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【仕事の基本】

No. 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

1 「新書」から気づく公務員の職員力
公共の仕事の意味を考える力

三宅 正伸／著 晃洋書房 2020.10 /317.3/ﾐﾔ/ 1111017040

2
自治体職員のためのアンガーマネジメント活用
法　上手なセルフコントロールでパワハラ防止

安藤 俊介／著 第一法規 2021.10 /318.3/ｱﾝ/ 1111300297

3 いちからわかる!地方公務員仕事のきほん
市町村職員研修教材開発委
員会／編集

ぎょうせい 2020.9 /318.3/ｲﾁ/ 0112184723

4 「義理チョコ」はセーフですよね?
こんなときどうする?地方公務員のコンプライアンス

鵜養 幸雄／著 ぎょうせい 2021.6 /318.3/ｳｶ/ 0112350119

5
図解公務員1年目の仕事術
マナー、仕事への対処法、住民対応、トラブル防止策、
SNSの注意点…

佐久間 智之／著 ナツメ社 2020.1 /318.3/ｻｸ/ 1109684785

6 自治体職員スタートブック
自治体のしくみと仕事の基本がわかる! 第3次改訂版

新規採用研修研究会／編著 学陽書房 2020.11 /318.3/ｼﾁ/ 1111031942

7 地方公務員フレッシャーズブック
第5次改訂版

自治研修研究会／編集 ぎょうせい 2020.1 /318.3/ﾁﾎ/ 0112100082

8 公務員の読み書きそろばん
どんな部署でも必ず役立つ

林 誠／著 学陽書房 2020.6 /318.3/ﾊﾔ/ 1109892891

9 公務員男性の服
普通の服で好印象・信頼・清潔感は出せる

古橋 香織／著 ぎょうせい 2021.11 /318.3/ﾌﾙ 0112403476

【地方自治について】

No. 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

10 これからの地方自治の教科書 大森 彌／著 第一法規 2021.12 /318/ｵｵ/ 1111331219

11 コロナと地域経済（コロナと自治体４） 岡田 知弘／編著 自治体研究社 2021.9 /318/ｵｶ/ 1111489405

12 自治体職員研修講座　地方自治制度・地方公務員制
度・地方財政制度　第3次改訂版

川村 毅／著 学陽書房 2020.10 /318/ｶﾜ/ 1111014187

13 エビデンスに基づく自治体政策入門
ロジックモデルの作り方・活かし方

佐藤 徹／編著 公職研 2021.2 /318/ｻﾄ/ 1111123186

14 テキストブック地方自治 北山 俊哉／編 東洋経済新報社 2021.9 /318/ﾃｷ/ 1111489306

15 市民がつくる、わがまちの誇り　シビック・プライド政
策の理論と実際（文化とまちづくり叢書）

松下 啓一／著 水曜社 2021.7 /318/ﾏﾂ/ 0112361790

16 地方自治ポケット六法 令和4年版 地方自治制度研究会／監修 学陽書房 2021.11 /318.1/ﾁﾎ/ 1111318257

17 自治体DX
業界標準の指南書

宮里 隆司／著 秀和システム 2021.12 /318.5/ﾐﾔ/ 1111330666

18 SDGs×自治体実践ガイドブック
現場で活かせる知識と手法

高木 超／著 学芸出版社 2020.3 /318.6/ﾀｶ/ 1109870368

【コミュニケーション】

No. 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

19 参加したくなる会議のつくり方
公務員のためのファシリテーション入門

加留部 貴行／著 ぎょうせい 2021.4 /318.3/ｶﾙ/ 0112265715

20 公務員の会議ファシリテーションの教科書 釘山 健一／著 学陽書房 2021.2 /318.3/ｸｷ/ 0112239684

21
コミュ障だった僕を激変させた公務員の「伝え方」
の技術

牧野 浩樹／著 学陽書房 2020.9 /318.3/ﾏｷ/ 1109926525

22
「やさしい日本語」で伝わる!
公務員のための外国人対応

岩田 一成／著
柳田 直美／著

学陽書房 2020.10 /318.5/ｲﾜ/ 1111010821

23 まちのファンをつくる自治体ウェブ発信テキスト 狩野 哲也／著 学芸出版社 2020.8 /318.5/ｶﾉ/ 1109913952

24 住民に伝わる自治体情報の届け方
誰ひとり取り残さない

佐久間 智之／著 学陽書房 2021.2 /318.5/ｻｸ/ 1111126171

公務員として ～新規採用職員向けブックリスト～
　地域を輝かせ、自らもいきいきと活躍するためには、公務員としてどのような心構えを持ち、どのような知識や能力を身につけたら
よいでしょうか。このブックリストでは、自治体の新規採用職員の方向けに、意識改革や能力向上、発想力UPのヒントになる本をご紹
介します。
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【公務員の仕事術】

No. 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

25 公務員のための問題解決フレームワーク 秋田 将人／著 学陽書房 2021.5 /318/ｱｷ/ 1111171813

26 公務員のためのインバスケットトレーニング
限られた時間で結果を出す!

