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新・所得倍増論
デービッド・アトキンソン／東洋経済新報社
潜在能力を活かせない「日本病」の原因

を特定し，日本復活への秘策を明らかにし
ます。人口が減っても，「昭和の常識」を
打破すれば平均年収は2倍，GDPは1.5倍
になり，貧困，国の借金，社会保障問題も
すべて解決する，と述べています。

公教育をイチから考えよう
リヒテルズ直子 苫野一徳／日本評論社

日本の公教育における問題を指摘し，公
教育の本質について議論しています。そ
して， オランダの教育実践とその根底に
ある思想を紹介し、なぜその教育実践が
「よい」と言えるのかを解説します。最
後に，著者２人による日本の公教育の新
たなビジョンを生み出すための意見交換
が掲載されています。

地方創生まちづくり大辞典 地方の未来，日本の未来

竹本昌史／国書刊行会
地域活性化事業とは何か，全国各地で

具体的にどのような取り組みがなされ，
どのような成果を収めているのか。その
実態を概括的，事例的に解説しています。
１９３の多彩な事例を紹介しています。



著 　編　者   出版社
価格

（税抜）
分類番号

地 方 自 治

電通パブリック
リレーションズ

時事通信
社

¥1,400 318.50

経　　　済

新・所得倍増論
デービッド・ア
トキンソン

東洋経済
新報社

¥1,500 332.00

統　　　計

日本統計協
会

日本統計
協会

¥2,200 351.00

書   　　 　　 名　　―副　題―

成功１７事例で学ぶ
自治体PR戦略

統計でみる日本　２０１７

新着図書案内

今月のトピックス

マイクロフィルム機器が新しくなりました！

市会図書・情報室では，京都市会会議録（明治

26年～平成12年），京都新聞（昭和63年～平成

12年）をマイクロフィルムで保存しています。マ

イクロフィルムは，永久保存性が正式に認められて

いる唯一の情報保存媒体です（富士マイクロ株式会

社ホームページより）。
マイクロフィルムを閲覧する機器が不調であった

ため，更新いたしました。



社　　　会

保坂　展人 岩波書店 ¥520 369.20

久保　健二
日本加除
出版

¥3,900 369.40

加藤　俊二 明石書店 ¥2,800 369.40

教　　　育

リヒテルズ
直子，苫野
一徳

日本評論
社

¥1,700 373.00

産　　　業

竹本　昌史
国書刊行
会

¥12,000 601.10

嶋津　隆文
東京法令
出版

¥2,000 601.10

要　　　覧

国立印刷局
国立印刷
局

¥12,000 要覧

国立印刷局
国立印刷
局

¥12,000 要覧

学校統廃合と廃校活用―地域活
性化のノウハウ事例集―

職員録　平成２９年版　上巻

職員録　平成２９年版　下巻

相模原事件とヘイトクライム
岩波ブックレット　No.959

児童相談所における子ども虐待
事案への法的対応
常勤弁護士の視点から

児童相談所７０年の歴史と児童
相談　“歴史の希望としての児
童”の支援の探究

公教育をイチから考えよう

地方創生まちづくり大事典
地方の未来，日本の未来



寄　　　贈

世界人権問題
研究センター

世界人権問
題研究セン
ター

316.10

公益財団法人
後藤・安田記念
東京都市研究所

指定都市
市長会

318.70

本吉　凛奈
京都土地家
屋調査士会 512.00

岩 波 新 書

国谷　裕子 岩波新書 ¥840 岩波新書

池田　嘉郎 岩波新書 ¥840 岩波新書

村上　政博 岩波新書 ¥840 岩波新書

宮本　太郎 岩波新書 ¥840 岩波新書

暉峻　淑子 岩波新書 ¥860 岩波新書

斎藤　美奈
子

岩波新書 ¥840 岩波新書

田中　敦 岩波新書 ¥840 岩波新書

松井　孝典 岩波新書 ¥860 岩波新書

共生保障＜支え合い＞の戦略

講座・人権ゆかりの地をたずね
て　人権問題研究叢書１５

独占禁止法　新版　―国際標準
の競争法へ

落語と歩く

文明は＜見えない世界＞がつく
る

キャスターという仕事

ロシア革命　破局の８か月

対話する社会へ

文庫解説ワンダーランド

