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『バナの戦争 ツイートで世界を変えた7歳少女の物語』
バナ・アベド／著 金井 真弓／訳 飛鳥新社／発行 2017年 請求記号 302.275/ｱﾍ18/ 資料番号 0014272785

【内容】
「I need peace（わたしは平和が欲しい）」。2016年9月24日、内戦が続くシリアで7歳の少女・バナが発したツイートは、平和を望
む切実な叫びでした。その後も、政府軍による包囲が続くアレッポの惨状と恐怖を、戦争の終わりと平和を望む声を、彼女は
毎日ツイートし続け、世界で大きな注目を集めるようになります。本書では、爆弾と死の恐怖に怯える日々を変えたいというバ
ナの思いと行動が、彼女の母の手記と共に克明に描かれています。「私たちは生き抜いた。その奇跡に対するお返しは、ほか
の人たちが生きられるように手助けすること」とバナの母が記したように、バナの平和を願うツイートは、シリアを脱出した今も続
いています。
『日本人と象徴天皇 新潮新書』
「NHKスペシャル」取材班／著 新潮社／発行 2017年 請求記号 313.61/ﾆﾂ18/ 資料番号 0014272827

【内容】
2016年8月、今上天皇がご自身のお言葉で生前退位の意向をビデオメッセージで示されました。その中で何度も登場し、日
本国憲法第1条にも記されたキーワードが「象徴」です。戦時中には「国家元首」「大元帥」「現人神」として扱われ、占領下で
は「戦犯」とすべきという声も上がったその地位が、新たな戦後憲法で日本国の「象徴」と位置付けられ、浸透するまでには数
多の苦難がありました。日本の戦後70年を、昭和、平成と二代に渡って国民と共に歩み続けてきた天皇の動向にスポットを当
てて振り返る一冊です。
、
『銀行不要時代 生き残りの条件』
吉澤 亮二／著 毎日新聞出版／発行 2017年 請求記号 338.61/ﾖｼ18/ 資料番号 0014273148

【内容】
先日、民間のアンケートで学生の人気就職先ランキングを行ったところ、調査開始以来8年間首位だった銀行の人気が後退し
たというニュースが話題になりました。現在、銀行業界は「預金金利鞘の低下」、「70%前後の低い預貸率」、「地域銀行の疲
弊」といった課題を抱えると同時に、フィンテックという最新技術の進展によって、大きな変革を迫られている状況です。本書で
は、それらの課題と今後について、信用力分析業務を専門とする著者が、豊富なデータを元に国際比較も交えながら分析・
考察しています。業界人のみならず、業界に興味を抱く学生や一般の方が銀行業界の将来を考える一助となる一冊です。
『目に見えない世界を歩く 「全盲」のフィールドワーク』
広瀬 浩二郎／著 平凡社／発行 2017年 請求記号 369.275/ﾋﾛ18/ 資料番号 0014273429

【内容】
著者は13歳の時に失明してしまいます。目が見えなくなったことで、今まで当たり前にできていた事が急にできなくなってしま
いました。最初はこんな世界にいたくない、と思いますが、盲学校で学んだ数々の経験を通じて「目が見えない」世界で暮らし
ていく自信を得ていくことができるようになります。本書は「目が見えない」世界をどう生きていくかについて、架空の大学生の
広瀬イクジロー君と著者と思われる広瀬ヨクジローさんの対談という形で話しが進んでいきます。目が見える人にとっては、な
かなか理解できにくいことを、自分の体験を交え、わかりやすく説明されています。
『世界の美しい鳥の神話と伝説』
レイチェル・ウォーレン・チャド／著 メリアン・テイラー／著 エクスナレッジ／発行 2018年 請求記号 388/ﾁﾔ18/ 資料番号 0014273528

【内容】
鳥にまつわる伝説には、「コウノトリは赤ちゃんを運んできてくれる」、「ハトは神聖でカラスは邪悪」など、様々なものがありま
す。また、姿や声が美しい鳥としては、クジャクや白鳥などが挙げられ、様々な伝説や民話の題材にもなっています。鳥は古
来から神秘的な生き物とされており、特別な力があると信じられてきました。本書では、このような鳥たちにまつわる神話や伝
説について美しい写真や絵が多く用いられて解説されています。また、巻末には鳥の名前を50音順で引くことができる索引が
付けられています。身近な鳥や見たこともない鳥に出会える一冊です。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『発達障害を知ろう』『世界の食文化』です。（3月20日～4月15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2月に受け入れた本の一部です。
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ゲノムで社会の謎を解く 教育・所得 ﾀﾞﾙﾄﾝ･ｺﾝﾘｰ／著
格差から人種問題、国家の盛衰まで ｼﾞｪｲｿﾝ･ﾌﾚｯﾁｬｰ／著

