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～おすすめ新着図書～

自治体政策法務の理論と課題別実践
鈴木庸夫先生 古稀記念

北村喜宣 他／第一法規

法的思考・手法に基づき自治体の課題解決を図ろうとする政

策法務の分野を切り拓いた一人である鈴木庸夫博士の，長年の

研究成果を継承・発展させた論考を収載しています。

現在の様々な地域課題を各自治体が自ら解決できるよう，そ

の思考方法やルールづくりについて，学界で評価の高い研究

者・実務家が施策の進め方を提示します。

地方都市の覚醒
大正昭和戦前史 博覧会篇
山路勝彦／関西学院大学出版会

大正・昭和初期の地域的独自
性を豊かに表現した地方都市博
覧会の数々を，著者が収集した
図版とともに，その歴史的意義
を述べています。

（調査課 海野）

（調査課 小野）



著   　編　　者   出版社
価格

（税抜）
分類番号

総　　　記

すごい古書店　変な図書館 井上理津子 祥伝社 ¥800 24.80

哲　　　学

國分功一郎 医学書院 ¥2,000 104.00

ゲンロン０　観光客の哲学 東浩紀 ゲンロン ¥2,300 121.00

歴史・地理

西川祐子 平凡社 ¥3,800 216.20

中動態の世界
意志と責任の考古学

書   　　 　　 名　　　　―副　題―

古都の占領　生活史からみる京都
１９４５－１９５２

新着図書案内

今月のトピックス

市会図書・情報室では，
『写真で振り返る京都市電』
をテーマにミニ展示を開催し
ています。京都市電に関する
写真集や図書を取り揃えてい
ます。ぜひご覧ください！

（調査課 海野）



社 会 科 学

旅費法詳解　第８次改訂版
旅費法令
研究会

学陽書房 ¥3,300 317.34

地 方 自 治

自治体法務検定
委員会

第一法規 ¥2,800 318.00

自治体法務検定
委員会

第一法規 ¥2,800 318.00

田島信威　他 ぎょうせい ¥2,300 318.10

阿部昌樹　他 法律文化社 ¥6,500 318.10

鵜養幸雄 ぎょうせい ¥3,000 318.36

林誠 ぎょうせい ¥2,000 318.40

ユニバーサルメ
ニュー普及協会

ぎょうせい ¥2,500 318.50

北村喜宜　他 第一法規 ¥3,200 318.50

法　　　律

法務執務
研究会

ぎょうせい ¥4,800 320.00

経　　　済

「新しい働き方」の経済学 井上義朗 現代書館 ¥2,200 331.42

新訂　ワークブック
法制執務　第２版

Q＆A　地方公務員の分限処分，
懲戒処分の実務

自治体政策法務の理論と課題別
実践　鈴木庸夫先生古稀記念

わかる！つたわる！行政サービ
ス情報整理術　ユニバーサルメ
ニュー導入公式ハンドブック

イチからわかる！議会答弁書作成
のコツ

自治体法務検定　公式テキスト
基本法務編　平成30年度　検定対応

自治体法務検定　公式テキスト
政策法務編　平成30年度　検定対応

よくわかる条例審査のポイント
新版　市町村条例クリニック

自治制度の抜本的改革
分権改革の成果を踏まえて



財　　　政

柏木恵　他 学陽書房 ¥2,500 349.30

地方税法総則逐条解説
地方税務
研究会

地方財務
協会

¥5,093 349.50

統　　　計

統計でみる日本　２０１８ 日本統計協会
日本統計
協会

¥2,200 351.00

社　　　会

香取一昭　他 学芸出版社 ¥2,000 361.98

萩原博子 文藝春秋 ¥780 365.35

教　　　育

阿部正浩　他 有斐閣 ¥1,800 377.90

技　　　術

齋藤誠 勁草書房 ¥3,500 518.10

不都合な真実２ アル・ゴア
実業之
日本社

¥2,800 519.00

産　　　業

山路勝彦
関西学院
大学出版会

¥4,800 606.91

京都和モダン庭園のひみつ 重森千靑　他 ウエッジ ¥1,600 629.21

辞　　　典

広辞苑　第七版 新村出 岩波書店 ¥8,500 辞典

広辞苑　第七版　付録 岡本厚 岩波書店

都市の老い
人口高齢化と住宅の老朽化の交錯

地方都市の覚醒
大正昭和戦前史　博覧会篇

５人のプロに聞いた！一生モノの学
ぶ技術・働く技術

ワールドカフェから始める地域
コミュニティづくり　実践ガイド

図解　よくわかる
自治体公会計のしくみ

生き返るマンション，死ぬマン
ション



岩 波 新 書

山本義隆 岩波新書 ¥940 岩波新書

