
資料名
資料名資料名
資料名 著者名

著者名著者名
著者名 出版社

出版社出版社
出版社 発行年月

発行年月発行年月
発行年月

（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

・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



資料名
資料名資料名
資料名 著者名

著者名著者名
著者名 出版社

出版社出版社
出版社

請求記号
請求記号請求記号
請求記号

発行年月
発行年月発行年月
発行年月

（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】

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



（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



資料名
資料名資料名
資料名 著者名

著者名著者名
著者名 出版社

出版社出版社
出版社 請求記号

請求記号請求記号
請求記号 発行年月

発行年月発行年月
発行年月

（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】

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



（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、

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 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



資料名
資料名資料名
資料名 著者名

著者名著者名
著者名 出版社

出版社出版社
出版社 請求記号

請求記号請求記号
請求記号 発行年月

発行年月発行年月
発行年月

（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）

地域を創る！「政策思考力」入門編 宮脇  淳 ぎょうせい      301     ﾐ               ２０１６．８

公務員の「お仕事」と「正体」がよ～くわかる本 秋山  謙一郎秀和システム      317     ｱ               ２０１６．９

地域創生  成功の方程式 木村  俊昭 ぎょうせい      318     ｷ               ２０１６．７

スッキリわかる！地方公務員法のきほん 武田  正孝 学陽書房      318     ﾀ               ２０１６．９

パートナーシップ・生活と制度 杉浦  郁子 緑風出版      324     ﾊﾟ              ２０１６．９

ハンドブック成年後見２法 大口  善德 創英社／三省堂書店      324     ﾊ               ２０１６．８

育児介護休業の実務と手続き 岡田  良則 自由国民社      336     ｵ      ２０１６．８

知っておきたい空き家の税金 柴原  一 近代セールス社      345     ｼ               ２０１６．９

定年前後の年金・保険・税金の手続きをするならこの１冊 岡田  良則 自由国民社      364     ｵ               ２０１６．９

はじめて手続きする人にもよくわかる障害年金の 高橋  裕典 日本法令      364     ﾀ               ２０１６．９

知識と請求手続ハンドブック

市民のための消費者契約法 村  千鶴子 中央経済社      365     ﾑ               ２０１６．９

公文書作成の手引 公文書研究会集協力 郵研社      816     ｺ               ２０１６．７

☆公民館はだれのもの 長澤  成次 自治体研究社      379     ﾅ               ２０１６．８

（内容） 住民主体の地域社会教育運動の視点から、改めて公民館の可能性を探る。

☆町の未来をこの手でつくる 猪谷  千香 幻冬舎      601     ｲ               ２０１６．９

（内容）補助金に頼らない、公民連携によるまちづくり。

（防災）
（防災）（防災）
（防災）

防災グッズ大図鑑 プレジデント社      369     ﾎﾞ              ２０１６．９

☆外国人住民のための防災ハンドブック　 山口県      369     ｶﾞ              ２０１６．７

英語/中国語（簡体字）/韓国語/タガログ語/ベトナム語/やさしい日本語

（内容）災害に関する知識が充分でない外国人住民向けハンドブック。山口県防災危機管理課作成。

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 2016年10月～11月受入分 Ｎｏ．４】

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



（介護・福祉・教育）
（介護・福祉・教育）（介護・福祉・教育）
（介護・福祉・教育）

日本で老いて死ぬということ 朝日新聞出版      367     ｱ               ２０１６．６

老後ひとりぼっち 松原  惇子 ＳＢクリエイティブ      367     ﾏ               ２０１６．９

介護福祉士国家試験模擬問題集　2017 中央法規出版      369     ｶ     ２０１６．６

子ども食堂をつくろう！

豊島子どもＷＡＫＵ

ＷＡＫＵネットワーク

明石書店      369     ｺ               ２０１６．８

楽しい介護レクリエーション 富永  雅美 池田書店      369     ﾄ               ２０１６．９

認知症の人とのおつきあい 三一書房      369     ﾆ               ２０１６．９

すべてがわかる認知症　2016 朝日新聞出版      493.75  ｽ               ２０１６．８

☆長生きしても報われない社会 山岡  淳一郎筑摩書房      498.02  ﾔ               ２０１６．９

（内容）在宅医療、地域、自治体、国・・・。病院以外に行き先はあるのか？日本の医療の問題点とその可能性を探る。

週末介護 岸本  葉子 晶文社      916     ｷ               ２０１６．７

自宅で親を看取る 小池  百合子 幻冬舎      916     ｺ       ２０１４．９

