、経営して、対等に労働する協同組合。コミュニティビジネスの手
法のひとつとして用いられています。

ＮＰＯ法（特定非営利活動促進法）に基づき、社団法人の一種として、都道府県または指定都市の認証を受けて設立された法人
のこと。会社とちがい利益を配分しない、、20種類 の社会利益につながる分野に限られる　などの制限があります。

２００７．９月号（630号）

２００９．４．１１号（4273
号）

【ワーカーズコレクティブ（協同組合）

【ＮＰＯ】　

２０１０．１０月号（613号）

巻号

4


