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概要
犯罪を激減させた“ボストンの奇跡”、失業・貧困対策、野生動物保護…。それぞれの夢の軌跡か
ら私たちのコミュニティを、ビジネ

2009年2月5日 . 第5章「今日の神経生物学」では、神経生物学の機能に関する最近のモデルとし
て、(1)ヒトの幼児がどのようにして話し方を学ぶのかを記述するために、計算機シミュレーションによる
神経回路網(neural network)を用いるモデル (2)どこを . 著者は、これらのモデルの最も重要な点と
して、「確率理論を用いることによって不確実な世界へ、進化生物学からの架設を用いて複雑な行
動から広範な分野へと、双方にDavid Marrのアプローチを拡張することが可能であるということ」だと

述べています。 第10章「.
トラストレビュー： 世界でもっとも有名なカリスマコーチの本！この本自体に不思議なパワーがある！
誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベーションはここから始まる · フランシス ウェスリー, ブレンダ ツィ
ンマーマン, マイケル クイン パットン, エリック ヤング (単行本 - Aug 18, 2008). トラストレビュー： 世界
を変える人の思考を学べ！すると、明日から世界が変わって見えてくる。 論語 (中公文庫) · 孔子,
貝塚 茂樹 (文庫 - Jul 10, 1973). トラストレビュー： 日本経済を築いた渋沢栄一の人生のバイブル
本だった論語！論語は剣.
誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベーションはここから始まる. フランシス・ウェストリー他東出顕
子／訳 英治出版 2008年. 原題（『Getting to Maybe』）の「"かもしれないをめざす"とは、複雑で不
確実な世界で、その世界の一部となって（かもしれない）可能性の山を登り、可能性の実現という頂
上に立つと、また新しい可能性が見えてくる…」という書き出しで始まるこの書は、ソーシャル・イノ
ベーションについてさまざまな示唆を与えてくれる。HIV/AIDSとの草の根の闘い、いじめを防ぐ共感
教育プログラム、貧困対策、障害.
2017年5月26日 . 誰が世界を変えるのか ― ソーシャルイノベーションはここから始まる』という本の中
で、「単純な業務」「煩雑な業務」「複雑な業務」と、仕事の内容が3つに分類されています。 誰が
世界を変えるのか ソーシャルイノベーションはここから始まる（英治出版 ・2008） （画像はAmazonよ
り）. 発達障害の人は、状況や相手によってやることが変わる企画や営業などの「複雑な業務」は難
しいかもしれない。しかし、コンビニ店員のように、業務の種類は多いけれど一つ一つの作業手順が
はっきりしている「煩雑な業務」.
3%89ポイント. 送料別. ロイヤルカナン SHN ミディアム アダルト 7+ 10kg 7歳以上の中型犬高齢犬
用7歳から徐. 6,058円. 3%168ポイント. 送料別. ロイヤルカナン BHN プードル中・高齢犬用 3kg老
化が始まる8歳からのプードルの健康維. 2,885円. 3%80ポイント. 送料別. ロイヤルカナン SHN マキ
シ アダルト 5+ 15kg 5歳以上の大型犬高齢犬用5歳から徐々に. 8,057円. 3%223ポイント. 送料
別. 【送料無料】本/誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベーションはここから始まる/フ. 2,052円.
3%57ポイント. 送料無料.
2012年7月1日 . 誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベーションはここから始まる posted with
amazlet at 12.07.01 フランシス ウェスリー ブレンダ ツィンマーマン マイケル クイン パットン エリック ヤング
英治出版 売り上.
誰が世界を変えるのか ― ソーシャルイノベーションはここから始まる,フランシス・ウェストリー,ブレンダ・
ツィンマーマン,マイケル・パットン,東出顕子,書籍,社会・政治,社会問題,英治出版,ひとりの一歩が、
こうしてすべてを変えていく人は誰でも、世の中の現実に不満や疑問を抱くことがある。身のまわりの
世界を、よりよいものにしたいと望む瞬間がある。だが、私たちは、社会を変えるのは一握りの偉大な
人々だと考えがちだ――が、そうではない。世の中の変化は、時代の流れは、意外なところで生まれ
るのだ。 ソーシャル.
誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベーションはここから始まる フランシス ウェスリー (著), ブレンダ
ツィンマーマン (著), マイケル クイン パットン (著), エリック ヤング (著), 東出 顕子 (翻訳) 出版社:
英治出版. 川村元気（かわむら・げんき）川村元気1979年横浜生まれ。上智大学. Book

DesignAmazonsBooks.
2014年4月30日 . の地域社会に何が求められているのか，I ターン者がソーシャル・イノベーターとし
て活躍す. るための社会 .. ツール」とは，「社会を変え. ていくための道具」であり，手段を意味する。
インタビューでは特に，① I ターンの動機②ど. のようなミッションを持っているか，③どのような人間関
係を構築してきたか，あるいはしよ. うとしているか，④ミッションを実現していく上でどのようなスキルや
ツールを持っているか， .. 子訳〕『誰が世界を変えるのか―ソーシャル・イノベーションはここから始ま
る』英治出版，2008.
新刊ラジオ第693回 「「集中ゾーン」スイッチの入れ方―潜在能力が12. 08.12.23. 新刊ラジオ第
692回 「ヨイショの技法 大人の人間関係をつくる方法」. 08.12.22. 新刊ラジオ第691回 「世界一！
愛されて幸福になる魔法のプリンセスレッ. 08.12.20. 新刊ラジオ第690回 「市場リスク 暴落は必然
か」. 08.12.19. 新刊ラジオ第689回 「誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベーションはここから · 新

