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『沖縄と国家』
辺見 庸、目取真 俊／著 KADOKAWA／発行 2017年 請求記号 312.199/ﾍﾝ17/ 資料番号 0014082010

【内容】
「沖縄」は、日本が最終的に守るべき「絶対国防圏」に入っていない―。太平洋戦争末期には戦場となったことで膨大な数の
犠牲者を出し、戦後は在日米軍の統治から本土復帰後、現在に至るまで土地が軍事基地として用い続けられるという、日本
「本土」＝ヤマトゥに振り回され続けてきた沖縄は、差別と「権力という絶対暴力」にどう向き合うのか。右傾化する日本に警鐘
を鳴らし続ける辺見庸と、沖縄で生まれ育ち、反戦・反基地運動を続ける目取真俊という2人の芥川賞作家による対談本で
す。
『AI現場力 「和ノベーション」で圧倒的に強くなる』
長島 聡／著 日本経済新聞出版社／発行 2017年 請求記号 336/ﾅｶ17/ 資料番号 0014039507

【内容】
AI（人工知能）をはじめとするテクノロジーの発展は目覚ましく、「ロボット資本主義」という苛烈な格差社会と、「人を中心とし
た、明るい未来」の分岐点は目前に迫っているといえます。能力や職を奪うのではなく、人の能力を引き出すためにAIを使う
にはどうすればよいのか。著者が提唱するのは、日本の「和」、対話の「話」、仲間の「輪」という日本型のイノベーションである
「和ノベーション」というコンセプトです。AIを使いこなし、創造生産性を高めるための仕組みや仕掛けを詳述した一冊です。
、
『財政と民主主義 ポピュリズムは債務危機への道か』
加藤 創太、小林 慶一郎／編著 日本経済新聞出版社／発行 2017年 請求記号 343/ｶﾄ17/ 資料番号 0013890207

【内容】
我が国の財政赤字の拡大が深刻であるにも関わらず、「必要な対策がわかっていながら問題が先送りされる」原因はどこにあ
るのでしょうか。政策現場で実務を重ねた経済学、政治学、行政学の専門家である著者たちは、「経済」ではなく「『政治』、あ
るいは「その中心的メカニズムである『民主主義』」に原因があると主張します。従来進められてきた政策の枠内に留まらず、選
挙制度や予算制度、国会運営や社会保障・地方財政、有権者の意識改革、政治哲学など幅広い観点から分析を行い、対応
策を提示した一冊です。
『外国人労働者をどう受け入れるか 「安い労働力」から「戦力」へ』
NHK取材班／著 NHK出版／発行 2017年 請求記号 366.89/ﾆﾂ17/ 資料番号 0014081988

【内容】
現在、日本で働く外国人の数は100万人を超えています。彼らの主な仕事は、飲食業や建設業に就業しています。ジャパン・
ドリームを持って日本に来る外国人は、年々増えていますが、就労先の労働環境は悪く、家族への仕送りが出来ない状態に
あるなど、多くの外国人が苦しんでおり、日本の労働環境に対する不満も増してきています。2020年には400万人の労働力が
不足すると試算されている中、外国人に対する劣悪な労働環境を変えない限り、日本社会の循環は難しくなります。これから
は、外国人と共に働き、生活していく「共存」の在り方を模索することを考えていかなければならないと述べられています。
『幻の黒船カレーを追え』
水野 仁輔／著 小学館／発行 2017年 請求記号 383.8/ﾐｽ17/ 資料番号 0014082515

【内容】
カレー好きが高じて「東京カレー番長」としてテレビ、イベントで活躍していると、いつの間にか趣味が本業になっていました。
そんな著者が、会社を辞めて日本のカレーの原点を探りに3ヶ月かけてイギリスへ旅に出ます。しかし、3ヶ月かけてもイギリス
本土で日本のカレーの原点である黒船カレーは見つからず、一旦帰国するものの、あきらめきれない著者は、再びイギリスへ
渡り、アイルランドへ行く途中のフェリーでついに日本のカレーの原点に出会いますが、使われているカレーペーストの箱に
は漢字が……。カレーに対する著者の情熱と旅先でのイギリス人との触れ合いがエッセイのように読める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『働き方いろいろ』『シニアライフ』です。（9月26日～10月22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9月に受け入れた本の一部です。
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大人のための社会科 未来を語るた 井手 英策／著
めに
宇野 重規／著
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有斐閣

