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『住みたいまちランキングの罠』
大原 瞠／著 光文社／発行 2018年 請求記号 318/ｵｵ18/ 資料番号 0014376214

【内容】
どんな街に魅力があり、暮らしやすい街はどこなのか。商業メディアが独自の調査により発表する「住みたいまちランキング」。
近年ではテレビや新聞にとりあげられる機会も増え、多くの注目を集めています。本書では、ランキング上位の価値基準の一
つである利便性の高さや街のイメージ、子育て環境などテーマごとに統計数値を提示しながら、住みやすさの実態が論じられ
ています。子ども医療費の無料化のような行政サービスの向上施策も、自治体間における子育て世代の獲得競争の側面があ
るなど、将来的な財政負担の影響について懸念も示されています。これから移住先を検討される方にも参考となる一冊です。
『弁護士の格差』
秋山 謙一郎／著 朝日新聞出版／発行 2018年 請求記号 327.14/ｱｷ18/ 資料番号 0014368278

【内容】
法律の専門家として、市民の期待と信頼が寄せられる弁護士。現在、国内で活躍する医師の数が30万人を超える一方で、弁
護士はわずか3万8000人程度とされています。法科大学院の設置により司法試験の合格者が増加する傾向にあっても、希少
な職業といえるでしょう。そんな弁護士の世界においてもビジネス上のスキル、費用、収入の格差が生じており、サービス業と
しての側面も無視できない状況にあることが本書には紹介されています。弁護士に仕事を依頼しなければならない状況に
陥ったとき、どのような観点から弁護士を探せば良いのかヒントになりそうな業界情報も多く含まれています。
、
『MONEY もう一度学ぶお金のしくみ』
チャールズ・ウィーラン／著

山形 浩生・守岡 桜／訳 東洋館出版社／発行 2017年 請求記号 337/ｳｲ18 資料番号 0014366892

【内容】
世界的ベストセラーとなった経済学入門書"Naked Economics"（邦題：『経済学をまる裸にする』）を書いた著者が、お金の果
たす役割とそのしくみについて、巧みな比喩を用いながら軽妙な語り口でわかりやすく解説する入門書です。1929年の世界
恐慌をはじめ、近年の金融危機やアベノミクス、ビットコインといった現代的なトピックが盛り込まれ、インフレやデフレの意味、
中央銀行の役割、貨幣の未来など多角的な視点からお金の本質が理解できる構成となっています。本書の第10章「日本」で
は、デフレ不況からの脱却を目指す日本の金融政策に対する教訓にもふれられており、興味深い内容となっています。
『アウトドア育脳のすすめ』
瀧 靖之／著 山と渓谷社／発行 2018年 請求記号 379.9/ﾀｷ18 資料番号 0014343883

【内容】
著者は「子どもの脳の力を伸ばすにはアウトドア（自然）がとても重要な働きをする」と考えます。所属先の東北大学加齢医学
研究所では、子どもからお年寄りまでの数千人に及ぶ膨大な量の脳のＭＲＩ画像データと各人の生活習慣、環境、遺伝・ＩＱ、
学習成績などのデータを継続的に蓄積しています。研究所では、これらを分析した結果、脳が伸びる要素は、育ちの環境と
育てられ方で決まるのではないかと結論を出しています。アウトドアは、楽しい時間を過ごすことで、運動、好奇心、コミュニ
ケーションという脳の発達の重要な部分を鍛えることができる一石二鳥の子育て法であると述べられています。
『和菓子と日本茶』
藪 光生・中村 順行／著 思文閣出版／発行 2018年 請求記号 383.81/ﾔﾌ18 資料番号 0014237838

【内容】
和食文化のひとつに和菓子と日本茶があります。和菓子は日本文化を代表する菓子ですが、何をもって和菓子といえるかは
難しいとされており、日本の四季や国土、農業、文化などと密接に関係していると言われます。本書では和菓子の歴史と文化
に触れるとともに和菓子の種類や作り方についても書かれています。また、茶の歴史も古く、中国から茶文化が伝来されて今
に至りますが、日本茶については中国で消滅した蒸し製茶法が現代にも受け継がれ、日本独自の茶文化が形成されていま
す。和菓子と日本茶は日本に深く根差した世界に誇れる文化であると著者は述べています。
★ 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！～ビジネス編～』『夫婦のカタチ』です。（5月22日～6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4月に受け入れた本の一部です。
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哲学の最新キーワードを読む 「私」と社
小川 仁志／著
会をつなぐ知