刊ラジオ第689回 「誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベーション. 08.12.18. 新刊ラジオ第688回
「努力はいらない！
2010年5月12日 . 未来を変えるためにほんとうに必要なこと――最善の道を見出す技術』とともに、
このフェアの核となるのは、『リーダーシップとニューサイエンス』、『誰が世界を変えるのか ソーシャルイノ
ベーションはここから始まる』。 ソーシャルイノベーション×組織学習の切り口でソーシャルチェンジを訴
えています。 紀伊國屋書店福岡本店 このフェア、元々はお店の担当者さんから何かいい企画はな
いか、と相談を受け、当初は自社本他社本取り混ぜて企画を考えようとしたのですが、時間がない
ということと、ありがたくも.
2016年2月29日 . 誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベーションはここから始まる. posted with
amazlet at 16.02.29. フランシス ウェスリー ブレンダ ツィンマーマン マイケル クイン パットン エリック ヤン
グ英治出版売り上げランキング: 230,200. Amazon.co.jpで詳細を見る.
【無料試し読みあり】「誰が世界を変えるのか ― ソーシャルイノベーションはここから始まる」（フランシ
ス・ウェストリー ブレンダ・ツィンマーマン マイケル・パットン 東出顕子）のユーザーレビュー・感想ページ
です。ネタバレを含みますのでご注意ください。
2008年12月12日 . [読書]誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベーションはここから始まる. 誰が世
界を変えるのか ソーシャルイノベーションはここから始まる. 作者: フランシスウェスリー,ブレンダツィン
マーマン,マイケルクインパットン,エリックヤング,東出顕子; 出版社/メーカー: 英治出版; 発売日:
2008/08/18; メディア: 単行本; 購入: 12人 クリック: 45回; この商品を含むブログ (22件) を見る · 社
会起業家の事例を紹介しながらイノベーションが. どう生み出されて、それを作り出した人がどう伝
播. させていくのかが説明されて.
検索キーワード：「ソーシャルイノベーション」での経済レポートの検索結果一覧(47本)を表示。(ソー
シャルイノベーションとは)。ビジネスパーソンのための、無料で読める経済レポートを紹介する経済レ
ポート専門ニュースサイト「経済レポート.COM」
誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベーションはここから始まる フランシス ウェスリー (著), ブレンダ
ツィンマーマン (著), マイケル クイン パットン (著), エリック ヤング (著), 東出 顕子 (翻訳) 出版社:
英治出版. Voir plus. 世界を変える偉大なNPOの条件――圧倒的な影響力を. Produits Et

TechnologieLectureLivres.
そんな“仕事の現場”を舞台に、どんな本とどんな話が繰り出されたのか。 どうぞご覧ください。 マエキ
タミヤコさんは、広告エージェンシーサステナの代表。 勤続20年を機に電通を退職、今年、「サステ
ナ」を設立しました。 コピーライター、クリエイティブディレクターとして培った手腕を、. NPO/NGOや社
会問題に取り組むムーブメントの広報にふるっています。 実はウチダ、このブックパッカーをはじめるに
あたって、. こんなアイディアがあるんだけど？とマエキタさんに相談していたのです。 そうしたら、「えー
おもしろいからやりな.
2010年12月25日 . 世界は、自分が頑張れば動かしていけるものだ」という考えは心理学では「全
能感」と呼ばれるようで、俗に中二病などとも呼ばれますが、私はそういうことを主張したいわけではあ
りません。ただ、個人がまったく無力かというとそうではなく、個人の小さな活動が世界を動かす「可能
性」があるという認識を持つことは、結構重要ではないかと思います。 前述の『誰が世界を変えるの
か ソーシャルイノベーションはここから始まる』の原題は“Getting to Maybe How the World Is
Changed”で、直訳すると「『かも.
2017年1月20日 . あしたのコミュニティーラボ年表2012年4月▽ サイトオープンラボのはじまり ICTに
秘められた可能性とは？8月▽ 【特.
ハードディスクに録画しておいた『ウチくる！？スペシャル』をチェック。江原啓之が浅草を案内する方
だけ見る（渡辺えり子に興味なし）。番組の後半で、飯島愛の話をした時、思わず背筋が伸びてし
まった。 『前世はインド人で苦労した』 と話し始めたんです。ワタシも愛ちゃんがインド人に見えてしょ
うがなかったんですよ。ずっと前から。さすがに、苦労したというところまでは見えませんけどねえ。霊視
できるかも？ 日曜日の神戸新聞杯とオールカマー、当てることできへんかなあ？
チェンジメーカー ～社会起業家が世の中を変える」渡邊奈々（日経BP社） 「世界を変える偉大な
NGOの条件」 レスリー・クラッチフィールド、ヘイザー・グラント （ダイヤモンド社） 「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・ディヴィス（ダイヤモンド社） 「誰が世界を
変えるのか ～ソーシャルイノベーションはここから始まる」フランシス・ウェストリー他（英治出版） 「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（英治出
版） 「KaBOOM！～100万人.
フランシス・ウェスリー、ブレンダ・ツィンマーマン、マイケル・クイン・パットン，エリック・. ヤング/東出顕
子，『誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベーションはここから始まる』，英治. 出版，2008. 山崎
亮，『コミュニティデザインー人がつながるしくみをつくる』，学芸出版社，2011. 筧裕介，『ソーシャル
デザイン実践が井門ー地域の課題を解決する７つのステップ』，英治出版，. 2013. （関連ＵＲＬ）
http://www.phm.gsm.kyoto-u.ac.jp/. [授業外学習（予習・復習）等]. 本講義は、それぞれのテー
マに対応したグループでのプロジェクト.
誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベーションはここから始まる | フランシス ウェスリー, ブレンダ ツィ
ンマーマン, マイケル クイン パットン, エリック ヤング, 東出 顕子 |本 | 通販 | Amazon. Encuentra este
Pin y muchos más en 読みたい本（間瀬海太の）, de maseumita. Ver más. ジーヴズと婚礼の鐘.

