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『「国境なき医師団」を見に行く』
いとう せいこう／著 講談社／発行 2017年 請求記号 329.36/ｲﾄ17/ 資料番号 0014268544

【内容】
世界中で医療・人道支援を行い、1999年にはノーベル平和賞を受賞した国際NGO「国境なき医師団（MSF）」。MSFの取材を
受けた著者は、その活動に興味を抱き、逆取材として彼らの活動現場に同行することになりました。ハイチやギリシャなど4カ
国を巡った著者は、度重なる自然災害や紛争、性暴力問題や急増する難民流入など「問題が起こった場所」に素早く入り、保
健医療支援や健康推進活動、メンタルケアなど「傷に絆創膏を貼る」と評されるMSFの活動を目の当たりにします。旅を通して
著者が悟った、「苦難をこうむる彼ら」は自分自身であると置き換えて考えることが人道の基本なのだと実感できる一冊です。
『税金格差 なぜこの国は「正直者がバカを見る」仕組みなのか？』
梶原 一義／著 クロスメディア・パブリッシング／発行 2017年 請求記号 345.1/ｶｼ17/ 資料番号 0014268775

【内容】
タックスヘイブン（租税回避地）を利用した芸能人や政治家、企業の税金逃れを明らかにしたパナマ文書やパラダイス文書の
ニュースは、皆さんの記憶に新しいところでしょう。サラリーマンなど給与所得者が、源泉徴収制度によって節税の余地もない
ほど厳格な納税制度が適用される一方、富裕層や中小企業・個人事業主・医師・農家といった申告納税者は、軽減措置など
優遇税制が多いという「不公平税制」によって、我が国は「格差の固定化・世襲化」と「税の空洞化」が進んでいると著者は警
告します。本書では、我が国の税制を巡る問題点を多角的に分析し、現状を打開するためのポイントを解説しています。
、
『2022年、「働き方」はこうなる』
磯山 友幸／著 PHP研究所／発行 2017年 請求記号 366.021/ｲｿ17/ 資料番号 0014202915

【内容】
ロボットや人工知能（AI）が著しい発展を遂げ、外国人労働者が増加する一方で、企業や働き手は未曽有の人手不足や過労
死寸前の長時間労働、過剰サービスによってすっかり疲弊している状況です。そんな中、「一億総活躍社会」実現に向けて政
府が打ち出した「働き方改革」に注目が集まっています。働き方改革は「生き方を変えること」であり、そのためには従来の日
本社会の慣行や仕組み、働く側のマインドセットの変革が必要不可欠であると著者は指摘します。現在の働き方の問題点を
明らかにし、一人ひとりが「自律的な働き方」を実現するためのヒントを与えてくれる一冊です。
『「先生が忙しすぎる」をあきらめない 半径3mからの本気の学校改善』
妹尾 昌俊／著 教育開発研究所／発行 2017年 請求記号 374.37/ｾﾉ17/ 資料番号 0014194070

【内容】
今、教育現場では教員の過重労働が問題となっています。国際的に見ても日本の教員は一人で多くの子ども達を相手に授
業や学級運営をしており、OECD３４カ国の中では、勤務時間が小学校では2番目、中学校は1番目になっています。また、授
業研究も熱心に行われており、アメリカをはじめ世界各国が日本から学び、手法を取り入れています。このように熱心に取り組
んでいる一方で、教員は過重労働を強いられ、過労死ラインを越える残業を行っています。本書では、長時間労働の実態と、
何がそうさせているのか。実践を行っている学校の例を挙げ、改善につがる方法について書かれています。
『歴史をつくった洋菓子たち キリスト教、シェイクスピアからナポレオンまで』
長尾 健二／著 築地書館／発行 2017年 請求記号 383.83/ﾅｶ17/ 資料番号 0014272033

