
資料名 著者名 出版社 請求記号 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）

ふるさと革命 片山  修　著 潮出版社    601 ｶ　        ２０１６．１１

地方創生２．０ 神尾  文彦　著 東洋経済新報社    601 ｶ        ２０１６．１１

小さなまちづくりのための空き家活用術 髙橋　大輔　監修 建築資料研究社    601 ﾁ        ２０１７．１

中国山地過疎５０年 中国新聞取材班　編 未來社    611 ﾁ        ２０１６．１２

ＰＲ視点のインバウンド戦略 電通パブリックリレーションズ　著 宣伝会議    689 ﾋﾟ         ２０１６．１１

成功１７事例で学ぶ自治体ＰＲ戦略 電通パブリックリレーションズ　編著 時事通信出版局    318 ｾ        ２０１６．１２

ふるさと納税と地域経営 髙松  俊和　著

日本教育研究団事業

構想大学院大学出版部    318 ﾀ        ２０１６．１２

ふるさと納税の理論と実践 保田　隆明　著

日本教育研究団事業

構想大学院大学出版部    349 ﾎ        ２０１７．２

ぼくらは地方で幸せを見つける 指出  一正　著 ポプラ社    601 ｻ        ２０１６．１２

（内容）「若者」×「ローカル」に学ぶ、地元の底力を引き出す秘訣とは・・・？

（防災）
（防災）（防災）
（防災）

そのときどうする 日本防火　防災協会　編集 東京法令出版    369 ｿ        ２０１６．１２

活断層地震はどこまで予測できるか 遠田  晋次　著 講談社    453 ﾄ        ２０１６．１２

（介護）
（介護）（介護）
（介護）

年金・医療保険・介護保険のしくみがわかる本 三宅  明彦　著 法学書院    364 ﾈ        ２０１６．１２

哀しみを得る 村中　李衣　著 かもがわ出版    916 ﾑ        ２０１７．１

（内容）小さな命を見つめ続けてきた著者が、介護に思いをいたすドキュメンタリー。著者の村中李衣氏は当市在住。

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 2017年2月～2017年3月受入分 Ｎｏ．６】

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 著者名 出版社 請求記号 発行年月

（福祉・教育）
（福祉・教育）（福祉・教育）
（福祉・教育）

誰も教えてくれない妻のための相続とお金の話 植田  統　著 朝日新聞出版    324 ｳ       ２０１６．１２

難民高校生 仁藤　夢乃　著 筑摩書房 B  367 ﾆ       ２０１６．１２

下流老人　続 藤田  孝典　著 朝日新聞出版    367 ﾌ 2       ２０１６．１２

子どもの貧困ハンドブック 松本  伊智朗　編著 かもがわ出版    369 ｺ        ２０１６．１１

知っていますか？障害者の権利一問一答 ＤＰＩ日本会議　編 解放出版社    369 ｼ        ２０１６．１１

自閉症のきょうだいを育てたある家族の流儀 大石  明美　著 学事出版    378 ｵ        ２０１６．１２

発達障害の子の「友達づくり」トレーニング 有光  興記　監修 講談社    378 ﾊ        ２０１６．１２

「ようちえん」はじめました！ 葭田　あきこ　著 新評論    376 ﾖ        ２０１７．１

ママたちが非常事態！？ ＮＨＫスペシャル取材班　著 ポプラ社    599 ｴ        ２０１６．１２

ディスレクシアでも活躍できる 藤堂　栄子　編著 ぶどう社    366 ﾃﾞ       ２０１６．１２

（内容）読み書きが困難なディスレクシアの人たちに向けた働き方ガイド。

・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）

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



資料名 著者名 出版社 発行年月 請求記号

（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）

地方創生逆転の一打 玉田　樹∥著 ぎょうせい ２０１７．１     601  ﾀ        

老いる家崩れる街 野澤  千絵∥著 講談社 ２０１６．１１     365.3  ﾉ        

地方自治と図書館 片山  善博∥著 勁草書房 ２０１６．１２     011  ｶ        

データでみる県勢　2017 矢野恒太記念会∥編集 矢野恒太記念会 ２０１６．１２     351  ﾃﾞ      

地方創生に役立つ！「地域データ分析」の教科書 日本青年会議所∥共同編集 大正大学出版会 ２０１７．１     331  ﾁ        

