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まちをひらく技術
オープンシティ研究会／学芸出版社

建築，庭，工場，スタジオ，文化遺産
等，地域資源を一斉公開する試みが広
がっています。オーナー・ボランティ
ア・参加者・行政など多様な主体が関わ
ることで，情報発信や集客など観光効果
をはじめ，仲間作りやコミュニティ形成
につながる地域づくりの手法の一つと
なっています。本書では，国内外22の事
例をもとに，取組の背景，ハウツー，創
意工夫を紹介します。

街の公共サインを点検する
本田弘之 他／大修館書店

駅や空港，街路などにある公共サ
イン（案内標識や看板など）を検証
し，望ましいあり方を考えます。実
際の写真が多数収録されています(約
160点)。世界各地の事例との比較を
もとに，普通の日本人の目からは見
過ごされがちな，改善を要する点を
多く指摘し対策を提案します。

京都市の美化推進強化区域標示看
板についても紹介されています。

今回は「働き方改革」に関す
る本をたくさん購入しました。



著   　編　　者   出版社
価格

（税抜）
分類番号

総　　　記

文化庁
著作権情報
センター

¥2,200 21.20

哲　　　学

漫画　君たちはどう生きるか 吉野源三郎
マガジン
ハウス

¥1,300 159.70

君たちはどう生きるか 吉野源三郎 岩波書店 ¥1,400 159.70

歴史・地理

河内将芳
戒光祥出
版

¥1,500 216.20

著作権法入門
２０１７－２０１８

書   　　 　　 名　　　　―副　題―

シリーズ　実像に迫る　０１２

戦国京都の大路小路

今月のトピックス

『琵琶湖疏水図誌』のご紹介
『琵琶湖疏水図誌』の作者の河田小

龍は，琵琶湖疏水工事の際に絵師とし
て京都府に採用され，琵琶湖疏水工事
の記録画を描きました。色彩も鮮やか
な細密画は，カラー写真がなかった時
代の工事の記録として，貴重な資料と
なっています。現在，開設中のミニ展
示『三大事業(疏水，水道，道路・市
電)』でご覧になれます。

