
区分 No. 題　名 著　者 発　行 冊数

研修 18 <新版>地方自治の現代用語
阿部齋・大久保皓生・　
　寄本勝美

学陽書房

研修 19
市町村職員研修テキストシリーズ　ジャンプぶっく　
　　       第3次改訂版　-新規･初任職員用-

市町村アカデミー ぎょうせい 2

研修 31 行政の作法　紛争の予防と解決 宮崎地域判例研究会 鉱脈社

研修 44 プレゼンテーション　これが基本 関根健夫・河南邦男
日本経営協会総合研究
所

研修 49 ディベートで説得・交渉に強くなる本 土山信人 山下出版

研修 53 自治体行政と職員の役割 江口清三郎 公職研

研修 57 「心が元気」をプラス1 岩橋辰也 東京美術

研修 67 保存版　現代用語20世紀事典
「現代用語の基礎知
識」編集部

自由国民社

研修 68
接遇の基本と実践                                        　
－公務員のための接遇指導者用マニュアル－

（財）公務研修協議会 3

研修 69 心に響く今日の名言 真島一男 ぎょうせい

研修 70
行政マンのための仕事改善マニュアル　　　　　　　
　　-今日からできる身近な改革のススメ-

日本HR協会 ぎょうせい

研修 71 新公務員倫理　-行政のルールとモラル- 原田三朗 ぎょうせい

研修 72
マンガ　地方公務員フレッシュマンブック　　　　　　
　　-めざせ行政の達人！-

自治大学校教授室 ぎょうせい

研修 73 心に刻む20世紀の名言 伊藤章雄・郷仙太郎 ぎょうせい

研修 74 公務サービス・接遇のあり方 清水　滋 ぎょうせい

研修 75 役に立つ公務員のためのエチケット 丸山高満 ぎょうせい

研修 81 子どもにウケる頭脳クイズ
グループ・コロンブス
編

主婦と生活社

研修 82 頭の体操第２２集 電脳空間７つの発想 多湖輝 光文社

研修 88 職場からの自治体改革 江口清三郎 公職研

研修 89 管理職のための「働く女性」の育て方 原加賀子 太陽企画出版

研修 90 感じのいい電話対応術
清水省三・有村伊都
子

中央経済社

研修 91 恥をかかないＴＰＯ別の敬語の使い方 野元菊雄 悟桐書院

研修 92 ビジネスマナー術 新入社員の好感度アップの基本 関根健夫 日本経済新聞社

研修 108 ファシリテーター型 リーダーの時代 フラン・リース プレジデント社

研修 109
効果を上げる研修の運営
研修プランナー養成コース指導マニュアル

（財）公務研修協議会

研修 110 公務研修のすすめ方 原口忠興 東京法令出版

図　書　リ　ス　ト 令和4年4月1日現在



区分 No. 題　名 著　者 発　行 冊数

図　書　リ　ス　ト 令和4年4月1日現在

研修 116 最新版 新しい教育訓練ゲーム 高橋浩 ＮＯＭＡ総研

研修 118 公営企業の経理の手引　平成１６年８月
地方公営企業制度研究
会

財団法人地方財務協
会

3

研修 119 自治体改革1　地方制度改革 横道清孝 ぎょうせい

研修 120 自治体改革2　自治体経営改革 武藤博己 ぎょうせい

研修 121 自治体改革3　自治体政策のイノベーション 今井　照 ぎょうせい