地方イノベーション 池田　弘∥著 日経ＢＰ社 ２０１７．２     601  ｲ       

ラジオと地域と図書館と 内野　安彦∥編著 ほおずき書籍 ２０１７．２     699  ﾗ        

人口減少時代を生き抜く自治体 大森　彌∥著 第一法規 ２０１７．３     318  ｵ        

戸籍のことならこの１冊 石原　豊昭∥共著 自由国民社 ２０１７．３     324  ｺ      

公立図書館における地域資料サービスに関する実態調査

報告書2016年度 全国公共図書館協議会∥編

全国公共図書館

協議会 ２０１７．３     014.7 ｺ        

すぐに役立つ入門図解

最新よくわかる障害者総合支援法 若林　美佳∥監修 三修社 ２０１７．３     369  ｽ       

マンガでわかる確定拠出年金 風呂内  亜矢∥監修 日本実業出版社 ２０１７．１     366  ﾏ        

フードツーリズムのすすめ 菊地  俊夫∥著 フレグランスジャーナル社 ２０１６．１１     689  ｷ        

（内容）フードツーリズムとは、「食」に関わる総合的な観光の形態。これからの地域づくりのヒントとなる１冊。

（防災）
（防災）（防災）
（防災）

最新防災・復興法制 佐々木  晶二∥著 第一法規 ２０１７．２     369  ｻ      

３．１１を心に刻んで　2017 岩波書店編集部∥編 岩波書店 ２０１７．３     369  ｻ   

フクシマ６年後消されゆく被害 日野　行介∥著 人文書院 ２０１７．３     369  ﾋ        

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 2017年4月～2017年5月受入分 Ｎｏ．７】

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）

傾聴の基礎から実践 武藤  圭子∥著 丸善プラネット ２０１７．１     146  ﾑ        

これならわかる〈スッキリ図解〉障害年金 松山　純子∥著 翔泳社 ２０１７．２     364  ﾏ       

一億総貧困時代 雨宮　処凛∥著 集英社インターナショナル ２０１７．１     368  ｱ       

マンガでわかる！高齢者詐欺対策マニュアル 西田　公昭∥著

ディスカヴァー・

トゥエンティワン ２０１６．１２     368.6 ﾆ        

親の介護で自滅しない選択 太田　差惠子∥著 日本経済新聞出版社 ２０１７．２     369  ｵ       

新しい手話　2017 全日本ろうあ連盟∥編集 全日本ろうあ連盟 ２０１６．１２     378  ｱ    

ＬＤ学習症〈学習障害〉の本 宮本　信也∥監修 主婦の友社 ２０１７．４     378  ｴ        

ママの行列ができるベビー系教室の作り方 中野  美紀子∥著 マガジンランド ２０１６．１２     379  ﾅ        

ユニバーサルトイレ 老田　智美∥著 彰国社 ２０１７．３     518  ｵ     

イップス 石原　心∥著 大修館書店 ２０１７．２     780  ｲ        

先生、貧困ってなんですか？

自立生活サポートセンター

もやい∥著 合同出版 ２０１７．２     368  ｾ       

（内容）日本の貧困について、１２の切り口からわかりやすく解説。

　　　　 ７／７（金）～中央図書館「今月のトピックス」コーナーにて貧困をテーマに展示をしています。

（教育）
（教育）（教育）
（教育）

司書教諭の実務マニュアル 塩谷　京子∥著 明治図書出版 ２０１７．３     017  ｼ     

はじめてみよう！これからの部落問題学習

ひょうご部落解放

人権研究所∥編 解放出版社 ２０１７．３     371  ﾊ       

白熱する教室をつくるＱ＆Ａ５５ 菊池　省三∥著 中村堂 ２０１７．２     374  ｷ       

注目の本
注目の本注目の本
注目の本

・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）

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



資料名 著者名 出版社 発行年月 請求記号

（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）

病院図書館の世界 奥出  麻里∥著 日外アソシエーツ ２０１７．３     016 ｵ      

マンガでやさしくわかる傾聴 古宮  昇∥著 日本能率協会マネジメントセンター ２０１７．１     146 ｺ        

必携自治体職員ハンドブック 公職研編集部∥編 公職研 ２０１７．４     318 ﾋ        

図解わかる税金 ２０１７－２０１８年版 芥川  靖彦∥著 新星出版社 ２０１７．５     345 ｱ      

