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『プライバシーなんていらない！？ 情報社会における自由と安全』
ダニエル・J.ソロブ／著 大島 義則ほか／訳 勁草書房／発行 2017年 請求記号 316.1/ｿﾛ17/ 資料番号 0014002265

【内容】
街中に設置されている監視カメラや警察官による職務質問に対し、拒否感を示す人がいる一方で「やましいことが何もないな
ら、見られてもいいじゃない」と考える人もいるでしょう。「プライバシー」と「安全」は私たちにとって重要なものですが、両者が
衝突した際のバランスは非常に危ういものになります。特に9.11事件以降は「安全」側を重視する傾向にあり、今や世界は情
報監視社会といえるでしょう。本書では、「価値」、「有事」、「憲法上の権利」、「新技術」といった観点から、国家あるいは私た
ちが抱くプライバシー観と安全観の「歪み」を解き明かし、二者択一ではなく、両者を調和させる方法を提案します。
『経済ってこうなってるんだ教室 小学校の算数と国語の力があればわかる経済・金融の超入門書！』
海老原 嗣生／著 飯田 泰之／解説 プレジデント社／発行 2017年 請求記号 330/ｴﾋ17/ 資料番号 0014005995

【内容】
日々、新聞やニュースでは様々な経済の話題が飛び交っています。そのスピードと複雑さは増すばかりで、私たちの日常に
関わる話題であっても、ポイントが掴みづらいと感じる方は多いのではないでしょうか。本書は「経済や金融の最重要ポイント」
とされる「金利」など経済活動の基本から始まり、アベノミクスやトランポノミクスを元にした経済政策の解説などを経て、日々の
経済情報を読み解く力を養うことを目的にしています。小学校レベルの国語と算数の力があれば理解できるよう、私たちが「わ
かっているようでわかっていないキーポイント」を、基礎の基礎からブロックを積み上げるように解説してくれる一冊です。
、
『今日から役立つ統計学の教科書』
渡辺 美智子／監修 ナツメ社／発行 2016年 請求記号 350.1/ﾜﾀ17/ 資料番号 0013861257

【内容】
統計には「鏡（全体を大きく客観的につかんで見る力）」、「羅針盤（何が起こるのかを予測する力）」、「内視鏡（ある結果が生
じる原因を見つけ出す力）」という3つの力があり、「現状に即して目標を明確に設定する」という現代ビジネスのスタイルに欠か
せない要素となっています。本書では、統計学の基礎知識をはじめ、テレビの視聴率やスギ花粉の飛散量予測といった実生
活で馴染み深い統計の活用例、実際にアンケート調査を行って必要な情報を得るためのスキルなどについて、マンガを交え
ながらやさしく解説しています。統計を活用して現状分析と未来予測を行う際の手始めにお勧めの一冊です。
『まち保育のススメ おさんぽ・多世代交流・地域交流・防災・まちづくり』
三輪 律江、尾木 まり／編著 萌文社／発行 2017年 請求記号 369.42/ﾐﾜ17/ 資料番号 0013964770

【内容】
本書は、乳幼児期の子どもが地域をフル活用して育つための「まち保育」と「まち保育」を進める意義を見据えて実践するため
のアイディアが書かれています。保育・子育て支援、建築計画、都市計画、環境工学、防災、臨床心理学などの研究者や実
践者が執筆しおり、専門的立場から子どもたちが地域に見守られながら育っていくための方法について述べています。保育
現場において、地域コミュニティとの関係づくりに悩んでいる方や、保育現場で起こっている諸問題についてどのように解決す
べきか悩んでいる方、長期計画でまちづくり行政に携わる行政の方にとって役立つ資料となります。
『放浪・廻遊民と日本の近代』
長野 浩典／著 弦書房／発行 2016年 請求記号 384/ﾅｶ17/ 資料番号 0013861661

