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『刑務所には時計がない 大学生が見た日本の刑務所』
玉城 英彦ほか／編 人間と歴史社 ／発行 2018年 請求記号 326.52/ﾀﾏ18/ 資料番号 0014442008

【内容】
新聞やテレビ報道を通じて、日常的に目に触れる殺人事件や凶悪犯罪の数々。2016年末現在、日本国内の刑務所に入所
する受刑者は4万9千人にも上り、罪名別にみれば窃盗および覚せい剤取締法違反の受刑者が半数を占めています。一見、
犯罪とは無縁に思われる市民の誰もが、被害者と加害者の関係になりうる可能性が伺えます。本書は、北海道大学の学生た
ちが、一般社会との接点が少ないとされる刑務所を視察し、その実態を学び、認識を深めていくゼミ活動の報告書の体裁をと
りながら、日本の刑務所のおかれた現状と課題、犯罪の傾向、法制度、更生の在り方などが論じられています。
『「価格」を疑え なぜビールは値上がり続けるのか』
吉川 尚宏 ／著 中央公論新社／発行 2018年 請求記号 337.8/ﾖｼ18/ 資料番号 0014418784

【内容】
2017年、酒類の不当な廉売を取り締まり、公正な取引を求める改正酒造法が施行されました。この結果、ビール価格は上昇、
消費者の需要にも影響を与え、業界全体の売り上げは減少傾向にあるようです。著者は、ビールのほかにも深刻な不足に
陥ったバター、東京地下鉄の運賃体系や携帯電話の通信費など、政策による規制を受けて市場経済の原理が働きにくい「官
製価格化」の実例を挙げ、そこに至った背景と問題点を指摘します。最後には価格設定の柔軟性を担保するため、政策議論
の過程で競争メカニズムが機能するよう、マーケットデザインの専門家の知見を生かすことの重要性が提言されています。
、
『ヤングケアラー 介護を担う子ども・若者の現実』
澁谷 智子 ／著 中央公論新社／発行 2018年 請求記号 369/ｼﾌ18/ 資料番号 0014442404

【内容】
ヤングケアラーとは、家族の介護を行っている18歳未満の子どもたちを指す言葉です。日本の団塊世代が75歳を迎える2025
年には、本格的な介護の時代が到来するといわれています。少子高齢化が進み、家族の世話を行う成長期の若者たちが増
加するに伴い、彼らの教育機会を保障し、その負担を軽減する社会的なサポートが今後はますます求められてくるでしょう。
本書は、日本のヤングケアラーの実態調査の概要を示し、その結果を受けた地方自治体の支援体制づくり、過去にヤングケ
アラーであった当事者の実体験の聞き取り調査の様子が、海外の支援事例とあわせて紹介されています。
『A4一枚勉強法』
三木雄信／著 PHP研究所／発行 2018年 請求記号 379.7/ﾐｷ18 資料番号 0014388789

【内容】
上司の命令により、一年間でビジネス英会話を習得しなければならなくなった著者は、独自の勉強法を考え出します。忙しい
ビジネスパーソンには、限られた時間で効率的に学習し、資格試験など自分の目指すものに合格するための最短ルートを探
すことが必要であると著者は述べています。本書は、資格試験にとどまらず、仕事に必要な情報収集、語学の習得などあらゆ
る種類の勉強に応用できるように書かれており、A4一枚の紙があれば実践できると紹介されています。このような勉強法を試
みながら、毎日の仕事や勉強において、目的を持ち、効率を意識することで成果は大きく違ってくると述べられています。
『和と出会う本 現代を生きる芸能・工芸・建築・祈り』
小野幸恵／著 アルテスパブリッシング／発行 2018年 請求記号 382.1/ｵﾉ18 資料番号 0014256192

【内容】
いま、「和」は世界中で「クール」と称され、脚光を浴びています。京都、和食、着物など、「和」の表面的なファッション部分だ
けでなく、日本の生活習慣や文化にまで入り込み「和」の本質を見極めている外国人もいます。このような中で、私たち日本人
は、生まれ育った環境から身に備わっている「和」の感性に目を向けながら、「和」とは何なのかを改めて考え、引き継がれてき
た「和」に現代人の新たな精神を吹き込み、次代へつなげていく試みを始めて行くべきと著者は述べています。「現在の表現
を生かせない古き良きものは、伝承であっても伝統ではない。」という金子兜太の言葉を心に思い書かれた本です。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『就勝つ！ 就職・転職活動応援』 『世界の民話』 『STOP 薬物乱用』です。（6月23日～7月16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6月に受け入れた本の一部です。
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沸騰インド 超大国をめざす巨象と日
貫洞 欣寛／著
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0014444962 302.25/ｶﾝ18/

マネーカースト 世界経済がもたらす ベンジャミン・フルフォー
かや書房
「新・貧富の階級社会」
ド／著

0014342786 304/ﾌﾙ18/

資本主義リアリズム 「この道しかな
い」のか?

