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発行

『監視大国アメリカ』
アンドリュー・ガスリー・ファーガソン／著 大槻 敦子／訳 原書房／発行 2018年 請求記号 317.953/ﾌｱ18/ 資料番号 0014346704

【内容】
現在、アメリカの警察活動は、発展著しいビッグデータや人工知能、ネットワーク分析などの最先端技術を駆使した「データ駆
動型警察活動」へと変貌を遂げつつあります。データと技術の活用は、迅速な事件解決やリスク予測に貢献する一方で、「警
察活動に伴う人種、説明責任、憲法が複雑に絡み合った」ブラックデータという問題を生み出しました。「警察の攻撃的な物
理的強制力行使」や「過度な監視」に繋がり得る問題を、どう解決すればよいのか。日本にとっても遠い話ではない「データ駆
動型警察活動」の光と影に迫った一冊です。
『ドーナツ経済学が世界を救う 人類と地球のためのパラダイムシフト』
ケイト・ラワース／著 黒輪 篤嗣／訳 河出書房新社／発行 2018年 請求記号 331.04/ﾗﾜ18/ 資料番号 0014278105

【内容】
21世紀の人類が抱える様々な難題を経済学の立場から解決しようと考えた時、そのイメージは「ドーナツ」の形になると著者は
考えました。それは、「人間の幸せの社会的な土台（それ以下には誰も落ちてはならない線）」と「環境的な上限（それ以上に
地球に負荷をかけてはならない線）」に挟まれたドーナツの本体が「地球の限りある資源ですべての人々のニーズが満たされ
る」範囲であり、「地球環境を守りながら、人類全員を幸せにする」ことを目指したものです。本書では、人類が皆「ドーナツ」の
なかに入るために必要な、経済学の新しい7つの考え方を紹介しています。
、
『母の家がごみ屋敷 高齢者セルフネグレクト問題』
工藤哲／著 毎日新聞出版／発行 2018年 請求記号 367.75/ｸﾄ18/ 資料番号 0014347173

【内容】
近年、報道等で所謂「ごみ屋敷」や「ごみ部屋」にまつわるトラブルをよく見かけるようになりました。特に、高齢者の「ものがうま
く捨てられない」理由の一つには「体力の低下や認知症、生活意欲の衰えなどから身の回りのことができなくなる」セルフネグ
レクト（自己放任）、高齢者の孤立問題があると著者は指摘します。しかし、事態が相当悪化しない限り表面化しないこともあっ
て、その具体的な実態は把握しきれていないのが現状です。本書では、自治体へのアンケートや、居住者本人たち、専門家
へ取材を行うと共に、行政・医療の取り組みから実態と課題を明らかにします。
『キャリアデザインのための自己表現 過去・現在・未来を結ぶバイオグラフィ』
細川 英雄、太田 裕子／編著 東京図書／発行 2017年 請求記号 377.9/ﾎｿ18/ 資料番号 0014211528

【内容】
10年後、20年後の自分の人生はどのようなものであるか。本書は、これから進路を選んで、どのような仕事をしたらいいのかを
考えるために書かれています。ここで言われている『キャリア』とは、エリートという意味ではなく、一人ひとりが経験を重ねること
で積見上げた事柄を一度振り返り、これからのより良い人生のために、もう一度新しい経験を築いていこうとすることを意味しま
ています。また、自分の人生をどのようにデザインしていくべきかを考える指標になるような事例がたくさん集められており、自
己表現の考え方や方法について、立場ごとに紹介されています。
『「くらし」の時代 ファッションからライフスタイルへ』
米澤 泉／著 勁草書房／発行 2018年 請求記号 383/ﾖﾈ18/ 資料番号 0014343933

【内容】
10年前までは、人々は消費に走り、最新のファッションや美容に執着していましたが、現在はモノを持たない、消費しない暮ら
しが主流となり、老舗百貨店も次々に閉店したことは記憶に新しいと思います。また、服に関しては、「エアクローゼット」という
サービスがあり、インターネットで自身の好みを入力すれば、コーディネートされた服が送られてくるという仕組みもあります。
著者は、10年前のファッションブームに取って代わったものは、衣食住の「衣」以外のものであると述べています。本書では、
時代の変遷と共に人々の意識がどのように変化した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『スキルアップ！～学びのコツ編～』『コミュニケーション』です。（4月17日～5月20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3月に受け入れた本の一部です。
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世界まちかど地政学 90カ国弾丸旅
藻谷 浩介／著
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0014346597 302/ﾓﾀ18/

