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『楽しい縮小社会 「小さな日本」でいいじゃないか』
森 まゆみ、松久 寛／著 筑摩書房／発行 2017年 請求記号 304/ﾓﾘ17/ 資料番号 0014027155

【内容】
加速する少子高齢化と、それに伴って生じる社会保障や経済の問題は現代日本の重要課題です。既に経済成長は頭打ち
の状態であり、今後は「縮小社会」へのシフトが必要だと著者たちは主張します。問題を先延ばしにした「成長」や現状維持の
「持続」のままでは、資源不足や環境悪化による破滅は避けられません。「縮小」という言葉は一見ネガティブなようですが、そ
れは「足るを知るダウンサイジング」であり、量的成長を止めて「ものは少ないが、安心や楽しみが在る社会」（質的成長）に繋
がるのです。作家と工学者という対照的な2人の対話を中心に、新たな日本の在り方を考えさせられる一冊です。
『世界を分断する「壁」 フォト・ドキュメント』
アレクサンドラ・ノヴォスロフ、フランク・ネス／著 原書房／発行 2017年 請求記号 312.9/ﾉﾎ17/ 資料番号 0014029680

【内容】
今年1月、アメリカのトランプ大統領が不法移民対策としてメキシコとの国境沿いに壁を建設する大統領令に署名したことが話
題になりました。実は、既に国境の約8割には金網やトタン板などによるフェンスが張り巡らされているのですが、これらを通過
不可能な物理的障壁として強化する方針です。本書では、このような移民防止フェンスをはじめ、領土紛争や政治的理由に
よって建てられた世界各地の「壁」のうち、「人間の営みを尊重しない」と著者が見なす「恥の壁」9つを取り上げ、グローバル化
が進む一方で「物理的な意味でも比喩的な意味でも」堅固になった「壁」について、人文地理の観点から分析しています。
、
『明治の金勘定 今昔価格比較でわかる明治の暮らし』
山本 博文／監修 洋泉社／発行 2017年 請求記号 337.821/ﾔﾏ17/ 資料番号 0014024434

【内容】
江戸時代の通貨「両」は明治に入って「円」に切り替わり、現在に至るまで用いられています。本書では、当時の一円を現代価
格で約2万円と換算し、様々なモノの値段から明治の暮らしに迫ります。紹介される項目は、牛乳やアイスクリームなど「新時代
の食べもの」、総理大臣やお雇い外国人、芸者のほか、新聞社勤務時代の夏目漱石や石川啄木の収入 、文化や生活、レ
ジャーなど多岐にわたります。当時と比べて値段・価値が大幅に変わったものも数多く、物価を通して「生活の変化や時代感
覚の違い」を実感できる一冊です。
『親子白書』
明治安田生活福祉研究所／編 きんざい／発行 2017年 請求記号 367.3/ﾒｲ17/ 資料番号 0014024624

【内容】
いつの時代も「今の若者は」とか「時代が変わった」と言われますが、子どもたちが持っている考え方や行動には、その時代の
環境や価値観と関係があるのではないでしょうか。本書では10代後半から20代のこれから社会に羽ばたく層の子どもたちの考
え方、行動、環境などについて幅広くデータを収集しまとめています。データからは、親世代が10代、２０代を生きた頃とは確
実に変化していることが読みとれます。子どもの成長に合わせて親子の関係を見つめ直すのに参考になる1冊です。
『奨学金が日本を滅ぼす』
大内 裕和／著 朝日新聞出版／発行 2017年 請求記号 373.4/ｵｵ17/ 資料番号 0013872445

【内容】
今、奨学金は大きな社会問題となっています。20年前には、奨学金利用者の割合は21％であったものが、16年後には52%強
となっています。利用者が増えた背景には、学費の高騰、親の所得減少、若年層の雇用の劣化などがあり、日本の社会全体
の問題が影響しています。本書は、30年前の奨学金利用状況と現在の比較、借りなければならない社会的背景、返済困難の
実態と問題点、今後の制度について改善案の提示という内容の構成となっています。社会全体の問題として考えさせられる1
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『お化けって何？妖怪って何？』『防災』です。（8月22日～9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7月に受け入れた本の一部です。
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郁文堂

