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発行

『返還交渉 沖縄・北方領土の「光と影」』
東郷 和彦／著 PHP研究所／発行 2017年 請求記号 319.105/ﾄｳ17/ 資料番号 0013954003

【内容】
戦後、沖縄はサンフランシスコ講和条約の「施政権」に基づきアメリカの統治下に、北方四島は内閣府曰く「ソ連軍により不法
に占拠」される形でソ連の統治下に置かれました。しかし、その後の返還交渉は現状からも分かる通り、対照的な道のりを歩み
ます。もちろん、統治の意味が異なるという最大要因はありますが、失われた領土を日本の一部として取り戻したいという「沖縄
愛国心」あるいは「北方領土愛国心」と、他方で「その実現は国際政治の現実の中でしかできない」という「醒めた現実主義」の
バランスが影響したと著者は分析します。二つの返還交渉を、携わった人々の思想と行動から読み解く一冊です。
『可視化・盗聴・司法取引を問う』
村井 敏邦、海渡 雄一／編 日本評論社／発行 2017年 請求記号 327.6/ﾑﾗ17/ 資料番号 0013956081

【内容】
平成28年に改正された刑事訴訟法は、密室で起こり得る不合理な取調べによる冤罪の防止に重点を置いており、中でも録
音・録画装置による「取り調べの可視化」が目玉とされています。一方で、「捜査権限の拡大」を意味する通信傍受の拡大や協
議・合意制度（司法取引）の導入は、新たな人権侵害と冤罪を生み出しかねないと編者は警告します。研究者・弁護士・冤罪
被害者・元警察関係者といった多角的な立場から改正内容の検証と課題を考察した一冊です。
、
『愛と怒りの行動経済学 賢い人は感情で決める』
エヤル・ヴィンター／著 青木 創／訳 早川書房／発行 2017年 請求記号 331/ﾋﾝ17/ 資料番号 0013956024

【内容】
私たち人間が抱く愛や怒り、妬みといった「感情」は、合理的・分析的な意思決定の妨げになるとネガティブに捉えられがちで
す。著者はこの考え方に否を唱え、感情の有用性を「合理的な感情」と定義し、ゲーム理論と進化論を用いながら証明してい
きます。本書で紹介される様々な実例と実験結果から、感情が「われわれの合理的な面を補ってバランスを保つための高度
なすぐれた道具」であると実感できるのではないでしょうか。行動経済学の新たな一面に触れられる一冊です。
『介護破産 働きながら介護を続ける方法』
結城 康博、村田 くみ／著 KADOKAWA／発行 2017年 請求記号 369.26/ﾕｳ17/ 資料番号 0013962618

【内容】
高齢者一人の介護期間が平均４年１１カ月である場合、費用は５４６万円必要となり、更に介護者（家族等）の生活費が別途必
要になります。社会保険制度全体が削減の方向にある中で、介護にかかる金銭問題は深刻になっています。また、介護のた
め離職した結果、再就職できず、経済的困難な状況に陥るケースも多々あるようです。本書は、社会保障政策の研究者と実
際に介護を経験した介護ジャーナリストが執筆しており、介護破産に陥らないための対策が書かれています。
『「ワーママ」５年目に読む本』
パワーママプロジェクト／編 光文社／発行 2017年 請求記号 379.9/ﾊﾜ17/ 資料番号 0013962972

【内容】
仕事を持ちながら子育てや家庭を両立している女性は、その環境に慣れてきた5年目くらいで、仕事のペースはこのままでい
いのか、子どもの小学校入学に合わせて習い事をどうするのか、そろそろ親の介護も考えていかなくてはならないなど、日々
漫然と様々な悩みを抱えるようになってくるようです。本書では、これらの悩みや不安についてアンケートを行い、そのアン
ケートを元に、専門家による解決方法や先輩ママからの体験談をまとめています。今後、より生活を充実させるにはどうしてい
くのがいいのかについて考える上で参考になる一冊です。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『「おひとりさま」ライフ』『どうなんじゃろ？「結婚」』です。（6月24日～7月17日）
お問い合わせ先：岡山県立図書館 2階 社会科学科学班 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5月に受け入れた本の一部です。
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新書館

0013955851 312.53/ｻﾙ17/
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日本弁護士連合会／編 日本加除出版
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0013968433 327.62/ｻﾄ17/
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0013953930 336/ｲﾅ17/

一発OKが出る資料簡単につくるコツ 下地 寛也／著

三笠書房

0013954136 336.55/ｼﾓ17/

銀行に好かれる会社、嫌われる会社 鈴木 みさ／著

幻冬舎メディアコンサル
0013852603 336.8/ｽｽ17/
ティング

隠れ増税 なぜあなたの手取りは増
山田 順／著
えないのか

青春出版社

0013956008 345/ﾔﾏ17/

<社会のセキュリティ>を生きる 「安
全」「安心」と「幸福」との関係

春日 清孝／編著
楠 秀樹／編著

学文社

0013956321 360.4/ｶｽ17/

「被災者のニーズ」と「居住の権利」
22歳が見た、聞いた、考えた

市川 英恵／著

クリエイツかもがわ

0013956271 365.31/ｲﾁ17/

マンションは日本人を幸せにするか

榊 淳司／著

集英社

0013960042 365.35/ｻｶ17/

ポスト<カワイイ>の文化社会学 女子 吉光 正絵／編著
たちの「新たな楽しみ」を探る
池田 太臣／編著

ミネルヴァ書房

0013962600 367.21/ﾖｼ17/

現地レポート世界LGBT事情 変わり ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ･ﾏﾙﾃﾙ／著
つつある人権と文化の地政学
林 はる芽／訳

岩波書店

0013852884 367.9/ﾏﾙ17/

家族に介護が必要な人がいます 親
西岡 修／著
の入院・介護のときに開く本

朝日新聞出版

0013954383 369.26/ﾆｼ17/

保育園問題 待機児童、保育士不
足、建設反対運動

前田 正子／著

中央公論新社

0013962519 369.42/ﾏｴ17/

親が知っておきたい学校教育のこと
1

赤堀 侃司／著

ジャムハウス

0013967096 370/ｱｶ17/1

Let's PTA研修「基本」マニュアル で
高尾 展明／編集・著
きることを、できるところから

ジアース教育新社

0013852991 374.6/ﾀｶ17/

学校選びの原則 大学・専門学校は
津田 敏／著
どこが違うのか

風詠社

0013857172 376.8/ﾂﾀ17/

父親ができる最高の子育て

高濱 正伸／著

ポプラ社

0013960307 379.9/ﾀｶ17/

キッチハイク！ 突撃！世界の晩ご
はん

山本 雅也／著

集英社

0014001531 383.8/ﾔﾏ17/

知的機動力の本質 アメリカ海兵隊
の組織論的研究

野中 郁次郎／著

中央公論新社

0014002281 397.6/ﾉﾅ17/

兵庫県震災復興研究ｾﾝﾀｰ編