研修 122
自治体改革4　政策法務の新展開　　　　　　　　　　
　　-ローカル・ルールが見えてきた-

磯崎初仁 ぎょうせい

研修 123
自治体改革5　自治体デモクラシー改革　　　　　　　
　-住民・首長・議会-

西尾　勝 ぎょうせい

研修 124 自治体改革6　職員・組織改革 天野巡一 ぎょうせい

研修 125 自治体改革7　地方税制改革 池上岳彦 ぎょうせい

研修 126 自治体改革8　地方財政改革 神野直彦 ぎょうせい

研修 127 自治体改革9　住民・コミュニティとの協働 西尾　隆 ぎょうせい

研修 128 自治体改革10　情報改革 廣瀬克哉 ぎょうせい

研修 134 定型討議式研修　進行管理のノウハウ 新川一郎 新川一郎 3

研修 142
都市行政と市民自治                                      
ー地域社会が変わる、地域社会を変えるー

根本俊雄 敬文堂

研修 160
地方自治職員研修・臨時増刊号８２　　　　　　　　　
　　対応力の時代

月刊「地方自治職員研
修」  編集部

公職研

研修 168 特別資料　公益法人制度改革３法
公益法人管理職者特
別セミナーより

全国公益法人協会

研修 170 たゆたえども沈まず 松形祐堯
宮日文化情報セン
ター

研修 171
地方自治職員研修・臨時増刊号８３　　　　　　　　　
　　新しい公共経営の実践

出井信夫 公職研

研修 172
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

山谷成夫・川村毅 学陽書房

研修 173 地方公務員　フレッシャーズブック改訂版 自治研修研究会 ぎょうせい 3

研修 174
地方自治職員研修・臨時増刊号８４　　　　　　　　　
　　めざせ！できる公務員

伊藤章雄 公職研

研修 175
地方自治職員研修・臨時増刊号８５　　　　　　　　　
　　市民と進めるＰＤＣＡ

月刊「地方自治職員研
修」  編集部

公職研



区分 No. 題　名 著　者 発　行 冊数

図　書　リ　ス　ト 令和4年4月1日現在

研修 177
地方自治職員研修・臨時増刊号８６　　　　　　　　　
　　財政健全化法と自治体 “第２の夕張”とならないた

月刊「地方自治職員研
修」  編集部

公職研

研修 179
地方自治職員研修・臨時増刊号８７　　　　　　　　　
　　自学するヒト・自学する組織

月刊「地方自治職員研
修」  編集部

公職研

研修 180 お役所の「人事評価」導入のポイント 青木俊弘

研修 181 創る育てる変える　分権時代の人材育成
地方公務員人材育成施
策  研究会

ぎょうせい

研修 182 政策人材の育成　自治体経営の再創造に向けて 川端大二 ぎょうせい

研修 183 地方は変われるか　－ポスト市町村合併 佐々木信夫 ちくま新書

研修 184 ワークショップ　－新しい学びと創造の場－ 中野民夫 岩波新書 5

研修 186 自治体再生への挑戦　「健全化」への処方箋 穂坂邦夫 ぎょうせい

研修 187
地方自治職員研修・臨時増刊号８８　　　　　　　　　
