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『明治維新150年を考える 「本と新聞の大学」講義録』
一色 清／モデレーター 姜 尚中／モデレーター 集英社／発行 2017年 請求記号 304/ｲﾂ17/ 資料番号 0014169056

【内容】
2018年は、明治維新から150年にあたる年です。維新後と第二次大戦後の日本は「キャッチアップは上手にした」が「次の目
標がなくて混迷している」という点で共通していると著者の一人は指摘します。本書は、民俗学や財政社会学、文学、ジャーナ
リズムといった様々な分野の講師陣が知られざる近代日本に光を当てた連続講座をまとめたものであり、日本が今後どのよう
な姿を描いていけばよいのか考えるヒントとなるでしょう。
『合併しなかった自治体の実際 非合併小規模自治体の現在と未来』
木佐 茂男／監修 原田 晃樹／編著 公人の友社／発行 2017年 請求記号 318.294/ｷｻ17/ 資料番号 0014169528

【内容】
国が強力に推進した「平成の大合併」により、1999年には3,232あった市町村の総数は、2016年には1,718まで大幅に減少し
ました。特に、農山村地域の小規模自治体は「合併を選ばなければ地方交付税の減少により生き残りは難しい」ことから激減
しましたが、あえて合併の道を選ばなかった自治体も多く存在します。本書では、そのひとつである熊本県産山村の例を中心
に、法律学（自治法論）や地方財政論など研究者の視点と、アンケート等による住民の視点から、非合併小規模自治体の「こ
れまで」と「これから」を展望します。
、
『日本の正しい未来 世界一豊かになる条件』
村上 尚己／著 講談社／発行 2017年 請求記号 332.107/ﾑﾗ17/ 資料番号 0014169817

【内容】
日本は1990年代後半に低成長とデフレが発生し、それが20年以上も続いているという、戦後の経済先進国の中では類を見な
い状況にあります。デフレの特徴は物価の下落であり、一見喜ばしくも見えますが、同時に「モノの値段と同様あるいはそれ以
上に給料の稼ぎが目減り」するなど労働環境を悪化させ、実際には生活が苦しくなるという問題を引き起こします。投資家であ
る著者の目線から、長期デフレの原因が日本銀行と政府の政策判断ミス（人災）であり、2013年以降はアベノミクスと金融緩和
政策などによって脱デフレと経済正常化が進みつつある、と明らかにする一冊です。
『次の震災について本当のことを話してみよう。』
福和 伸夫／著 時事通信出版局／発行 2017年 請求記号 369.31/ﾌｸ17/ 資料番号 0014169932

【内容】
南海トラフ地震の脅威については、起これば大惨事になる、という認識は持っているのではないでしょうか。この地震が起これ
ば、現代日本における最大クラスの地震となり、内閣府の想定では、死者は32万3000人にのぼるということです。南海トラフ地
震は、起こるかもしれないではなく、必ず起こる地震であると著者は言います。では、どのような対策ができるのか、まだ起こっ
ていない地震を我が事として考えることは簡単ではありません。本書では、日常生活で何気なくしている事に、防災の視点を
持ち込めないかと考えています。できることから少しずつ、いざという時に備えて防災意識を高めませんか。
『昔話の読み方伝え方を考える 食文化・環境・東日本大震災』
石井 正己／著 三弥井書店／発行 2017年 請求記号 388.1/ｲｼ17/ 資料番号 0013931035

【内容】
『遠野物語』は民間に伝わる昔話を記録したもので、この記録を発端に他の地域でも昔話の記録が始まりました。20世紀後半
には、記録が録音に進化したため誰でも記録できるようになり、多くの資料が刊行されました。また、この動きとは別に『遠野物
語』の地域では、語り部が観光客に昔話を語るようになり、昔話を語る手法は全国へ広がりました。しかし、少子高齢化時代が
岩手県に伝わる『』
到来し、語り部の数が減少していた頃、東日本大震災が起こりました。この震災をきっかけに方言を使う昔話は、地域の絆を
強める力があると再評価されるようになりました。このような背景から、本書では、昔話という遺産をどう活かしていくかについて
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『若者就職支援』『保育園・幼稚園』です。（1月16日～2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12月に受け入れた本の一部です。
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日野 慎司／著
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0014193379 327.14/ﾁﾊ17/
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小林 秀之／著
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0014194534 327.2/ｺﾊ17/
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0014193510 336/ｻｻ17/

佐々木 常夫／著
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ント 職場の法律
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セミナー講師超入門 1年目からうま
大岩 俊之／著
くいく！

実務教育出版

0014193627 336.47/ｵｵ17/

ここだけ読めば決算書はわかる！

新星出版社

0014193742 336.83/ｻｻ17/2018

金利「超」入門 あなたの毎日の生活
美和 卓／著
を守るために知っておくべきこと

日本経済新聞出版社

0014193791 338.12/ﾐﾜ17/

国税の常識

税務経理協会

0013934187 345/ｵｵ17/

Q&A事業承継税制徹底活用マニュア
今仲 清／著
ル

ぎょうせい

0014193841 345.53/ｲﾏ17/

入門メディア・コミュニケーション

慶應義塾大学出版会

0014151427 361.453/ﾔﾏ17/

同文舘出版

0014193908 364.7/ﾋﾕ09/2017

佐々木 理恵／著

大淵 博義／著
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0014193924 366.15/ｼﾓ08/2017

正規の世界・非正規の世界 現代日
神林 龍／著
本労働経済学の基本問題

慶應義塾大学出版会

0014151476 366.21/ｶﾝ17/
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のすすめ
高杉 春代／著
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坂爪 真吾／著
ク

中央法規出版

0013085907 369.27/ｻｶ17/

小学校学習指導要領の読み方・使い 大森 直樹／編著
方
中島 彰弘／編著
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青心社
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川上 正夫／著

昔ばなしの“あるところに”をたずねて
大久保 千広／著
写真日本昔ばなし

