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『AIと日本企業 日本人はロボットに勝てるか』
榊原 英資／著

竹中 平蔵／著

田原 総一朗／著 中央公論新社 ／発行 2018年 請求記号 332.107/ｻｶ18 資料番号 0014459622

【内容】
囲碁や将棋のトップ棋士を破ったことでも大きな話題を呼んだ人工知能（ＡＩ）。ＡＩの進歩とともに、私たちの生き方はどのよう
に変わっていくのでしょうか。本書は、ジャーナリストの田原総一郎氏が元大蔵省財務官の榊原英資氏と元経済財政政策担
当大臣の竹中平蔵氏を迎え、ロボットやIoT、ビッグデータ技術の進展をともなうＡＩ時代の日本企業のあり方について外交や
経済政策の側面から論じ合う鼎談集です。第六章の「第四次産業革命に生き残れる人とは」では、我が国の教育制度の改革
を急務とし、困難な課題を楽しめる人材が次の時代を生き残るためのポイントとなることが述べられています。
『金持ち課税 税の公正をめぐる経済史』
ケネス・シーヴ／[著]

デイヴィッド・スタサヴェージ／[著] みすず書房 ／発行 2018年 請求記号 345.2/ｼﾌ18 資料番号 0014459812

【内容】
一般的に、所得が高ければ高いほど税率を引き上げることで、所得の再配分効果があるとされる累進課税制度。19世紀以前
の国家には所得税の課税経験がほとんどなかったことから、近代的な税制度といえるかもしれません。本書は、20世紀以降、
主要各国の富裕層に対する最高所得税率が平均60%を超えるピークの状態から、再びその税率が減少傾向にある現代の要
因をデータとともに、さまざまな観点から論じています。最後に、税負担の「公正」なあり方をめぐって、平等な扱い論、支払い
能力論、補償論という３つの歴史的見解を再検討した上で、これからの富裕層課税のあり方も示唆しています。
、
『被災地から学ぶかぞくの防災』
日本アムウェイ財団／著

徳間書店かぞくの防災調査班／著 徳間書店／発行 2018年 請求記号 369.31/ﾆﾎ18 資料番号 0014261804

【内容】
東日本大震災から７年の月日が経過しました。年を追うごとに豪雨による大規模な土砂災害が全国的に発生し、南海トラフ地
震の災害リスクを考える機会も増え、多くの自治体がハザードマップを作成するなど市民の防災意識も高まりを見せていま
す。本書は、東日本大震災の被災地の復興状況を紹介しながら、当時被災をされた方がその実体験を振り返り、避難時に
困ったこと、役に立ったこと、震災後に心がけていることを具体的にアドバイスしてくれています。災害はいつだれにでも起きる
可能性があります。自分と家族を守るために今できることが学ぶことのできる一冊です。
『サイバー・エフェクト 子どもがネットに壊される いまの科学が証明した子育てへの影響の真実』
メアリー・エイケン／著 ダイヤモンド社／発行 2018年 請求記号 371.45/ｴｲ18 資料番号 0014411367

【内容】
インターネットは、創造的なもので、他人とつながったり、ビジネスに活用したりと大変便利なものです。開発当初はインター
ネットは大人が使うものとされ、子どもを意識してデザインされてきませんでした。しかし、インターネットは「すべてのユーザー
が平等であるべき」という観点を持っており、大人と子どもが同様に扱われることになるため、子どもにとっては間違いなく問題
の多い場所となってしまいます。本書では、サイバー心理学者である著者が、赤ちゃんすべてがデジタルネイティブの時代と
なった今、インターネットの恩恵とそれに反する危険性について述べています。
『酒の起源 最古のワイン、ビール、アルコール飲料を探す旅』
パトリック・E.マクガヴァン／著 白揚社 ／発行 2018年 請求記号 383.885/ﾏｸ18 資料番号 0014421556

【内容】
世界最古のアルコール飲料は、どのような味をしていたのでしょうか。本書は、お酒と人類の結びつきを化学的視点と文化的
側面から過去にさかのぼり、アルコール飲料が世界中の人々を魅了していった理由について、地球全体に醸造の技術が伝
播していく過程を見ながら探っていきます。中国の約9000年前の土器から見つかった最古のアルコール飲料の痕跡からアフ
リカのバナナ酒まで、中近東、ヨーロッパ、日本を含めたアジアにおけるお酒の起源をめぐる様々な発見が紹介されていま
す。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『防災・災害』『夏休みの自由研究』です。（7月18日～8月19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7月に受け入れた本の一部です。
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JAPAN CLASS ニッポンは今日も変
ジャパンクラス編集部／編
東邦出版
わらずニッポンでした!