　　合併自治体の生きる道

月刊「地方自治職員研
修」  編集部

公職研

研修 188
海外の中心市街地活性化　アメリカ・イギリス・　　
　　ドイツ18都市のケースタディ

日本政策投資銀行
ジェトロ（日本貿易振
興会）

研修 189 観光学辞典 長谷政弘 同分舘

研修 190 「観光立国」と地域観光政策 鈴木　茂、奥村武久 晃洋書房

研修 191 脱ファスト風土宣言　商店街を救え！ 三浦　展 洋泉社

研修 192 営業のプロが新人のために書いた営業の本 舟橋孝之 明日香

研修 195 観光学大事典 香川　眞 木楽舎

研修 196 観光につける薬 島川　崇 同友館

研修 197 観光まちづくりの力学 安村克己 学文社

研修 198 競争時代における観光からの地域づくり戦略 総合観光学会 同文舘出版

研修 199
地域からのエコツーリズム　　　　　　　　　　　　　　　
　　観光・交流による持続可能な地域づくり

敷田麻美 学芸出版社

研修 200 観光の実態と志向（第２６回） 日本観光協会 日本観光協会

研修 201 日本版スローシティ 久繁哲之介 学陽書房

研修 203 ファスト風土化する日本 三浦　展 洋泉社

研修 204 市民・地域が進める地球温暖化防止
和田　武、田浦　武朗 
  編著

学芸出版社

研修 205 自然エネルギー100％コミュニティをめざして
「自然エネルギー促
進法」推進ネットワー

かもがわ出版

研修 206
市民のイニシアティブ：志木市民がつくった環境　　
　プラン

エコ・コミュニケーショ
ンセンター

柘植書房新社



区分 No. 題　名 著　者 発　行 冊数

図　書　リ　ス　ト 令和4年4月1日現在

研修 207 風力発電入門（改訂版） 清水幸丸 パワー社

研修 208 自然エネルギー市場 飯田哲也 築地書館

研修 209 公営企業の経理の手引　平成１９年８月
地方公営企業制度    
  研究会

財団法人地方財務協
会

2

研修 210 隣人祭り　「つながり」を取り戻す大切な一歩
アタナーズ・ペリファ
ン　　南谷桂子

ソトコト新書

研修 211
新任税務職員のための　地方税ガイドブック　　　　
　平成２０年度版

（財）東京税務協会

研修 213
プロの添削でみるみる上達！　　　　　　　　　　　　　
　心が伝わる「文章力」センスアップＢＯＯＫ

（株）インソース　　　　　
　舟橋孝之

技術評論社

研修 214
地方自治職員研修・臨時増刊号８９　　　　　　　　　
　　指定管理者　再選定のポイント

公職研

研修 216
地方自治職員研修・臨時増刊号９０　　　　　　　　　
　　事例から学ぶ「自治体公法」入門

川﨑政司　　　　　　　　
　公法制度研究会

公職研

研修 217
3分間コーチ　　ひとりでも部下のいる人のための　
　世界一シンプルなマネジメント術

国際ｺｰﾁ連盟(ICF)ﾏｽﾀｰ認定

ｺｰﾁ　伊藤　守 ディスカヴァー

研修 218
プロ公務員を育てる　　人事戦略　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　職員採用・人事異動・職員研修・

