
資料番号 タイトル 人名 出版者 保管場所

0116681453 あなたの親は大丈夫? セコム株式会社シニアの安全を考える委員会／著 東京：本の泉社 社会科学  

0114271943 あなたの「鍵」は大丈夫? 東京：宝島社 工学      

0116057845 ある日突然、詐欺にあったら、どうする・どうなる 石原　豊昭／著 東京：明日香出版社 社会科学  

0117619981 ALSOKが教えるおひとり女子が自分を守るための本 ALSOK／監修 東京：主婦の友社 社会科学  

0116072158 安心できない時代の生き方 梅本　正行／著 東京：PHP研究所 社会科学  

0115357139 安全・安心なまちを子ども達へ 中村　攻／著 [東京]：自治体研究社 工学      

0115627887 安全はこうして守る 小宮　信夫／編著 東京：ぎょうせい 社会科学  

0116910712 いざというときに役立つリスクマネジメントの法律知識と対策 梅原　ゆかり／監修 東京：三修社 社会科学  

0116000951 「諜報的(インテリジェンス)生活」の技術 佐藤　優／著 東京：講談社 民俗習慣

0117399808 うちの子、安全だいじょうぶ? 宮田　美恵子／著 東京：新読書社 社会科学  

0115922403 梅さんの「今日からできる命と財産の守り方教えます」 梅本　正行／著 東京：主婦と生活社 社会科学  

0117790980 AI裁判 小川　進／著 東京：緑風出版 社会科学  

0117361899 SNSをめぐるトラブルと労務管理 高井・岡芹法律事務所／編 東京：民事法研究会 社会科学  

0117380709 炎上とクチコミの経済学 山口　真一／著 東京：朝日新聞出版 産業      

0116961038 おうちで学べるセキュリティのきほん 増井　敏克／著 [東京]：翔泳社 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ   

0116374356 大泥棒 清永　賢二／著 東京：東洋経済新報社 社会科学  

0117461525 お母さん!学校では防犯もSEXも避妊も教えてくれませんよ! のじま　なみ／著 東京：辰巳出版 社会科学  

0116153313 おひとりさまの防犯術 平塚　俊樹／著 東京：亜紀書房 社会科学  

0116434465 親が70歳になったら知っておきたい80のこと 宮崎　牧子／著 東京：家の光協会 社会科学  

0115710568 親子で学ぶ防犯の知恵 佐伯　幸子／著 東京：少年写真新聞社 教育      

0117243238 海外赴任者の危機管理対策マニュアル 名南経営コンサルティング／編 [東京]：中央経済社 社会科学  

0116257924 科学捜査 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 社会科学  

0115045809 「鍵」が危ない! 松本　剛／著 東京：エクスナレッジ 工学      

0116216524 かぎの話と窃盗リスク 田村　祐一郎／著 東京：千倉書房 工学      

0117049809 かぞくを見守る最新Goods 東京：双葉社 工学      

0117704569 学校安全と危機管理 渡邉　正樹／編著 東京：大修館書店 教育      

0117577601 間接護身入門 葛西　眞彦／著 東京：日貿出版社 社会科学  

特集名：長野2月一般テーマ「あなたの暮らし、安全ですか？」
特集期間：２０２１／１／２８～２０２１／２／２５



0116737321 危機管理と広報 大槻　茂／編著 東京：彩流社 社会科学  

0117279687 『聞き書きマップ』で子どもを守る 原田　豊／編著 東京：現代人文社 社会科学  

0117149963 警察科学捜査最前線 東京：宝島社 社会科学  

0116814039 警視庁科学捜査最前線 今井　良／著 東京：新潮社 社会科学  

0116224965 護身力検定 毛利　元貞／著 東京：BABジャパン 社会科学  

0115032344 子どもを守る学校の危機管理ガイドライン 大泉　光一／著 東京：教育開発研究所 教育      

0115582785 子どもと親と教師のためのサイバーリテラシー 矢野　直明／著 東京：合同出版 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ   