LibrosCarteles De Diseño GráficoDiseños De PósteresDiseño De TipografíaDiseño Para
Portada Del LibroPartes Del LibroDiseño Gráfico JaponésDiseño De AnunciosPósteres De
Libros.
2017年12月25日 . 組織を変えるには、トップのボランティアから . SDGs（2015年9月の国連サミット
で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された2016年から2030年までの国
際目標）を見たとき、日本企業の人は「いろいろな社会課題があって大変ですね」という反応をしま
すが、世界、特にヨーロッパ企業の人は、「これは飯の種だ」と目を . いや、イノベーションは手段なの
で、それによってどんな問題を解決したいのか、考えてみてください」と改めて問うても、結局「ない」と
いう答えが返ってくる。
Amazonでフランシス ウェスリー, ブレンダ ツィンマーマン, マイケル クイン パットン, エリック ヤング, 東出
顕子の誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベーションはここから始まる。アマゾンならポイント還元
本が多数。フランシス ウェスリー, ブレンダ ツィンマーマン, マイケル クイン パットン, エリック ヤング, 東出
顕子作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また誰が世界を変えるのか ソーシャルイ
ノベーションはここから始まるもアマゾン配送商品なら通常配送無料。
の観点から明らかにするものである。 ₁.₂ ソーシャル・イノベーションに関. する内外の研究動向. まず
ソーシャル・イノベーションを取り扱う. ソーシャル・イノベーション実践研究のための「マインド」、「ツー
ル」、「スキル」. ―実践から研究へと繋げていくために― .. 東出顕子訳『誰が世界. を変えるのか―
ソーシャル・イノベーションはここ. から始まる』英治出版, 2008年）. 山口洋典「ソーシャル・イノベー
ション・スキルセット. に関する一考察―コミュニケーション力とコミュニ. ティの維持・発展のリーダーシッ
プ発揮の観点から.
過激派で読む世界地図 / 宮田律著. 2, bookweb, 社会を変えるリーダーになる : 「超・利己主
義」的社会参加のすすめ / 田中尚輝著. 3, bookweb, 世の中を変えて生きる : 学校・家庭・職
場・ボランティアで、身近にできる社会変革の実践マニュアル / バージニア・クーバー [ほか] 著 ; 三国
千秋, 陣内雄次, 高橋明子訳. 4, bookweb, まんが反資本主義入門 : グローバル化と新自由主
義への対抗運動のススメ / エセキエル・アダモフスキ文 ; イラストレータ連合絵 ; 伊香祝子訳. 5,
bookweb, テロリズムと日常性 : 「9・11」と「世.
2016年10月4日 . ASDの人は本当に複雑な業務が難しいのか。そんなことを考えているうちに、ある
一冊の本に出会った。「誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベーションはここから始まる」。この中に
ある職業の分類がヒントを与えてくれた。 amazon.co.jp/dp/4862760368/… 松本太一@アナログ
ゲーム療育 @gameryouiku 2016-10-03 20:45:11. この本では業務には3つの分類があるとしてい
る。「単純な業務（クッキーを焼く）」「煩雑な業務（ロケットを打ち上げる）」「複雑な業務（子どもを
育てる）」。この分類は、発達.
新刊ラジオ第696回 「大阪のオバチャンは、なぜ人前でもあがらないのか. 08.12.26. 新刊ラジオ第
695回 「首桃果の秘密」. 08.12.25. 新刊ラジオ第694回 「ザ・チョイス 複雑さに惑わされるな！」
08.12.24. 新刊ラジオ第693回 「「集中ゾーン」スイッチの入れ方―潜在能力が12. 08.12.23. 新刊

ラジオ第692回 「ヨイショの技法 大人の人間関係をつくる方法」. 08.12.22. 新刊ラジオ第691回
「世界一！愛されて幸福になる魔法のプリンセスレッ. 08.12.20. 新刊ラジオ第690回 「市場リスク
暴落は必然か」. 08.12.19. 新刊.

This Pin was discovered by zzz zzz. Discover (and save!) your own Pins on Pinterest.
誰が世界を変えるのか ― ソーシャルイノベーションはここから始まる(フランシス・ウェストリー,東出顕
子)。ひとりの一歩が、こうしてすべてを変えていく人は誰でも、世の中の現実に不満や疑問を抱くこと
がある。身のまわりの世界を、よりよいものにしたいと望む瞬間がある。だが、私たちは、社会を変える
のは一握り.
2016年7月14日 . その後、ソーシャルデザインのためのヒントを発信するウェブマガジン「greenz.jp」の
立ち上げに関わり、10年から15年まで編集長。2016年、フリーランスの勉強家として独立し、京都
精華大学人文学部特任講師、勉強空間をリノベートするプロジェクト「everyone's
STUDYHALL!」発起者、ことば ... 誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベーションはここから始ま
る』フランシス・ウェスリー、ブレンダ・ツィンマーマン、マイケル・クイン・パットン、エリック・ヤングわれわれ
はすべて、世界の変化の一部である。
フランシス・ウェストリー、ブレンダ・ツィンマーマン、 マイケル・クイン・パットン、エリック・ヤング（著） 東出
顕子（訳） ○驚くほど普通の人々が起こした変革が描かれた本書○その変革がなぜ、どのようにして
可能だったのかを、多分野の学者や研究者による7年余の研究にもとづいて解説○世界を変える方
法が見えてくる、希望に満ちた一冊世の中の複雑な問題に、絶対確実な、唯一の正解はない。そ
れでも、現に世の中は変わる。――タンポポは風にまかせて綿毛を飛ばし、思いがけない場所で花
を咲かせます。一人ひとり.
2016年12月6日 . 誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベーションはここから始まる”（著者： フランシ
ス・ウェストリー、 ブレンダ・ツィンマーマン）. ジャケ買い。買ったのは2009年ということで、積読歴7年と
いうことになる。 これを買った頃、自分は学生だった。そのころ、考えていたのとはかけ離れた場所にい
る。今、自分は広報・PRの仕事をしている。そこではじめて、漸く読了に至った。 この本が出版され
た背景に、デュポン・カナダ社のCSRの取り組みが存在する。デュポンは、ソーシャルイノベーションの
成功要因を研究する.
地域内活性化 連携体の構築 ソーシャルキャピタルの形成 農業クラスターの形成. 内生的な起業
家. 1. はじめに . 崩壊し始めたり、高齢者らの間に買い物難民が急増したりという、様々な社会問
題が. 次から次へと発生している。以前は、この様な社会問題は地域行政等が、その有効的. な
対策に取組んでいたが、昨今の市場至上主義に基づく経済効率化が最優先されるよ. うになると、
当たり前に行われていた .. 世界を変えるのか～ソーシャルイノベーションはここから始まる』英治出
版. 日本政策投資銀行（2011）「地域.
2016年11月25日 . イノベーション（Innovation）とは. イノベーションはよく「技術革新」や「経営革
新」. 或いは単に「革新」・「刷新」などと言い換えられ. てきた。これは1958年の『経済白書』におい
て、. イノベーションが技術革新と訳されたことに由来. すると謂われている。当時の経済発展の要因
は . ここでの「生産」とは、利用可能な物や. 力を結合させること＝新結合 . イノベーションの必要
性. 1. 経済成長の原動力となる。 2. 我々の生活を根底から変え、. 社会の在り方まで変えてしま
う。 3. 企業の競争力を決定する。
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,他, 2011
年8月1日, 1612, 12, I. ソーシャルエンタープライズ 社会的企業の台頭, 谷本 寛治, 2006年2月1
日, 1426, 12, Ｈ. 誰が世界をかえるのか ソーシャルイノベーションはここから始まる, フランシス・ウェス
トリー/ブレンダ・ツィンマーマン/マイケル・クイン・パットン, 2008年8月25日, 1499, 12, Ｈ. 地球市民
ネットワーク, 毛受 敏浩, 1997年9月25日, 962, 12, Ｈ. チェンジメーカー 社会起業家が世の中を変
える, 渡邊 奈々, 2005年8月8日.
最悪の選択肢は、何もしないこと」。そんな言葉で締めくくられた1通のメールから、すべては始まっ
た。 自分で選んだ人生を生きようと決め、いまや世界が注目する社会起業家となったジョン・ウッド
は、私たちにこう問いかける。 「僕は、『できない理由』ではなくて『どうすればできるか』を考えたいん
だ。君はどうだい?」 ――彼の言葉にあなたがアクションで応えるとき、世界は変わりはじめる。