稲継裕昭 ぎょうせい

研修 219 福岡発！戦略的コミュニティビジネス
ＮＰＯ法人えふネット福岡専務

理事蓼原典明 梓書院 2

研修 220 公務員倫理を考える
共同研究「公務員倫
理を考える」研究会

（財）大阪府市町村振興協会　お
おさか市町村職員研修研究セン
ター

研修 221
公務員の改革力
住民が満足する７７の法則

ビジネスコンサルタント

白沢節子 ぎょうせい

研修 222 上手な話し方の基本とコツ
ＣＮＳ㈱話し方研究所所長

櫻井　弘 学研

研修 223 話し方超整理法
話し方研究所　主任教授

山本昭生 ㈱日本実業出版社

研修 224 生きているとかならず転ぶからね さんぼう　ゆたか
ヒューマン・リレーショ
ン・センター

研修 225 仕事うつ 鈴木丈織 ＰＨＰ研究所

研修 227 「ゆとり社員」との付き合い術 鈴木尚美 ＰＨＰ研究所

研修 228 話力と人間関係
話力総合研究所教育
部

話力総合研究所出版
部

研修 229 話力のプレゼンテーション 永崎一則
話力総合研究所出版
部

研修 230 文章力をつける！心が届くちょっとしたコツ 永崎一則 話力総合研究出版部

研修 231
絶妙な「クレーム対応」の技術
WIN／WINの「クレーム交渉術を学ぶ」

セールスファイト倶楽部主宰
雨宮利春 明日香出版社

研修 233
地方自治職員研修・臨時増刊号９４
首長が語る「地域の時代」

公職研

研修 234 東国原知事は宮崎をどう変えたか 有馬晋作 ミネルヴァ書房 3

研修 235
地方自治職員研修・臨時増刊号９５
公務職場のパワーハラスメント

月刊「地方自治職員
研修」  編集部

公職研



区分 No. 題　名 著　者 発　行 冊数

図　書　リ　ス　ト 令和4年4月1日現在

研修 236
地方自治職員研修・臨時増刊号９６
クイズde地方自治

月刊「地方自治職員
研修」  編集部

公職研

研修 237 働く女性のためのこころのサプリメント （株）ピースマインド マガジンハウス

研修 238 "口ベタ"でもうまく伝わる話し方 永崎一則 PHP新書

研修 239 品のいい大人になれる55のマナー 永崎一則 PHP文庫

研修 240 話力をつけるコツ 永崎一則 PHP文庫

研修 241 こんなときには、こんなことばづかいを 永崎一則 PHP研究所

研修 242 子どもの会話力を伸ばす64のルール
話し方研究所
会長　福田健

扶桑社

研修 243 組織・人材活性化マネジメント
株式会社アリエールマネジメ
ントソリューションズ　矢代隆
嗣

パレード

研修 244 プログラム評価入門
マイケル・スミス　著
矢代隆嗣　訳

梓出版社

研修 246 事業企画・運営スタートブック 廣瀬隆人
とちぎ市民協働研究
会

研修 248 あなたが生きる話し方 秋山和平 NHK出版

研修 249 データを活用した政策形成 宮嶋勝 宮嶋研究室 2

研修 250 オフィス・コミュニケーションのススメ 原加賀子 税務経理協会

研修 251 財務報告に係る内部統制について
森居達郎　鳥生裕　
岡野隆樹　住田清芽

あずさ監査法人

研修 252 国家公務員倫理教本
国家公務員倫理審査
会

大蔵省印刷局

研修 254
効果を上げる研修の運営
研修プランナー養成コース指導マニュアル

（財）公務研修協議会 （財）公務研修協議会

研修 255 研修指導マニュアル　あなたも明日から名講師 （財）公務研修協議会 （財）公務研修協議会

研修 256
改訂版　地方公共団体契約事務必携
公共工事・物品等の適正調達

高橋秀夫 大成出版社

研修 257 新入社員に贈る言葉 日本経団連出版 日本経団連出版

研修 259 外来語・役所ことば言い換え帳
杉並区役所
区長室総務課　編

ぎょうせい

研修 260 自治体法務検定　基本法務編
自治体法務検定委員
