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自遊人 2016年11月号

海外先進事例に学ぶ「街づくり」。 自 遊 人
全米で住みたい街１位に輝き，環境に優しく，

クリエイターも多数集まる街として注目を集め
るアメリカポートランド。美食世界一の街とし
て名高いスペインセバスチャン。２つの先進事
例をもとに，未来の「街づくり」について述べ
ています。

また，元武雄市長の樋渡啓祐氏による，地方
の街づくりについてのヒントも掲載しています。

老いる家 崩れる街 住宅過剰社会の末路
野澤千絵／講談社

日本の「住宅過剰社会」という現状を説明し，
今後の都市計画と住宅政策の課題を述べていま
す。

空き家が増え続けているにも関わらず，なぜ，
都市部では超高層マンションが林立し，郊外で
は戸建て住宅地の開発が続いているのかを解き
明かし，住みやすい街に必要なものとは何かを
考えます。

学びやタイムスリップ 近代京都の学校史・美術史

京都市学校歴史博物館／京都新聞出版センター
京都市学校歴史博物館の収蔵品を写真で紹

介しながら，京都ならではの学校の歴史を解
説します。戦時中の学校の様子や，戦後の特
別支援教育の歩みを含め，京都の学校の奥深
さに触れることができます。

京都新聞朝刊に連載された記事「学びやタ
イムスリップ」をもとに加筆・修正し，まと
めた一冊です。



著   　編　　者   出版社
価格

（税抜）
分類番号

哲　　　学

ミライの授業 瀧本　哲史 講談社 ¥1,500 159.70

歴史・地理

写真アルバム　京都市の昭和 いき出版 いき出版 ¥9,250 216.20

山田　朝夫
時事通信
社

¥1,500 289.10

地 方 自 治

政策実施の理論と実像 真山　達志
ミネル
ヴァ書房

¥3,500 318.04

田中　徹也
東京法令
出版

¥1,900 318.30

広瀬　重雄　他
公人の友
社

¥1,200 318.40

書   　　 　　 名　　　　―副　題―

流しの公務員の冒険
霞が関から現場への旅

2訂版　図説
地方公務員法ポイント100

ここまで到達した芽室町議会改革
芽室町議会改革の全貌と特色

「京都府 人物・人材情報リスト 2017」は，日外アソ

シエーツ人物情報データベースwhoplusより，出生地・

出身地・勤務先・自宅などからその地域にゆかりのある人

物を抽出し，収録しています。現在活躍中の人物を中心に，

歴史上の人物から現代まで，あらゆる分野の著名人を掲載

してます。

めた一冊です。

新着図書案内

今月のトピックス

『京都府 人物・人材情報リスト2017』
日外アソシエーツ



経　　　済

リチャード・
フロリダ

ダイヤモ
ンド社

¥2,800 332.53

統　　　計

矢野恒太記念
会

矢野恒太
記念会

¥2,685 351.00

社　　　会

島原　万丈＋
HOME’S総研 光文社 ¥740 361.78

野澤　千絵 講談社 ¥760 365.30

２１世紀職業
財団

２１世紀
職業財団

¥2,400 366.38

今井　照・自治
体政策研究会

公人の友
社

¥2,400 369.36

教　　　育

児玉　珠美 新評論 ¥2,400 372.00

京都市学校歴
史博物館

京都新聞出
版センター ¥1,600 372.10

自 然 科 学

心が折れる職場 見波　利幸
日本経済新
聞出版社 ¥850 498.80

老いる家　崩れる街
住宅過剰社会の末路

本当に住んで幸せな街
全国「官能都市」ランキング

福島インサイドストーリー
役場職員が見た原発避難と震災復興

データでみる県勢 ２０１７ 第２６版

デンマークの教育を支える「声の文
化」

女性労働の分析　２０１５年
男女雇用機会均等法　成立30年特集

学びやタイムスリップ
近代京都の学校史・美術史

新クリエイティブ資本論
才能が経済と都市の主役となる



技　　　術

産業廃棄物と資源循環 森谷　賢
環境新聞
社

¥1,600 518.52

響庭　伸・小泉
瑛一・山崎　亮

学芸出版
社

¥1,900 518.80

自遊人 ¥907 518.80

産　　　業

嶋津　隆文
東京法令
出版

¥2,000 601.10

民泊ビジネス 牧野　知弘 祥伝社 ¥780 673.90

高田　邦道
成山堂書
店

¥2,600 681.10

名　　　簿

日外アソシ
エーツ

日外アソ
シエーツ

¥157,000 名簿

岩 波 新 書

金子　勝 岩波新書 ¥780 岩波新書

赤木　昭夫 岩波新書 ¥780 岩波新書