☆'ＬＤの子の読み書き支援がわかる本 小池  敏英 講談社      378     ｴ               ２０１６．９

（内容）12種類の支援法から学び方を見直すヒントをみつける。

・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）

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

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



資料名
資料名資料名
資料名 著者名

著者名著者名
著者名 出版社

出版社出版社
出版社 請求記号

請求記号請求記号
請求記号 発行年月

発行年月発行年月
発行年月

（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）

未来につなげる地方創生 日経ＢＰ社      318 ﾐ                 ２０１６．１０

地方創生の罠 山田  順  著 イースト・プレス      318 ﾔ                 ２０１６．８

フランスはどう少子化を克服したか 髙崎  順子  著 新潮社      334 ﾀ                 ２０１６．１０

地方創生大全 木下  斉  著 東洋経済新報社      601 ｷ                 ２０１６．１０

地域創生イノベーション 忽那  憲治  編著 中央経済社      601ﾁ                 ２０１６．１０

☆'地域創造のための観光マネジメント講座 吉兼　秀夫 著 学芸出版社      689 ﾁ                 ２０１６．１１

（内容）観光商品づくりから地域づくりまで幅広く解説。著者の吉兼秀夫氏は、山口県生まれ。

（防災）
（防災）（防災）
（防災）

地震イツモマニュアル 地震イツモプロジェクト  編 ポプラ社      369 ｼﾞ                ２０１６．８

（介護）
（介護）（介護）
（介護）

介護ヘルパーにたのめること、たのめないこと。 松川  竜也  監修 ユーキャン学び出版部      364 ｶ                 ２０１６．９

介護事故をなくすためにやっておくべき５１のルール 田中  元  著 ぱる出版      369 ﾀ                 ２０１６．１０

介護殺人

毎日新聞大阪

社会部取材班  著 新潮社      369ﾏ                 ２０１６．１１

介護施設で何が起きているのか 吉田  輝美  著 ぎょうせい      369 ﾖ                 ２０１６．１０

☆認知症ガーデン 上野  冨紗子  著 新曜社      369 ﾆ                 ２０１６．１１

（内容）ある小さなデイサービスで感じられた生きるということの不思議さ。

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 2016年12月～2017年1月受入分 Ｎｏ．５】

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



資料名
資料名資料名
資料名 著者名

著者名著者名
著者名 出版社

出版社出版社
出版社 請求記号

請求記号請求記号
請求記号

発行年月
発行年月発行年月
発行年月

（福祉・教育）
（福祉・教育）（福祉・教育）
（福祉・教育）

博物館資料取扱いガイドブック 日本博物館協会  編集 ぎょうせい      069ﾊ                 ２０１６．９

東京のちいさな美術館・博物館・文学館 増山  かおり  著 エクスナレッジ      069 ﾏ                 ２０１６．１０

子どもと貧困 朝日新聞取材班  著 朝日新聞出版      367ｱ                 ２０１６．１０

給食費未納 鳫  咲子  著 光文社      369 ｶﾞ                ２０１６．９

これならわかるスッキリ図解  障害者差別解消法 二本柳  覚  編著 翔泳社      369ｺ                 ２０１６．９

これでバッチリ！生活保護 六波羅  詩朗  監修 第一法規      369 ｺ                 ２０１６．１１

貧困と保育 秋田  喜代美  編著 かもがわ出版      369 ﾋ                 ２０１６．９

不登校に、なりたくてなる子はいない。 上野  良樹  著 ぶどう社      371ｳ                 ２０１６．９

２０代教師のためのクラス回復術 桔梗  友行  著 学陽書房      374ｷ                 ２０１６．１０

ＡＳＤ〈アスペルガー症候群〉、ＡＤＨＤ、ＬＤ女の子の発達障害 宮尾  益知  監修 河出書房新社      378 ｴ                 ２０１６．１０

☆'やっかいな子どもや大人との接し方マニュアル 宮田  雄吾  著 日本評論社      375       ﾐ                 ２０１６．１０

（内容）効果的な叱り方、思春期の子どもとの信頼関係・・・など対応の仕方を伝授。

☆特別支援教育  簡単手作り教材ＢＯＯＫ

東濃特別支援学校研究会

編著 クリエイツかもがわ      378  ﾄ                 ２０１６．１１

（内容）こんな教材があったら・・・。学校や家庭で使える教材、125例。

・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にて予約できます。

図書館ホームページにて予約できます。図書館ホームページにて予約できます。
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）
・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）・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）
・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）

になどでお届けも可能です。お気軽にご連絡下さい。
になどでお届けも可能です。お気軽にご連絡下さい。になどでお届けも可能です。お気軽にご連絡下さい。
に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）
（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