すぐに役立つ入門図解最新よくわかる障害者総合支援法 若林  美佳∥監修 三修社 ２０１７．３     369 ｽ        

よくわかる公民館のしごと 全国公民館連合会∥編著 第一法規 ２０１７．４     379 ﾖ        

防衛ハンドブック 平成２９年版 朝雲新聞社出版業務部∥編著 朝雲新聞社 ２０１７．３     392 ﾎﾞ       

環境白書  平成２９年版 環境省総合環境政策局環境計画課∥編 環境省 2017.06     519 ｶ     

図解建築法規　２０１７ 国土交通省住宅局建築指導課∥編集 新日本法規出版 ２０１７．３     520 ｽﾞ      

どんな場面・どんなお客様でも

きちんと話せる接客用語辞典 尾形  圭子∥著 すばる舎 ２０１７．３     673 ｵ 

Ｑ＆Ａ部落差別解消推進法 部落解放同盟中央本部∥編 解放出版社 ２０１７．６    361.8 ｷ        

図解・社会保険入門の入門 平成２９年版 吉田　正敏∥著 税務研究会出版局 ２０１７．６    364.3 ﾖ   

（防災）
（防災）（防災）
（防災）

熊本地震２０１６の記憶 岩岡  中正∥編 弦書房 ２０１７．３     369 ｸ       

「心の除染」という虚構 黒川  祥子∥著 集英社インターナショナル ２０１７．２     369 ｸ        

記者たちは海に向かった 門田　隆将∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ２０１７．２ 　B 070 ｶ        

災害ボランティア入門 ピースボート災害ボランティアセンター∥編 合同出版 ２０１７．３     369 ｻ        

（内容）災害が起きたとき、あなたの力を人にために活かすために！災害ボランティアweb検定の公式テキスト。

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 2017年6月～2017年7月受入分 Ｎｏ．８】

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）

ＬＧＢＴを読みとく 森山  至貴∥著 筑摩書房 ２０１７．３     367 ﾓ        

ケアとサポートが楽になる超図解認知症介護 米山　淑子∥監修 朝日新聞出版 ２０１７．５     369 ｹ        

シングルマザーをひとりぼっちにしないために シンママ大阪応援団∥編 日本機関紙出版センター ２０１７．７     369 ｼ        

できることを取り戻す魔法の介護

長谷工シニアホールディングス

にやりほっと探検隊∥著 ポプラ社 ２０１７．５     369 ﾆ        

ＡＳＤ〈アスペルガー症候群〉、ＡＤＨＤ、ＬＤ  女性の発達障害 宮尾  益知∥監修 河出書房新社 ２０１７．３     378 ｴ        

障害児保育ワークブック 星山　麻木∥編著 萌文書林 ２０１７．４     378 ｼ        

発達障害 岩波　明∥著 文藝春秋 ２０１７．３     493 ｲ        

認知症になってもだいじょうぶ！ 藤田  和子∥著 メディア・ケアプラス ２０１７．４     916 ﾌ        

認知症いま本当に知りたいこと１０１ 阿部　和穂∥著 武蔵野大学出版会 ２０１７．６    493.7 ｱ        

ようこそ、認知症カフェへ 武地　一∥著 ミネルヴァ書房 ２０１７．５   493.75 ﾀ        

起立性調節障害の子どもの日常生活サポートブック 田中  英高∥著 中央法規出版 ２０１７．３   493.93 ﾀ        

起立性調節障害の子どもの正しい理解と対応 田中  英高∥著 中央法規出版 ２０１７．３   493.93 ﾀ        

（教育）
（教育）（教育）
（教育）

学校図書館のアイデア＆テクニック 秋田  倫子∥著 少年写真新聞社 ２０１７．４     017 ｱ        

学校司書という仕事 高橋  恵美子∥著 青弓社 ２０１７．４     017 ﾀ        

子どもの防犯マニュアル 舟生  岳夫∥著 日経ＢＰ社 ２０１７．３     368 ﾌ        

みんなの道徳解体新書 パオロ  マッツァリーノ∥著 筑摩書房 ２０１６．１１     371 ﾊﾟ        

保育内容総論 大沢　裕∥編著 一藝社 ２０１７．２     376 ﾎ        

通信制高校のすべて 手島　純∥編著 彩流社 ２０１７．５    376.4 ﾃ        

・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、
・また、お電話での予約・取り置きもできます、・また、お電話での予約・取り置きもできます、
・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）