熊野純彦 岩波新書 ¥880 岩波新書

若松英輔 岩波新書 ¥820 岩波新書

末近浩太 岩波新書 ¥840 岩波新書

竹中千春 岩波新書 ¥820 岩波新書

武井弘一 岩波新書 ¥780 岩波新書

王銘琬 岩波新書 ¥780 岩波新書

畑村洋太郎 岩波新書 ¥760 岩波新書

分類

A1

A1

A1

A2

B2

D2

さっぽろ市議会だより　No.117 札幌市議会事務局 F3

ヨコハマ議会だより　No.107 横浜市会議会局 F4

G2

G2

G2

G2

G2

G3

G3

G3

福岡市議会事務局

発行者

福岡市議会事務局

福岡市議会事務局

福岡市議会事務局

福岡市議会事務局

（公財）世界人権問題研究
センター

議会調査レポート　第２１号

GLOBE　グローブ２０１８　冬　９２

自治体通信　Vol.11

第１８２回　経営経済動向調査　２０１７年１２月

（株）イシン

京都商工会議所中小企業経
営支援センター

京都市会事務局調査課

京都市会事務局調査課

京都市会事務局調査課

シュハリ・イニシアティブ

国立国会図書館総務部

京都市立病院紀要
編集委員会

国立国会図書館年報　平成28年度

京都市立病院紀要　第３７巻　第１号

未来を決めるわたしたちの市議会　福岡市議会　DVD

議会月報　第６７９号

平成２８年度　決算資料

平成２８年度　決算資料（指定都市の概況）

棋士とAI
－アルファ碁から始まった未来

技術の街道をゆく

京都市会時報　特集号　平成２８年度回顧

京都市会時報　第６０号　－平成２８年２月市会を中心に－

京都市会時報　第６１号
－平成２８年４月開会市会・５月市会・７月特別市会をを中心に－

国会便覧　平成２９年１１月　臨時版　１４３版

資料名

近代日本一五〇年
－科学技術総力戦体制の破綻

マルクス　資本論の哲学

内村鑑三　悲しみの使徒

イスラーム主義
－もう一つの近代を構想する

ガンディー　平和を紡ぐ人

茶と琉球人

新着資料案内



特集 「関係人口」と自治体　－人口対策・第三の道

　○関係人口という未来　－背景・意義・政策

　○「関係人口」の捉え方と自治体の役割

議会改革リポート 変わるか！地方議会　福島県会津若松市議会 

特集 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に

　　 むけた地域活性化の取り組み

　○ホストタウンによる地域活性化

　○地域の魅力を世界に発信 ～2020年から未来へ～

　○スポーツツーリズムとインバウンド観光

　○2002年FIFAW杯のキャンプ地から学ぶ地域活性化の方策と

　　2020年に向けた課題

特集  AI／データ／エビデンス

　○エビデンスに基づく政策とは　○自治体AI政策の動向と論点

　○未来カルテを用いた未来ワークショップの試み

　○AI時代の自治体の監査　

地域の力を信じる・活かす

　リアルな人生ゲームで商店街を元気に！～まちあそび人生ゲーム

　　　　　　　　　　　農業廃棄物を有効活用(新潟県新潟市)

(上・下水道)災害時水対策，避難所や公園に

　　　　　　　　住民が開設できる臨時給水栓(兵庫県神戸市)

(観光)市が民泊条例案，道素案と同様住専地は

　　　　　　　　　　　　　　　　土曜一泊のみ(北海道札幌市)

特集１ 「食品ロス」にどう向き合うか

　○食品ロスをめぐる世界各国の動向，および日本への示唆

　○企業による食品ロス削減の試み－広がる商慣習の見直し

　○地方財源の年度間調整と基金のあり方－地方財政法の考え方を踏まえて

　○地方自治体の財源保障と基金

　新指導要領にらみ，現場は試行錯誤　教員の働き方を見直す契機にも

第２特集 「稼ぐ力」で地域活性化

　地元資源を最大限活用，新事業の創出目指す

　人口減に対応，地域の強み生かして所得・雇用を確保

未来へつなぐ子育て支援の現場から　東京都大田区・子どもの貧困対策

　独自基準で21％が生活困難層 「生きる力」養成へ130事業

日経グローカル
　　（２／５号）

地方自治職員研修
　　　（２月号）

D-file
　（12月下旬号）

(環境)市がもみ殻ボイラー普及，ハウスに導入し

都市問題
　　　（２月号）

ガバナンス
　　　（２月号） 　　－自治体の真価が問われる時代に向けて

　「議会の力」を実感する市民を点から線へ，そして面へ

特集２ 自治体基金の行方　

特集 どうする小学校の英語教育

地方議会人
　　　（１月号）

新着雑誌紹介（五十音順）


