
資料番号 タイトル 人名 出版者 元保管場所

0117331371 「生きづらさ」を手放す 室城　隆之／著 東京：春秋社 哲学心理 

0116905613 池上彰さんと学ぶみんなのメディアリテラシー　2 池上　彰／監修 東京：学研教育出版 青少年図書

0116905621 池上彰さんと学ぶみんなのメディアリテラシー　3 池上　彰／監修 東京：学研教育出版 青少年図書

0117262287 「いじめ」や「差別」をなくすためにできること 香山　リカ／著 東京：筑摩書房 青少年図書

0117613638 命を守る、救える!応急手当<イラスト図解>事典 横田　裕行／監修 東京：主婦と生活社 医学      

0116841339 インターネットはなぜ人権侵害の温床になるのか 吉冨　康成／編著 京都：ミネルヴァ書房 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ   

0116724394 ウイルス感染から身を守る方法 中原　英臣／著 東京：河出書房新社 医学      

0117182568 SNS炎上 NHK「オトナヘノベル」制作班／編 東京：金の星社 青少年図書

0117387175 SNSカウンセリング入門 杉原　保史／著 京都：北大路書房 哲学心理 

0117130088 SNS時代の写真ルールとマナー 日本写真家協会／編 東京：朝日新聞出版 芸術      

0117339093 SNSトラブル連鎖 高橋　幹子／著 東京：金の星社 青少年図書

0117638627 NHKスマホ・リアル・ストーリー NHK「スマホ・リアル・ストーリー」制作班／編 東京：岩崎書店 児童      

0116927740 おしえて!尾木ママ最新SNSの心得　1 尾木　直樹／監修 東京：ポプラ社 児童      

0116927765 おしえて!尾木ママ最新SNSの心得　3 尾木　直樹／監修 東京：ポプラ社 児童      

0117661975 大人になる前に知る性のこと 加納　尚美／編著 東京：ぺりかん社 青少年図書

0117629436 親が知らない子どものスマホ 鈴木　朋子／著 [東京]：日経BP 社会科学  

0115842692 学校裏サイト 下田　博次／著 東京：東洋経済新報社 社会科学  

0116366485 学校「裏」サイト対策Q&A 鈴木　崇弘／著 東京：東京書籍 社会科学  

0116664798 からだノート 徳永　桂子／著 東京：大月書店 青少年図書

0117719278 感染症大全 堤　寛／著 東京：飛鳥新社 医学      

0115709651 感染症と免疫のしくみ 生田　哲／著 東京：日本実業出版社 医学      

0117598250 気をつけろ!!!危険生物・外来生物図鑑 今泉　忠明／監修 東京：あかね書房 児童      

0116731225 危険な宗教の見分け方 田原　総一朗／著 東京：ポプラ社 宗教      

0117636092 Q&Aでわかる子どものネット依存とゲーム障害 樋口　進／著 東京：少年写真新聞社 教育      

0117603290 心を強くする サーシャ・バイン／著 東京：飛鳥新社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117454264 こどもにスマホをもたせたら デボラ・ハイトナー／著 東京：NTT出版 教育      

0116618307 子どものための防災訓練ガイド　1 松尾　知純／著 東京：汐文社 児童      

特集名：長野：７～８月青少年向けテーマ本「危険から身を守ろう」
特集期間：２０２０／６／２５～２０２０／８／２７



0116633504 子どものための防災訓練ガイド　2 松尾　知純／著 東京：汐文社 児童      

0116633512 子どものための防災訓練ガイド　3 松尾　知純／著 東京：汐文社 児童      

0117330415 最初は一緒にいられるだけでよかったのにどんどん欲張りになって、だめだ、好きがとまらない みやめこ／著 東京：KADOKAWA 哲学心理 

0117347864 最新版親子で学ぶインターネットの安全ルール　小学生・中学生編 いけだ　としお／文 東京：ジャムハウス 児童      

0117723999 「さみしさ」の力 榎本　博明／著 東京：筑摩書房 青少年図書

0117580563 思春期を生きる 小野　善郎／著 東京：福村出版 青少年図書

0117616656 思春期の心とからだ図鑑 ロバート・ウィンストン／監修 東京：三省堂 青少年図書

0115891574 知って防ごう熱中症 田中　英登／著 東京：少年写真新聞社 医学      

0117689976 死ぬんじゃねーぞ!! 中川　翔子／著 東京：文藝春秋 青少年図書

0116993668 執着 生きづらさの正体 香山　リカ／著 東京：集英社クリエイティブ 哲学心理 

0117584474 知らずにやっているネットの危ない習慣 吉岡　豊／著 東京：青春出版社 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ   

0115274276 図解ウイルス感染症がわかる本 田口　文章／監修 東京：成美堂出版 医学      

0116979865 図解知っておくべき感染症33 今村　顕史／監修 東京：西東社 医学      

0116981697 図解でよくわかる毒のきほん 五十君　靜信／監修 東京：誠文堂新光社 医学      

0117606004 図解身近にあふれる「危険な生物」が3時間でわかる本 西海　太介／著 東京：明日香出版社 自然科学  

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      

0117713230 脱!SNSのトラブル 佐藤　佳弘／編著 西東京：武蔵野大学出版会 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ   

0117279141 脱ネット・スマホ中毒 遠藤　美季／著 東京：誠文堂新光社 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ   

0116463217 ティーンズのための命のことが分かる本 永原　郁子／著 東京：いのちのことば社フォレストブックス 青少年図書

0117582510 どうしたらいいかわからない君のための人生の歩きかた図鑑 石井　光太／著 東京：日本実業出版社 青少年図書

0117291369 撮ってはいけない 飯野　たから／著 東京：自由国民社 総記

0116872086 友だちは永遠じゃない 森　真一／著 東京：筑摩書房 青少年図書

0114584733 日本の真社会性ハチ 高見澤　今朝雄／著 長野：信濃毎日新聞社 自然科学  

0116769712 熱中症 田中　英登／監修 東京：汐文社 児童      

0116377680 熱中症対策マニュアル 稲葉　裕／監修 東京：エクスナレッジ 医学      

0117713248 ネットとSNSを安全に使いこなす方法 ルーイ・ストウェル／著 東京：東京書籍 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ   

0117466417 ネット断ち 齋藤　孝／著 東京：青春出版社 総記

0116886573 はなそうよ!恋とエッチ すぎむら　なおみ／著 東京：生活書院 青少年図書

0116700931 人を傷つける女(ひと)の話し方、明るくする女(ひと)の話し方 伊東　明／著 東京：PHP研究所 社会科学  

0117480517 防災・防犯シミュレーション　[3] 国崎　信江／監修 東京：ほるぷ出版 児童      

0117653899 保健委員会といっしょに今日からできる予防のてびき　[3] 齋藤　久美／監修 東京：文研出版 児童      

0116985110 身近な感染症こわい感染症 竹田　美文／監修 東京：日東書院本社 医学      



0117072025 みんなで防災アクション!　3 神谷　サニー／著 東京：評論社 児童      

0116975087 猛毒生物図鑑 今泉　忠明／監修 東京：日本文芸社 自然科学  

0117622423 「もしも」のときに役に立つ!防災クッキング　1 今泉　マユ子／著 東京：フレーベル館 児童      

0117644724 「もしも」のときに役に立つ!防災クッキング　3 今泉　マユ子／著 東京：フレーベル館 児童      

0116945502 夜回り先生、なんでドラッグを使ってはいけないんですか? 水谷　修／著 京都：東山書房 青少年図書


