
資料名 著者名 出版社名 出版年月 請求記号

（自治体マネジメント）

２０ＸＸ年地方都市はどう生きるか 宇惠  一郎 日経ＢＰ社 ２０１８．５      318.2  ｳ          

最新最強の地方公務員問題  初級　’１９年版 成美堂出版 ２０１７．１２      318.3  ｻ     

最新最強の地方公務員問題  上級　’１９年版 成美堂出版 ２０１７．１２      318.3  ｻ       

公務員の「課長」の教科書 松井  智 学陽書房 ２０１８．５      318.3  ﾏ          

縮小まちづくり 米山  秀隆 時事通信出版局 ２０１８．５      318.6  ﾖ          

九条俳句訴訟と公民館の自由 佐藤  一子 エイデル研究所 ２０１８．５      323.9  ｷ          

中国・四国地方を支えるモノづくり企業６４社 日刊工業新聞社 ２０１８．４      335.2  ﾁ          

ハローワーク採用の絶対法則 五十川  将史 誠文堂新光社 ２０１８．６      336.4  ｲ    

電話応対はこわくない！ 池田書店 ２０１８．４      336.4  ﾃﾞ    

会計検査事例１００選　平成３０年度版 公会計研究所協会 ２０１８．６      343    ｺ    

図解わかる税金　２０１８－２０１９年版 芥川  靖彦 新星出版社 ２０１８．５      345    ｱ      

統計から読み解く４７都道府県ランキング 久保  哲朗 日東書院本社 ２０１８．５      361.9  ｸ          

はじめての地域づくり実践講座 石井  大一朗 北樹出版 ２０１８．４      361.9  ﾊ          

年金相談標準ハンドブック 日本法令 ２０１８．６      364.6  ｲ          

これ一冊でぜんぶわかる！年金のしくみともらい方　２０１８～２０１９年版 小林労務管理事務所 ナツメ社 ２０１８．６      364.6  ｺ    

図解わかる年金　２０１８－２０１９年版 中尾  幸村 新星出版社 ２０１８．５      364.6  ﾅ          

図解わかる労働基準法　２０１８－２０１９年版 荘司  芳樹 新星出版社 ２０１８．５      366.1  ｼ      

最新最強の履歴書・職務経歴書　’２０年版 成美堂出版 ２０１８．６      366.2  ｻ            

最新最強の就職面接　’２０年版 福沢  恵子 成美堂出版 ２０１８．６      377.9  ﾌ           

Ｊアラートとは何か 上岡  直見 緑風出版 ２０１８．６      392.1  ｶ          

〈まちなか〉から始まる地方創生 福川  裕一 岩波書店 ２０１８．３      518.8  ﾌ          

地域プロデュース、はじめの一歩 山納  洋 河出書房新社 ２０１８．３      601.1  ﾔ          

農業・地域再生とソーラーシェアリング 田畑  保 筑波書房 ２０１８．６      611.7  ﾀ          

空き家の実家を収入源に変える法 赤羽  聖子 自由国民社 ２０１８．４      673.9  ｱ          

インバウンドビジネス入門講座 村山  慶輔 翔泳社 ２０１８．４      689.3  ｲ          

おもしろき国  山口　２０１８．７→９ 山口県観光連盟 山口県観光連盟 ２０１８．６ Y    291    ﾔ          

山陽小野田市議会会議録　平成３０年第１回（３月）定例会・（５月）臨時会 山陽小野田市議会 山陽小野田市議会 ２０１８．７ Y    318    ｻ     

山口県教職員録  平成３０年度 山口県学校生活協同組合２０１８．６ Y    370    ﾔ      

（福祉・介護）

いちばんわかりやすい最新介護保険　'〔２０１８〕 成美堂出版 ２０１８．７      364.4  ｲ         

これならわかるスッキリ図解介護保険 高野  龍昭 翔泳社 ２０１８．５      364.4  ﾀ          

年金・医療保険・介護保険のしくみがわかる本 三宅  明彦 法学書院 ２０１８．５      364.6  ﾈ          

ちょっとしたことでうまくいく  発達障害の人が会社の人間関係で困らないための本 對馬  陽一郎 翔泳社 ２０１８．４      366.2  ﾂ          

改正介護保険のポイントがひと目でわかる本　２０１８年度 田中  元 ぱる出版 ２０１８．５      369.2  ﾀ    