岩波書店. 2 Book 誰が世界を変えるのか : ソーシャルイノベーションはここから始まる. Westley,
Frances, Zimmerman, Brenda, 1956-, Patton, Michael Quinn, 東出, 顕子. 英治出版. 8 Book
エデン. 近藤, 史恵(1969-). 新潮社. 3 Book それは西淀川から始まった-大阪都市産業公害外史.
同友館. 9 Book DNA : すべてはここから始まった. Watson, James Dewey, 1928-, Berry, Andrew,
青木, 薫(1956-). 講談社. 4 Book それは東京五輪の「聖火」から始まった : 天然ガス時代を拓く.
草野, 成郎, 中上, 英俊(1945-).
戦略的変革とビジョナリー・リーダーシップの分野で幅広い著書がある。デュポン・カナダのソーシャルイ
ノベーション・シンクタンクを率いる。マギル大学経営大学院を拠点に活動 『誰が世界を変えるのか
ソーシャルイノベーションはここから始まる』より. フランシス・ウェストリートップへ. ページ上部へ. この
ページをご覧の皆様へ ローチケHMVでは、CD､DVD､ブルーレイ（BD)､ゲーム､グッズなど税込2,500
円以上のお買い上げで、国内一括配送の配送料が無料となります。（一部送料有料指定商品を
含む場合は有料となります）
2012年9月21日 . イノベーションを考えるうえで、社会の複雑性を視野に入れることが大事なのは、
ソーシャルイノベーションの場合でも同様なようです。 デュポン社とマギル大学が共同で設立したソー
シャルイノベーション・シンクタンクで、ソーシャルイノベーションについての研究を行ってきたフランシス・
ウェスリー、ブレンダ・ツィンマーマン、マイケル クイン・パットンの３人がまとめた『誰が世界を変えるのか
ソーシャルイノベーションはここから始まる』 は、社会に大きな変化をもたらすソーシャルイノベーション
がどのようにして.
2009年1月3日 . 誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベーションはここから始まる GETTING TO
MAYBE - How the world is changed.読了。涙無しには読めない。 「誰が世界を変えるのか」とい
う邦訳よりも、原題の「How the world is changed」の方がよりこの本の実情に合っている。決し…
英治出版の作品一覧。電子書籍の漫画（マンガ）はeBookJapan。コミックの品揃えが世界最大級
の電子書籍販売サイト。全巻セットはいつでもポイント５倍で超お得！立ち読み無料。スマホ・タブ
レット・パソコンで無期限に読め、端末を買い替えても大丈夫！オフラインでも読める！連載中の漫
画も含めて200冊以上追加中。電子書籍の漫画（マンガ）・コミックはeBookJapan.
. できるのかもしれないが、同時にそこは冷たい場所であるのでしょう。 僕たちは、日本という先進国
にいて、厚い社会福祉と保護、社会的な豊かさ、高度な社会資本を享受することができています。
世界の別の場所では、同じときに、飢餓に苦しみ、虐殺される人たちもいるのに。 そう。 僕らはすで
に、冷たい天国に住んでいるのです。 しかし、たとえ、冷たい天国から逃れられないとしても、もっとよ
くしたいという気持ちを失ってはならないのです。 【参考文献】 「誰が世界を変えるのか ソーシャルイ
ノベーションはここから始まる」.
2008年8月31日 . 読後評：誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベーションはここから始まる ·
BOOKS / 2008年08月31日. 「社会企業家」という言葉が少しずつ広まりつつある。 これは政治、官
僚、公的機関とは別にアイデアをもって、社会に変革をもたらそうとする人達のことを言う。 NHKの
「未来への提言」（先日も再放送があったが、この番組は必見！）で、ビル・ドレイトン氏もその概念
について説明している。 ビル・ドレイトン氏はこの「社会企業家」という考え方を立ち上げ、1980年に
アショカという組織を作り現在に至る。
2008年12月8日 . 副題に「ソーシャルイノベーションはここから始まる」とあるように、Getting to
Maybe(『かもしれない』をめざす)社会起業とはどんな行為なのか、視点を変えながら紹介している
指南書。 以前に読んだ、「チェンジメーカー」の様に、社会起業の事例を紹介している一方、これま
での本が社会起業の「成功事例」を紹介していたのに対し、本書では社会が変革していくシステム
の変化を複雑系として考え、複雑系の工学用語を使いながら、小さな行動が大きなイノベーション
のうねりにつながっていく様子を表現して.
誰が世界を変えるのか――ソーシャルイノベーションはここから始まる』. 東出顕子訳、. 英治出版、
二〇〇八年八月. マ. ー. テ. ィ. ン・. セ. リ. グ. マ. ン『. 世. 界. で. ひ. と. つ. だ. け. の. 幸. せ.
――. ポ. ジ. テ. ィ. ブ. 心. 理. 学. が. 教. え. て. く. れ. る. 満. ち. 足. りた人生』小林裕子訳、アス
ペクト、二〇〇四年七月. 三井康壽『防災行政と都市づくり』信山社、二〇〇七年九月. ロバー
ト・Ｄ・パットナム『孤独なボウリング』柴内康文訳、柏書房、二〇〇六年四月. ロバート・Ｄ・パット

