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おすすめ新着図書

「質問力」でつくる政策議会
土山希美枝／公人の友社

自治体の政策・制度に政策主体として責任を果たす

「政策議会」。その基底にある「争点」の重要性を指

摘しながら，自治体の政策・制度に対して，議員と議

会の力を発揮させる改革の方向性を検討しています。

あの学校が生まれ変わった驚きの授業
T中学校652日物語 木原雅子／ミネルヴァ書房

学力の低迷に悩んでいたある中学校での教育実践を掲載していま

す。生徒の視点に立って課題を明らかにし，授業や補習等を計画・

実施していく中で，学力の向上のみならず，生徒や教師の人間関係

の改善，問題行動や保護者のクレームの減少など，大きな変化を生

み出した実例を紹介しています。

（調査課 楢山）



著   　編　　者   出版社
価格

（税抜）
分類番号

歴史・地理

伊藤　之雄
ミネルヴァ
書房

¥7,500 216.20

社 会 科 学

旅費法令
研究会

学陽書房 ¥3,200 317.34

地 方 自 治

自治体学　vol.31-1 自治体学会 自治体学会 ¥1,000 318.00

板垣勝彦 第一法規 ¥2,000 318.10

稲沢　克祐 学陽書房 ¥2,700 318.40

公務員の旅費法質疑応答集
第６次改訂版

書   　　 　　 名　　　　―副　題―

「大京都」の誕生　都市改造と公
共性の時代　1895～1931年

５０のポイントでわかる

地方議員　予算審議・決算審査
ハンドブック

自治体職員のための

ようこそ地方自治法　改訂版

市政史編さん委員会の代表を務めた筆者が，１６年間続

いた編さんの合間に書きためた論文を土台に執筆していま
す。近代京都が行った都市改造事業である「三大事業」
「都市計画事業」について解明します。

「三大事業」においては，西郷市長や市幹部技術職員の，
「都市計画事業」においては，新進の内務官僚の提起に，
市民・市会・幹部技術職員が自発的に動いたという，京都
市側の主体性が見えてくる一冊です。