0014392849 302.1/ﾄｳ18/

ニュース池上塾 もっと深く知りたい! 池上 彰／著

祥伝社

0014467013 304/ｲｹ18/

論文作成ガイド 社会科学を学ぶ学
生のために

應和 邦昭／著

東京農業大学出版会

0014525901 307/ｵｳ18/

アメリカのユートピア 二重権力と国
民皆兵制

フレドリック・ジェイムソ
ン／ほか著

書肆心水

0014447080 309.2/ｼｴ18/

個人情報保護法の逐条解説

宇賀 克也／著

有斐閣

0014466999 316.1/ｳｶ18/

新世界秩序 21世紀の“帝国の攻防”
ジャック・アタリ／著
と“世界統治”

作品社

0014466965 319.02/ｱﾀ18/

法律の条文解釈入門 六法を引こう! 小室 百合／著

信山社出版

0014263420 320/ｺﾑ18/

残念な相続

内藤 克／著

日本経済新聞出版社

0014482301 324.7/ﾅｲ18/

青年海外協力隊は何をもたらしたか 開発協
力とグローバル人材育成50年の成果

岡部 恭宜／編著

ミネルヴァ書房

0014446975 333.8/ｵｶ18/

よくわかる最新PMBOK第6版の基本 プロジェ
クトマネジメントの最新トレンドを理解

鈴木 安而／著

秀和システム

0014526289 336/ｽｽ18/

アイデア発想法16 どんなとき、どの 矢野経済研究所未来企
CCCメディアハウス
方法を使うか
画室／著
図解CIOハンドブック

野村総合研究所システムコン
サルティング事業本部／著

0014526297 336.1/ﾔﾉ18/

日経BP社

0014526305 336.17/ﾉﾑ18/

研究開発費の会計 制度・理論・実証 譚 鵬／著

中央経済社

0014422505 336.9/ﾀﾝ18/

Easy Language プログラミング入門
トレードステーションで実現!

本郷 喜千／著

standards

0014393045 338.155/ﾎﾝ18/

一目でわかる小規模宅地特例100

赤坂 光則／著

税務研究会出版局

0014467120 345.53/ｱｶ14/2018

社会保障制度指さしガイド 図解説明
いとう総研／編
でそのまま使える!

日総研出版

0014175996 L364/ｲﾄ15/2018

40歳からの「転職格差」 まだ間に合
黒田 真行／著
う人、もう手遅れな人

PHP研究所

0014526354 366.29/ｸﾛ18/

行動障害のある人の「暮らし」を支え 全国地域生活支援ネッ
中央法規出版
る
トワーク／監修

0014467336 369.28/ｾﾝ18/

水害にあったときに 浸水被害からの 震災がつなぐ全国ネット 震災がつなぐ全国ネッ
0014479133 369.33/ｼﾝ18/
生活再建の手引き(冊子版)
ワーク／編
トワーク(作成)
保育者のための子育て支援ガイドブック 専
門性を活かした保護者へのサポート

武田 信子／著

中央法規出版

0014467435 369.4/ﾀｹ18/

道徳教育の視点

佐野 安仁／編著

晃洋書房

0014526453 371.6/ｻﾉ18/

保育者をめざす人の保育内容「言
葉」

駒井 美智子／編

みらい

0014528798 376.158/ｺﾏ18/

プレジデント社

0014392864 L376.8/ﾁﾕ15/2018
0014529432 376.87/ｵﾊ99/2019

中学受験大百科 2018完全保存版
大学図鑑! 2019

オバタ カズユキ／監

ダイヤモンド社

世界無形文化遺産事典

古田 陽久／著

シンクタンクせとうち総
0014529465 386.8/ﾌﾙ18/2018
合研究機構

海を守る海上自衛隊艦艇の活動

山村 洋行／著

交通研究協会

0014264816 397.21/ﾔﾏ18/