ナム『哲学する民主主義』河田潤一訳、ＮＴＴ出版、二.
2008年10月10日 . (4) 社会を変えたいすべての人々. いずれかに当てはまる方は、ぜひ「誰が世界
を変えるのか ～ソーシャルイノベーションはここから始まる」の一読をお勧めする。 同書の巻末には、
それぞれの人に宛てて、社会変革を成功させる「ヒント」が具体的に書かれてあり、非常に参考にな
る。 「有意義な社会運動に助成金を出すだけの活動には興味がなく、これまでとは大きく異なる社
会貢献の方法を探したい」というデュポン・カナダ社の依頼により、組織開発のコンサルタントであるマ
イケル・パットンや、非営利組織.
2008年10月1日 . F.ウエストリー、B.ツインマーマン、M.クイン・パットン（東出顕子訳）『誰が世界を
変えるのか ソーシャルイノベーションはここから始まる』（英治出版、2008年） 原題は、Getting to
Maybe; How the world is changed 著者がMaybe という言葉にこめた意味は、 「希望mayと歴史
beが韻を踏む時」ということらしい。218頁。 社会を変革する。その動きは、はじめは「いまだ成らざる
もの」＝希望 may にすぎない。 しかしやがて人びとがダンスのように同調しはじめる。そして誰も予想
できなかったような大きな.
2008年10月3日 . 本書は数人の複雑系科学者が、それぞれのテーマでの論文を編纂したもの。そ
もそもストレスとは複雑なもの。さまざまな力が複雑に組み合わさって、襲いかかってくる。そして身じ
ろぎができなくなったら、重度ストレスといわれる症状を呈する。その絡み合ったストレスを一度解きほ
ぐして、風に任せてあげる。
これまで実践が命！と思って、実践することに重きをおいてきました。でも、やればやるほど、わからな
いことや悩みが増えるし、どうもうまくいかないことがある。そこで、今年はちゃんと本を読もうと、これま
で買ったものの読んでいない本を読み始めました。 最近読んだ本は「誰が世界を変えるのか 〜ソー
シャルイノベーションはここから始まる」（原題：Getting to maybe – How the world is changed）。ど
のようにして、社会変革が起こり、変化したのか。様々な事例を元に解説してくれています。今、自
分たちがどこにいて、どの.
去年の夏頃に買った本社会の改善・革新がひとりの強いリーダーが行ったというのではなく、どこにで
もいるような人が適切なタイミングで社会を変える「流れ」を作ったんだという感じの話。社会の改善
は誰にでもできるというのが主旨。「複雑系」「ティッピングポイント」などのキーワードを社会革新
（ソーシャルイノベーション）に適用して話を展開しているところが面白い。 flag Like · see review ·

Takemi marked it as to-read. Jul 24, 2009.
2016年11月10日 . Emerging Future we already have（既に在る未来を手にする）をテーマに、社
会起業家、企業、NPO、行政、大学など異なる立場の人たちが加わる、セクターを超えたソーシャ
ルイノベーションのプラットフォームづくりと、企業が社会課題を基盤に社会と共に行う . ここで仕掛け
るのか、それとも上のサービスレイヤーから仕掛けるのか、ビジネスのレイヤーから全く新しいエコシステ
ムを作ってごっそり新しい世界観に変えていくのか、それによってイノベーションのやり方、オープン・イノ
ベーションのやり方って.
2017年2月24日 . Simon & Schuster （日本語版：ダーウィンの危険な思想―生命の意味と進化
（2000）青土社）Ch.3; Frances Westley, Brenda Zimmerman, and Michael Patton (2007)
Getting to Maybe: How the World Is Changed. Vintage Canada （日本語版：誰が世界を変える
のか ソーシャルイノベーションはここから始まる（2008）英治出版）Ch.1; James C. Scott (1999)

Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. Yale
University Press Ch.1. 2013ca3.
誰が世界を変えるのか. ソーシャルイノベーションはここから始まる. GETTING TO MAYBE . 世界の
見方が変わる一冊！ ひとりの一歩が、こうしてすべてを変えていく 人は誰でも、世の中の現実に不
満や疑問を抱くことがある。身のまわりの世界を、よりよいものにしたいと望む瞬間がある。だが、私た
ちは、社会を変えるのは一握りの偉大な人々だと考えがち . ソーシャルイノベーション――劇的な社
会変革は、物事を個別に見ることをやめ、社会のシステムを構成するさまざまな要素間の関係をつ
かむことから始まる。
ひとりの一歩が、こうしてすべてを変えていく 人は誰でも、世の中の現実に不満や疑問を抱くことがあ
る。身のまわりの世界を、よりよいものにしたいと望む瞬間がある。だが、私たちは、社会を変えるのは

