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発行

『シリア情勢 終わらない人道危機』
青山 弘之／著 岩波書店／発行 2017年 請求記号 302.275/ｱｵ17/ 資料番号 0013968458

【内容】
2010年末から始まった「アラブの春」は、多くのアラブ諸国に新しい風を呼び込みました。ところが、シリアでは民衆蜂起によっ
て体制が揺らぐどころか軍・治安当局による過剰な弾圧が加えられ、次第に様々な国や集団の思惑が複雑に絡み合う内戦状
態に陥ってしまいます。この事態を「独裁」政権＝悪、「民主化」デモ＝善という「過剰一般化された構図」の元で感情的に論じ
ていては、問題解決から遠ざかると著者は危惧します。本書は、冷静な視点からシリア情勢を具体的、網羅的に記述してお
り、「実態に即してシリアを見つめ直す」一助となります。
『介入のとき コフィ・アナン回顧録』上・下
コフィ・アナン／著 ネイダー・ムザヴィザドゥ／著 岩波書店／発行 2016年 請求記号 319.9/ｱﾅ17/ 資料番号 0013852330・0013852348

【内容】
本書は、1997年から2006年まで第7代国連事務総長を務め、2001年に国連と共にノーベル平和賞を受賞したコフィ・アナンの
自伝です。在任中は東ティモールやアフリカ各地で紛争が勃発し、さらに9・11テロ事件やアフガン戦争、イラク戦争が起こる
など、「世界の闇の部分」に平和をもたらすため、彼は幾度となく「世界の通訳」として交渉に挑んできました。その軌跡は決し
て平坦なものではなく、大国同士の思惑や軍閥・独裁者の暴走などにより、苦渋の選択をせざるを得ない状況も数知れなかっ
たことが本人の筆から伺えます。混迷の時代に国連が果たす役割について考えさせられる一冊です。
、
『わくわく創年時代 年金プラスαの生き方』
福留 強／著 東京創作出版／発行 2016年 請求記号 367.7/ﾌｸ17/ 資料番号 0013513106

【内容】
少子高齢化社会が抱える課題を解決するため、現在に至るまで様々な提案がなされてきました。本書では、中高年を中心と
した「創年」＝「積極的に生き、自分を再活性化させようとする前向きな生き方」にスポットを当て、彼らの活動を地域資源・社
会資源として地域と高齢社会の課題解決に繋げようと提案しています。「学ぶ場」、「集まる場」（創年のたまり場）、「まちづくり
への参画」など「創年運動」のポイントを数々の事例と共に解説するほか、「働く場の開発」（年金プラスα）の重要性を説いて
おり、経験・意欲・実績が豊富な「創年世代」を応援する一冊となっています。
『大学生のためのアルバイト・就活トラブルQ&A』
石田 眞・浅倉 むつ子・上西 充子 ／著 旬報社／発行 2017年 請求記号 377.9/ｲｼ17/ 資料番号 0013949599

【内容】
大学生が働く時に起こりうるトラブルにはどのようなものがあるのでしょうか。本書では「アルバイト」「インターンシップ」「就職活
動」「内定と内定後」「労働契約と入社後」に分けて、それぞれの対応についてQ&A方式で解説されています。また、トラブル
に遭遇したときの備えとして、ワークルールを学んでおことが大切になります。ワークルールとは、労働者にとっては自分の生
活と権利を守るためのものであり、使用者にとっては円滑で健全な企業経営を確保するためのものであす。本書ではワーク
ルールについてもわかりやすく書かれていますので、トラブル時の対応に役立ちます。
『宮本常一日本の葬儀と墓 最期の人生行事』
宮本 常一／著 田村 善次郎／編 八坂書房／発行 2017年 請求記号 385.6/ﾐﾔ17/ 資料番号 0013956776

【内容】
古より我が国には多種多様な冠婚葬祭のスタイルが存在しますが、画一化が進んだ現在では忘れ去られてしまったものも多
数あります。その中でも、特に葬送と墓制の儀式について、日本を代表する民俗学者の一人である宮本常一がフィールド調
査を行った報告と論考をまとめたのが本書です。前半の「葬儀と埋葬」では、その起源をはじめ、昭和9～49年に調査した主に
九州・中国・関西地方の事例が掲載されています。後半の「図説・墓地と墓石」では、両墓制や横穴墓といった「墓地」、青石
塔婆（板碑）や兵隊墓といった「墓石」と「供養塔」などに関する所見が貴重な写真と共に多数紹介されています。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『子育て支援』『身近な法律入門』です。（5月16日～6月18日）
お問い合わせ先：岡山県立図書館 2階 社会科学班 086-224-1286
ホ ー ム ペ ー ジ ： http://www.libnet.pref.okayama.jp/ （ 蔵 書 検 索 も で き ま す ）