じめんのボタンのナゾ
いちばんえらいボタンをさがせ

大都市制度史(資料編)　V

「じめんのボタンのナゾ

いちばんえらいボタンをさがせ」のご紹介
土地の境界を示す金属びょうに興味を持っ

た小学生が，測量の仕組みを学ぶストーリー
で，富山県の小学生の作品です。

1月26日に，京都土地家屋調査士会が京都
市教育委員会に100冊を寄贈されました。



京都市建設局自転車政策推進室

第178回　経営経済動向調査 京都商工会議所

さっぽろ市議会だより　№１１３ 札幌市議会事務局

仙台市議会だより　第１７５号 仙台市議会

ロクマル　市議会だよりさいたま　№６８ さいたま市議会

ヨコハマ議会だより　№10３ 横浜市会議会局

しずおか市議会だより　№５９ 静岡市議会事務局

はままつ市議会だより　第１６９号 浜松市議会事務局

議会の活動　広報なごや市会だより　臨時号 名古屋市会

神戸市会だより　平成29年1月　№192 神戸市会事務局

むこう市議会だより　２２４号 向日市議会

大阪市会だより　平成29年1月号 大阪市会事務局政策調査担当

大阪市会事務局政策調査担当

ひろしま市議会だより　第270号 広島市議会

ひろしま市議会だより　第271号 広島市議会

ふくおか市議会だより　№１２４　 福岡市議会

ふくおか市議会だより　№１２５ 福岡市議会

議員月報　第５７巻　第８号　通号第６６７号 福岡市議会事務局

議員月報　第５７巻　第９号　通号第６６８号 福岡市議会事務局

平成２７年度　決算資料 福岡市議会事務局

平成２７年度　決算資料　(指定都市の概要) 福岡市議会事務局

国立国会図書館調査及び立法考査局

(財)　明るい選挙推進協会

モラロジー研究　NO.７８ (財）モラロジー研究所

京都・新自転車計画　～みんなにやさしいサイクル
PLAN～　2015．4～2020．3

基本情報シリーズ㉓　違憲審査制の論点(改訂版)　国立
国会図書館調査及び立法考査局　２０１６年１２月

Voters 考える主権者をめざす情報誌　№35

大阪 市会時報 大阪市予算編成に関する要望 №２２６

新着資料案内



論点・社会福祉

世界

　　　（２月号）

　○高齢者の貧困と子どもの貧困

人×まち×福祉

　ごちゃまぜな居場所のこどもたち

　若者たちから始まる，地域社会の再構築

Topics!　自治体の空き家対策の検証と今後の行方

　　　　調査研究は議会承認の議会費として(兵庫県小野市)

(児童・家庭)待機児童解消へ全区役所に保育所を設置

　　　　　　　所内スペース貸し付けて(大阪府大阪市）

(交通・港湾)完全自動運転のバス，２０１８年に

　     　　　４市町村の公道で実証実験(福岡県北九州市・他)

特集１　地域のなかの大学

　○地域への貢献をめざす国公立大学

特集２　保育問題の本質を問う

　○日本の保育の今‐子供の豊かな育ちを保障するために

(議会)会派交付の政務活動費を廃止，

特集　包摂的な地域社会への視座

　○包括的，包摂的な地域づくりへのビジョン

　○分野横断的な地域福祉の実現に向けて

　○障害者施策の展開と家族

　○見えにくい女性の貧困から考える社会，家族の課題

特集　子どもの貧困―解決のために

　○いまなぜ，子どもの貧困か

自治・地域再興　㉓「地域づくり」の視点から貧困対策を

日経グローカル
　　　   （２／６号）

特集　地域連携の最前線

　定住自立圏，１１６圏域が協定終結

Focus　自治体職員，２２年連続減

地方自治職員研修
　　　　　（２月号）

D-file
　　（１２月下旬号）

　市町村のスリム化が牽引 多様なサービスへ柔軟な対応も

都市問題
　　　　　（２月号）

　○自治体と大学の連携について

　○保育所の種類および経営主体多様化の現状と課題

　○公教育のすべてを無償に

ガバナンス
　　　       （２月号）

　　　　　　　　　社会活動家・法政大学教授　湯浅誠

月刊福祉
　　　　 （２月号）

　○子どもの貧困問題のゆくえ

特集　地域で育む新しいかたちの支援

　○てい談　これからの地域を支えるには

　○実践事例Ⅰ「地域の一員」となった専門分野のない専門職

　　―三重県名張市の取り組み

新着雑誌紹介（五十音順）

New


