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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歳からの投票心得１０カ条 石田  尊昭 世論時報社      314     ｲ       ２０１６．６

１８歳選挙権ガイドブック 川上  和久 講談社      314     ｶ         ２０１６．６

先進事例でよくわかる  議会事務局はここまでできる！ 髙沖  秀宣 学陽書房      318     ｾ          ２０１６．６

加藤  知美 三修社      336     ｽ    ２０１６．９

一番やさしい地方交付税の本 稲沢  克祐 学陽書房      349     ｲ       ２０１６．６

固定資産税を取り戻せ！ 週刊エコノミスト 毎日新聞出版      349     ｺ      ２０１６．８

育児・介護休業法、均等法、雇用保険法 小磯  優子 労務行政      366     ｲ      ２０１６．７

確定拠出年金の活用と企業年金制度の見直し 可児  俊信 日本法令      366     ｶ   ２０１６．７

貧困子供のＳＯＳ 読売新聞社会部 中央公論新社      367     ﾖ      ２０１６．６

生活保護手帳 '２０１６年度版 中央法規出版      369     ｾ       ２０１６．８

「主権者教育」を問う 新藤  宗幸 岩波書店      375     ｼ     ２０１６．６

地方創生とエネルギーミックス 波形  克彦 同友館      501     ﾁ         ２０１６．７

人口減少と地域の再編 中山  徹 自治体研究社      601     ﾅ     ２０１６．５

☆「地方創生」へのまちづくり・ひとづくり 袖井  孝子 ミネルヴァ書房      318     ﾁ             ２０１６．７

(内容)　住民一人ひとりの力を結集し、誰もが住み良いまちづくりの実践例とノウハウを紹介。

☆公務員の教科書 道徳編

(内容)　コンプライアンスの専門家である著者は彦根市のイメージキャラクターひこにゃんの

　　　  著作権問題を解説。公務員が不祥事、トラブルに巻き込まれないために ２０１６．６

ぎょうせい      318     ﾅ       

（教育）
（教育）（教育）
（教育）

ＰＴＡ応援マニュアル 浜田  博文 ジアース教育新社      374     ﾋﾟ   ２０１６．５

プロ教師に学ぶ小学校国語科授業の基礎技術Ｑ＆Ａ 桂  聖 東洋館出版社      375     ｻ   ２０１２．２

子どものスマホ・トラブル対応ガイド 安川  雅史 ぎょうせい      375     ﾔ        ２０１６．４

下関市・山口市・周南市・岩国市の公立幼稚園教諭・保育士 ２０１７年度版 協同教育研究会 協同出版      376     ｼ    ２０１６．６

イラストでわかるはじめてのインクルーシブ保育 柴崎  正行 合同出版      378     ｲ       ２０１６．５

☆ネットいじめの構造と対処・予防 加納  寛子 金子書房      367     ﾈ   ２０１６．８

(内容)　心理学、教育学などの観点でネットいじめの背景と構造を明らかに。対処、予防の策とは？

すぐに役立つ図解とＱ＆Ａでわかるセクハラ・パワハラ・

マタハラをめぐる法律とトラブル解決法１３０

まちづくり関連資料リスト ～あなたの職場にお届けします～

【中央図書館 2016年8月～9月受入分 Ｎｏ．３】
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（介護・福祉）
（介護・福祉）（介護・福祉）
（介護・福祉）

高齢者施設  お金・選び方・入居の流れがわかる本 太田  差惠子翔泳社      369     ｵ      ２０１６．６

介護オンブズマンがまとめたこれ１冊でわかる特別養護老人ホーム クリエイツかもがわ      369     ｶ      ２０１６．６

宅老所 全国社会福祉協議会      369     ﾀ       ２０１６．６

もう限界！！施設介護を考えるときに読む本 高室  成幸 自由国民社      369     ﾓ     ２０１６．６

誰も教えてくれない“老老地獄”を回避する方法 山崎  宏 ごま書房新社      369     ﾔ     ２０１６．６

よくわかる！聴覚障害者への合理的配慮とは？ 全日本ろうあ連盟      369     ﾖ     ２０１６．６

障害のある子が「親なきあと」にお金で困らない本 渡部  伸 主婦の友社      369     ﾜ            ２０１６．６

親子で理解する発達障害進学・就労準備の進め方 鈴木  慶太 河出書房新社      378     ｵ        ２０１６．５

保育士のための発達障害児の見つけかた 久我  利孝 同成社      378     ｸ    ２０１６．６

発達障害の子どもと親の心が軽くなる本 前川  あさ美 講談社      378     ﾏ      ２０１６．５

認知症の食事ケア  ともに笑顔の毎日ごはん 山口  晴保 主婦と生活社      493.75  ﾆ      ２０１６．７

おひとりさまでも最期まで在宅 中澤  まゆみ築地書館      498.02  ﾅ      ２０１６．７

「老後貧乏」はイヤ！ 横山  光昭 日本経済新聞出版社      591     ﾖ      ２０１６．５

☆介護離職しない、させない 和氣  美枝 毎日新聞出版      366     ﾜ     ２０１６．５

(内容)　人材消失防止のための知恵とスキル。緊急時の「介護の初動マニュアル」掲載。

（防災）
（防災）（防災）
（防災）

災害支援ハンドブック 宗教者災害支援連絡会 春秋社      165     ｻ           ２０１６．６

災害ボランティアハンドブック 関西学院大学出版会      369     ｻ     ２０１６．５

・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、
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利用者カードをお持ち利用者カードをお持ち
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にて
にてにて
にて 予約できます。

予約できます。予約できます。
予約できます。

・また、お電話での予約・取り置きもできます、本庁内へは、逓送便（火・金）
・また、お電話での予約・取り置きもできます、本庁内へは、逓送便（火・金）・また、お電話での予約・取り置きもできます、本庁内へは、逓送便（火・金）
・また、お電話での予約・取り置きもできます、本庁内へは、逓送便（火・金）

にて
にてにて
にて お届けも可能です。お気軽にご連絡下さい。

お届けも可能です。お気軽にご連絡下さい。お届けも可能です。お気軽にご連絡下さい。
お届けも可能です。お気軽にご連絡下さい。

（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