鳥原 隆志／著 ぎょうせい 2020.8 /318.3/ﾄﾘ/ 0112175341

27 公務員の超整理術
仕事もココロも楽になる!

本山 毅／著 ぎょうせい 2020.9 /318.3/ﾓﾄ/ 0112184588

28
そのまま使える!公務員の文書・資料サンプル
BOOK

秋田 将人／著 学陽書房 2020.7 /318.5/ｱｷ/ 1109913697

29 公務員の伝わる文章教室
一発OK!誰もが納得!

工藤 勝己／著 学陽書房 2021.5 /318.5/ｸﾄ/ 1111167464

30
根拠が示せる!上司も納得!
公務員のかんたんデータ活用術

志村 高史／著 学陽書房 2021.7 /318.5/ｼﾑ/ 1111458640

【働き方をアップデートする】

No. 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

31 仕事がうまく回り出す!公務員の突破力 安部 浩成／著 ぎょうせい 2020.12 /318.3/ｱﾍ/ 0112217575

32 「対話」で変える公務員の仕事
自治体職員の「対話力」が未来を拓く

今村 寛／著 公職研 2021.6 /318.3/ｲﾏ/ 1111173967

33 ネットワーク活動でひろがる公務員ライフ
『知域』に1歩飛び出そう!

後藤 好邦／著 ぎょうせい 2021.2 /318.3/ｺﾄ/ 1111117220

34
自分らしさを見つけて伸ばす公務員の「強み」の
活かし方

齋藤 綾治／著 学陽書房 2021.8 /318.3/ｻｲ/ 1111476006

35 公務員の働き方デザイン
仕事の楽しさは自分でつくる!

島田 正樹／著 学陽書房 2021.2 /318.3/ｼﾏ/ 1111049589

36 公務員のための場づくりのすすめ
“4つの場”で地域・仕事・あなたが輝く

助川 達也／著 公職研 2021.4 /318.3/ｽｹ/ 1111156160

37 働き方改革と自治体職員　人事評価、ワーク・ライ
フ・バランス、非正規職員、AI・ロボティクス

黒田 兼一／編著
小越 洋之助／編著

自治体研究社 2020.6 /318.3/ﾊﾀ/ 1109892909

38
公務員女子のおしごと相談室
すべての働きづらさをふきとばす!

村川 美詠／著 学陽書房 2020.9 /318.3/ﾑﾗ/ 0112187030

39
DXで変える・変わる自治体の「新しい仕事の仕
方」　推進のポイントを的確につかみ効果を上げる!

高橋 邦夫／著 第一法規 2021.9 /318.5/ﾀｶ/ 1111489314

【事例から学ぶ】

No. 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

40 飛び出す!公務員
時代を切り拓く98人の実践

椎川 忍／編著 学芸出版社 2021.11 /318.3/ﾄﾋ/ 0112403450

41 自治体職員現場のお悩み解決Q&A
ウチではこうやってます!

静岡県市町行財政総合相談
窓口／編著

ぎょうせい 2021.1 /318.5/ｼﾁ/ 1111080717

42
地域も自分もガチで変える!逆転人生の糸島ブラ
ンド戦略　税金ドロボーと言われた町役場職員が、日本
一のMBA公務員になれたわけ

岡 祐輔／著 実務教育出版 2020.4 /318.6/ｵｶ/ 0112140149

43 生駒市発!「自治体3.0」のまちづくり
市民と行政がタッグを組む!

小紫 雅史／著 学陽書房 2020.5 /318.6/ｺﾑ/ 1109864049

44 ライク・ア・ローリング公務員
まち思う故に我あり

福野 博昭／著 木楽舎 2021.9 /318.6/ﾌｸ/ 0112379435

45 野球のまち阿南をつくった男
日本に唯一の初代野球課長

田上 重之／編著 大学教育出版 2021.5 /318.68/ﾀｶ/ 0112343635

○オーテピア高知図書館で所蔵している本をご紹介しています。
○本や雑誌などに関する相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
　（お問い合わせの際は資料№をお伝えいただくとスムーズです。）
○高知県内の全ての市町村で本の返却、取り寄せができます。お近くの市町村立図書館等にお問い合わせください。

〒780-0842 高知市追手筋2-1-1

TEL：088-823-4946 FAX：088-823-9352
https://otepia.kochi.jp/library