会

第一法規株式会社

研修 261 自治体法務検定　政策法務編
自治体法務検定委員
会

第一法規株式会社

研修 263 公務員のための部下が「うつ」になったら読む本 松崎一葉 学陽書房

研修 264 これでうまくいく！新人公務員の育て方 押元洋 学陽書房

研修 265
地方自治職員研修・臨時増刊号９７
東日本大震災と自治体

月刊「地方自治職員
研修」  編集部

公職研

研修 266
地方自治職員研修・臨時増刊号９８
自治体政策づくり読本

月刊「地方自治職員
研修」  編集部

公職研

研修 267
地方自治職員研修・臨時増刊号９９
元気な地域のヒミツ

月刊「地方自治職員
研修」  編集部

公職研

研修 269 現場宣言！自治体の人材育成 稲継裕昭 学陽書房



区分 No. 題　名 著　者 発　行 冊数

図　書　リ　ス　ト 令和4年4月1日現在

研修 270 元気に働こう！心の元気レシピ
秋山礼子　大谷由里
子　小林由紀子

フィリア

研修 273
地方自治研修・臨時増刊号１００
自治の潮流と自治体職員

月刊「地方自治職員
研修」  編集部

公職研

研修 274
地方自治研修・臨時増刊号１０１
突破する職員になる！

月刊「地方自治職員
研修」  編集部

公職研

研修 275
地方自治研修・臨時増刊号１０２
“行革エンジン”を回せ！

月刊「地方自治職員
研修」  編集部

公職研

研修 276
地方自治研修・臨時増刊号１０３
自治体２．０

月刊「地方自治職員
研修」  編集部

公職研

研修 277
地方自治研修・臨時増刊号１０４
自治体職員が論じる自治判例

月刊「地方自治職員
研修」  編集部

公職研

研修 278
地方自治研修・臨時増刊号１０５
秘伝！デキる人の仕事

月刊「地方自治職員
研修」  編集部

公職研

研修 279 図解　自治体職員のためのトラブル解決事例集 石川公一 ぎょうせい

研修 280
自治体職員のための
【問題解決】マネジメント入門

株式会社アリエールマネジメ
ントソリューションズ　　矢代隆
嗣

株式会社パレード

研修 281
現場宣言！プロ公務員の変革力
成功をもたらす7つの力

稲継裕昭 学陽書房

研修 282 行政学叢書４　　官のシステム 大森彌
一般財団法人
東京大学出版会

研修 283 変化に挑戦する自治体 大森彌 第一法規株式会社

研修 284 政権交代と自治の潮流 大森彌 第一法規株式会社

研修 285
あなたの「話し方」がダメな理由
1分間で、人を「とりこ」にする方法

話し方研究所会長
福田健

株式会社経済界

研修 286 改訂　法令解釈の基礎 長谷川彰一 ぎょうせい

研修 287 次世代リーダー読本
ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ研究所
所長　江上範博

公益財団法人　日本生産性本部　
生産性労働情報センター

研修 288 人は「話し方」で9割変わる
話し方研究所会長
福田健

経済界

研修 289 実践　非製造部門の業務改革 面地　誠二 東京オーキ株式会社

研修 290
公務員研修　第1分冊
期待される公務員をめざして　(平成26年度版）

一般財団法人
公務人材開発協会

研修 291
公務員研修　第2分冊
行政のしくみと公務員制度　(平成26年度版）

一般財団法人
公務人材開発協会

研修 292
公務員研修　第3分冊
公務員の服務と倫理　(平成26年度版)

一般財団法人
公務人材開発協会

研修 293
公務員教材　第4分冊
職場における応接とマナー　(平成26年度版)

一般財団法人
公務人材開発協会

研修 294
公務員研修教材
指導マニュアル　(平成26年度版)

一般財団法人
公務人材開発協会

研修 295
公務員研修教材
関係法令集　(平成26年度版)