【内容】
九州山地には「サンカ」と呼ばれる人々が昭和40年代まで家を持たない生活をしており、竹細工や川魚をしながら回遊してい
ました。本書では日本の近代社会における定住しない廻遊や放浪民について書いており、定住していない立場から見た近代
社会の特質について述べられています。非定住民自体が少数のため、彼らについての記録は極度に少なく、本書では断片
的な記録をつないで書かれています。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『聞いてみよう子どもの声』『夏休みの自由研究』です。（7月19日～8月20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6月に受け入れた本の一部です。
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日本経済新聞出版社

0014035190 304/ｲｹ17/

総理の言葉 日本を背負ってきた男
遠越 段／著
たちの名言集

総合法令出版

0013866157 312.1/ﾄｵ17/

タフな米国を取り戻せ アメリカを再
び偉大な国家にするために

ドナルド・トランプ／著
岩下 慶一／訳

筑摩書房

0013866165 312.53/ﾄﾗ17/

超高齢・人口減少時代に立ち向かう

日本都市センター／編
日本都市センター
集

0013987078 318.6/ﾆﾎ17/

判例の読み方 シッシー&ワッシーと
青木 人志／著
学ぶ

有斐閣

0013968276 320.981/ｱｵ17/

最新借地借家法の解説

渡辺 晋／著

住宅新報社

0013865829 324.81/ﾜﾀ17/

中小企業の事業承継 図解&イラスト

牧口 晴一／著
齋藤 孝一／著

清文社

0013993811 335.35/ﾏｷ17/

平社員会社を動かす 会社の危機に
稲垣 太一／著
あなたは何をするのか

三恵社

0013866413 336/ｲﾅ17/

AIが同僚 あなたはたのしく一緒に働 日経ﾄｯﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ／編
けるか
日経ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ／編

日経BP社

0013866447 336/ﾆﾂ17/

住宅ローンはこうして借りなさい

ダイヤモンド社

0013866611 338.74/ﾌｶ17/

深田 晶恵／著

節税が破産を招く相続税対策の落と
内田 直仁／著
し穴

幻冬舎メディアコンサル
0013866694 345.53/ｳﾁ17/
ティング

結婚差別の社会学

勁草書房

0014022016 361.86/ｻｲ17/

生きる場所を、もう一度選ぶ 移住し
小林 奈穂子／著
た23人の選択

インプレス

0013866744 365/ｺﾊ17/

知的障害者雇用ハンドブック

原町成年寮／編著

幻冬舎メディアコンサル
0013866785 366.28/ﾊﾗ17/
ティング

英語転職の教科書 アルクはたらく
×英語

村上 賀厚／著

アルク

0013866801 366.29/ﾑﾗ17/

人手不足なのになぜ賃金が上がらな
玄田 有史／編
いのか

慶應義塾大学出版会

0013994934 366.4/ｹﾝ17/

単身急増社会の希望 支え合う社会
藤森 克彦／著
を構築するために

日本経済新聞出版社

0014035521 367.4/ﾌｼ17/

ねてもさめてもとくし丸 移動スー
パーここにあり

水口 美穂／著

西日本出版社

0014035570 369.261/ﾐｽ17/

「奨学金」地獄

岩重 佳治／著

小学館

0013867064 373.4/ｲﾜ17/

70センチの目線 ShoPro Books

小竹 めぐみ／著
小笠原 舞／著

小学館集英社プロダク
0013867171 376.11/ｺﾀ17/
ション

思考を鍛える大学の学び入門

井下 千以子／著

慶應義塾大学出版会

0013994991 377.15/ｲﾉ17/

理系大学生活ハンドブック

原田 淳／著

化学同人

0013867221 377.9/ﾊﾗ17/

3年で退職しないための就活読本

三好 秀和／著
佐々木 一雄／著

同友館

0013867239 377.9/ﾐﾖ17/

発達障害の子のための「すごい道具」
使ってみたら、「できる」が増えた

安部 博志／著

小学館

0013867254 378/ｱﾝ17/

外国人がムッとするヤバイしぐさ

ｼﾞｬﾆｶ･ｻｳｽｳｨｯｸ／著
晴山 陽一／著

青春出版社

0014035463 385.9/ｻｳ17/

潜望鏡上げ 潜水艦艦長への道

山内 敏秀／著

かや書房

0013866058 397.21/ﾔﾏ17/

齋藤 直子／著

