
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）

Ｅｘｃｅｌ時短はじめました！ 清水  久三子 インプレス ２０１８．９      007.6 ｴ             

コンテンツ別ウェブサイトの著作権Ｑ＆Ａ 雪丸  真吾 中央経済社 ２０１８．８      021.2 ｺ             

日本型組織の病を考える 村木  厚子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ２０１８．８      304   ﾑ             

監視社会と公文書管理 三宅  弘 花伝社 ２０１８．８      316.1 ﾐ             

公務員をめざす人の本 ’２０年版 北里  敏明 成美堂出版 ２０１８．１１      317.3 ｺ        

２０４０年自治体の未来はこう変わる！ 今井  照 学陽書房 ２０１８．９      318.1 ｲ             

１０年で激変する！「公務員の未来」予想図 小紫  雅史 学陽書房 ２０１８．１０      318.3 ｺ             

外国人の受入れと日本社会 髙宅  茂 日本加除出版 ２０１８．１０      329.9 ﾀ             

Ｑ＆Ａ外国人・留学生支援「よろず相談」ハンドブック 永井  弘行 セルバ出版 ２０１８．９      329.9 ﾅ             

マンガでわかる！仕事で絶対ミスしない技術 鈴木  真理子 宝島社 ２０１８．９      336   ｽ    

仕事はもっと楽しくできる ＯＮＥ  ＪＡＰＡＮプレジデント社 ２０１８．１０      336.3 ｼ   

内定辞退ゼロ 近藤  悦康 実業之日本社 ２０１８．１０      336.4 ｺ     

働く女子の人間関係術 福島　哲史 ＣＣＣメディアハウス２０１８．３      336.4 ﾌ    

いっきにわかる！確定申告の書き方 平成３１年３月１５日締切分 松井  繁忠 洋泉社 ２０１８．１１      336.9 ｲ      

人と会っても疲れないコミュ障のための聴き方・話し方 印南  敦史 日本実業出版社 ２０１８．１      361.4 ｲ    

コミュニケーションの強化書 篠崎  晃一 主婦の友社 ２０１８．９      361.4 ｺ             

マンガでわかる！仕事も人間関係もうまくいく「気遣い」のキホン 三上  ナナエ すばる舎 ２０１８．９      361.4 ﾐ    

ネットではわからない空き家問題の片づけ方 大久保  恭子 主婦の友社 ２０１８．９      365.3 ｵ             

「働き方改革」の嘘 久原  穏 集英社 ２０１８．９      366   ｸ             

働き方改革！ 労働調査会出版局労働調査会 ２０１８．８      366.1 ﾊ             

生きるように働く ナカムラ  ケンタ ミシマ社 ２０１８．１０      366.2 ﾅ             

ポカミス「ゼロ」徹底対策ガイド 中崎  勝 日刊工業新聞社 ２０１８．３      509.6 ﾅ    

必携ドローン活用ガイド 内山  庄一郎 東京法令出版 ２０１８．９      538.6 ﾋ             

対面・電話・メールまでクレーム対応「完全撃退」マニュアル 援川  聡 ダイヤモンド社 ２０１８．９      673.3 ｴ  

絶対に身につけたい本物の接客 菊地  麻衣子 明日香出版社 ２０１８．９      673.3 ｷ   

上手に「切り返す」技術 齋藤  孝 辰巳出版 ２０１８．７      809.2 ｻ             

分かりやすい公用文の書き方 礒崎  陽輔 ぎょうせい ２０１８．８      816.4 ｲ             

（福祉・介護）

障がい者の就活ガイド 紺野  大輝 左右社 ２０１７．１      366.2 ｺ     

被差別部落の真実 小早川  明良 にんげん出版 ２０１８．１０      361.8 ｺ             

発達障害の人の「私たちの就活」 河出書房新社 ２０１８．８      366.2 ﾊ     

ルポひきこもり未満 池上  正樹 集英社 ２０１８．９      367.6 ｲ             

地域を変える認知症カフェ企画・運営マニュアル 矢吹  知之 中央法規出版 ２０１８．９      369   ﾁ             

中年マンガ家ですが介護ヘルパー続けてます 吉田  美紀子 双葉社 ２０１８．９      369.1 ﾖ             