マーク・フィッシャー／著 堀之内出版

0014255251 309/ﾌｲ18/

地方自治法基本解説

川崎 政司／著

法学書院

0014255301 318.1/ｶﾜ18/

シーア派とスンニ派 中東大混迷を
解く

池内 恵／著

新潮社

0014445175 319.27/ｲｹ18/

権利擁護と成年後見制度 権利擁護 福祉臨床シリーズ編集
弘文堂
と成年後見・民法総論
委員会／編

0014254916 321/ﾌｸ18/

40歳までに知っておきたい民法のキ
栗原 庸介／著
ホン

幻冬舎メディアコンサル
0014255319 324/ｸﾘ18/
ティング

人生100歳時代65歳からの「賢い老
後」 シニア時代を生きる知識&常識

治田 秀夫／著

ごま書房新社

0014255368 324.7/ﾊﾙ18/

いっきにわかる!身近な人が亡くなった後の手続き
いつまでに、だれが、何をすればいいか、わかりや
すく解説!

平林 亮子／監修

洋泉社

0014256796 L324.7/ﾋﾗ18/2018

「イノベーターのジレンマ」の経済学
的解明

伊神 満／著

日経BP社

0014444772 331/ｲｶ18/

未来を変える目標SDGsアイデアブッ
Think the Earth／編著 Think the Earth
ク

0014353031 333.8/ｼﾝ18/

ベトナム成長企業60社

ブレインワークス／編著

カナリアコミュニケー
ションズ

0014259923 335.223/ﾌﾚ18/2018

生産性を高める職場の基礎代謝 社員
の「不」を解消し、能力を引き出すヒント

白井 旬／著

合同フォレスト

0014446447 336.2/ｼﾗ18/

マーケティングとは「組織革命」である。 個人
も会社も劇的に成長する森岡メソッド

森岡 毅／著

日経BP社

0014444889 336.3/ﾓﾘ18/

実録・銀行 トップバンカーが見た興
亡の60年史

前田 裕之／[著]

ディスカヴァー・トゥエン
0014255525 338.21/ﾏｴ18/
ティワン

ふるさと納税完全ガイド やれば誰で
も得をする!

洋泉社

図解でわかる相続発生後でも間に合
曽根 恵子／著
う完全節税マニュアル

幻冬舎メディアコンサル
0014444509 345.53/ｿﾈ18/
ティング

弁護士だけが知っているムダにモメない
佐藤 大和／[著]
33の方法 カドを立てずにマルくおさめる

ディスカヴァー・トゥエン
0014255608 361.454/ｻﾄ18/
ティワン

社会科学のためのデータ分析入門

岩波書店

0014446082 361.9/ｲﾏ18/2

逃げられない世代 日本型「先送り」
宇佐美 典也／著
システムの限界

新潮社

0014458970 364.021/ｳｻ18/

図解わかる定年前後の手続きのす
べて

新星出版社

0014457048 364.3/ﾅｶ02/2018

百年の女 『婦人公論』が見た大正、
酒井 順子／著
昭和、平成

中央公論新社

0014458921 367.21/ｻｶ18/

現代の社会福祉

鈴木 幸雄／編著

中央法規出版

0014255657 369/ｽｽ18/

介護の事故・トラブルを防ぐ70のポイント 利
用者と職員を守る介護現場のリスクマネジメン
ト

田中 元／著

自由国民社

0014255673 369.26/ﾀﾅ18/

ルポ児童相談所

大久保 真紀／著

朝日新聞出版

0014328090 369.43/ｵｵ18/

学文社

0014259980 375/ﾏﾂ18/

今井 耕介／[著]

中尾 幸村／著

教育課程・方法論 コンピテンシーを
松尾 知明／著
育てる学びのデザイン

0014255574 345/ﾌﾙ15/2018