一般財団法人
公務人材開発協会

研修 296
こんなときどうする
公務員のためのクレーム対応マニュアル

人材育成コンサルタント
関根　健夫

ぎょうせい

研修 297
休む技術
かしこくコスパを上げる大人のオン・オフ術

西多　昌規 大和書房

研修 298
公務員倫理講義
信頼される行政のために

原田三朗 ぎょうせい



区分 No. 題　名 著　者 発　行 冊数

図　書　リ　ス　ト 令和4年4月1日現在

研修 299 ＯＬＴＲＥ　ＬＯ　ＳＧＵＡＲＤＯ Ｐｕｂｌｉａｍｂｉｅｎｔｅ

研修 300 ことりっぷ　英語 昭文社

研修 301 イタリア㊙旅行術 三浦　陽一 メイツ出版株式会社

研修 302 なぜイタリアの村は美しく元気なのか 宗田　好史 学芸出版社

研修 303
人脈のできる人
人は誰のために「一肌ぬぐ」のか？

法政大学ビジネススクー

ル　高田朝子
慶應義塾大学出版会
株式会社

研修 304
肚が据わった公務員になる！
新しい仕事哲学と自分の鍛え方

中野　雅至 朝日新聞出版

研修 305
日本の公務員倫理
積極、協働への転換

杉本　泰治 創英社

研修 306 いちばん効率的に仕事を進める！技術 松本　幸夫 株式会社すばる舎

研修 307 社会人の教科書１年生 富永　靖弘 株式会社新星出版社

研修 310
自治体の再任用職員になる人と迎える側の教科
書

手島伸夫・手島俊夫 績文堂

研修 315 自治六法　平成30年版
編集 地方自治法令
研究会

ぎょうせい 5

研修 316
接遇の基本と実践                                        　
－公務員のための接遇指導者用マニュアル－

（財）公務研修協議会 （株）人事行政出版

研修 317
事例でわかる公務員のためのクレーム対応マ
ニュアル　実践編

関根　健夫 ぎょうせい

研修 318 ＩＴ社会の護身術 佐藤　佳弘 春風社

研修 319 自治体の政策形成マネジメント入門 矢代　隆嗣 公人の友社

研修 320 自治体職員再論～人口減少時代を生き抜く～ 大森　彌 ぎょうせい 2

研修 321
人口減少を生き抜く自治体　　　　　　　　　　　　　　　
　－希望の自治体行政学－

大森　彌 第一法規株式会社 2

研修 322
自治体の長とそれを支える人びと　　　　　　　　　　
　　－希望の自治体行政学－

大森　彌 第一法規株式会社 2

研修 323 教育研修ファシリテータ－
堀　公俊　　　　　　　　
加留部　貴行

日本経済新聞出版社

研修 324
地方公務員
フレッシャーズブック　　第4次改定版

自治研修研究会 ぎょうせい

研修 325
事例でわかる公務員のためのクレーム対応マ
ニュアル　実践編

関根　健夫 ぎょうせい

研修 326 新版〔図解〕　問題解決入門 佐藤　充一 ダイヤモンド社

研修 327
明るい公務員講座
仕事の達人編

岡本　全勝 時事通信社

研修 328
研修開発入門
研修転移の理論と実践

中原　淳　ほか ダイヤモンド社



区分 No. 題　名 著　者 発　行 冊数

図　書　リ　ス　ト 令和4年4月1日現在

研修 329
自治体の“台所”事情
“財政が厳しい”ってどういうこと？

今村　寛 ぎょうせい

研修 330 自治六法　平成31年版
編集 地方自治法令
研究会

ぎょうせい 3

研修 334 自治六法　令和2年版
編集 地方自治法令
研究会

ぎょうせい 3

研修 335 公営企業の経理の手引（元）
編集　地方公営企業
制度研究会

一般財団法人　地方
財務協会

3

研修 336 令和2年版　地方公営企業関係法令集
編集　地方公営企業
制度研究会

一般財団法人　地方
財務協会

研修 337 稼げる講師、稼げない講師どこが違うか 五十嵐　康雄 株式会社あさ出版 2

研修 338
市町村職員研修　いちからわかる！
地方公務員　仕事のきほん

編集　市町村職員研
修教材開発委員会

ぎょうせい

研修 339 自治六法　令和3年版
編集 地方自治法令
研究会

ぎょうせい 3

研修 340 公務員のSNS・文章術 小田　順子 学陽書房 1

研修 341 公務員の文章・メール術 小田　順子 学陽書房 1

研修 342 公務員のクレーム対応術 小田　順子 学陽書房 1

研修 343 分かりやすい法律・条例の書き方　改訂版 礒崎　陽輔 ぎょうせい 1

研修 344 自治体職員現場のお悩み解決Q＆A
静岡県市町行財政総
合窓口

ぎょうせい 1

研修 345 こうすればうまくいく行政のデジタル化 石井　大地 ぎょうせい 1

研修 346 自治六法　令和４年度版
編集 地方自治法令
研究会

ぎょうせい 3

研修 347 地方公営企業関係法令集 令和4年版
編集 地方公営企業
制度研究会

全国官報販売協同組
合

1

研修 348 公営企業の経理の手引(3)
編集 地方公営企業
制度研究会

全国官報販売協同組
合

1

研修 349 文書事務研修の手引 橋口　至 夢の友出版 1

研修 350 公務員の教科書　道徳編 中川　恒信 ぎょうせい 1

研修 351 ニュータイプの時代 山口　周  ダイヤモンド社 1

研修 352 「対話」で変える公務員の仕事 今村　寛 公職研 1

研修 353 エビデンスに基づく自治体政策入門 佐藤　徹 公職研 1

研修 354 公務員のためのハラスメントゼロの教科書 高嶋　直人 ぎょうせい 1


