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『ダグラス・ラミスの思想自選集 「普通」の不思議さ』
C.ダグラス・ラミス／著 北川 久／ほか訳 萬書房／発行 2017年 請求記号 304/ﾗﾐ17/ 資料番号 0013905427

【内容】
「『普通』のことを別の角度から見ると『不思議』に見える」。50年近い年月を日本で過ごし、日米の大学で教鞭をとってきたア
メリカ人の著者はそう語ります。日本とアメリカ、ヤマト（日本本土）と沖縄など、異なる立ち位置の双方に身を置き続けた著者
が見つめ続けた「内」と「外」の風景は、どのようなものだったのでしょうか。「自由、平等、産業社会、差別、戦争と平和、日本
国憲法、暴力国家」、植民地・被植民地の構造といったテーマで1974年から2009年にかけて発表された12篇の論考が、著者
自身のミニ解題と共に収められた一冊です。
『中高生からの選挙入門』
谷 隆一／著 ぺりかん社／発行 2017年 請求記号 314.8/ﾀﾆ17/ 資料番号 0013905443

【内容】
今年10月、選挙権年齢が18歳に引き下げられてから初めての衆院総選挙が行われました。10代の投票率は41.51％であり、
18歳選挙権導入直後に行われた参院選の投票率46.78％を下回ったことが明らかになりました。若い世代に選挙や政治を自
分事として考えてもらうためにはどうすればよいのか。本書では、身近な地方政治を中心に、選挙の種類や現状、投票先を
決める時のヒントといった基礎知識、国や地方の実情や政治的課題などをかみ砕いて解説しています。当事者である17～20
歳の声も掲載されており、「選挙のガイドブック」として有用な一冊です。
、
『お金の悪魔 フェおばさんの経済学レクチャー』
H.M.エンツェンスベルガー／著 丘沢 静也／訳 晶文社／発行 2017年 請求記号 331/ｴﾝ17/ 資料番号 0013905526

【内容】
ある日、ドイツに住む一家の元へ届いた一通の絵葉書から本書は幕を開けます。一家への訪問を告げた差出人は遠縁の大
おばさんであり、父曰く「腐るほど金のある大金持ち」のフェおばさんでした。その来訪の翌日、主人公たち3兄弟はフェおば
さんから高級ホテルに招待され、「お金はどこからやってくるのか？」という宿題を出されます。謎多きフェおばさんとのゲーム
のような問答を通して、分業や借金、限界雇用や景気といった経済や金融の世界を兄弟は知ることになります。『数の悪魔』
の作者が物語仕立てで贈る、「『お金のこと』を考えるキッカケになる種」が散りばめられた一冊です。
『都道府県格差』
橘木 俊詔／監修 造事務所／著 日本経済新聞出版社／発行 2017年 請求記号 361.91/ﾀﾁ17/ 資料番号 0014100838

【内容】
日本は格差社会に入りました。以前から地域ごとの格差は存在していましたが、経済成長率が高かったため、問題視されるこ
とがなかったようです。しかし、経済成長率が鈍り、少子高齢化、人口減少社会になり、改めて地域格差の問題が注目されて
います。経済、女性、教育、健康、生活、福祉など全分野を調査し、数字で客観的な幸福度を測っています。客観的幸福度
で25年間ずっと１位の福井県ですが、この調査とは別に、その地域に住んでいる人が実際に「幸福と感じているか」について
の調査もあり、その調査では福井県民の主観的幸福度は35位でした。何をもって幸福と思うか、考えるきっかけとなる1冊で
す。
『ねじ曲げられた「イタリア料理」』
ファブリツィオ・グラッセッリ／著 光文社／発行 2017年 請求記号 383.837/ｸﾗ17/ 資料番号 0014101216

【内容】
イタリア料理というと、パスタ、ピッツア、トマト、オリーブオイル、エスプレッソなどが思い浮かびます。著者はイタリア生まれの
イタリア育ちですが、日本のゼネコンに招聘されて来日し、一年間過ごす内に日本が大好きになり、離れられなくなったという
ことです。そんな、日本大好きの著者ですが、日本におけるイタリア料理のイメージが実際と大きく違っていることについて
知ってほしいということや、食の安全性を謳っている日本の製品が、実は私たちの健康を損ねかねない代物であることなどを
伝えたいという思いで本書が書かれています。日本大好きな著者からの愛のメッセージとして読んでみてはいかがでしょう
か。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『身近なトラブル解決』『税金』です。（11月21日～12月17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10月に受け入れた本の一部です。
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慶應義塾大学出版会