俳句世がたり 小沢　信男 岩波新書 ¥820 岩波新書

青野　太潮 岩波新書 ¥780 岩波新書

寄　　　贈

蒲田　正樹 扶桑社 318.60

全国市長会
全国市長
会館

年鑑

悩みいろいろ　－人生に効く物語50

京都府 人物人材情報リスト 2017
第１巻～第４巻

自遊人　2016年11月号
海外先進事例に学ぶ「街づくり」

学校統廃合と廃校活用
―地域活性化のノウハウ事例集―

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

驚きの地方創生　「京都・あやべスタ
イル」～上場企業と「半農半X」が共存す
る魅力

日本都市年鑑　VOL.74　平成28年
版

シニア社会の交通政策
高齢化時代のモビリティを考える

漱石のこころ　－その哲学と文学

パウロ　十字架の使徒



京都市総合企画局市長公室広報担当

地方独立行政法人京都市産業技術研究所　創設100周年記念誌 地方独立行政法人 京都市産業技術研究所

平成27年　西京区　保健統計年報　 京都市西京保健センター

京都市立病院紀要　第３６巻　第１号 京都市立病院紀要編集委員会

京都府議会手帳　2017 京都府議会事務局

京都府議会手帳別冊　20１７ 京都府議会事務局

国立国会図書館手帖　2017 国立国会図書館

議会の活動　広報なごや市会だより　第153号 名古屋市会

広島市議会

北九州市議会だより　№216 北九州市議会事務局政策調査課

熊本市議会事務局

自治体通信　VOL．7 イシン

第12回　京都から発信する政策研究交流大会　発表論文集 公益財団法人　大学コンソーシアム京都

専修大学　法学研究所　所報　№53 専修大学法学研究所

京都市下京保健センター

大阪市会事務局政策調査担当

くまもと市政概要　2016

ひろしま市議会だより　第269号　平成27年度決算審議特別号

平成28年度　第1回　市政総合アンケート報告書
「国家戦略としての京都創生」について

大阪市会だより

保健統計年報　平成27年

新着資料案内



見せます！議会の底力

特集　格差の解消と自治体議会の役割

　○なぜ格差が問題となるのか　○格差の解消がなぜ必要か

　○子供の貧困と公立学校教育　○格差解消と自治体議会の役割

自治体政策最前線　がん撲滅と自治体の政策

　○がん対策基本法と自治体の条例　

　○がん対策基本計画　自治体のがん対策

特集　2017年紅白予測合戦 あの著名人が占う不透明な未来

　PART１ どうなる？2017年　始まりの365日編

　PART２ この先10年何が起こる？ 混沌の3650日編

　PART３ 2045年，シンギュラリティー後 永遠の未来編

特集１　異文化接触としてのインバウンド

　○インバウンドと日本人‐外国人ツーリスト増大によって問われるもの

　○インバウンド観光と地方創生‐地域資源の「再発見」と地域活性化

特集２　認知症と社会

　○介護保険制度における認知症の扱い

日経グローカル
　　　   （１／２号）

特集　全国首長調査　2017年の課題

　訪日客4000万人へ正念場，政府一丸に

　　　　　　地方誘客へ専門家派遣やプラットフォーム構築

　想定超えた災害への備え急ぐ

変わるか！地方議会 188　チーム議会として多角的に

D-file　別冊
　　　　（2016年冬号）

日経ビジネス
　　　　　（１／９号）

都市問題
　　　　　（１月号）

　○認知症の人を介護する家族への支援‐”生きづらさ”を支援する

地方自治職員研修
　　　　 （１月号）

　政務活動費交付の正当性・透明性確保を目指して　京丹後市議会

特集 キラリ！女性活躍・新時代

D-file
　　（１１月下旬号）

(議会)政務活動費の交付を後払い，

　　　　　　　　　　　　　　活性化策を展開‐茨城県取手市議会

キーパソン　観光庁長官　田村　明比古氏

　○将来を見据えた「地域運営組織」とはガバナンス
　　　       （１月号）

特集　人口減少社会と「地域運営組織」

　○「地域運営組織」は地方創生の「本丸」

　○女性職員活躍と自治体人事政策 ○女性職員活躍の壁とその対応策

　　　　　　　　　　　条例可決で来年から清算方式に(富山県射水市）

(観光)市が民泊で指針，フロント代わりに

　　　　　　　　　　　　24時間管理事務所体制を規定(福岡県福岡市)

(高齢者福祉)市が高齢者の健康講座参加やボランティアに

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポイント付与(広島県広島市)

新着雑誌紹介（五十音順）


