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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）

１８歳からの民主主義 岩波新書編集部 岩波書店      311     ｼﾞ              ２０１６．４

若い有権者のための政治入門 藤井  厳喜 勉誠出版      312     ﾌ               ２０１６．４

１８歳からの政治選択 平和  国際教育研究会 平和文化      314     ｼﾞ              ２０１６．４

１８歳選挙権の手引き １８歳選挙権研究会 国政情報センター      314     ｼﾞ              ２０１５．７

わがまち再生プロジェクト 桑子  敏雄 ＫＡＤＯＫＡＷＡ      318     ｸ               ２０１６．３

地域再生の失敗学 飯田  泰之 光文社      318     ﾁ               ２０１６．４

地方自治のしくみがわかる本 村林  守 岩波書店      318     ﾑ               ２０１６．２

私道・境界・近隣紛争の法律相談 野辺  博 学陽書房      324     ｼ               ２０１６．３

超少子化

ＮＨＫスペシャル「私たちの

これから」取材班 ポプラ社      334     ﾁ               ２０１６．４

図解わかる税金 ２０１６－２０１７年版 芥川  靖彦 新星出版社      345     ｱ               ２０１６．４

Ｑ＆Ａすぐわかる軽減税率 日本経済新聞社 日本経済新聞出版社      345     ｷ               ２０１６．３

図解わかる年金 ２０１６－２０１７年版 中尾  幸村 新星出版社      364     ﾅ           ２０１６．４

Ｑ＆Ａ  自治体のための空家対策ハンドブック 西口  元 ぎょうせい      365     ｷ               ２０１６．３

地方の未来が見える本 清丸  惠三郎 洋泉社      601     ｾ               ２０１６．３

競わない地方創生 久繁  哲之介 時事通信出版局      601     ﾋ               ２０１６．３

☆人口減が地方を強くする 藤波  匠 日本経済新聞出版社      601     ﾌ               ２０１６．４

(内容)　人あつめには良い仕事を！人口減を受入れて見える新しい地方再生の道を考える。

（教育）
（教育）（教育）
（教育）

スマホ世代の子どもたちと向き合うために教師が

知っておくべきネット社会とデジタルのルール 楢原  毅 小学館      375     ﾅ               ２０１６．３

小中高・不登校生の居場所探し ２０１６～２０１７年版 学びリンク      376     ｼ ２０１６．３

全国夜間中学ガイド 学びリンク      376     ｾﾞ              ２０１６．３

地方創生と大学

内閣府経済社会

総合研究所 公人の友社      377     ﾁ               ２０１６．５

発達障害の可能性がある子どもの保護者支援 木曽  陽子 晃洋書房      378     ｷ               ２０１６．４

☆学校と一緒に安心して子どもを育てる本 多賀  一郎 小学館      374     ﾀ               ２０１６．３

(内容)　全国で教員育成、保護者相談にあたる著者の

            「小学生保護者が幸せな子育てをするために役立つ知恵」とは？

まちづくり関連資料リスト

【中央図書館 2016年6月～7月受入分 Ｎｏ．２】
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（介護・福祉）
（介護・福祉）（介護・福祉）
（介護・福祉）

もう親を捨てるしかない 島田  裕巳 幻冬舎      367     ｼ               ２０１６．５

認知症の人がスッと落ち着く言葉かけ 右馬埜  節子 講談社      369     ｳ               ２０１６．３

高齢者ホームを選ぶときにまず読む本 上原  隆夫 秀和システム      369     ｳ               ２０１６．４

介護がはじまる 日本出版制作センター 日本出版制作センター      369     ｶ               ２０１６．３

Ｑ＆Ａ障害者差別解消法 野村  茂樹 生活書院      369     ｷ               ２０１６．３

グッドケア！！ 笹山  周作 大学教育出版      369     ｸﾞ              ２０１６．４

これならわかるスッキリ図解介護事故・トラブル 小林  彰宏 翔泳社      369     ｺ               ２０１６．３

福祉と介護  「７Ｋ」職場の改善術 佐瀬  睦夫

幻冬舎メディア

コンサルティン      369     ｻ               ２０１６．２

障害者差別解消法事業者のための対応指針〈ガイドライン〉 中央法規出版編集部 中央法規出版      369     ｼ               ２０１６．４

障がい者が学び続けるということ 田中  良三 新日本出版社      369     ｼ               ２０１６．３

名前のない母子をみつめて 蓮田  太二 北大路書房      369     ﾊ               ２０１６．４

介護のこころが虐待に向かうとき 松本  一生 ワールドプランニング      369     ﾏ               ２０１６．４

もう限界！！介護で仕事を辞めないために読む本 高室  成幸 自由国民社      369     ﾓ               ２０１６．５

ルポ母子避難 吉田  千亜 岩波書店      369     ﾖ               ２０１６．２

認知症の私からあなたへ 佐藤  雅彦 大月書店      493.75  ｻ               ２０１６．５

介護漂流 山口  道宏 現代書館      598     ｶ               ２０１６．４

☆なぜ母親は娘を手にかけたのか 井上  英夫 旬報社      368     ﾅ               ２０１６．５

(内容)　「この母の叫びにこたえていたら」貧困が深刻化する日本で起こった母子心中。

　　　　   再発防止のための社会のあり方と制度を提言。

☆認知症カフェ読本 矢吹  知之 中央法規出版      369     ﾔ               ２０１６．４

(内容)　認知症カフェを始めるに当たっての手引書。カフェ開催・継続の方法をＱＡ方式で紹介。

            国内外１１の実践例も掲載。

・まちづくり関連資料リストは、行政の推進に役立つ本をリストアップしたもので、
・まちづくり関連資料リストは、行政の推進に役立つ本をリストアップしたもので、・まちづくり関連資料リストは、行政の推進に役立つ本をリストアップしたもので、
・まちづくり関連資料リストは、行政の推進に役立つ本をリストアップしたもので、

2
22
2か月に
か月にか月に
か月に1

11
1回発行予定です。
回発行予定です。回発行予定です。
回発行予定です。

・リストの資料は、
・リストの資料は、・リストの資料は、
・リストの資料は、利用者カードをお持ち

利用者カードをお持ち利用者カードをお持ち
利用者カードをお持ちであれば

であればであれば
であれば図書館ホームページ

図書館ホームページ図書館ホームページ
図書館ホームページ

にて
にてにて
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。
・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。

（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

注目の本
注目の本注目の本
注目の本