新着図書案内

開鑿工事之図



社 会 科 学

茅野千江子 第一法規 ¥3,000 314.10

衆議院選挙の手引　平成２９年
選挙制度研究
会

ぎょうせ
い

¥2,222 314.10

地 方 自 治

地方公務員制度講義　第６版 猪野積 第一法規 ¥3,000 318.30

岡田博史 有斐閣 ¥2,600 318.30

法　　　律

新訂　実務　供託法入門
登記研究編集
室

テイハン ¥7,000 324.85

経　　　済

田中輝美 木楽舎 ¥1,400 334.30

縮小ニッポンの衝撃
NHKスペシャ
ル取材班

講談社 ¥740 334.31

社　　　会

シェリル・サンド
バーグ

日本経済新
聞出版社

¥1,600 366.30

アン＝マリー・ス
ローター NTT出版 ¥2,400 366.30

２１世紀職業
財団

２１世紀
職業財団

¥2,400 366.38

１moreBaby
応援団

プレジデ
ント社

¥1,500 366.70

議員立法の実際
議員立法はどのように行われてきたか

地方自治・実務入門シリーズ

自治体コンプライアンスの基礎

関係人口をつくる
定住でも交流でもないローカルイノ
ベーション

LEAN  IN　リーン・イン
女性，仕事，リーダーへの意欲

仕事と家庭は両立できない？
「女性が輝く社会」のウソとホント

女性労働の分析
地域別にみた女性の就業状況　2016

１８時に帰る　「世界一子どもが
幸せな国」オランダの家庭から学ぶ
幸せになる働き方



レナ・ドミネ
リ

ミネル
ヴァ書房

¥5,000 369.10

小崎恭弘　田辺昌
吾　松本しのぶ

ミネル
ヴァ書房

¥2,600 369.40

技　　　術

街の公共サインを点検する
本田弘之　岩田一
成　倉林秀男

大修館書
店

¥1,800 518.80

産　　　業

オープンシティ研究会
岡村祐　野原卓
田中暁子

学芸出版
社

¥2,500 601.00

岩 波 新 書

日本問答
田中優子
松岡正剛

岩波新書 ¥940 岩波新書

林香里 岩波新書 ¥840 岩波新書

田中研之輔 岩波新書 ¥820 岩波新書

渡邉泉 岩波新書 ¥780 岩波新書

添田孝史 岩波新書 ¥780 岩波新書
東電原発裁判
福島原発事故の責任を問う

グリーンソーシャルワークとは
何か　環境正義と共生社会実現

別冊　発達　３３　家族・働き
方・社会を変える　父親への子
育て支援　少子化対策の切り札

メディア不信
何が問われているのか

ルポ　不法移民
アメリカ国境を超えた男たち

会計学の誕生
複式簿記が変えた世界

まちをひらく技術
－建物・暮らし・なりわい－地域資
源の一斉公開



（公財）京都市埋蔵文化財研究所

（公財）京都市埋蔵文化財研究所

京都市衛生環境研究所

さっぽろ市議会だより　No.１１６ 札幌市議会事務局

仙台　市議会だより　第１７８号 仙台市議会広報委員会

ロクマル　市議会だよりさいたま　No.71 さいたま市議会

しずおか 市議会だより　No.６３ 静岡市議会事務局

はままつ　市議会だより　第１７２号 浜松市議会事務局

神戸市会だより　No.1９５ 神戸市会事務局

市政概要　平成２９年度版年板 広島市議会事務局

くまもと市議会だより　vol.２４ 熊本市議会広報委員会

市政概要　２０１７年度（平成２９年度）版 福山市議会事務局

CEL　Culture,Energy＆Life　№117　

モラロジー研究　NO.８０

文化瑰寳　看見・臺南市文化資産 台南市政府文化局

文資瑰寳　➁・➂ 台南市政府文化局

(公財）モラロジー研究所
道徳科学研究センター

大阪ガス(株)エネルギー文化研究所

洛史　研究紀要　第１１号
－京都市埋蔵文化財研究所　設立40周年記念号－

京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　２０１５－１４
法住寺殿跡・六波羅政庁跡・方広寺跡　他

平成３０年度　国の施策・予算に関する緊急提案・要望
平成２９年１１月

京都市総合企画局市長公室

大気汚染常時監視測定結果
平成２８年度版（２０１６年度）

新着資料案内



特集　地域のガバナンス（共治）はいま

　○自治体の協働政策と地域ガバナンスの未来

　○地域コミュニティの活性化と地域自治組織

　○市民協働条例の到達点と今後の展開

DATA BANK 2017

　　　　－時間外労働規制，同一労働・同一賃金を中心に

　○働き方改革と法の役割

　○働き方改革と人事管理のこれから

特集　未来を見据えた介護と福祉

　○高齢者社会に誇り・味方・居場所　創りだす市町村議会に

　○2018年度スタート 「第7期介護保険事業計画」における

　　市町村「地域マネジメント」の重要性

　○今，問われる介護保険の課題－長期展望での改革の必要性

議会紹介・連載　⑱

　○自治法70周年　国会と地方議会

特集　人口減少時代の都市づくり～新しい土地利用を描く

　○縮小都市の実相と今後の土地利用制度

　○都市計画行政における権限移譲の現時点

　○都市農地の保全・活用に向けて

見せます！議会の底力

　○地方議会のあり方を見据え更なる活性化を目指す 浦幌町議会

　　　　　　　市が救済制度創設(兵庫県神戸市)

(環境 大気)市が「エコモビ」環境にやさしい交通促進へ

　　　　　　参加企業や個人募集 (新潟県新潟市)

(国際化)市図書館で外国語電子書籍提供，

　　　　　ネット大手と連携し多文化充実(静岡県浜松市)

特集　エネルギーの地産地消は根付くか

　　　相次ぐ地域新電力，連携に活路

グローカルインタビュー　川崎市長　福田紀彦氏

　○大都市の活力を高めるには

　子育て支援，市のイメージアップに力 臨海部を世界的な新産業創造の拠点に

未来へつなぐ・子育て支援の現場から 第９回 ユニファ・保育所にICT導入

　○昼寝中の体調変化を察知 保育士の負担軽減に一役

特集　働き方改革の実現に向けて

地方議会人
　　　　（１１月号）

D-file
　　（１０月下旬号）

ガバナンス
　　　　（１２月号）

　○特別委員会の終了時間を３０分繰上げ　京都市会事務局

日経グローカル
　　　（１２／４号）

地方自治職員研修
　　　　（１２月号）

(高齢者福祉)認知症高齢者による人身事故へ給付金，

ジュリスト
　　　　（１２月号）

新着雑誌紹介（五十音順）