0014087688 301/ｲﾃ17/

ジャパンタイムズ

0013897293 302.1/ｴｸ17/

白兎で知るロシア ゴルバチョフから
小林 和男／著
プーチンまで

かまくら春秋社

0013897301 302.38/ｺﾊ17/

中国政治からみた日中関係

国分 良成／著

岩波書店

0013897335 312.22/ｺｸ17/

絵で見てわかる人権

岩本 一郎／著

八千代出版

0013902374 316.1/ｲﾜ17/

合同出版

0014087670 316.4/ﾅｶ17/

英語で語る日本事情2020

江口 裕之／著
ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾄﾞｩｰﾏｽ／著

ぼくは13歳、任務は自爆テロ。 テロ
永井 陽右／著
と紛争をなくすために必要なこと

エルサレムのアイヒマン 悪の陳腐さ ハンナ・アーレント／著
みすず書房
についての報告
大久保 和郎／訳

0014086490 316.88/ｱﾚ17/

政府の憲法九条解釈 内閣法制局
資料と解説

浦田 一郎／編

信山社出版

0013898481 323.142/ｳﾗ17/

契約業務の実用知識

堀江 泰夫／著

商事法務

0014087936 324.52/ﾎﾘ17/

終活にまつわる法律相談 遺言・相
続・相続税

安達 敏男／著
吉川 樹士／著

日本加除出版

0013902465 324.7/ｱﾀ17/

歴史としての大衆消費社会 高度成
寺西 重郎／著
長とは何だったのか？

慶應義塾大学出版会

0013996327 332.107/ﾃﾗ17/

ドイツ通信「私の町の難民」

柘植書房新社

0013897517 334.434/ﾊﾔ17/

ひとりから始める 「市民起業家」とい
川口 和正／著
う生き方

同友館

0013897624 335.8/ｶﾜ17/

稲盛和夫の実践アメーバ経営 全社 稲盛 和夫／編著
京ｾﾗｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ／編著
員が自ら採算をつくる

日本経済新聞出版社

0014087878 336/ｲﾅ17/

「わか者、ばか者、よそ者」はいちば
ん役に立つ AI時代の創造的思考

木村 尚義／著

創英社

0014078612 336.2/ｷﾑ17/

テレワークで生き残る！ 中小企業
のためのテレワーク導入・活用術

田澤 由利／著

商工中金経済研究所

0013898580 336.4/ﾀｻ17/

住宅ローンを賢く借りて無理なく返す
淡河 範明／著
32の方法

エクスナレッジ

0013897855 338.74/ｵｺ13/2017

「とにかく優位に立ちたい人」を軽くか
石原 加受子／著
わすコツ

学研プラス

0014086326 361.4/ｲｼ17/

図解わかる会社をやめるときの手続 中尾 幸村／著
きのすべて
中尾 孝子／著

新星出版社

0013902812 364.3/ﾅｶ04/2017

障害者への就労支援のあり方につい
中尾 文香／著
ての研究

風間書房

0013898069 366.28/ﾅｶ17/

理科の授業がもっとうまくなる50の技 大前 暁政／著

明治図書出版

0014078356 375.422/ｵｵ17/

認定こども園運営ハンドブック

早川 学／著

中央法規出版編集部／
中央法規出版
編集

0014093652 376.1/ﾁﾕ15/2017

大学院生、ポストドクターのための就
アカリク／編
職活動マニュアル

亜紀書房

0013903034 377.9/ｱｶ17/

わが子に障がいがあると告げられた
佐藤 曉／著
とき 親とその支援者へのメッセージ

岩崎学術出版社

0014078752 378/ｻﾄ17/

北朝鮮人民の生活 脱北者の手記
から読み解く実相

弘文堂

0014093538 382.21/ｲﾄ17/

SBクリエイティブ

0013898465 391.3/ｷﾓ17/

伊藤 亜人／著

戦術の本質 戦いには不変の原理・
木元 寛明／著
原則がある

