
　～おすすめ新着図書～

地方議員のための
役所を動かす質問のしかた

川本達志／学陽書房

議会における「一般質問」を通じて政策を

提案し，地域課題を解決する方法を自治体の元

副市長である著者がわかりやすく解説します。

京都地蔵盆の歴史
村上紀夫／法藏館

文献調査とフィールドワーク
の成果から，京都人も意外と知
らない「地蔵盆」の歴史を紹介
し，そこから新たに見えてくる
京都の姿を描きます。

世界一訪れたい日本のつくりかた
新・観光立国論[実践編]
デービッド・アトキンソン

／東洋経済新報社

「6000万人」の外国人を呼び，「15兆円」
使ってもらう具体的な方法がこの1冊で全て分
かります。渾身のデータ分析と現場での実践が
明らかにした「日本が進むべき道」とは。
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市会図書・情報室（担当 浅原・青木）
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著   　編　　者   出版社
価格

（税抜）
分類番号

総　　　記

青柳英治
長谷川昭子

勁草書房 ¥3,500 18.00

歴史・地理

長田正一
NPO草の根
平和交流

¥5,000 210.76

地 方 自 治

川本達志 学陽書房 ¥2,300 318.40

全国市議会議
長会

ぎょうせい ¥1,750 318.40

清水克士 ぎょうせい ¥2,000 318.40

地方議会議員　ハンドブック
改訂版

書   　　 　　 名　　　　―副　題―

自治体の仕事シリーズ
議会事務局のシゴト

地方議員のための
役所を動かす質問のしかた

読解　平和総合年表　日本と世
界／１９４５－２０１４

専門図書館の役割としごと

新着図書案内

今月のトピックス

地形を読み解く独自の視点からの解
説が好評だった第１巻に続き，第２巻
が発行されました。

第２巻では，吉田山や御所東，伏見
城と源氏物語りゆかりの地を取り上げ，
カラー地形図，古地図を用いて，京都
の各地が紹介されています。

『京都の凸凹を歩く ２』梅林秀行著／青幻舎
配架しています！

DEKOBOKO



経　　　済

広井良典
朝日新聞
出版

¥1,400 334.31

森田朗
東京大学
出版会

¥4,800 334.31

財　　　政

小笠原春夫 学陽書房 ¥7,000 349.40

地方交付税制
度研究会

地方財務
協会

¥3,889 349.50

社　　　会

日野秀逸
あけび書
房

¥1,000 364.02

生活保護のてびき
平成２９年度版

生活保護制度
研究会

第一法規 ¥360 369.20

荘村明彦
中央法規
出版

¥2,200 369.20

生活保護問題
対策全国会議

あけび
書房

¥1,500 369.20

教　　　育

北川達夫　中
川一史　中橋
雄

フォーラ
ム・A

¥1,600 372.30

これからの日本と社会保障，
そして私たち
～『生活大国』スウェーデンに学ぶ～

平成2９年度　地方交付税制度
解説（単位費用篇）
－含 地方特例交付金制度解説－

「生活保護なめんな」

ジャンパー事件から考える
絶望から生まれつつある希望

生活保護手帳　別冊問答集

フィンランドの教育
教育システム・教師・学校・授業・メ
ディア教育から読み解く

日本の人口動向とこれからの社
会人口潮流が変える日本と世界

人口減少社会という希望
コミュニティ経済の生成と地球倫理

平成２９年版
予算の見方・つくり方



風 俗 習 慣

京都地蔵盆の歴史 村上紀夫 法藏館 ¥2,000 387.40

産　　　業

運輸総合研究
所

運輸総合
研究所

¥6,200 681.80

デービッド・
アトキンソン

東洋経済
新報社

¥1,500 689.21

芸　　　術

慎結 講談社 ¥580 726.10

慎結 講談社 ¥580 726.10

慎結 講談社 ¥580 726.10

文　　　学

自由のこれから 平野啓一郎
KKベスト
セラーズ

¥815 914.60

白　　　書

文部科学省 日経印刷 ¥1,950 白書

国土交通省 日経印刷 ¥3,250 白書国土交通白書　２０１７

平成２８年度　文部科学白書

ゼイチョ―
～納税課第三収納係～　４

ゼイチョ―
～納税課第三収納係～　３

ゼイチョ―
～納税課第三収納係～　２

世界一訪れたい日本のつくりか
