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（自治体マネジメント）
（自治体マネジメント）（自治体マネジメント）
（自治体マネジメント）

民主主義 文部省∥著 幻冬舎      311     /ﾐ      2016.1

地方議会人の挑戦 中邨  章∥著 ぎょうせい      318     /ﾅ      2016.1

自治体プロジェクトマネジメント入門 矢代  隆嗣∥著 公人の友社      318     /ﾔ  2016.1

ビジュアル資料作成ハンドブック 清水  久三子∥著 日本経済新聞出版社      336     /ｼ    2016.1

人工知能×ビッグデータが「人事」を変える 福原  正大∥著 朝日新聞出版      336     /ﾌ     2016.1

消費税軽減税率早わかり 金井  恵美子∥著 中央経済社      345     /ｶ 2016.1

「地方創生と消滅」の社会学 金子  勇∥著 ミネルヴァ書房      361     /ｶ       2016.1

マタハラ問題 小酒部  さやか∥著 筑摩書房      366     /ｵ         2016.1

同性婚のリアル 東  小雪∥著 ポプラ社      367     /ﾋ     2016.2

高齢ろう者の人生／障害者差別解消法 大矢  暹∥著 文理閣      369     /ｵ   2016.2

☆公共施設の再編を問う 森  裕之∥著 自治体研究社      318     /ﾓ   2016.2

☆１００万円からの空き家投資術 高橋  洋子∥著 ＷＡＶＥ出版      673     /ﾀ     2016.1

（内容）社会問題になっている空き家を「上手に見分けて」購入し、収入を生むものに変えた事例を豊富に紹介。

（防災）
（防災）（防災）
（防災）

災害支援手帖 荻上  チキ∥著 木楽舎      369     /ｵ      2016.3

石巻災害エキスプレス 加藤  吉晴∥編 風媒社      369     /ｶ     2016.3

自然災害から人命を守るための防災教育マニュアル 柴山  元彦∥著 創元社      369     /ｼ      2015.4

防災・減災につなげるハザードマップの活かし方 鈴木  康弘∥編 岩波書店      369     /ｽ    2015.3

東京防災      369     /ﾄ          2015.09

スマート防災 山村  武彦∥著 ぎょうせい      369     /ﾔ      2016.3

ＴＳＵＮＡＭＩ 改訂版 丸善プラネット      453     /ﾂ      2016.3

社会防災の基礎を学ぶ 前林  清和∥著 昭和堂      369     /ﾏ     2016.4

☆期限切れのおにぎり 鈴木  哲夫∥著 近代消防社      369     /ｽ   2016.4

(内容)大規模災害時の日本の危機管理の真実。東日本大震災など大規模な災害時、現場のリーダーは何をしたのか。

請求記号
請求記号請求記号
請求記号

　(内容)地方創生のなかにおける公共施設の問題をさまざまな視点から論じ、事例を挙げながら

東京都総務局総合防災部防災管理課

　　　　　コミュニティとしての公共施設のあり方とは何かを考える。

まちづくり関連資料リスト

【中央図書館 2016年4月～5月受入分 Ｎｏ．１】

注目の本
注目の本注目の本
注目の本

注目の本
注目の本注目の本
注目の本



（教育）
（教育）（教育）
（教育）

観光資源としての博物館 中村  浩∥編著 芙蓉書房出版      069     /ｶ   2016.3

ぶらりあるきカンボジアの博物館 中村  浩∥著 芙蓉書房出版      069     /ﾅ      2015.12

山口県の高校卒業程度　2017年度版 公務員試験研究会∥編 協同出版      317     /ﾔ    2016.2

山口市・下関市・宇部市・周南市・岩国市・防府市の

短大卒程度／初級・高卒程度 2017年版 公務員試験研究会∥編 協同出版      317     /ﾔ    2016.2

学校における自殺予防教育のすすめ方 窪田  由紀∥編 遠見書房      371     /ｶﾞ   2016.2

☆'ＰＴＡ、やらなきゃダメですか？ 山本  浩資∥著 小学館      374     /ﾔ      2016.2

(内容)小学校のＰＴＡから役員会や委員会をなくし、完全ボランティアでの運営を実現。

（介護・福祉）
（介護・福祉）（介護・福祉）
（介護・福祉）

社会保障便利事典  平成２８年版 週刊社会保障編集部∥編 法研      364     /ｼ         2016.2

社会保障の手引  平成２８年版 中央法規出版      364     /ｼ      2016.2

福祉の仕事でプロになる！ 久田  則夫∥著 中央法規出版      369     /ﾋ       2016.3

もう限界！！介護で心がいきづまったときに読む本 高室  成幸∥共同監修 自由国民社      369     /ﾓ     2016.2

もう限界！！介護費用を「１円でも安くしたい」ときに読む本 高室  成幸∥監修 自由国民社      369     /ﾓ     2016.2

今日からはじめるやさしい手話 全日本ろうあ連盟∥監修 学研プラス      378     /ｷ    2016.3

発達障害の改善と予防 澤口  俊之∥著 小学館      378     /ｻ         2016.2

発達障害の早期発見・早期療育・親支援 本田  秀夫∥編著 金子書房      378     /ﾊ       2016.2

この１冊でらくらく合格！認知症ケア専門士テキスト＆

予想問題集'　2016年版 長谷川  侑香∥著 ナツメ社      493.75  /ｺ    2016.2
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にて検索・予約できます。

検索・予約できます。検索・予約できます。
検索・予約できます。

・また、お電話での予約・取り置きもできます。お気軽に御連絡下さい。
・また、お電話での予約・取り置きもできます。お気軽に御連絡下さい。・また、お電話での予約・取り置きもできます。お気軽に御連絡下さい。
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（ＨＰアドレス）
（ＨＰアドレス）（ＨＰアドレス）
（ＨＰアドレス） http://library.city.sanyo-onoda.lg.jp

（電話）
（電話）（電話）
（電話） 83-2870 （ＦＡＸ）

（ＦＡＸ）（ＦＡＸ）
（ＦＡＸ） 83-3564
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