身近な人に介護が必要になったときの手続きのすべて 自由国民社 ２０１８．６      369.2  ﾐ          

ルポ児童相談所 大久保  真紀 朝日新聞出版 ２０１８．５      369.4  ｵ          

虐待・親にもケアを 森田  ゆり 築地書館 ２０１８．６      369.4  ｷﾞ         

ルポ保育格差 小林  美希 岩波書店 ２０１８．４      369.4  ｺ          

なぜ、わが子を棄てるのか ＮＨＫ取材班 ＮＨＫ出版 ２０１８．５      369.4  ﾅ          

保育をゆたかに絵本でコミュニケーション 村中  李衣 かもがわ出版 ２０１８．５      376.1  ﾑ          

まちづくり関連資料リスト ～ご希望の本をあなたの職場までお届けします～

【中央図書館 2018年6月～2018年7月受入分 Ｎｏ．１４ 】



発達障害を生きる ＮＨＫスペシャル取材班 集英社 ２０１８．４      378    ｴ          

知ってラクになる！発達障害の悩みにこたえる本 鈴木  慶太 大和書房 ２０１８．５      378    ｽ          

自閉症とアスペルガー症候群対応ハンドブック 仁平  説子 東北大学出版会 ２０１８．５      378    ﾆ          

発達障害サポート入門 古荘  純一 教文館 ２０１８．５      378    ﾌ          

気持ちが楽になる認知症の家族との暮らし方 池田書店 ２０１８．６      493.75 ｷ          

認知症で使えるサービスしくみお金のことがわかる本 田中  元 自由国民社 ２０１８．６      493.75 ﾀ          

認知症予防フレンドテキストブック メディア・ケアプラス ２０１８．５      493.75 ﾆ          

認知症の取扱説明書 平松  類 ＳＢクリエイティブ ２０１８．５      493.75 ﾋ          

（教育）

教師のブラック残業 内田  良 学陽書房 ２０１８．６      374.3  ｷ          

ＰＴＡ不要論 黒川  祥子 新潮社 ２０１８．５      374.6  ｸ          

どろんこ保育園の食育計画 地球丸 ２０１８．３      376.1  ﾄﾞ         

（防災）

九州・山口県防災気象情報ハンドブック２０１８ 福岡管区気象台 ２０１８．５ Y    369    ｷ     

山陽小野田市 ２０１８．３ Y    369    ｻ     

山陽小野田市洪水避難地図 山陽小野田市 山陽小野田市 ２０１８．６ Y    369    ｻ          

山陽小野田市埴生地区高潮避難地図 山陽小野田市 山陽小野田市 ２００４．３ Y    369    ｻ          

山陽小野田市小野田地区高潮避難地図 山陽小野田市 山陽小野田市 ２００６．３ Y    369    ｻ          

☆ワクワクする職場をつくる。 高橋  克徳 実業之日本社 ２０１８．６      336.3  ﾀ      

☆なぜ、あなたの「働き方改革」は続かないのか？

中山  義人 日経ＢＰ社 ２０１８．４      336.5  ﾅ      

☆同一労働同一賃金の衝撃  「働き方改革」のカギを握る新ルール

山田  久 日本経済新聞出版社２０１７．２ 366ヤ

☆検証働き方改革　問われる「本気度」 日本経済新聞出版社２０１７．９ 366.1ケ
（内容）2017年3月の「働き方改革実行計画」策定後の動きを追い、今後の論点を明確にする。キーパーソンへのインタ
ビューや日経独自調査による、企業やビジネスパーソンの生の声も収録する。『日本経済新聞』連載に加筆し書籍化。｡

（内容）安倍政権が打ち出した格差是正・賃金底上げのための目玉政策、「同一労働同一賃金」。同制度が定着してい
る欧米の実態を踏まえ、日本での実現性や導入するための課題を手早く理解できる格好の入門書。

山陽小野田市土砂災害ハザードマップ　１・２［厚狭］３［埴生］４［小野田・厚狭］５［小野田・厚狭］

・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か月に1回発行予定です。

・リストの資料は、利用者カードをお持ちであれば図書館ホームページにて予約できます。

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

などでお届けも可能です。お気軽にご連絡下さい。

（ＨＰアドレス） http://library.city.sanyo-onoda.lg.jp

（電話） 83-2870 （ＦＡＸ） 83-3564

ピックアップ

これからの「働き方」


