
 
愛知県図書館ビジネス情報コーナー展示 

県図書館でまちおこしを考えよう！  

 

 ご当地グルメと 
 まちおこし！ 

 
写真提供：「豊川いなり寿司」で豊川市をもりあげ隊 

場所：愛知県図書館 4 階 ビジネス情報コーナー前  
期間：平成 25 年（2013 年）9 月 13 日（金）～12 月 11 日（水） 

主催：愛知県図書館 協力：B-1 グランプリ in 豊川実行委員会 愛知県産業労働部  

 

 
“ご当地グルメでまちおこしの祭典！Ｂ-１グランプリ”初めて愛知県で開催！

食によるまちおこしイベント“B-1 グランプリ”の第８回大会が、今年 11 月 9～10 日

に愛知県豊川市で開催されます。これまで「富士宮やきそば学会」、「八戸せんべい汁研究所」

などのまちおこし団体がグランプリに輝いてきましたが、今年はどの団体が注目を集めるでし

ょうか。あなたも豊川市の会場にお出かけになり、まちおこしの熱気を感じてみませんか。 

 B-1 グランプリ in 豊川についての詳細は裏面下の「ごあんない」をご覧ください。

愛知県図書館で、ご当地グルメ･地域ブランド･地域活性化に関する図書を展示！ 
B-1 グランプリはグルメイベントではなく、まちおこし活動の日本一を競うイベントです。

開催にちなみ愛知県図書館では、日本各地のご当地グルメや郷土食、ゆるきゃら等の地域ブラ

ンド、その他地域活性化に関するさまざまな図書を集めた展示を行います（一部を除き貸出が

できます）。愛知の食・観光に関するパンフレットの配布も行います。ぜひ一度ご覧いただき、

ご当地グルメやまちおこしについて考えてみてください。 

裏面でおもな展示資料を紹介しています。  

問い合わせ先 

   〒460-0001 名古屋市中区三の丸一丁目９番３号 

愛知県図書館 サービス課 社会・自然・国際グループ 

TEL 052-212-2323 FAX 052-212-3674 

http://www.aichi-pref-library.jp/ 

愛知県図書館 交通のご案内 

○地下鉄鶴舞線・桜通線「丸の内」駅下車  

８番出口から北へ徒歩５分 

○市バス幹名駅１系統・名駅１４系統 

「愛知県図書館」下車徒歩 3分 

開館時間 

 午前 10 時～午後８時（土日祝は６時まで） 

休館日 

月曜日（祝日の場合（9/16,9/23,11/4）は開館、翌日を休館） 

毎月第 2木曜日 ※いなりんは豊川いなり寿司のイメージキャラクターです。

http://www.aichi-pref-library.jp/
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　　展示図書の一部をご紹介します。これ以外にも多数の図書を展示します。

書名 著者 出版社 出版年 資料コード

B級ご当地グルメでまちおこし 成功と失敗の法則 俵 慎一／著 学芸出版社 2011.11 601.1 ﾀﾜ  1110343011

「B級グルメ」の地域ブランド戦略 関 満博／編 　　　新評論 2008.1 673.97 ﾋｷ 1109336201

B級グルメが地方を救う 田村 秀／著 集英社 2008.9 383.81 ﾀﾑ 1109487251

ヤ・キ・ソ・バ・イ・ブ・ル 面白くて役に立つまちづくりの聖書 渡辺 英彦／著 静岡新聞社 2007.5 601.15 ﾜﾀ  1109907893

秘訣は官民一体ひと皿200円の町おこし 宇都宮餃子はなぜ日本一になったか 五十嵐 幸子／著小学館 2009.2 601.13 ｲｶ 1109593657

47都道府県・こなもの食文化百科 成瀬 宇平／著 丸善出版 2012.7 383.81 ﾅﾙ 1110481439

旅で出会ったローカルごはん 上村 一真／著 生活情報センター 2006.8 596 ｶﾐ  1108971030

たべあるきnavi名古屋 満足・納得の400軒 昭文社 2004.1 596 ﾀﾍ 1108468672

日本全国ご当地スーパー掘り出しの逸品 菅原 佳己／著 講談社 2012.11 596 ｽｶ 1110543658

ご当地キャラ大集合!! 日本列島ズラリ! K-MAX／編・著 笠倉出版社 2010.5 601.1 ｺﾄ  1110014247

ひこにゃんとお城で遊ぶ本 国宝・彦根城築城400年祭ガイドブック サンライズ出版 2007.4 216.1 ﾋｺ 1109309572

くまモンの秘密 地方公務員集団が起こしたサプライズ 熊本県庁チームくまモン／著 幻冬舎 2013.3 601.19 ｸﾏ 1110655350

地域ブランドと産業振興 自慢の銘柄づくりで飛躍した9つの市町村 関 満博／編 　　新評論 2006.5 601.1 ｾｷ 1108911040

全国の地域ブランド戦略とデザイン ピエ・ブックス 2009.1 674.3 ｾﾝ 1109650181

よくわかる地域ブランド 徹底解説改正商標法の実務 永野 周志／著 ぎょうせい 2006.6 507.26 ﾅｶ 1109003643

地域再生プロデュース 参画型デザイニングの実践と効果 蓮見 孝／著 文眞堂 2009.4 601.1 ﾊｽ 1109649583

地域の産業・文化と観光まちづくり 創造性を育むツーリズム 古池 嘉和／著 学芸出版社 2011.1 689.4 ｺｲ  1110111993

歴史的遺産の保存・活用とまちづくり 大河 直躬／編著学芸出版社 2006.3 521.86 ｵｵ 1108875991

「まち歩き」をしかける コミュニティ・ツーリズムの手ほどき 茶谷 幸治／著 学芸出版社 2012.8 689.4 ﾁﾔ 1110481359

道の駅/地域産業振興と交流の拠点 関 満博／編 　　　新評論 2011.7 601.1 ﾐﾁ  1110215254

祭旅市場 イベントツーリズムの実態と展望 安田 亘宏／著 　教育評論社 2008.1 689 ﾏﾂ 1109545918

フィルムコミッションガイド 映画・映像によるまちづくり 長島 一由／著 WAVE出版 2007.1 778.09 ﾅｶ 1109319381

静岡に学ぶ地域イノベーション 尹 大栄／編著 　中央経済社 2013.6 602.15 ｼｽ 1110672216

小布施まちづくりの奇跡 川向 正人／著 新潮社 2010.3 518.8 ｶﾜ 1109878100

水木しげるロード熱闘記　妖怪によるまちづくり境港市観光協会の挑戦 桝田 知身／著 境港市観光協会 2010.7 318.6 ﾏｽ 1110079303
ゆずと森を届ける村 馬路村 上治 堂司／著 　自治体研究社 2007.6 601.18 ｶﾐ  1109357490

がんばれ!銚子電鉄　ローカル鉄道とまちづくり 向後 功作／著 日経BP社 2008.2 686.06 ｺｳ 1109383103

日本各地のまちづくり、まちおこし

地域ブランドについて知る

請求記号

ご当地グルメでまちおこし！

さまざまなスタイルでまちおこし！

ゆるきゃら！のほん

会期：2013年11/9（土）-10（日）

会場：愛知県豊川市　豊川稲荷周辺及び豊川市野球場周辺

　　　ＪＲ飯田線豊川駅・名古屋鉄道豊川線豊川稲荷駅下車

詳しくは、こちらをご覧ください→　http://toyokawa.b-1grandprix.com/

B-1グランプリ ｉｎ 豊川 のごあんない
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