市役所本庁内へは、逓送便（火・金）市役所本庁内へは、逓送便（火・金）
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。
などでお届けも可能です。お気軽にご連絡下さい。などでお届けも可能です。お気軽にご連絡下さい。
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



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）
(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）

ポストデジタル時代の公共図書館 植村  八潮∥編 勉誠出版 ２０１７．６   010.2  ﾎﾟ    

日本国勢図会　２０１７／１８ 矢野恒太記念会∥編集 矢野恒太記念会 ２０１７．６   351  ﾆ

住民基本台帳人口要覧  平成２９年度版　Ⅰ 国土地理協会 2017.08   358  ｺ

住民基本台帳人口要覧  平成２９年度版　Ⅱ 国土地理協会 2017.08   358  ｺ

住民基本台帳人口移動報告年報　平成２８年 総務省統計局 2017.07   358  ｿ

労基署がやってきた！ 森井  博子∥著 宝島社 ２０１７．６   366  ﾓ

日本の防衛　平成２９年版 防衛省∥編 日経印刷 2017.08   392  ﾆ

これからの地域再生 飯田  泰之∥編 晶文社 ２０１７．６   601  ｺ    

図解・社会保険入門の入門　平成２９年版 吉田  正敏∥著 税務研究会出版局 ２０１７．６   364.3  ﾖ  

人口減少時代の土地問題 吉原　祥子∥著 中央公論新社 ２０１７．７   334.6  ﾖ  

（内容）土地の「所有者不明」問題について、問題の根源や実態を描く。

（福祉・介護）
（福祉・介護）（福祉・介護）
（福祉・介護）

父「永六輔」を看取る 永　千絵∥著 宝島社 ２０１７．８   289.1  ｴ 

親権と子ども 榊原  富士子∥著 岩波書店 ２０１７．６   324.6  ｻ

女子と貧困 雨宮  処凛∥著 かもがわ出版 ２０１７．６   367  ｱ    

かんもくって何なの！？ モリナガ  アメ∥著 合同出版 ２０１７．５   378  ﾓ

今日から役立つハンディ手話辞典 全日本ろうあ連盟∥監修 学研プラス ２０１７．７   378.2  ｷ     

あるがままに自閉症です 東田  直樹∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ２０１７．６  B 378  ﾋ   

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 2017年8月～2017年9月受入分 Ｎｏ．９】

注目の本
注目の本注目の本
注目の本



（防災）
（防災）（防災）
（防災）

３．１１後の子どもと健康 大谷　尚子∥著 岩波書店 ２０１７．７   374.9  ｻ

（教育）
（教育）（教育）
（教育）

ブラック奨学金 今野  晴貴∥著 文藝春秋 ２０１７．６   373.4  ｺ   

ブラック部活動 内田  良∥著 東洋館出版社 ２０１７．７   375.1  ｳ

部活があぶない 島沢　優子∥著 講談社 ２０１７．６   375.1  ｼ  

学校改革請負人 高橋  正尚∥著 中央公論新社 ２０１７．６   376.3  ﾀ    

発達障害の「教える難しさ」を乗り越える 河野  俊一∥著 日本評論社 ２０１７．５   378  ｺ   

子どもの敏感さに困ったら読む本 長沼  睦雄∥著 誠文堂新光社 ２０１７．６   493.9  ﾅ        

物語の森へ 東京子ども図書館∥編 東京子ども図書館 ２０１７．５   909  ﾓ   

性別に違和感がある子どもたち 康  純∥編著 合同出版 ２０１７．６   367.9  ｾ 

（内容）性別に違和感を感じた子どもたちに、周りの大人たちがすべきこととは。学校・家族ができることを探る。

・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、
・また、お電話での予約・取り置きもできます、・また、お電話での予約・取り置きもできます、
・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）

市役所本庁内へは、逓送便（火・金）市役所本庁内へは、逓送便（火・金）
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。
などでお届けも可能です。お気軽にご連絡下さい。などでお届けも可能です。お気軽にご連絡下さい。
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



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）
（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）