一握りの偉大な人々だと考えがちだ――が、そうではない。世の中の変化は、時代の流れは、意外
なところで生まれるのだ。 ソーシャルイノベーション――劇的な社会変革は、物事を個別に見ること
をやめ、社会のシステムを構成するさまざまな要素間の関係をつかむことから始まる。この「システムと
関係」のレンズを通して、.
2016年5月17日 . 成功するソーシャルイノベーションは例外なく1つのサイクルであることを認識し、自
分たちはどこの段階にいるのかを確認する。 権力を忌避するのではなく、その役割を評価し、権力
を持つ人々との関係を築く。 成功の芽を支援し、ティッピング・ポイントに到達させる。 社会起業家
を財政的にだけではなく、精神的・社会的にも支援する。 誰が世界を変えるのか ソーシャルイノ
ベーションはここから始まる. 作者: フランシスウェスリー,ブレンダツィンマーマン,マイケルクインパットン,エ
リックヤング,東出顕子; 出版社/.
2009年4月29日 . 昨年初冬、あふろがやはりおよそ２年でその生涯を閉じ、空虚な生活を送ってき
たが、春になったので（？）新たにゴールデンハムスター（長毛）のダイスケを迎え入れた.
ソーシャルイノベーション」とは. 「ソーシャルイノベーション」という言葉をご存じでしょうか。従来「イノ
ベーション」という言葉は、企業活動にかかわる言葉として使われることが多く、その動機は「利潤最
大化」でした。これに対し、「ソーシャルイノベーション」の動機は「社会ニーズ」であると説明されてい
ます。つまり、社会の抱えるさまざまな問題（治安、失業、貧困、環境.）を解決するために必要とさ
れる、「新しい社会的商品やサービスやその仕組みの開発」を示している概念なのです。 有名な例
としては、ノーベル平和賞受賞者.
2014年11月17日 . 今回は、あなたが 「今すぐブログを始めるべき１０の理由」 を紹介するとともに、
ブログを始めてから１年後の自分への目標を設定してみた。 . ブログを始めるのは簡単; ブログは自
分の財産になる; ブログは自分磨きにピッタリ; ブログは人の役に立つ; ブログはお金儲けになる; ブロ
グは自分のブランドとなりチャンスを作り出す; ブログは友人・知人との良縁を生かす; ブログには世界
を変える力がある; ブログはビジネスの強い味方 .. 引用：誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベー
ションはここから始まる.
2017年11月14日 . (2006) 参考図書（日本語） パットン『実用重視の事業評価入門』(2001：清水
弘文堂） ウエストレー他『誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベーションはここから始まる』（2008：
英治出版） 参考論文今田克司、田中弥生「評価の国際的潮流と市民社会組織の役割」、The
Nonprofit Review, Vol.16, No.1. 日本NPO学会 (2016) 今田克司「ＮＰＯの事業評価に関わる
海外の動向調査」 (2014) WEBサイト／ブログhttps://www.csonj.org/
http://blog.canpan.info/csonj/ 参考文献; 16. さらに詳しく知りたい方.
2017年1月28日 . Amazonでフランシス ウェスリー, ブレンダ ツィンマーマン, マイケル クイン パットン, エ
リック ヤング, 東出 顕子の誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベーションはここから始まる。アマゾン
ならポイント還元本が多数。フランシ…amzn.to. 世界を変えるデザイン――ものづくりには夢がある |
シンシア スミス, 槌屋 詩野, 北村 陽子 |本 | 通販 | Amazon Amazonでシンシア スミス, 槌屋 詩
野, 北村 陽子の世界を変えるデザイン――ものづくりには夢がある。アマゾンならポイント還元本が
多数。シンシア スミス.
2010年4月25日 . デザインが人を幸せにする」と著書には書きましたが、それは創造する側にももち
ろん与えられる幸せのことでもあります。これはデザインのみならず、クリエイティブな仕事に携わる人な
ら誰でもが感じている事ではないでしょうか。そして、この創造からもたらされる幸せは、ただの幸せ以
上のもがあると思っています。明日を生きる力・・・、つまりは、生きるパワーをも与えてくれるようなもの
ではないかと私自身は感じています。 誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベーションはここから始ま
る. あなたには夢が.
１. はじめに. 本研究の目的は, リユース食器事業を展開している NPO 法人スペースふうの事例を
通. じて, ソーシャル・イノベーション (Social Innovation：SI) の創出プロセスを明らかに. することにあ
る｡ 具体的には, スペースふうを社会的企業と捉え, SI の創出プロセスを. 社会的事業の開発とそ
の事業化という二つの視点から分析をする｡ 少子高齢化, 障害者, 地球環境, 貧困, ホームレス,
青少年教育, 地域活性化など, 我々. が直面している社会的課題は数多い｡ このような社会的課
題は, 特に日本社会においては,.

中古をカートにいれる · ブックマークに追加する. 中古. 誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベーショ
ンはここから始まる · 誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベーションはここから始まる(単行本). (単
行本)フランシスウェストリー,ブレンダツィンマーマン,マイケル・クインパットン,東出顕子.
誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベーションはここから始まる フランシス ウェスリー (著), ブレンダ
ツィンマーマン (著), マイケル クイン パットン (著), エリック ヤング (著), 東出 顕子 (翻訳) 出版社:
英治出版. Encuentra este Pin y muchos más en Japanese Nonprofit Books, de meganehara.
Ver más. 連続講義 国際協力NGO―市民社会に支えられるNGOへの構想 今田 · Libros.
【教科書No】1710243; 【学期（時期）】1学期【学科】大学院 【昼/夜】; 【講義名】NPO・社会起
業論２; 【クラス】法学研究科1年; 【教員名】永田 賢介; 【書名】誰が世界を変えるのか ソーシャル
イノベーションはここから始まる; 【税込定価】2,052円; 【区分（教科書・参考 . 【教科書
No】1710241; 【学期（時期）】1学期【学科】政策科学科 【昼/夜】; 【講義名】政策実務特講; 【ク
ラス】2年; 【教員名】永田 賢介; 【書名】ゆっくり、いそげ カフェからはじめる人を手段化しない経済;
【税込定価】1,620円; 【区分（教科書・参考書・辞書類）】参考書.
誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベーションはここから始まる | | ISBN: 9784862760364 |

Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon.
MeLike 世界を巡りながら、これからの豊かな暮らしを探求するWebマガジン. . 全国の注目を集める
地方Webメディア『沖縄タイムス＋プラス』から始まるソーシャルイノベーション. 沖縄タイムス デジタル
局デジタル部 與那覇里子さん. 優秀な . 戦没者の方々がいつ、どこで亡くなったのかを時系列に落
とし込んだ地図を紹介しながら、当時を分析した記事をまとめようと思ったのですが、かなりの紙幅を
使わないといけないボリュームになってしまって、結局、紙面に掲載できなかったんですね。」 yonaha
11. 「その後、Webを.
誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベーションはここから始まる/フランシス・ウェストリー/ブレンダ・ツィ
ンマーマン/マイケル・クイン・パットン/東出 顕子（経済・ビジネス） - 犯罪を激減させた“ボストンの奇
跡”、失業・貧困対策、野生動物保護…。それぞれの夢の軌跡から私たちのコミュニティを、ビジネ
スを、世界を変える新た.紙の本の購入はhontoで。
Amazon.co.jp： 誰が世界を変えるのか ― ソーシャルイノベーションはここから始まる eBook: フラン
シス・ウェストリー, ブレンダ・ツィンマーマン, マイケル・パットン, 東出顕子: Kindleストア.
誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベーションはここから始まる · 本から抜粋 考えたこと. 「誰が世
界を変えるのか ソーシャルイノベーションはここから始まる」p170 過去４０年間、ジェーン・ジェイコブズ
は、健全な都市という物は変形菌と 同じ特徴を持っていると論証してきた。 都市を存続し、繁栄さ
せたいなら「ペースメーカー」 にはご退場願っ… はてなブックマーク - 誰が世界を変えるのか ソーシャ
ルイノベーションはここから始まる · 誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベーションはここから始まる.
instagramやってます.
『ソーシャル・イノベーションの創出と普及』(谷本寛治) のみんなのレビュー・感想ページです。作品
紹介・あらすじ：社会の価値観を変える「ソーシャル・イノベーション」の役割を担う「新しい企業モデ
ル」とは? ソーシャル・イノベーションは①誰がどこで、どのように生み出しているのか(創出)、②どのよう
に広がり、社会が変革されていくのか(普及…
画像1: 誰が世界を変えるのか ―ソーシャルイノベーションはここから始まる. 著者：フランシス・ウェス
トリー ほか 訳者：東出顕子四六判 上製 288ページ 本体1,900円＋税 タンポポは思いがけない場
所で咲く 自分にできるたったひとつの方法で、可能性を信じて行動した人々の物語。 犯罪を激減
させた“ボストンの奇跡”、HIV/AIDSとの草の根の闘い、いじめを防ぐ共感教育プログラム、失業・貧
困対策、自然保護、障害者支援…… それぞれの夢の軌跡から、コミュニティを、ビジネスを、世界
を変える方法が見えてくる。インスピ.
出版者, 東京 : 英治出版. 出版年, 2008.8. 大きさ, 285p ; 20cm. 別書名, 原タイトル:Getting to
maybe : how the world is changed 異なりアクセスタイトル:誰が世界を変えるのか : ソーシャルイノ
ベーションはここから始まる. 著者標目, Westley, Frances · Zimmerman, Brenda, 1956- · Patton,
Michael Quinn · 東出, 顕子 <ヒガシデ, アキコ>. 件 名, BSH:社会運動. 分 類, NDC8:309.
NDC9:309. 書誌ID, TB50004419. ISBN, 9784862760364. NCID, BA87005277 WCLINK. 本文