0013873286 302.34/ﾀｶ17/

岩波書店

0014036651 309.021/ﾘﾃ16/7

現代史とスターリン

渡辺 治／著
不破 哲三／著

新日本出版社

0014036917 312.38/ﾜﾀ17/

シャルリ・エブド事件を読み解く

ケヴィン・バレット／編著
板垣 雄三／監訳・解説

第三書館

0014020382 316.04/ﾊﾚ17/

アメリカから<自由>が消える

堤 未果／著

扶桑社

0014055990 316.1/ﾂﾂ17/

消防団員実務必携

消防学校消防団員教育
東京法令出版
研究会／編著

0014038756 L317.79/ｼﾖ17/

リーガルベイシス民法入門

道垣内 弘人／著

0014038616 324/ﾄｳ17/

実践成年後見

成年後見センター・リー
民事法研究会
ガルサポート／企画

0014036818 324.65/ｾｲ17/69

遺言条項例300&ケース別文例集

遺言・相続リーガルネッ
日本加除出版
トワーク／編著

0013873195 324.77/ﾕｲ17/

日本経済新聞出版社

THINK WILD あなたの成功を阻むす ﾘﾝﾀﾞ･ﾛｯﾃﾝﾊﾞｰｸﾞ／著
べての難問を解決する
江口 泰子／訳

ダイヤモンド社

0014036610 335/ﾛﾂ17/

CSR企業白書

東洋経済新報社

0014038681 335.15/ｼｴ17/

「数字」が読めると本当に儲かるんで 古屋 悟司／著
すか？
田中 靖浩／案内人

日本実業出版社

0014020911 336.84/ﾌﾙ17/

錬金術の終わり 貨幣、銀行、世界
経済の未来

マーヴィン・キング／著
日本経済新聞出版社
遠藤 真美／訳

0014036628 338.01/ｷﾝ17/

業種別「目利き力」 DASP-4列
SWOT分析活用法

三浦 英晶／著
保科 悦久／著

経済法令研究会

0013873336 338.55/ﾐｳ17/

私たちの税金

大蔵財務協会／編

大蔵財務協会

0014038657 345/33/2017

公共用地取得の税務 事前協議を上
高藤 一夫／編
手にすすめるために

大蔵財務協会

0014038640 345.33/ﾏﾂ02/2017

日本国債の膨張と崩壊 日本の財政
代田 純／著
金融政策

文眞堂

0014036750 347.21/ｼﾛ17/

闇を照らす なぜ子どもが子どもを殺 長崎新聞社報道部少年
長崎新聞社
したのか
事件取材班／著

0014020648 368.71/ﾅｶ17/

訪問看護実務相談Q&A

全国訪問看護事業協会
中央法規出版
／編集

0014038673 369.261/ｾﾝ17/

知ろう語ろう発達のこと

松島 明日香／著
藤野 友紀／著

全国障害者問題研究
会出版部

0013873351 369.27/ﾏﾂ17/

クラス集団にビシッと響く！「叱り方」
中嶋 郁雄／著
の技術 心は熱く態度は冷静に

明治図書出版

0014036677 374.12/ﾅｶ17/

養護教諭の現場から-すぐにわか
板垣 都志美／著
る！できる！こどものｽﾄﾚｽｹｱ･ﾒｿｯﾄﾞ

ラピュータ

0013873385 374.97/ｲﾀ17/

マンガでわかるおうちのルール 小学 横山 浩之／著
校入学までに身に付けたい45の習慣 明野 みる／マンガ

小学館

0013995469 379.91/ﾖｺ17/

侵犯する身体

京都大学学術出版会

0013995485 389.04/ﾀﾅ17/

日米開戦へのスパイ 東條英機とゾ
孫崎 享／著
ルゲ事件

祥伝社

0014056493 391.61/ﾏｺ17/

自衛官になる本 陸上・海上・航空自
衛隊自衛官への道を完全収録

イカロス出版

0014049084 392.107/ｼｴ10/2018

田中 雅一／編