改正著作権法がよくわかる本 加藤  晋介∥監修 成美堂出版 ２０１７．９   021.2 /ｶ

希望の政治 小池  百合子∥編著 中央公論新社 ２０１７．８   318.2 /ｷ

地方議会を再生する 相川  俊英∥著 集英社 ２０１７．３   318.4 /ｱ

いちばんやさしい地方議会の本 野村  憲一∥著 学陽書房 ２０１６．９   318.4 /ﾉ

地方創生は日本を救うか 小川  克彦∥編著 ＮＴＴ出版 ２０１７．８   318.6 /ﾁ

民法がこんなに変わる！ 中里  妃沙子∥監修 自由国民社 ２０１７．９   324.4 /ﾐ

成年後見のことならこの１冊 堀川  末子∥監修  執筆 自由国民社 ２０１７．７   324.6 /ｾ

縮小ニッポンの衝撃 ＮＨＫスペシャル取材班∥著 講談社 ２０１７．７   334.3 /ｴ

ニッポンの地方野菜 内田  悟∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ２０１７．８   626  /ｳ

４７都道府県・公園／庭園百科 西田  正憲∥編著 丸善出版 ２０１７．８   629.3 /ﾖ

書いて伝える接客英語 広瀬  直子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ２０１７．７   673.1 /ﾋ

図書館年鑑　2017

日本図書館協会

図書館年鑑編集委員会∥編集 日本図書館協会 ２０１７．７  R 010.5 /ﾄ    

山口県職員録 山口県総務部人事課∥編 山口県総務部人事課 2017.06  Y 281 /ﾔ

山奥の農村で男女６人マンガ描いてます 矢尾  いっちょ∥著 主婦の友社 ２０１７．７   726.1 /ﾔ      

（福祉・介護）
（福祉・介護）（福祉・介護）
（福祉・介護）

ＡＳＤ〈アスペルガー症候群〉、ＡＤＨＤ、ＬＤ

職場の発達障害 宮尾  益知∥監修 河出書房新社 ２０１７．５   366.2 /ｴ

自死は、向き合える 杉山  春∥著 岩波書店 ２０１７．８   368.3 /ｽ       

「受けたい介護」がすぐわかる手続き便利帳 小泉  仁∥監修 青春出版社 ２０１７．８   369.2 /ｳ

（内容）山口県周南市大道理地区。山陽の中山間地域の中でも住民約４００人と過疎化が深刻な限界集落。

　　　　　そこでマンガ家志望の男女６人の若者が畑を耕し、野菜を作り、地域活性化を目指すコミックエッセイ。

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 2017年10月～2017年11月受入分 Ｎｏ．１０】

注目の本
注目の本注目の本
注目の本



ＡＳＤ〈アスペルガー症候群〉、ＡＤＨＤ、ＬＤ

お母さんができる発達障害の子どもの対応策 宮尾  益知∥監修 河出書房新社 ２０１７．７   378 /ｴ

発達障害の子のためのハローワーク 鈴木  慶太∥監修 合同出版 ２０１７．７   378 /ﾊ

統合失調症 春日　武彦∥監修 主婦の友社 ２０１７．９   493.7 /ﾄ

過敏で傷つきやすい人たち 岡田  尊司∥著 幻冬舎 ２０１７．７   498.39 /ｵ

（教育）
（教育）（教育）
（教育）

図書の修理とらの巻

書物の歴史と保存修復に関する

研究会∥編 澪標 ２０１７．８   014.6 /ﾄ

図書館だよりを作りませんか？ 太田和  順子∥監  著 少年写真新聞社 ２０１７．７   017 /ｵ

読み聞かせを活用したビブリオトーク 笹倉  剛∥著 あいり出版 ２０１７．６   019.9 /ｻ

山口県の教職・一般教養過去問　2019年度版 協同教育研究会∥編 協同出版 ２０１７．９   373.7 /ﾔ

０・１・２歳未満児の食事 食べもの文化編集部∥編 芽ばえ社 ２０１７．７   376.1 /ｾﾞ

保育園のおやつ 食べもの文化編集部∥編 芽ばえ社 ２０１７．７   596.6 /ﾎ

ヒトは「いじめ」をやめられない 中野　信子∥著 小学館 ２０１７．１０  367.6 /ﾅ

（内容）子どもだけではなく、大人社会でも「いじめ」は後を絶たない。

　　　　　「いじめ」に関して、どのように防止・対応していけばよいのか、脳科学の観点から説いていきます。

・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、
・また、お電話での予約・取り置きもできます、・また、お電話での予約・取り置きもできます、
・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）

市役所本庁内へは、逓送便（火・金）市役所本庁内へは、逓送便（火・金）
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。
などでお届けも可能です。お気軽にご連絡下さい。などでお届けも可能です。お気軽にご連絡下さい。
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



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）
（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）

