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市会図書・情報室（担当 浅原・青木）
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～おすすめ新着図書～

民泊を考える
浅見泰司 他／プログレス

民泊についての様々な問題点，地域活
性化と民泊の可能性など，11人の研究者
が，それぞれの専門の立場から民泊の現
状と展望を論じています

AI vs.教科書が読めない
子どもたち

新井紀子／東洋経済新報社
国立情報学研究所教授・数学者で，東大

合格を目指すAI「東ロボくん」の育ての親
である著者が，AIの可能性と限界，人間と
の関係について述べています。

空き家問題解決のための政策法務
法施行後の現状と対策

北村喜宣／第一法規
自治体空き家行政のこれまで，現在，そしてこれから

を空家法研究の第一人者である著者が解説しています。
法施行後の自治体の実務動向も踏まえた逐条解説が収録
されています。また，「実施主体としての市町村行政の
対応」などについて，特徴的・先進的な事例を取り上げ
整理されています。



著   　編　　者   出版社
価格

（税抜）
分類番号

総　　　記

新井紀子
東洋経済
新報社

¥1,500 7.13

高野一枝 郵研社 ¥1,800 10.21

小川義和　他 ジダイ社 ¥2,000 69.00

歴史・地理

文化庁
共同通信
社

¥1,800 210.02

社 会 科 学

河崎健
上智大学
出版

¥1,600 314.53

地 方 自 治

地方自治制度
研究会

ぎょうせ
い

¥2,200 318.00

松村享 第一法規 ¥2,400 318.00

書   　　 　　 名　　　　―副　題―

AI vs.教科書が読めない子ども
たち

すてきな司書の図書館めぐり
しゃっぴいツアーのたまてばこ

挑戦する博物館
今，博物館がオモシロイ！！

発掘された日本列島
新発見考古速報　2018

日本とヨーロッパの選挙と政治
主要国の選挙制度改革をめぐる議論と実際

Ｑ&A 地方自治法 平成29年改正の
ポイント－自治体ガバナンスの強化に向け
て－

自治体職員のための図解でわかる
外部委託・民営化事務ハンド
ブック

今月のトピックス

市会図書・情報室では，

他都市調査に向けて参考に
なるような図書を集めて，
特集コーナーを開設してい
ます。ぜひご覧ください！

新着図書案内



松下啓一 萌書房 ¥4,000 318.00

田中孝男 第一法規 ¥1,800 318.10

佐久間智之 学陽書房 ¥1,800 318.50

経　　　済

河合雅司 講談社 ¥840 334.31

統　　　計

矢野恒太記念会
矢野恒太
記念会

¥2,685 351.00

社　　　会

石田光規 晃洋書房 ¥2,600 361.70

久保 哲朗
日東書院
本社

¥1,800 361.91

北村喜宣 第一法規 ¥2,800 365.31

大沢真知子 左右社 ¥1,850 366.38

永田祐　他
ミネル
ヴァ書房

¥2,600 369.11

早瀬昇
ミネル
ヴァ書房

¥2,000 369.14

社会福祉法人　東京
都社会福祉協議会

社会福祉法人
東京都社会福
祉協議会

¥1,000 369.30

阿部彩　他 大月書店 ¥1,500 369.40

教　　　育

福島正行　他
時事通信
社

¥1,800 373.10

現代自治体論　励ます地方自治の
展開・地方自治法を越えて

ケースで学ぶ立法事実
条例づくりのきほん

パッと伝わる!
公務員のデザイン術

日本国勢図会　日本がわかるデータ
ブック　２０１８／１９年版　第７６版

未来の年表２
人口減少日本であなたに起きること

郊外社会の分断と再編 つくられた
まち・多摩ニュータウンのその後

統計から読み解く

47都道府県ランキング

空き家問題解決のための政策法
務　法施行後の現状と対策

21世紀の女性と仕事

よくわかる福祉行財政と福祉計画

「参加の力」が創る共生社会
市民の共感・主体性をどう醸成するか

災害に強い福祉 要配慮者支援活動
事例集Ⅱ

子どもの貧困と食格差
お腹いっぱい食べさせたい

教育の制度と学校の
マネジメント



自 然 科 学

黒岩祐治　他
国政情報
センター

¥980 498.02

技　　　術

藤井誠一郎 コモンズ ¥2,200 518.52

刑部真弘
成山堂
書店

¥1,600 519.00

内藤正明　他 昭和堂 ¥3,000 519.40

林哲史 日経BP社 ¥1,500 537.80

産　　　業

藤山浩　他
農山漁村
文化協会

¥2,600 601.10

小川勝章　他
京都新聞出
版センター

¥1,800 629.21

長坂寿久 明石書店 ¥2,600 678.20

民泊を考える 浅見泰司　他
プログレ
ス

¥2,200 689.81

芸　　　術

佐々木良
啓文社書
房

¥2,300 706.90

京都造形芸術大学 も
のづくり総合研究セン
ター　他

京都造形
芸術大学

¥1,500 750.21

岩 波 新 書

見田宗介 岩波新書 ¥760 岩波新書

岩村充 岩波新書 ¥760 岩波新書

住まいで「老活」 安楽玲子 岩波新書 ¥820 岩波新書

現代社会はどこに向かうか
－高原の見晴らしを切り開くこと

金融政策に未来はあるか

フェアトレードビジネスモデル
の新たな展開 SDGs時代に向けて

美術館ができるまで
なぜ今、豊島なのか?

