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『プーチンの国 ある地方都市に暮らす人々の記録』
アン・ギャレルズ／著 築地 誠子／訳 原書房／発行 2017年 請求記号 302.381/ｷﾔ17/ 資料番号 0014060651

【内容】
現在、私たちが目にするロシアやプーチン大統領に関するニュースや文献は、マクロの視点から見たものがほとんどです。し
かし、現地の人々が「モスクワは真のロシアではない」と言うように、本書では、約20年の歳月をかけてミクロの視点＝ウラル山
脈南端の地方都市・チェリャビンスク州から見たロシアの「今」を明らかにしていきます。かつて軍需産業で発展を遂げた工業
都市は、ソ連の崩壊に伴う混乱とプーチン登場後の経済乱高下をどう乗り越えてきたのか、ロシアが抱える問題と共に描かれ
ています。ロシアという国を旧ソ連時代から約40年間追い続けてきた著者の集大成となる一冊です。
『「国際関係」の基本がイチからわかる本 “知ってるつもり”から抜け出す！』
坂東 太郎／著 日本実業出版社／発行 2017年 請求記号 319/ﾊﾝ17/ 資料番号 0014059109

【内容】
日々、新聞やニュースでは様々な国際関係の話題が飛び交っています。「知らなくても日々の生活で困ることはない」けれど、
世の中に対する理解をより深めるためには「国際関係」について知ることが重要であると著者は述べています。本書では「国」
の定義から国と国とのつながりの基本や、国連や世界の主な「同盟」や「協定」、戦後の国際関係の流れについて、ニュース
解説者である著者が丁寧に説明します。
、
『人口減少時代の土地問題 「所有者不明化」と相続、空き家、制度のゆくえ』
吉原 祥子／著 中央公論新社／発行 2017年 請求記号 334.6/ﾖｼ17/ 資料番号 0014059042

【内容】
「いらない土地の行き場がない」……。過疎化や高齢化、人口減少に伴い、所有者が不明な土地の面積は増え続け、現在で
は九州を上回る規模とされています。そのような状況が止まらない背景には、不動産登記制度や地籍調査、所有権など現行
の土地制度が人口増加を前提にしたものであり、「人口減少」社会となっている現実に対応できていないという実情がありま
す。土地の「所有者不明化」問題は個人の相続と密接に関係するものであり、適切な形で土地を次世代へ引き継いでいくた
めには、時代に即した土地制度の整備が必要であることを明らかにする一冊です。
『同一労働同一賃金の衝撃 「働き方改革」のカギを握る新ルール』
山田 久／著 日本経済新聞出版社／発行 2017年 請求記号 366.4/ﾔﾏ17/ 資料番号 0013880349

【内容】
政府は「働き方改革」の一つである「同一労働同一賃金」を各職場に導入しようとしていますが、人件費が増えることから、企
業からは反対意見があり、労働関係の専門家からも導入については、慎重論が出ています。元は欧米で行われてきた方式で
すが、欧米と異なる雇用慣行の日本で果たして根付いていくのか、非正規労働者の処遇改善に繋げることができるのか、ま
た、正社員は割を食うことになるのか、など様々な疑問について多角的な観点から解説されています。
『アフリカ文化探検 半世紀の歴史から未来へ』
田中 二郎／著 京都大学学術出版会／発行 2017年 請求記号 382.4/ﾀﾅ17/ 資料番号 0014059455

【内容】
著者は、50年近くアフリカについて研究していますが、この間にアフリカは大きく変わってきており、かつての自然環境や人々
の暮らしぶりは、今では全く見られなくなったものが多くあると述べています。主にブッシュマンついて研究してきた著者です
が、近代化政策の波が押し寄せた事によるブッシュマン社会の変化や、グローバリゼーション化する現代の波に揺れるブッ
シュマンを世界の歴史にどう位置づけるかについて書かれています。さらに、ブッシュマンに限らず、アフリカ各地に住む諸民
族の独自の能力を今後どう開発し、支援していくかが課題であると書かれています。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『妖怪三昧』『防災』です。（8月22日～9月24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8月に受け入れた本の一部です。
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おもしろ日ロ関係散歩道