た新・観光立国論【実践編】

平成２６年版　都市交通年報



岩 波 新 書

石井哲也 岩波新書 ¥780 岩波新書

中川成美 岩波新書 ¥760 岩波新書

大月敏雄 岩波新書 ¥860 岩波新書

小谷みどり 岩波新書 ¥780 岩波新書

寄　　贈

関野吉記
日経BPコンサ
ルティング 寄贈 675.00

関野吉記
日経BPコンサ
ルティング 寄贈 675.00

地方行財政調
査会

地方行財
政調査会

寄贈 要覧

市会手帳　別冊　2017

平成2９年　市会便覧

熊本市議会広報委員会

にいがた市議会だより　第７８号 新潟市議会広報委員会

札幌市議会事務局さっぽろ市議会だより　No.１１５

しずおか市議会だより　No.６２ 静岡市議会事務局

ひろしま市議会だより　第２７３号 広島市議会広報委員会

研究紀要　第２２号　201７年７月

京都市会事務局

産業観光局観光MICE推進室

産業観光局・教育委員会

保健福祉局障害保健福祉推進室

全国市議会議長会

（財）京都市生涯学習振興財団

広島市議会事務局

公益財団法人
世界人権問題研究センター

くまもと市議会だより　いちょう　vol.２３

京都観光総合調査　平成２８年（２０１６年）１月～１２月

ブランド力　今，企業や自治体に求
められている大切な価値

ブランディングと成長実感
成長する企業のブランド戦略

平成２９年度版　わたしたちの伝統産業

京都市障害者生活状況調査報告書（平成２８年度実施）

市議会議員報酬に関する調査結果（平成２８年１２月３１日
現在）

平成２９年度　京都市図書館統計概要　平成２８年度統計数
値による京都市図書館の概要

全国知事・市町村長ファイル
２０１７－２０１８

ゲノム編集を問う
―作物からヒトまで

戦争を読む　７０冊の小説案内

町を住みこなす
―超高齢社会の居場所づくり

＜ひとり死＞時代のお葬式と
お墓

新着資料



特集　地域の持続可能性と自治体のミッション

　○縮小社会における自治体のミッション

　－「地域活性化」からの撤収 地方自治総合研究所主任研究員 今井照

　○人口減少と地域の持続可能性 

　　　　京都大学こころの未来研究センター教授 広井良典

GovernanceTopics

 議選監査委員の選択肢を機に，議会のチェック機能を

　　真剣に議論すべき―市民と議員の条例づくり交流会議2017

特集　若者の力を活かしたまちづくり

　○地域の子ども・若者の力を活かしたまちづくり

　○地域おこし協力隊の成果と外部人材の活用

自治体の取組事例

　○福井県鯖江市 鯖江市役所JK課プロジェクト

　　　～「他人事（ひとごと）」だったまちづくりを「自分事」に～

　○高知県高知市 こうちこどもファンド

特集　正当な行政運営とは～「森友・加計」「築地」が与える教訓

　○首長と職員～政策の正当性・継続性

　○現代社会における行政責任と行政管理の再考

自主研究グループからの発信

　「京都もやいなおしの会」のこれまでとこれから・➁

(教育一般)市が算数で主体性引き出す２５人授業試行，

　　　　　　　　　　　全校導入へ教員採用（北海道札幌市）

(農林水産)経営安定化へ市が農業と企業のマッチング，

　　　　　　儲かる農業へ(岡山県岡山市)

(観光)市が特区活用し市街化調整区域で郊外型民泊，全国初

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(福岡県北九州市・他）

特集　効果的な鳥獣害対策とは

　　　　都道府県調査　ジビエの事業化支援は５道県

第２特集　公的事業に利用，相続未登録を解消

　　　　　　所有者不明土地で新制度創設へ

政策に強い議会を創る 第3回 岐阜県可児市議会議長 川上文浩

　４つの政策サイクルを回し 多様な民意を反映する

特集　環境 VS 人類　脅威を商機に変える５つの方法

　PART１ 温暖化で荒れ狂う自然　始まった「異次元」の闘い

　PART2 インド，ナイジェリア，中国…繰り返される環境破壊

　PART３ 事業を「守り」，チャンスで「攻める」

 　　　　　　自然を味方にする５つの方法

D-file
　　（７月下旬号）

日経グローカル
　　　　　（９／４号）

日経ビジネス
　　　   （９／４号）

地方自治職員研修
　　　　　（９月号）

自治体法務研究
　 　　　（秋号）

ガバナンス
　　　       （９月号）

新着雑誌（五十音順）