障害のある子の「親なきあと」 渡部  伸 主婦の友社 ２０１８．１０      369.2 ﾜ             

介護再編 武内  和久 ディスカヴァー・トゥエンティワン ２０１８．８      369.26ﾀ             

Ｑ＆Ａ児童虐待防止ハンドブック 児童虐待問題研究会 ぎょうせい ２０１８．３      369.4 ｷ             

保育現場の子ども虐待対応マニュアル 倉石  哲也 中央法規出版 ２０１８．５      369.4 ｸ             

認知症はこうしたら治せる 犬山  康子 ナショナル出版 ２０１８．１      493.75ｲ             

認知症対策の新常識 鈴木  宏幸 日東書院本社 ２０１８．１０      493.75ｽ             

認知症・要介護を予防・改善！「脳の病気」最新対策 「きょうの健康」番組制作班主婦と生活社 ２０１８．９      493.75ﾆ             

認知症の人を理解したいと思ったとき読む本 内門  大丈 大和出版 ２０１８．４      493.75ﾆ             

認知症は接し方で１００％変わる！ 吉田  勝明 ＩＤＰ出版 ２０１７．１２      493.75ﾖ             

発達障害の人のための上手に「人付き合い」ができるようになる本 吉濱　ツトム 実務教育出版 ２０１８．５      493.76ﾖ             

認知症鉄道事故裁判 高井  隆一 ブックマン社 ２０１８．４      686.7 ﾀ             

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10月～2018年11月受入分 Ｎｏ．１６ 】



（教育）

小学校明日からできる！読書活動アイデア事典 塩谷  京子∥編著明治図書出版 ２０１８．９      019.2 ｼ             

学校に行きたくない君へ 全国不登校新聞社 ポプラ社 ２０１８．８      371.4 ｶﾞ            

シックスクール問題と対策 加藤  やすこ 緑風出版 ２０１８．９      374.9 ｶ             

小学生がシーンとして聴く道徳話１００選 長谷川  博之 学芸みらい社 ２０１８．６      375.3 ｼ             

「気になる子」のわらべうた 山下  直樹 クレヨンハウス ２０１８．９      376.1 ﾔ             

「本の読み方」で学力は決まる 松﨑  泰 青春出版社 ２０１８．９      379.9 ﾏ             

虐待が脳を変える 友田  明美 新曜社 ２０１８．１      493.93ﾄ             

☆職場のハラスメント 大和田  敢太 中央公論新社 ２０１８．２
     336.4 ｵ    

☆上司の「いじり」が許せない 中野  円佳 講談社 ２０１８．３
     336.4 ﾅ        

☆過重労働・ハラスメント訴訟 荒井  太一 中央経済社 ２０１８．９
     366.1 ｱ     

☆上司が何を言っているのかわからない！というあなたへ 松本　幸夫 海竜社 ２０１８．４
     336.4 ﾏ    

☆予防・解決職場のパワハラセクハラメンタルヘルス 水谷  英夫 日本加除出版 ２０１８．６
     336.4 ﾐ        

☆パワハラをなくす教科書 和田  隆 方丈社 ２０１８．９
     336.4 ﾜ   

☆職場のハラスメント 中井  智子 労務行政 ２０１８．６
     366.3 ﾅ     

☆パワハラ・セクハラ・マタハラ相談はこうして話を聴く 野原  蓉子 経団連出版 ２０１７．１２
     366.3 ﾉ    

☆ここからセクハラ！ 牟田  和恵 集英社 ２０１８．１１
     366.3 ﾑ   

☆「セクハラ」と「パワハラ」野党と「モラハラ」メディア 藤原  かずえ ワニブックス ２０１８．１０
     367.9 ﾌ             

☆キャンパスハラスメント対策ハンドブック 飛翔法律事務所 経済産業調査会 ２０１８．３
     377.1 ｷ             

（内容）時として「いじり」は「いじめ」よりも残酷なハラスメントになる。
職場における「いじり」について真っ正面から向き合い、実態調査し、問題提起をした１冊。

・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

ハラスメント