菅野 哲夫／著

東京図書出版

0013884564 302.38/ｽｶ17/

安定を模索するアフリカ

木田 剛／編著
竹内 幸雄／編著

ミネルヴァ書房

0013884580 302.4/ｷﾀ17/

徳間書店

0014063101 314.18/ｶﾐ17/

国会女子の忖度日記 議員秘書は、
神澤 志万／著
今日もイバラの道をゆく
ヘンリー・スティムソン回顧録 上

ﾍﾝﾘｰ･L.ｽﾃｨﾑｿﾝ／著
国書刊行会
ﾏｯｸｼﾞｮｰｼﾞ･ﾊﾞﾝﾃﾞｨ／著
石原 豊昭／編著

0014037816 319.53/ｽﾃ17/1

法律トラブルを解決するならこの1冊 生活と法律研究所／編集 自由国民社

0013884697 320/ｲｼ17/

ふたつの憲法と日本人 戦前・戦後
の憲法観

川口 暁弘／著

吉川弘文館

0013889167 323.12/ｶﾜ17/

司法書士のためのマーケティングマ
ニュアル

船井総合研究所司法書士事
務所ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ／著

第一法規

0014039234 327.17/ﾌﾅ17/

入門書を読む前の経済学入門

中矢 俊博／著
上口 晃／著

同文舘出版

0013884879 331/ﾅｶ17/

前田さん、主婦の私もフリーランスに
前田 めぐる／著
なれますか？

日本経済新聞出版社

0013879820 335/ﾏｴ17/

入社3年目までの仕事の悩みに、ビジネ
ス書10000冊から答えを見つけました

キノブックス

0013879895 336/ｵｵ17/

部下に残業をさせない課長が密かに
麻野 進／著
やっていること

ぱる出版

0013885132 336.3/ｱｻ17/

年下上司にイライラしない40の技術
あなたのモヤモヤをスッキリ解決！

門脇 竜一／著

秀和システム

0013885199 336.49/ｶﾄ17/

銀行はこれからどうなるのか

泉田 良輔／著

クロスメディア・パブリッ
0013885363 338.21/ｲｽ17/
シング

大杉 潤／著

地図でみる世界の地域格差 OECD OECD／編著
地域指標
中澤 高志／監訳
現代日本の結婚と出産

明石書店

国立社会保障・人口問
厚生労働統計協会
題研究所／編集

0013885413 350.9/ｹｲ08/2016
0014039333 L358.1/ｺｸ09/2015

メディアのことばを読み解く7つのここ
名嶋 義直／編
ろみ

ひつじ書房

0013880190 361.453/ﾅｼ17/

子どもに安心して住める家を残したい 小林 康雄／著

文芸社

0013880281 365.3/ｺﾊ17/

ハローワーク150％トコトン活用術

同文舘出版

0013885561 366.29/ﾋﾕ17/

左右社

0013885587 367.3/ﾀｶ17/

日向 咲嗣／著

なぜ夫は何もしないのか なぜ妻は理
高草木 陽光／著
由もなく怒るのか

サ高住の決め方 サービス付き高齢 消費生活マスター介護
信山社
者向け住宅
問題研究会／著
教師のたまごのための教育相談

会沢 信彦／編著
安齊 順子／編著

図解プログラミング教育がよくわかる
本

0013880489 369.26/ﾓﾄ17/

北樹出版

0013885801 371.43/ｱｲ17/

講談社

0014063564 375.199/ｲｼ17/

夢をかなえる就活 ソニーの面接官
をしてわかったこと

金巻 裕史／著

西村書店

0013886064 377.9/ｶﾈ17/

世界の屋台メシ 世界のストリート
フード120レシピつき

ｼﾞｬﾝ=ﾌﾗﾝｿﾜ･ﾏﾚ／著
いぶき けい／訳

グラフィック社

0014037782 383.8/ﾏﾚ17/

<ひとり死>時代のお葬式とお墓

小谷 みどり／著

岩波書店

0013970454 385.6/ｺﾀ17/

西東社

0013995899 399.23/ｻｲ17/

マンガ齋藤孝が教える「孫子の兵法」
の活かし方