JAPAN CLASS そう、これがニッポ
ンって国なんだヨ！

ジャパンクラス編集部／
東邦出版
編

0014340871 302.1/ﾄｳ18/

「賢い愚か者」の未来

大塚 耕平／著

早稲田大学出版部

0014340327 304/ｵｵ18/

自治体間協力の必要性と可能性

其田 寿一／著

講談社エディトリアル

0014230403 318.18/ｿﾉ18/

お殿様、外交官になる 明治政府の
熊田 忠雄／著
サプライズ人事

祥伝社

0014230429 319.1/ｸﾏ18/

安心・安全な老後生活のためのおひとり
東向 勲／著
様おふたり様成年後見制度活用のススメ

同友館

0014230460 324.65/ﾋｶ18/

終末期医療と刑法

甲斐 克則／著

成文堂

0014233738 326.23/ｶｲ18/

心の問題と家族の法律相談

森 公任／著
森元 みのり／著

日本加除出版

0014230494 327.4/ﾓﾘ18/

集英社

0014346837 329.5/ﾌｾ18/

日報隠蔽 南スーダンで自衛隊は何 布施 祐仁／著
を見たのか
三浦 英之／著
人間らしい働き方の実現

連合総合生活開発研究 連合総合生活開発研
所／編集
究所

0014233670 L332.107/ﾚﾝ18/

図解いちばんやさしく丁寧に書いた
法人税申告の本

須田 邦裕／著

成美堂出版

0014230262 336.983/ｽﾀ18/2018

成功に導く中小製造企業のアジア戦 櫻井 敬三／著
略
高橋 文行／著

文眞堂

0014230932 338.922/ｻｸ18/

フリーランスのための超簡単！青色
塚田 祐子／著
申告

クリエイティブワークス
テーション

0014236558 345.1/ﾂｶ15/2017

すぐに、人間関係がラクになる本

和田 秀樹／著

PHP研究所

0013088653 361.4/ﾜﾀ15/

よくわかる最新年金の傾向と対策

ﾆｯｾｲ基礎研究所年金
総合ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ／著

秀和システム

0014347124 364.6/ﾆﾂ18/

AIとBIはいかに人間を変えるのか

波頭 亮／著

幻冬舎

0014347207 366/ﾊﾄ18/

あなたが「一番輝く」仕事を見つける
梅田 幸子／著
最強の自己分析

KADOKAWA

0014351498 366.29/ｳﾒ18/

誰も教えてくれなかった子どものいな
くどう みやこ／著
い人生の歩き方

主婦の友社

0014230684 367.1/ｸﾄ18/

つらい介護に、さようなら メンタルト
高橋 浩一／著
レーニングで心ラクラク

出版文化社

0014233225 369.261/ﾀｶ18/

ひきこもりの心理支援 心理職のた
めの支援・介入ガイドライン

江口 昌克／編集

金剛出版

0014233910 371.42/ﾆﾎ18/

チーム学校に求められる教師の役
割・職務とは何か

石村 卓也／著
伊藤 朋子／著

晃洋書房

0014230270 374.3/ｲｼ18/

広告のやりかたで就活をやってみ
た。

小島 雄一郎／著

宣伝会議

0014230742 377.9/ｺｼ18/

読書工房

0014230759 378/ﾆｼ18/

KADOKAWA

0014347397 382.22/ｶｷ18/

宝島社

0014347298 385.6/ｿﾈ18/

海竜社

0014231013 397.5/ｼﾓ18/

子どもが変わる！ホワイトボード活用 西村 健一／著
術
越智 早智／著
かわいいねこの絵巻物

瓜幾拉／絵
藤原 由希／訳

図説大切な人が亡くなったあとの届
け出・手続き
アメリカ海軍大学の全貌

下平 拓哉／著