「未病」
人生１００年時代の新・健康観

ごみ収集という仕事
清掃車に乗って考えた地方自治

みんなが知りたいシリーズ➇
エネルギーと環境問題の疑問55

 京都東山職人手帖

滋賀県発!持続可能社会への挑戦
科学と政策をつなぐ

Q&A形式でスッキリわかる
完全理解自動運転

図解でわかる田園回帰1%戦略

「循環型経済」をつくる

植治次期十二代小川勝章と巡る
技と美の庭 京都・滋賀
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議会月報　第５９巻　第２号　通号第６８５号

議会月報　第５９巻　第３号　通号第６８６号

自治体通信　Ｖｏｌ．１３

モラロジー研究　８１　２０１８．０６

福岡市議会事務局

福岡市議会事務局

イシン株式会社

平成３０年度　局区運営方針

ウイングスきょうと　６・７月　２０１８　Ｎｏ．１４６

京都はぐくみ通信　ＧｏＧｏ土曜塾　Ｖｏｌ．１１０
平成３０年７月１日　７・８月号

２０年の歩みとこれから

平成３１年度　国の施策・予算に関する提案・要望

統計解析Ｎｏ．９５　数字で見る京都市とパリ市
－友情盟約締結６０周年にあたって－

統計解析Ｎｏ．９６　平成２８年経済センサス
－活動調査（卸売業・小売業）の集計結果

京都市統計月報　（平成３０年６月号）

資料名 発行者

おふたいむ　７　２０１８　Ｎｏ．２１３

平成３０年　市会関係例規集

統計京都　ＫＹＯＴＯ　ＩＮ　ＳＴＡＴＩＳＴＩＣＳ
ＮＯ．５４９　２０１８．６

レファレンス　８０８号　２０１８年５月

外国の立法　月刊版　立法情報・翻訳・解説
Ｎｏ．２７５-２　Ｍａｙ　２０１８

国立国会図書館月報　６８６号　２０１８年６月

京都市総合企画局情報化推
進室統計解析担当

行財政局

（公財）モラロジー研究所
道徳科学研究センター

京をまもる　２０１６　安全のまち　京都をめざして

大阪市会時報　２・３月市会定例会
２０１８．５　Ｎｏ．２３２

（公財）京都市景観・まち
づくりセンター

京都市消防局総務部庶務課

京都市交通局営業推進室

名古屋市会事務局調査課

大阪市会事務局
政策調査担当

福岡市議会事務局

議会月報　第５９巻　第４号　通号第６８７号

（公財）京都市男女共同参
画推進協会

（公財）京都市埋蔵文化財
研究所

京都市観光協会
京都観光推進協議会

京都市子ども若者はぐくみ
局はぐくみ創造推進室

京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　２０１６－１３
特別史跡・特別名勝　鹿苑寺（金閣寺）庭園　他　7冊

京ごよみ　２０１８年８月号

京都府政策企画部
企画統計課

国立国会図書館調査及び
立法考査局

国立国会図書館調査及び
立法考査局

国立国会図書館調査及び
立法考査局

京都市総合企画局市長公室
政策企画調整担当

京都市総合企画局情報化推
進室統計解析担当

京都市総合企画局情報化推
進室統計解析担当

新着資料案内



特集　地方の選択と次期統一地方選

　○第１９回統一地方選　問われる地方のビジョンと選択とは

　○市民合意のプロセス明確に 「人口減少社会」の首長マニフェスト

現場発！自治体の「政策開発」

　新たな官民連携手法で下水道事業の効率化を図る　

　下水道事業コンセッション“浜松方式”（浜松市）

イノベーション特集　AIの進化 本当のインパクト

　浸透する人工知能，ビジネスチャンスはどこに？

　　○数字で見るAI市場　○人とAIの協調が生む新事業

特別企画　自治体と企業，研究者が深く議論

　シティプロモーション研究会

　　○理想の未来を実現するために

　　　シティプロモーションの在り方を探る

特集　農業の課題と未来　担い手を育てる

　○新規就農者の現状と課題

　○田園回帰の時代　中山間地域に人と仕事を取り戻す

現地報告　

　○地域の食と農ビジネスの仕組みづくり

　「かあちゃんハウスだぁすこ」と，一次加工の取り組み

　○農村で未来をつくる「移住女子」

　　　　　　　　　　　医療・介護支援を一体化(大阪府堺市)

(防災・消防)大震災教訓に，市が受援計画，

　　　　BCPと連携し，必要人員数を数値化(宮城県仙台市)

(総務)市が住居手当見直し，政令市初，

　　　　　　　　　　　親族間契約は支給廃止(北海道札幌市)

特集 「地方議会の揺らぎ？」

　○候補者男女均等法の成立 ○政務活動費

発想 conception

　インバウンド(訪日観光)の推進と民泊の解禁民泊法

　コミュニティ活性化と住環境保全で自治体が条例

　　○旅館業法改正と住宅宿泊事業法とは

特集 ニュータウン 再生への道

　疲弊する街，住民力で支える　

　　高齢化，空洞化，買い物難民…課題先進地の苦悩

グローカルインタビュー　奈良県生駒市長 小紫雅史氏

　受動喫煙防止条例の効果は 普及啓発やPRでたばこポイ捨て減少

　　○2020年宿泊施設不足と民泊

地方議会人
　　　（６月号）

日経グローカル
　　（７／２月号）

D-file
　（５月下旬号）

(高齢者福祉)市が地域包括ケアシステム推進条例制定へ，

D-file 別冊
　（VoI.74 夏号）

ガバナンス
　　　（７月号）

　○議員候補者の新しいタイプの公約を開拓すべき時が来た

月刊 事業構想
　　　（８月号）

新着雑誌紹介（五十音順）


