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★　貸出は15日以内10冊までです。

県立図書館3月の新着図書紹介　

岡山県立図書館　　2019.3.12　発行

安田 純平／著 　 ハーバー・ビジネス・オンライン／編　扶桑社／発行　2018年　請求記号 302.275/ﾔｽ18/　資料番号 0014775308

『世界の統合と分断の「橋」』

今月のテーマ展示は『お化けって何？妖怪って何？』『法律』です。（2月19日～3月17日）

私たちは毎日の生活において、意識することなく、たくさんの交渉事を行って生活しています。例えば、買い物、会議、就職活

動、家族同士、ご近所、友人、学校・・・と思いつくだけでも多岐にわたります。著者は、交渉力は生まれつきの能力や、性格

に寄るものではないと言っており、本書では科学的根拠と、豊富な実例を挙げ、交渉にあたって何を考え、どう行動し、どう会

話をすればよいかについて書かれています。

印南 一路／著　大和書房 ／発行　2018年　請求記号 361.3/ｲﾝ18/　資料番号 0014800072

          （社会科学編）

『麦酒(ビール)とテポドン』

『シリア拘束安田純平の40か月』

文 聖姫／著　平凡社／発行　2018年　請求記号 332.21/ﾑﾝ18/　資料番号 0014800551

核開発と経済制裁のはざまに揺れる北朝鮮。2018年の南北首脳会談の後、史上初の米朝首脳会談が実現するなど両国の

関係改善に向けた兆しも見せ始めています。一方、北朝鮮の経済事情については、隣国の日本でもあまり知られていないの

が実状かもしれません。本書は、新聞記者から研究者に転身し、北朝鮮の市場や工場を実際に訪れた著者が、市場経済化

が進む様子や一般の人々の暮らしぶりを報告しています。イギリスの設備を導入して製造された北朝鮮のビールが、外国人

からも高い評価を得ているなど、興味深い事実が数多く紹介されています。

2015年6月、シリア取材に向けてトルコ国境からシリア北西部のイドリブ県に入り、武装勢力に拘束されたジャーナリストの安田

純平さん。2018年10月、長い監禁生活から突如解放され、3年4ヶ月ぶりに日本へ帰国を果たしたことは記憶に新しいところで

す。帰国後に開いた記者会見の模様を収録した本書には、20日間の絶食を余儀なくされ、身動きもできず過酷な環境を過ご

した安田さんの日常の様子や身代金要求への対応など、テレビ報道では伝えきれなかった生々しい体験の数々が本人の口

から語られています。

アレクサンドラ・ノヴォスロフ ／著　原書房／発行　2018年　請求記号 312.9/ﾉﾎ18/　資料番号 0014799779

河川や海など地理的要因によって人々の通行が妨げられている地域の境界を結ぶ橋。島国である日本においては、あまり意

識される機会は多くありませんが、世界には国境や紛争地域をつなぐ橋も数多く存在しています。その管理や入国手続きの

あり方、行き交う人々の様子も二国間の政治情勢や外交関係によりさまざまな形があるようです。本書では、世界の9つの橋を

事例として掲げ、「統合」だけではなく、ときには「分断」をも象徴する各国の橋の現状を豊富な写真とともに紹介しています。

ホ ー ム ペ ー ジ ： http://www.libnet.pref.okayama.jp/ （ 蔵 書 検 索 も で き ま す ）

六草 いちか／著　大修館書店／発行　2018年　請求記号 385.9/ﾛｸ18/　資料番号 0014800296

著者は、ドイツに暮らして30年という海外生活のベテランですが、住み始めた当初は文化の違いやマナーに戸惑いや緊張を

感じたと言います。在外公館に派遣された場合はもちろんですが、日本人学校に派遣された先生や研究機関に研究者として

派遣された人なども、予期せず「国の代表者」になることがあると言います。本書は、初めてヨーロッパの人から招待状を受け

取ったときから、日々のおつきあいに至るまで、シチュエーションごとのマナーやエチケットなどについてわかりやすく紹介して

います。日本に住んでいても食事のマナーなど参考になる事柄も多く書かれています。

『交渉学が君たちの人生を変える』

『大使夫人にこっそり聞いた失敗しないヨーロッパ式マナーブック』

お問い合わせ先：岡山県立図書館　2階　社会科学班　086-224-1286

https://opac.libnet.pref.okayama.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1009812274295
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※　リストは2月に受け入れた本の一部です。