0013997044 311.234/ｶﾜ17/

乱流のホワイトハウス トランプvs.オ
尾形 聡彦／著
バマ

岩波書店

0013970827 312.53/ｵｶ17/

平成の天皇制とは何か 制度と個人 吉田 裕／編
のはざまで
瀬畑 源／編

岩波書店

0014080006 313.61/ﾖｼ17/

ジハード主義 アルカイダからイス
ラーム国へ

保坂 修司／著

岩波書店

0014079990 316.4/ﾎｻ17/

相続・事業承継・認知症対策のためのい
川嵜 一夫／著
ちばんわかりやすい家族信託のはなし

日本法令

0013905492 324.82/ｶﾜ17/

弁護士の経営戦略 「営業力」が信
用・信頼をつなぐ

高井 伸夫／著

民事法研究会

0013907696 327.14/ﾀｶ17/

適法・違法捜査ハンドブック

倉持 俊宏／ほか著

立花書房

0013905518 327.63/ｲﾀ17/

日本経済最後の戦略 債務と成長の
田代 毅／著
ジレンマを超えて

日本経済新聞出版社

0013905542 332.107/ﾀｼ17/

「好き」な「スキマ」で楽しく稼ぐ「新」
副業・起業術

須田 祥充／著

秀和システム

0013905575 335/ｽﾀ17/

経営計画策定・実行の教科書

内海 康文／著

あさ出版

0013905625 336.1/ｳﾂ17/

「中だるみ社員」の罠

山本 寛／著

日本経済新聞出版社

0013905708 336.41/ﾔﾏ17/

社内営業の教科書 上司・同僚・部
下を味方につける

高城 幸司／著

東洋経済新報社

0013905716 336.49/ﾀｶ17/

Windowsでできる小さな会社のLAN
構築・運用ガイド

橋本 和則／著

翔泳社

0013905732 336.57/ﾊｼ17/

プライベートバンクの嘘と真実

幻冬舎メディアコンサル
篠田 丈／著
0013905807 338.8/ｼﾉ17/
ｸﾘｽﾃｨｱﾝ･ｼｰｸﾞﾌﾘｰﾄﾞ／著 ティング

図解いちばん親切な年金の本 知っ
ておきたい暮らしのお金

ナツメ社

0013905872 364.6/ｼﾐ17/2017

IPS就労支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ導入ガイド 精神障 サラ・スワンソン／著
がい者の「働きたい」を支援するために デボラ・ベッカー／著

星和書店

0013905898 366.28/ｽﾜ17/

履歴書・職歴書と添付手紙の書き方
福沢 恵子／著
会ってみたくなる

成美堂出版

0013905906 366.29/ﾌｸ04/2019

子どもが生まれても夫を憎まずにす ジャンシー・ダン／著
む方法
村井 理子／訳

太田出版

0014108344 367.3/ﾀﾝ17/

不当要求等対処ハンドブック

篠崎・進士法律事務所
立花書房
／編

0013905922 368.51/ｼﾉ17/

自分で考え、自分を育てるモンテッ
ソーリ教育

友好学園「深草こどもの
北斗書房
家」後援会／編

0013087721 376.11/ﾕｳ15/

インターンシップ 内定獲得のメソッド

岡 茂信／著
才木 弓加／著

マイナビ出版

0013908736 377.9/ｵｶ17/2019

わが子のやる気の育て方

ジョビィキッズ／著

マガジンハウス

0014108351 379.9/ｼﾖ17/

ザメディアジョンプレス

0013906060 385.4/ｵｼ17/

法研

0013906086 385.6/ｸﾛ17/

おしゃれに簡単DIYウェディングアイ
テムBOOK
親の葬儀とその後事典 最新版葬
儀・お墓・相続・手続きのすべて

黒澤 計男／共著
溝口 博敬／共著

流感世界 パンデミックは神話か？

フレデリック・ケック／著
水声社
小林 徹／訳

0013906094 389/ｹﾂ17/

異貌の同時代 人類・学・の外へ

渡辺 公三／編
石田 智恵／編

0013906102 389.04/ﾜﾀ17/

以文社