【内容】
洋菓子は、現在の日本において、嗜好品として堂々たる地位にありますが、いつどこで作られて食べられるようになったのか
について考えることは少ないのではないでしょうか。本書では第１部で、定番と言われる洋菓子について、その由来と伝統を
文化的背景を交えて書かれています。また、第２部ではアップルパイ、マドレーヌなど個別の菓子について、それぞれにまつ
わるエピソードを３つのカテゴリー（根拠となる資料に基づく歴史的事実、根拠となる資料はあるが信憑性に欠けるもの、根拠
となる資料はなく、噂話や法螺話）にわけて書かれています。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『東日本大震災の記憶』『ことわざ』です。（2月20日～3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1月に受け入れた本の一部です。
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知ってほしい国ドイツ

新野 守広／編著
飯田 道子／編著

高文研

0014202006 302.34/ﾆｲ17/

不都合な日本語

大野 敏明／著

展転社

0014202014 304/ｵｵ17/

エマニュエル・マクロン フランスが生
伴野 文夫／著
んだ革命児

幻冬舎メディアコンサル
0014202063 312.35/ﾊﾝ17/
ティング

まちをひらく技術 -建物・暮らし・なり ｵｰﾌﾟﾝｼﾃｨ研究会／著
わい-地域資源の一斉公開
岡村 祐／著

学芸出版社

0014202113 318.7/ｵﾌ17/

知らぬは恥だが役に立つ法律知識

萩谷 麻衣子／著

小学館

0014202188 320.4/ﾊｷ17/

Before/After民法改正

潮見 佳男／編著
北居 功／編著

弘文堂

0014202246 324/ｼｵ17/

男の離婚ケイカク

露木 幸彦／著

主婦と生活社

0014272959 324.62/ﾂﾕ18/

人口論入門 歴史から未来へ

杉田 菜穂／著

法律文化社

0014202410 334.3/ｽｷ17/

中小企業のための補助金・助成金徹 経士会中小企業診断士
同友館
底活用ガイド
チーム／編著
働き方改革7つのデザイン

土田 昭夫／編

0014202469 335.35/ｹｲ17/2017

日本経済新聞出版社

0014202618 336.4/ﾂﾁ17/

企業ができるがん治療と就労の両立
遠藤 源樹／著
支援実務ガイド

日本法令

0014202626 336.48/ｴﾝ17/

年金生活者・定年退職者のための確
定申告

技術評論社

0014209951 L345.33/ﾄｺ12/2018

IBCパブリッシング

0014202832 361.454/ﾌｼ17/

日本地域社会研究所

0014209662 365.31/ﾀﾏ18/

住んでみなければ絶対にわからない
タワーマンションほんとの話

メディアソフト

0014206338 365.35/ﾉﾗ18/

これで安心！障害者雇用の新しい進
布施 直春／著
め方

労働調査会

0014202923 366.28/ﾌｾ17/

中学生・高校生の仕事ガイド

桐書房

0014209720 366.29/ｼﾝ07/2018

お先に失礼します！ 共働きパパが
中村 一／著
見つけた残業しない働き方

KADOKAWA

0014202956 366.7/ﾅｶ17/

『聞き書きマップ』で子どもを守る 科
原田 豊／編著
学が支える子どもの被害防止入門

現代人文社

0014203004 368.6/ﾊﾗ17/

酒のやめ方講座

中本 新一／著

社会評論社

0014203020 368.86/ﾅｶ17/

教師の文章

宇佐美 寛／著

さくら社

0014292585 370.4/ｳｻ18/

持続可能な地域づくりと学校 地域創 宮前 耕史／編著
造型教師のために
平岡 俊一／編著

ぎょうせい

0014292460 371.5/ﾐﾔ18/

楽しい大学に出会う本 大人のため
の大学活用ガイド

ぴあ

0013088372 L377.21/ﾀﾉ17/

大阪料理 関西割烹を生み出した味
と食文化

旭屋出版

0014200190 383.816/ｵｵ17/

淡交社

0014200208 383.889/ｷﾑ17/

吉川弘文館

0014273569 394/ﾅｶ18/

ﾃﾞﾛｲﾄﾄｰﾏﾂｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ／編

ネット時代の「取材学」

藤井 誠二／著

空き家対策の処方箋 利・活用で地
域・都市は甦る！

玉木 賢明／著

喫茶の歴史

玉木税務法律事務所／編

進路情報研究会／編

木村 栄美／著

戦争とトラウマ 不可視化された日本
中村 江里／著
兵の戦争神経症