※ リストは4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

ギリシャ危機と揺らぐ欧州民主主義
緊縮政策がもたらすEUの亀裂

尾上 修悟／著

明石書店

0013952056 302.395/ｵﾉ17/

ポピュリズム 世界を覆い尽くす「魔
物」の正体

薬師院 仁志／著

新潮社

0013953997 311.7/ﾔｸ17/

世界はなぜ過激化(ラディカリザシオ ﾌｧﾗｯﾄﾞ･ｺｽﾛｶｳﾞｧｰﾙ／著
池村 俊郎／訳
ン)するのか? 歴史・現在・未来

藤原書店

0013852298 316.4/ﾎｽ17/

地方議会を再生する

相川 俊英／著

集英社

0013951082 318.452/ｱｲ17/

天皇「生前退位」の真実

高森 明勅／著

幻冬舎

0013852355 323.15/ﾀｶ17/

希望の裁判所 私たちはこう考える

日本裁判官ネットワーク 弁護士会館ブックセン
／編
ター出版部LABO

0013852389 327.04/ﾆﾎ17/

ママの行列ができるベビー系教室の
中野 美紀子／著
作り方

マガジンランド

1万人に聞く！仕事・職場の「みんな
はどうしてる？」大会議

ディスカヴァー・トゥエン
0013852587 336.47/ﾏｲ17/
ティワン

マイナビ学生の窓口フ
レッシャーズ／著

江戸三百藩の家計簿 借金踏み倒し
と農民への重税で成り立つ藩財政

0013852447 335/ﾅｶ17/

宝島社

0013853189 L342.1/ﾔﾜ17/

文藝春秋

0013953948 345.1/ｱｻ17/

あなたの確定申告

日本実業出版社

0013853197 L345.33/ｱﾅ11/2017

モラルの起源 実験社会科学からの
亀田 達也／著
問い

岩波書店

0013968482 361.4/ｶﾒ17/

すぐに役立つ困ったときに読む入門図解親
の病気･入院･介護手続きｻﾎﾟｰﾄﾏﾆｭｱﾙ

三修社

0013852793 364.4/ﾜｶ17/

「持ち家」という病 不動産と日本人・
井上 明義／著
「これまで」と「これから」の経済学

PHP研究所

0013852819 365.3/ｲﾉ17/

育児は仕事の役に立つ 「ワンオペ
育児」から「チーム育児」へ

浜屋 祐子／著
中原 淳／著

光文社

0013951124 366.7/ﾊﾏ17/

あなたの仕事、感情労働ですよね？ 関谷 大輝／著

花伝社

0013852868 366.94/ｾｷ17/

ルポ税金地獄

朝日新聞経済部／著

介護殺人 追いつめられた家族の告 毎日新聞大阪社会部取
新潮社
白
材班／著

0013852876 367.3/ﾏｲ17/

「大人の引きこもり」を救え！

廣岡 政幸／著

扶桑社

0013954367 367.68/ﾋﾛ17/

はじめてでもわかる！介護施設&老
人ホームのさがし方・選び方

齋藤 直路／著

サンライズパブリッシン
0013852926 369.263/ｻｲ17/
グ

クラスがワクワク楽しくなる！子どもと 岩瀬 直樹／編著
つくる教室リフォーム
有馬 佑介／著

学陽書房

0013954755 374.7/ｲﾜ17/

受験学力

和田 秀樹／著

集英社

0013951090 376.8/ﾜﾀ17/

習い事狂騒曲 正解のない時代の
「習活」の心得

おおた としまさ／著

ポプラ社

0013951280 379.9/ｵｵ17/

尾木ママ小学一年生 子育て、学校
尾木 直樹／著
のお悩み、ぜーんぶ大丈夫！

小学館

0013952098 379.9/ｵｷ17/

浅草・下町職人モノ語り

ソレイユ出版

0013855838 384.38/ﾂｹ17/

遊戯の起源 遊びと遊戯具はどのよ
増川 宏一／著
うにして生まれたか

平凡社

0013956784 384.8/ﾏｽ17/

海上自衛隊「装備」のすべて

SBクリエイティブ

0013853171 397.21/ﾌｽ17/

柘 恭三郎／著

毒島 刀也／著