講談社

0014277933 301/ｵｶ18/

なぜインド人は日本が好きなのか 議論と占
いで人生を決める13億の人々の秘密

マルカス／著

サンガ

0014233308 302.25/ﾏﾙ18/

私の「戦後70年談話」

岩波書店編集部／編

岩波書店

0013152640 304/ｲﾜ15/

彩流社

0014278030 304/ﾊﾅ18/

文藝春秋

0014349948 312.21/ｺﾐ18/

台湾における「日本」イメージの変化、
李 衣雲／著
1945-2003 「哈日現象」の展開について

三元社

0014297113 319.224/ﾘ18/

身内が亡くなってからでは遅い「相続
椎葉 基史／著
放棄」が分かる本

ポプラ社

0014343297 324.7/ｼｲ18/

「先見力」の授業 AI時代を勝ち抜く
頭の使い方

掛谷 英紀／著

かんき出版

0014343479 330.4/ｶｹ18/

少子化問題の社会学

赤川 学／著

弘文堂

0014343503 334.31/ｱｶ18/

ベンチャー経営論

長谷川 博和／著

東洋経済新報社

0014309843 335/ﾊｾ18/

なぜ戦略の落とし穴にはまるのか

伊丹 敬之／著

日本経済新聞出版社

0014299655 336.1/ｲﾀ18/

困ったら、「分け方」を変えてみる。

下地 寛也／著

サンマーク出版

0014289938 336.2/ｼﾓ18/

1時間で歴史とビジネス戦略から学ぶ
鈴木 博毅／著
いい失敗悪い失敗

かんき出版

0014309942 336.2/ｽｽ18/

外国人雇用の実務

近藤 秀将／著

中央経済社

0014310072 336.42/ｺﾝ18/

法人税申告書の書き方と留意点

右山事務所／編

中央経済社

0014290456 345.35/ﾎｳ07/2018-2

日本で1日に起きていることを調べて
宇田川 勝司／著
みた 数字が明かす現代日本

ベレ出版

0014343594 351/ｳﾀ18/

家を買うときに「お金で損したくない
人」が読む本

千日 太郎／著

日本実業出版社

0014322911 365.3/ｾﾝ18/

働く女子のキャリア格差

国保 祥子／著

筑摩書房

0014290225 366.38/ｺｸ18/

団塊絶壁

大江 舜／著

新潮社

0014343776 367.7/ｵｵ18/

地域包括ケア看取り方と看取られ方
小松 秀樹／総監修
第三次生活困難期における支援策

国書刊行会

0014279533 369.26/ｺﾏ18/

蘇るサバ缶 震災と希望と人情商店
須田 泰成／著
街

廣済堂出版

0014347181 369.31/ｽﾀ18/

子どもが主役の学校、作りました。

KADOKAWA

0014290357 371.5/ﾀｹ18/

脳を育む心を育てるあそびのせかい
ボーネルンド／監修
WORLD EDUCATIONAL TOYS

マガジンハウス

0014290274 376.157/ﾎﾈ18/

発達障害の子の「励まし方」がわかる
有光 興記／監修
本

講談社

0014320774 378/ｱﾘ18/

カレーライスは日本食 わたしの体験
剣持 弘子／著
的食文化史

女子栄養大学出版部

0014228472 383.8/ｹﾝ18/

世界最高の人生戦略書 孫子

SBクリエイティブ

0014343941 399.2/ﾓﾘ18/

AIが開く新・資本主義 ジョイフルビー
花村 邦昭／著
イング・スタディーズ
金正恩 狂気と孤独の独裁者のすべて

五味 洋治／著

竹内 薫／著

守屋 洋／著