作品社

0014320394 301/ｺﾝ18/

日本の未来の大問題 少子高齢化、
丹羽 宇一郎／著
ロボット社会は恐れるに足らず

PHP研究所

0014320873 304/ﾆﾜ18/

アメリカンドリームの終わり あるい
は、富と権力を集中させる10の原理

ディスカヴァー・トゥエン
0014296891 312.53/ﾁﾖ18/
ティワン

ﾉｰﾑ･ﾁｮﾑｽｷｰ／著
寺島 隆吉／訳

イスラム国 グローバル・ジハード「国 マイケル・ワイス／著
家」の進化と拡大
ハサン・ハサン／著

亜紀書房

0014320428 316.4/ﾜｲ18/

徹底討論どうする！？どうなる！？
「北朝鮮」問題

森本 敏／著
田原 総一朗／著

海竜社

0014320444 319.102/ﾓﾘ18/

一人でつくれる契約書・内容証明郵
便の文例集

安達 敏男／著
吉川 樹士／著

日本加除出版

0014223325 324.52/ｱﾀ18/

ガイドブック成年後見制度 そのしく
みと利用法

清水 敏晶／著

法学書院

0014223333 324.65/ｼﾐ18/

野村インベスター・リ
レーションズ

0014157903 L325.243/ｼﾂ05/2018

朝日新聞出版

0014293674 332.107/ｵﾉ18/

フリーランスがずっと安定して稼ぎ続
山田 竜也／著
ける47の方法

日本実業出版社

0014320683 335/ﾔﾏ18/

入門ビットコインとブロックチェーン

PHP研究所

0014293682 338/ﾉｸ18/

貧困を考える 人生前半の社会保障
日本財政学会／編
と財政

日本財政学会

0014296883 340.4/ﾆﾎ18/

ダーティ・シークレット タックス・ヘイ
ブンが経済を破壊する

岩波書店

0014223952 345.1/ﾏﾌ18/

シャーデンフロイデ 人の不幸を喜ぶ ﾘﾁｬｰﾄﾞ･H.ｽﾐｽ／著
私たちの闇
澤田 匡人／訳

勁草書房

0014320741 361.4/ｽﾐ18/

ワールド・カフェから始める地域コミュ 香取 一昭／著
ニティづくり 実践ガイド
大川 恒／著

学芸出版社

0014224000 361.7/ｶﾄ18/

現場発！知的・発達障害者の就労自
高原 浩／著
立支援

学事出版

0014224083 366.28/ﾀｶ18/

サイレントマザー 貧困のなかで沈黙
石川 瞭子／編著
する母親と子ども虐待

青弓社

0014224133 367.6/ｲｼ18/

自分らしい終末や葬儀の生前準備
「生老病死」を考える

あけび書房

0014293708 367.7/ﾐﾅ18/

山吹書店

0014224240 369.27/ｲｷ18/

学文社

0014293799 371.5/ｻﾄ18/

英語ショック 小学校英語が日本を変
森 貞孝／著
える

幻冬舎

0014302236 375.893/ﾓﾘ15/

発達障害の子の「励まし方」がわかる
本

講談社

0014320774 378/ｱﾘ18/

知って得する株主優待
消費低迷と日本経済

小野 善康／著

野口 悠紀雄／著

ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾏｰﾌｨｰ／著
鬼澤 忍／訳

源 淳子／著

生きている！殺すな やまゆり園事 「生きている！殺すな」
件の起きる時代に生きる障害者たち 編集委員会／編
SDGsと環境教育

佐藤 真久／編著
田代 直幸／編著

誰でも手話リンガル

松森 果林／著

明治書院

0013088604 378.28/ﾏﾂ11/

進化する妖怪文化研究

小松 和彦／編

せりか書房

0014266761 388.1/ｺﾏ18/

アフリカの民話集しあわせのなる木

島岡 由美子／文

未來社

0014293955 388.45/ｼﾏ18/

スペツナズ ロシア特殊部隊の全貌

ﾏｰｸ･ｶﾞﾚｵｯﾃｨ／著
小泉 悠／監訳

並木書房

0014219372 392.38/ｶﾚ18/