言語, 日本語.
忘備録的に、最近読んだ本をリストアップします。 シャドウ・ワーク―生活のあり方を問う (岩波現代
文庫)/岩波書店 ￥1,296. Amazon.co.jp イスラム戦争 中東崩壊と欧米の敗北 (集英社新書)/
集英社 ￥821. Amazon.co.jp 昭和の迷走: 「第二満州国」に憑かれて (筑摩選書)/筑摩書房
￥1,836. Amazon.co.jp. Makerムーブメント宣言 ―草の根からイノベーションを生む9つのルール
(Make: Jap…/オライリージャパン ￥2,376. Amazon.co.jp 誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベー
ションはここから始まる/英治出版
100万人が熱狂したコミュニティ再生プロジェクト · 誰が世界を変えるのか / ソーシャルイノベーション
はここから始まる · BOPビジネス市場共創の戦略 · 逆転のグローバル戦略 / アクセンチュア流 · 会
議のリーダーが知っておくべき10の原則 / ホールシステム・アプローチ · いつか、すべての子供たちに /
「ティーチ・フォー・アメリカ」と · なぜデザインが必要なのか / 世界を変えるイノベーションの最前線 ·
世界とつながるビジネス / BOP市場を開拓する5つの方法 · 未来をつくる資本主義 / 世界の難問を
ビジネスは解決できるか.
フランシス ウェスリー, ブレンダ ツィンマーマン, マイケル クイン パットン, エリック ヤング (著), 東出顕子
(訳) 誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベーションはここから始まるのことをもっと知りたければ、世
界中の「欲しい」が集まるSumallyへ！
1ページ/検索キーワード：ブレンダ・ツィンマーマン|au公式の電子書籍ストア「ブックパス」です。月額
562円(税抜)の読み放題プランに入会すれば雑誌やマンガ、写真集など豊富なジャンルの本が読み
放題でお楽しみいただけます！
翻訳者, 東出顕子 訳. 訳書名, 誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベーションはここから始まる.
原書名, GETTING TO MAYBE HOW THE WORLD IS CHANGED. 原著者, Frances
Westley, Brenda Zimmerman, Michael Quinn Patton. 原書言語, 英語. 訳書言語, 日本語. ジャ
ンル, 人文科学・政治・法律・社会・時事. ジャンル詳細, 社会・教育・社会問題・環境・公害・自
然保護. 訳書出版社, 英治出版株式会社. 訳書刊行日, 2008/08/25. 出版形態, 紙書籍.
2013年3月9日 . 寄付から投資へのパラダイム・シフト～ソーシャルインパクトの評価測定がファンドレ
イジングのパラダイムシフトを生む～ . 日本発』のTABLE FOR TWOが生み出すイノベーション～
500の企業・団体を巻き込んだ、キャンペーンの成功の理由. 小林智子 . 世界を変えるファンドレイ
ザー」. ティモシー・セイラーさん（インディアナ大学 ファンドレイジングスクール 校長）. USTREAMの
jfraチャンネルにて、基調講演をノーカットでご覧いただけます（基調講演の議事録はございません）。
11:10 - 12:25. セッション1.
2008年9月1日 . 誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベーションはここから始まる
51YyngP7yVL__SL500_AA240_.jpg. 原題はGetting To Maybe。「かもしれない」可能性の未来
に向かう社会起業家の研究書である。多数の社会起業家の成功と失敗を複雑系や創発の理論
的アプローチによって精密に分析していく。世界を変革するソーシャルイノベーションの成功の鍵とは
いったい何なのか。 著者はまず人間の直面する課題を以下の３つのレベルに分類する。 １ 単純
（simple） ケーキを焼く２ 煩雑（complicated） 月に.
2009年9月25日 . とても良いと思いました。この計画の名前は「東京湾海水浴場復活プロジェク
ト」。NPOの名前は「ふるさと東京を考える実行委員会」。 年間3000円だし、会員になろうかしら。
なおこのNPO、この種の団体にありがちな感じで、Webサイトが大変適当な作りなのが残念です。
もっとちゃんと情報提供して、頻繁に更新すれば、より多くの人を味方につけることができるのに。 誰
が世界を変えるのか ソーシャルイノベーションはここから始まる フランシス ウェスリー (著), ブレンダ ツィ
ンマーマン (著), マイケル クイン.
誰が世界を変えるのか - ソーシャルイノベーションはここから始まる - フランシス・ウェストリー - 本の購
入は楽天ブックスで。全品送料無料！購入毎に「楽天スーパーポイント」が貯まってお得！みんな
のレビュー・感想も満載。
dom House Canada（東出顕子訳（2008）『誰が世界を変えるのか─ソーシャルイノベーション. はここ
から始まる』英治出版）. 今村浩明，浅川希洋志編（2003）『フロー理論の展開』世界思想社. 斎
藤 槙（2004）『社会起業家─社会責任ビジネスの新しい潮流─』岩波書店. 潜道文子（1995）