新着図書案内

今月のトピックス 『大京都』の誕生
都市改造と公共性の時代 1895～1931年

伊藤之雄／ミネルヴァ書房

のご紹介



「質問力」でつくる政策議会 土山希美枝 公人の友社 ¥2,500 318.40

田中孝男 公人の友社 ¥1,800 318.50

有限責任監査法人
トーマツ　パブリッ
クセクター・ヘルス
ケア事業部

学陽書房 ¥2,500 318.50

法　　　律

松岡慶子 三修社 ¥1,900 324.20

財　　　政

公会計が自治体を変える! Part3 宮澤正泰 第一法規 ¥2,700 349.30

社　　　会

遠藤薫
東京大学
出版会

¥4,400 361.04

第一法規
編集部

第一法規 ¥4,500 364.00

服部真和 三修社 ¥1,800 365.31

丸山里美 旬報社 ¥1,600 368.20

岡部卓　 他　
ミネルヴァ
書房

¥2,500 369.20

小嶋正
東京都社会
福祉協議会

¥1,800 369.26

全国児童発達
支援協議会

中央法規
出版

¥2,600 369.49

全国児童発達
支援協議会

中央法規
出版

¥2,600 369.49

すぐに役立つ売却，賃貸、民泊，税金
対策まで　入門図解

実家の空き家をめぐる法律問題
と対策　実践マニュアル

事業者必携　これならわかる最新
不動産業界の法務対策

ソーシャルメディアと公共性
リスク社会のソーシャル・キャピタル

Ｑ＆Ａでわかる！

自治体の内部統制入門

貧困問題の新地平
もやいの相談活動の軌跡

身寄りのいない高齢者への支援
の手引き　改訂版

平成29年改正　住民監査請求制度
がよくわかる本

障害のある子を支える

児童発達支援等実践事例集

社会保障と税の一体改革
－改革推進の軌跡と要点－

生活保護ソーシャルワークはい
ま　より良い実践を目指して

障害のある子を支える
放課後等デイサービス実践事例集



教　　　育

木原雅子
ミネルヴァ
書房

¥1,800 375.10

技　　　術

白井信雄 環境新聞社 ¥2,500 501.60

柴田久 学芸出版社 ¥2,600 518.80

東京大学復興
デザイン研究体

東京大学出版
会 ¥3,600 518.80

吉永明弘 勁草書房 ¥2,200 519.00

産　　　業

転換日本　地域創成の展望 月尾嘉男
東京大学出版
会 ¥2,600 601.10

ペットの判例　ガイドブック　 渋谷寛　他
民事法研究
会

¥2,300 645.60

細川 允史 筑波書房 ¥750 675.50

民泊ビジネスのリアル 三口聡之介
幻冬舎メディア
コンサルティン
グ

¥800 689.81

言　　　語

大人のための言い換え力 石黒圭 NHK出版 ¥820 810.00

岩 波 新 書

軽部謙介 岩波新書 ¥860 岩波新書

枝廣淳子 岩波新書 ¥780 岩波新書

村上信一郎 岩波新書 ¥840 岩波新書

杉本淑彦 岩波新書 ¥840 岩波新書

田中久稔 岩波新書 ¥760 岩波新書

河田惠昭 岩波新書 ¥840 岩波新書

経済数学入門の入門

津波災害　増補版―減災社会を築く

ブックガイド　環境倫理
基本書から専門書まで

官僚たちのアベノミクス―異形の
経済政策はいかに作られたか

地元経済を作りなおす
―分析・診断・対策

ベルルスコーニの時代
―崩れゆくイタリア政治

ナポレオン
―最後の専制君主，最初の近代政治家

あの学校が生まれ変わった驚き
の授業　T中学校652日物語

暮らしのなかの食と農　６０

新制度卸売市場のあり方と展望

地方都市を公共空間から再生する
日常のにぎわいをうむデザインとマネジメント

再生可能エネルギーによる地域づく
り　自立・共生社会への転換の道行き

復興デザインスタジオ
災害復興の提案と実践



分類

第６２号　京都市会時報 Ａ１

第６３号　京都市会時報 Ａ１

第６４号　京都市会時報 Ａ１

統計京都　Ｎｏ．５４５　２０１８．２ Ａ３

統計でみる府民のくらし　平成２９年度版 Ａ３

Ａ３

Ａ３

Ａ３

Ｂ２

Ｂ４

Ｃ２１

Ｃ４

Ｄ３

Ｅ１

Ｅ４

Ｆ３

Ｆ３

Ｇ１

Ｇ１

Ｇ２

Ｇ３

Ｇ３

Ｇ３

ＡＳＴＥＭ　ＮＥＷＳ　７８　Ｆｅｂ．２０１８

Ｎｏｍｏｓ　Ｎｏ．４１　Ｄｅｃ．’１７
ノモス　第４１号　２０１７年１２月

京都部落問題研究資料センター通信　第５０号

京都府選挙管理委員会

北九州市議会事務局

公益財団法人京都高度技術
研究所　総務部

関西大学法学研究所

京都部落問題研究
資料センター

保健統計年報　平成２８年

家守りの木

京図ものがたり　ｖｏｌ．４６

市政のしおり　平成３０年１月

平成２９年　仙台市議会便覧　平成２９年１２月３１日現在

大阪市会時報　２０１８．１　Ｎｏ．２３０
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

資料名 発行者

京都市観光協会
京都観光推進協議会
京都市下京区役所
保健福祉センター
平成の京町家コンソーシア
ム
（公財）京都市生涯学習振興
財団　財団本部総務課企画係

仙台市議会事務局

仙台市議会

京都府広報課

参議院事務局

京都市総合企画局情報化推
進室統計解析担当
上京区民ふれあい事業実行
委員会

大阪市会時報　２０１８．２　Ｎｏ．２３１

平成２７年４月１２日執行
京都府議会議員一般選挙　選挙の記録

参議院審議概要　第１９４回国会（臨時会）
平成２９年（２０１７年）９月２８日　第１９５回国会（特別会）
平成２９年（２０１７年）１１月１日～１２月９日

京都市統計月報　（平成３０年２月号）

きょうと府民だより　ｖｏｌ．４４３

調査　平成３０年度予算号　２０１８．２　Ｎｏ．１６１

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

京都府政策企画部
企画統計課
京都府政策企画部
企画統計課

京都府選挙管理委員会

上京　史蹟と文化　２０１８　ＶＯＬ．５４

京ごよみ　２０１８　４月号

平成２６年４月６日　執行　京都府知事選挙
（付　京都府議会議員　（北区選挙区・宇治市及び久世郡選挙区・
城陽市選挙区）　補欠選挙）　選挙の記録

家守り（やもり）の木（平成の京町家コンソーシアム）
京都市内で代表的な木の産地である京北の山と木に関わ

る物語です。山から里，都市への木の流れがわかるイラス

トマップも掲載しています。

新着資料案内



特集　被災自治体職員の使命－東日本大震災から７年

　○被災地・未災地自治体職員の使命－継続する災害と記録

　○大災害時の自治体議会－東日本大震災７年目に確認しておきたいこと

議会改革リポート　変わるか！地方議会　

特集　分権時代の条例像

　○近年の政策条例に関する一考察－地域の政策実現の手段として

　○条例における立法事実の要素と構築過程

　○条例による実効性確保の実際－ごみ屋敷条例を手がかりとして

　○基本法と基本条例

特集　民泊と自治体の役割

　○民泊を取り巻く現状と課題　○住宅宿泊事業法の解説

自治体の取組事例（特区民泊）

　○新潟県新潟市　特区民泊×田園都市型グリーン・ツーリズムの推進

特集　持続可能な公共施設

　○広域連携時代における公共施設の運営

教養講座 連載第10回

　　議会基本条例を議会に活かす・住民に活かす

　　－行政監視から政策提案へ④

(自治体出版・広報)市が欧米で広報強化，

   3ヵ国語ガイドブックと 160ヵ国テレビ配信(北海道札幌市)

(児童・家庭)政令市初，保育士の待遇改善の一環で

　　　　　                        奨学金返済支援(愛知県名古屋市)

(教育一般)全国初，市立高校で防災士養成授業，

　　　　　                  資格取得へ選択科目に(兵庫県神戸市)

特集　大規模災害，地域力で向き合う

　　　　　　　　　　　住民主体のネットワークづくり進む

　　　激甚化する地震，豪雨への備え急ぐ

フォーカス　復興予算はどう使われたか

　石巻市など28団体が1000億円超支出 被災地以外も2.8兆円活用

大学，地域を拓く　東京国際大学

　小江戸の観光資源，人材育成に活用

自治実務セミナー
　　　       （３月号）

ガバナンス
　　　       （３月号）

　「地方創生時代の政策と議会のあり方を学ぶ」をテーマに

　地方議会研修会を開催－ローカル・マニフェスト推進地方議員連盟

自治体法務研究
　　　　 　　（春号）

　○「民泊条例」をめぐる自治体の動きと民泊活用策

　○民泊導入において想定されるトラブルと自治体における対応策

地方議会人
　 　　　　（２月号）

　○公共施設等の適正管理のための財政措置

　○公共施設の再生と地方議会の役割

　○インフラの老朽化と自治体の対応

D-file
　　　       （1月号）

日経グローカル
　　　（３／５月号）

新着雑誌紹介（五十音順）