書　　　　名 著　　　者 出　版　者 資料番号 請求記号

フリーダム  国家の命運を外国に委
ねるな

江崎 道朗／著 展転社 0014833602 304/ｴｻ19/

日本進化論 落合 陽一／著 SBクリエイティブ 0014823520 304/ｵﾁ19/

思いつきで世界は進む  「遠い地平、
低い視点」で考えた50のこと

橋本 治／著 筑摩書房 0014833032 304/ﾊｼ19/

サンデル教授、中国哲学に出会う
マイケル・サンデル／編
著

早川書房 0014830889 311.1/ｻﾝ19/

ゲーム理論で考える政治学  フォー
マルモデル入門

浅古 泰史／著 有斐閣 0014795264 311.19/ｱｻ19/

天皇と日本人  ハーバード大学講義
でみる「平成」と改元

ケネス・ルオフ／著 朝日新聞出版 0014795355 313.61/ﾙｵ19/

日本経済読本 大守 隆／編 東洋経済新報社 0014833156 332.107/ｵｵ19/

平成はなぜ失敗したのか  「失われた
30年」の分析

野口 悠紀雄／著 幻冬舎 0014833206 332.107/ﾉｸ19/

移民戦争 坂東 忠信／著 青林堂 0014830897 334.41/ﾊﾝ19/

サイバーセキュリティレッドチーム実
践ガイド

Peter Kim／著 マイナビ出版 0014831309 336.17/ｷﾑ19/

クラウド&データセンター完全ガイド  戦略
的ITインフラがビジネスを強くする

インプレス 0014750392
L336.17/ﾃﾀ16/2019-
1

和文・英文対照モデル就業規則 森 倫洋／編集代表 中央経済社 0014833164 336.44/ﾓﾘ19/

よくわかるシステム監査の実務解説 島田 裕次／著 同文舘出版 0014833545 336.57/ｼﾏ19/

ひとり情シスのためのRPA導入ガイド 福田 敏博／著 リックテレコム 0014833263 336.57/ﾌｸ19/

株を買うなら最低限知っておきたい
ファンダメンタル投資の教科書

足立 武志／著 ダイヤモンド社 0014830921 338.155/ｱﾀ19/

中江兆民と財政民主主義 渡瀬 義男／著 日本経済評論社 0014833180 343/ﾜﾀ19/

最新知りたいことがパッとわかる社会保険と
労働保険の届け出・手続きができる本 吉田 秀子／著 ソーテック社 0014833503 364.3/ﾖｼ19/

家づくりのダンドリ  ひとめでわかる、
すべてがわかる

エクスナレッジ 0014830830 L365.3/ｲｴ10/2019

マンション管理人の仕事とルールが
よくわかる本

三村 正夫／著  セルバ出版 0014824981 365.35/ﾐﾑ19/

肉声  宮崎勤30年目の取調室 安永 英樹／著 文藝春秋 0014831184 368.61/ﾔｽ19/

登校拒否・不登校問題のこれからを
考えよう

全国登校拒否・不登校
問題研究会／[編]

全国登校拒否・不登校
問題研究会

0014586036 371.42/ｾﾝ18/2

美術教育概論 大橋 功／監修・編著 日本文教出版 0014586077 375.72/ｵｵ19/

勉強大全  ひとりひとりにフィットする
1からの勉強法

伊沢 拓司／著 KADOKAWA 0014833644 376.8/ｲｻ19/

大学における<学問・教育・表現の自
由>を問う

寄川 条路／編 法律文化社 0014795041 377.1/ﾖﾘ19/

来訪神 仮面・仮装の神々 保坂 達雄／著 岩田書院 0014795173 386.81/ﾎｻ19/

陸軍参謀川上操六  日清戦争の作戦
指導者

大澤 博明／著 吉川弘文館 0014587802 396.21/ｵｵ19/
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