「フィランソロピー活動の経営戦略上の意義」『商学研究科紀要』第41号 , 早稲田大. 学大学院.
谷本寛治編著（2006）『ソーシャル・エンタープライズ─社会的企業の台頭─』中央経済社. 夏目啓
二（2006）「変貌するアメリカ企業と社会─.
2016年10月11日 . 誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベーションはここから始まる”（著者： フラン
シス・ウェストリー、 ブレンダ・ツィンマーマン）. ジャケ買い。買ったのは2009年ということで、積読歴7年
ということになる。 これを買った頃、自分は学生だった。そのころ、考えていたのとはかけ離れた場所に
いる。今、自分は広報・PRの仕事をしている。そこではじめて、漸く読了に至った。 この本が出版さ
れた背景に、デュポン・カナダ社のCSRの取り組みが存在する。デュポンは、ソーシャルイノベーション
の成功要因を研究する.
ブレンダ リーに関連した本. 誰が世界を変えるのか ― ソーシャルイノベーションはここから始まる マイ
ケル・パットン 英治出版; 誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベーションはここから始まる エリック ヤ
ング 英治出版; 映画パンフレット 「秘密と嘘」監督マイク・リー 出演ブレンダ・ブレッシン. >> 「ブレンダ
リー」を解説文に含む用語の一覧. >> 「ブレンダ リー」を含む用語の索引. ブレンダ リーのページへの
リンク.
ソーシャルイノベーション―劇的な社会変革は、ものごとを個別に見ることをやめ、社会のシステムを
構成するさまざまな要素間の関係をつかむことから始まる。この「システムと関係」のレンズを通して、
本書は人と人、個人と集団、人と社会の間にひそむ関係性のルールを明らかにする。犯罪を激滅さ
せた“ボストンの奇跡”、HIV/AIDSとの草の根の闘い、いじめを防ぐ共感教育プログラム、失業・貧
困対策、野生動物保護、障害者支援.それぞれの夢の軌跡から、コミュニティを、ビジネスを、世界
を変える新たな方法が見えて.
誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベーションはここから始まる フランシス ウェスリー (著), ブレンダ
ツィンマーマン (著), マイケル クイン パットン (著), エリック ヤング (著), 東出 顕子 (翻訳) 出版社:
英治出版. Mehr sehen. 儲かる会社に変える貧乏人の発想、金持ちの行動 大谷 将夫 読了：.

Bucheinband.
2009年1月7日 . 誰が世界を変えるのか - ソーシャルイノベーションはここから始まる』 フランシス・ウェ
ストリー ブレンダ・ツィンマーマン マイケル・クイン・パットン著 東出顕子訳 英治出版 (2008/8) 2009
年のキーワードをこの休み中に考えていたのだが、そのうちの一つとして、これからの社会現象になって
いくのではないかと思われるのが、これ。 「ソーシャルイノベーション」 この本は、「ソーシャルイノベー
ショ.
誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベーションはここから始まるの感想・レビュー一覧です。
2012年9月25日 . 誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベーションはここから始まる／フランシス・ウェ
スリーほか,不確実な時代をクネクネ蛇行しながら道を切りひらく非線形型ブログ。人間の思考の形
の変遷を探求することをライフワークに。
ここから始まる. 投稿者：ハマー さん. 前＞ im6130456 次＞ im6134898. 2016年09月25日
09:04:50 投稿. 登録タグ. 東方 少名針妙丸 ハマー(東方手書き作者) やり逃げダイナミック 子供を
孕んだストーリー ホールオブイッスン オナ法師 H→I 今はもう大人らしい。 針妙丸は可愛い.
2018年1月11日 . 複雑な問題」を「ルービックキューブ型の問題」. として、. 全体の目標を目指して
いても、何処かが崩れてしまうような. 良かれと思ってやったことが、他に予想外の影響を与え、結果
的に全体の目標から遠のいたり、めぐりめぐって自分の首を絞めたりすることがあるような問題としてい
ます。 このような「あちらを立てればこちらが立たず」という関係性は「相互依存関係」と言われます。
誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベーションはここから始まる. 誰が世界を変えるのか ソーシャル
イノベーションはここから.
誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベーションはここから始まる フランシス ウェスリー (著), ブレンダ
ツィンマーマン (著), マイケル クイン パットン (著), エリック ヤング (著), 東出 顕子 (翻訳) 出版社:
英治出版. Ver mais. 経営者に贈る5つの質問. SimsLeituraLivros.
なっていくというか、現時点のソーシャルメディアを取り巻く環境が正常進化していくのであれば、その
流れを最大限活用するべく、こうするのが最も正しく効率的でカッコいいと思われる。 ①商業施設内
に「Twitter . 放送局が日々の情報、、日々の情報どころではなく、今この瞬間の情報を生活者に

向けて発信しているのだから、フードコートの混雑状況から駐車場の情報も含め、家にいながらにし
て把握することが可能になる。そして、お目当ての . 誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベーション
はここから始まる 東出 顕子
2008年9月8日 . たまたま「かもしれない」を信じるということについて前に書いたけど、「かもしれない」
の可能性について語られているソーシャルイノベーションの本が出ていた。「誰が世界を変えるのか
ソーシャルイノベーションはここから始まる」という本。思わず直ぐに買ってしまった。原題の"Getting To
Maybe"は、つまり「かもしれない」を目指すっていうこと。本を読んだら感想を書きます。 "歴史から何
かを学ぶとすれば、それは、どんな頑強な世界でも、本当に変わるということだ。変化－驚きに満ち
た、ときには革命的な.
ISSN 1346-9029. 研究レポート. No.427 January 2016. ソーシャル・イノベーションの. 仕組みづくりと
企業の役割への模索. －先行文献・資料のレビューを中心に－. 上級研究員 趙 瑋琳. 駒沢大
学文学部社会学科教授 李 妍焱 .. 改革―フィンランドのソーシャル・イノベ. ーション. 公人の友社.
2008. 東出顕子(訳). 誰が世界を変えるのか ソーシャル・イノベ. ーションはここから始まる. 英治出
版. 2008. 塚本一郎. 関 正雄. 社会貢献によるビジネス・イノベーション: 「CSR」を超えて. 丸善出
版. 2012. 服部篤子. 未来をつくる.
2017年11月14日 . 発展的評価（Developmental Evaluation）の基礎資料です。
誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベーションはここから始まる フランシス ウェスリー (著), ブレンダ
ツィンマーマン (著), マイケル クイン パットン (著), エリック ヤング (著), 東出 顕子 (翻訳) 出版社:
英治出版.