0117190470 子どもの防犯マニュアル 舟生　岳夫／著 [東京]：日経BP社 社会科学  

0116515727 子どもたちを犯罪から守るまちづくり 中村　攻／著 東京：晶文社 工学      

0114491996 これで撃退!ストーカー最強対処術 佐伯　幸子／著 東京：有楽出版社 社会科学  

0114294507 怖いこの世を生きぬくための心理学的テクニック 内藤　誼人／著 東京：オーエス出版 社会科学  

0116837501 詐欺と詐称の大百科 イアン・グレイアム／著 東京：青土社 社会科学  

0117140996 市民のための消費者契約法 村　千鶴子／著 [東京]：中央経済社 社会科学  

0117227819 写真でわかる世界の防犯 小宮　信夫／著 東京：小学館 工学      

0115771016 「障がいのある子を守る」防災&防犯プロジェクト 中井　孝吉／編著 東京：ジアース教育新社 教育      

0114737760 女性の安全をいかに守るか 東京：公共政策調査会 社会科学  

0116979055 女性のための危機回避マニュアル 東京：枻出版社 社会科学  

0116468521 図解ひとめでわかるリスクマネジメント 仁木　一彦／著 東京：東洋経済新報社 社会科学  

0116600883
すぐに役立つトラブル解決から修繕までマンション管理組合のための法律

と実務運営マニュアル
梅原　ゆかり／監修 東京：三修社 社会科学  

0117325837 ストーカー 小早川　明子／著 東京：中央公論新社 社会科学  

0116853748 ストーカーから身を守るハンドブック エミリー・スペンス・アルマゲヤー／著東京：大月書店 社会科学  

0114763824 「ストーカー」は何を考えているか 小早川　明子／著 東京：新潮社 社会科学  

0116757097 ストーカー病 福井　裕輝／著 東京：光文社 社会科学  

0116328949 スパイ・爆撃・監視カメラ 永井　良和／著 東京：河出書房新社 民俗習慣

0115916470 性犯罪被害者対応ハンドブック 性犯罪捜査研究会／編著 東京：立花書房 社会科学  

0116826272 SELF DEFENSE「逃げるが勝ち」が身を守る 武田　信彦／著 東京：講談社 社会科学  

0117729640 捜査一課式防犯BOOK 佐々木　成三／著 東京：アスコム 社会科学  

0117580142 そのツイート炎上します! 唐澤　貴洋／著 東京：カンゼン ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ   

0117688523 大学生が狙われる50の危険 三菱総合研究所／著 東京：青春出版社 教育      



0116413964 耐震・防火・防犯・省エネを考えた家パーフェクトガイド 成美堂出版編集部／編 東京：成美堂出版 工学      

0116952433 大切な子どもの守り方 舟生　岳夫／著 東京：総合法令出版 社会科学  

0116167875 誰が誰に何を言ってるの? 森　達也／著 東京：大和書房 社会科学  

0115716441 地域の防犯 竹花　豊／監修 京都：北大路書房 社会科学  

0115979288 町内会のすべてが解る!「疑問」「難問」100問100答 中田　実／共著 東京：じゃこめてい出版 社会科学  

0115925190 つくってみよう!まちの安全・安心マップ 傘木　宏夫／著 [東京]：自治体研究社 社会科学  

0116606591 ドレスよりハウス 室井　滋／著 東京：マガジンハウス 社会科学  

0116948803 なぜ「あの場所」は犯罪を引き寄せるのか 小宮　信夫／著 東京：青春出版社 社会科学  

0116632118 なんだ簡単じゃないか!楽しくできる私のリスク管理 松井　章／著 東京：文芸社 社会科学  

0116858523 人気弁護士が教えるネットトラブル相談室 中島　茂／著 東京：日本経済新聞出版社 社会科学  

0115985954 パニックに陥りやすいあなたのための危機管理読本 杉山　徹宗／著 東京：光人社 社会科学  

0115662561 犯罪といじめから子どもを守る幼児期の生活習慣 ほんの木／編 東京：ほんの木(発売) 教育      

0116939695 犯罪に強いまちづくりの理論と実践 小宮　信夫／編著 東京：イマジン出版 社会科学  

0117150656 犯罪は「この場所」で起こる 小宮　信夫／著 東京：光文社 社会科学  

0117161554 犯罪はなぜくり返されるのか 藤本　哲也／著 京都：ミネルヴァ書房 社会科学  

0116708918 犯罪は予測できる 小宮　信夫／著 東京：新潮社 社会科学  

0116552639 犯罪者はどこに目をつけているか 清永　賢二／著 東京：新潮社 社会科学  

0115814501 犯人目線に立て! 小宮　信夫／著 東京：PHP研究所 社会科学  

0117321513 ひとり暮らしレスキューBOOK 成美堂出版編集部／編 東京：成美堂出版 生活科学  

0117221804 不倫の教科書 長谷川　裕雅／著 東京：イースト・プレス 社会科学  

0115400608 プロが教える住まいと防犯住宅 中西　崇／著 東京：週刊住宅新聞社 工学      

0116794165 弁護士に聞きたい!ストーカー・DVの問題Q&A 馬場・澤田法律事務所／編 東京：中央経済社 社会科学  

0116862624 防犯カメラによる冤罪 小川　進／著 東京：緑風出版 社会科学  

0115521395 防犯住宅 日経ホームビルダー／編 [東京]：日経BP社 工学      

0115848780 防犯先生の子ども安全マニュアル 清永　賢二／著 東京：東洋経済新報社 社会科学  

0115797599 「まさか」の犯罪・事故からわが子を守る7つのルール 横矢　真理／著 東京：講談社 社会科学  

0117023861 まさか私が!?女性を守るセキュリティ・マニュアル23 佐伯　幸子／著 東京：潮出版社 社会科学  

0115911901 老後を豊かに生きるひとり暮らし安心術 石川　由紀／著 東京：情報センター出版局 社会科学  

0115913592 わが家を守る!防犯・防災徹底ガイド NHK出版／編 東京：日本放送出版協会 工学      

0114279615 私はストーカーとこうして闘った!! ストーカー対策研究会／編 東京：双葉社 社会科学  