新・部落差別はなくなったか？ 塩見  鮮一郎 著 緑風出版 ２０１７．１１      361.8   ｼ        

社会保障クライシス 山田  謙次 著 東洋経済新報社 ２０１７．１０      364     ﾔ        

ガイドブック部落差別解消推進法 奥田  均 編著 解放出版社 ２０１７．７      361.8   ｶﾞ       

ブラック役場化する職場 三村　正夫 著 企業通信社 ２０１７．８      318.3   ﾐ        

検証働き方改革 日本経済新聞社 編 日本経済新聞出版社 ２０１７．９      366.1   ｹ        

「残業しないチーム」と「残業だらけチーム」の習慣 石川  和男 著 明日香出版社 ２０１７．１０      336.2   ｲ          

自分でパパッと書ける確定申告

平成３０年３月１５日締切分 平井  義一 監修 翔泳社 ２０１７．１１      336     ｼﾞ        

ファシリテーション・ベーシックス 堀  公俊 著 日本経済新聞出版社 ２０１６．２      336     ﾎ       

人を動かすファシリテーション思考 草地  真 著 ぱる出版 ２０１７．５      336     ｸ          

地域の底力 日本銀行情報サービス局 2017.11      601     ﾁ        

☆ワールド・カフェから始める地域コミュニティづくり 香取  一昭 著 学芸出版社 ２０１７．１１      361.9   ｶ        

（内容）地域コミュニティづくりにワールド・カフェが最適。ポイントやプロセス、カフェ終了後の展開について、事例を交えて解説。

☆地域におけるひきこもり支援ガイドブック 境  泉洋 編著 金剛出版 ２０１７．１０      367     ﾁ        

（内容）引きこもりへの理解から支援を通じた地域づくりまでを幅広く紹介。

（福祉・介護）
（福祉・介護）（福祉・介護）
（福祉・介護）

☆その介護離職、おまちなさい 樋口  恵子 著 潮出版社 ２０１７．１０      369.2   ﾋ        

（内容）介護する人もされる人も精神的自由、尊厳を失わず、前向きに生きるための方法を考える。

「なんとかする」子どもの貧困 湯浅  誠 〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ２０１７．９      369.4   ﾕ        

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 2017年12月～2018年1月受入分 Ｎｏ．１１】

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）

社会人が受けられる公務員試験早わかりブック ２０１９年度版資格試験研究会 編 実務教育出版 ２０１７．１１      317.4   ｼ          

親子で学ぶスマホとネットを安心に使う本 鈴木  朋子 著 技術評論社 ２０１７．１１      375     ｽ        

支援・指導のむずかしい子を支える魔法の言葉 小栗  正幸 監修 講談社 ２０１７．１１      375.2   ｼ        

公務員をめざす人の本’１９年版 北里  敏明 監修 成美堂出版 ２０１７．１１      317.3   ｺ           

山口県の大学卒業程度 ２０１９年度版 公務員試験研究会 編 協同出版 ２０１７．１１      317.4   ﾔ          

司書教諭・学校司書のための学校図書館必携

全国学校図書館協議会

監修 悠光堂 ２０１７．９      017     ｼ        

教育とは何？ 尾木  直樹 著 中央公論新社 ２０１７．９      370.4   ｵ        

「いじめ・自殺事件」の深層を考える 増田  修治 著 本の泉社 ２０１７．８      371.4   ﾏ        

幼稚園教育要領ハンドブック 無藤  隆 監修 学研教育みらい ２０１７．０９      376.1   ﾖ        

残念な教員 林  純次 著 光文社 ２０１５．０２      374     ﾊ        

公務員の適性試験完全対策問題集 ２０１８年度版 Ｌ＆Ｌ総合研究所 編著 新星出版社 ２０１６．１１      317.4   ｺ          

☆障害者が街を歩けば差別に当たる？！ ＤＰＩ日本会議 編 現代書館 ２０１７．１２      369.2   ｼ        

（内容）何が差別で合理的配慮はどこまで提供すべきか？実際の差別事例を分析、当事者の視点からガイドラインを提示。

・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、
・また、お電話での予約・取り置きもできます、・また、お電話での予約・取り置きもできます、
・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）

市役所本庁内へは、逓送便（火・金）市役所本庁内へは、逓送便（火・金）
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。
などでお届けも可能です。お気軽にご連絡下さい。などでお届けも可能です。お気軽にご連絡下さい。
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


