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発行

『誰のために法は生まれた』
木庭 顕 ／著 朝日出版社／発行 2018年 請求記号 320.4/ｺﾊ18/ 資料番号 0014485536

【内容】
本書は、2017年に桐蔭学園（横浜市）で行われた、<これからを切り拓くための特別授業>と称する5回に渡る対話形式の授業
を記録したものです。映画『近松物語』、『自転車泥棒』を鑑賞した中高生たちが、ギリシャ悲劇など古典作品を題材に対話を
繰り返します。最後の授業では、日本の最高裁判所判例集をテキストとして、ローマ法を専門とする著者が投げかけるさまざま
な質問に回答していきます。全5回の授業を通じて、法律や人権、社会秩序といった、人類がこれまで立ち向かってきた問題
への論点が次々に拡がりを見せ、知的興奮を味わえる一冊となっています。
『世界で活躍する仕事100 10代からの国際協力キャリアナビ』
三菱UFJリサーチ&コンサルティング／編 東洋経済新報社／発行 2018年 請求記号 333.8/ﾐﾂ18/ 資料番号 0014482384

【内容】
海外において世界の問題を解決する仕事に就いてみたいとき、どのような進路が思い浮かぶでしょうか。本書は、国際協力に
携わる仕事に関心をもつ10代の学生に向けて、100の仕事をピックアップし、その概要とともに採用対象や就職の経路、求め
られる専門分野などを解説した職業ガイドブックです。巻末には「貧困をなくしたい」、「歴史的遺産・文化を保存したい」といっ
た目的別に仕事を探せる索引も付され、国際協力を志す学生におすすめの大学・大学院が一覧となって紹介されています。
、
『社会への投資 <個人>を支える<つながり>を築く』
三浦 まり／編 岩波書店／発行 2018年 請求記号 364.1/ﾐｳ18/ 資料番号 0014531297

【内容】
すべての人が安心して暮らし、互いに信頼しあえる社会を目指すために、いま何が求められているのでしょうか。本書では、
人口減少に加えて産業社会の将来の見通しも立ちにくく、助け合う人々のつながりが希薄化する国内の現状が指摘されてい
ます。その解決策として提示されるのが、人々の信頼・協調関係を構築するための「社会への投資」です。第1部で従来の社
会的投資の理論と実践に関する各国の潮流を踏まえ、第2部では、日本に求められる「社会への投資」として、貧困の削減を
めざす再分配機能の強化や働き手を増やす人的投資などを構想する論考が掲載されています。
『コーヒーと日本人の文化誌 世界最高のコーヒーが生まれる場所』
メリー・ホワイト／著 創元社／発行 2018年 請求記号 383.889/ﾎﾜ18/ 資料番号 0014467518

【内容】
本書は、2012年にアメリカで出版された『Ｃｏｆｆｅ Ｌｉｆｅ ｉｎ ｊａｐａｎ』を翻訳したものです。著者は、日本の食文化に精通したア
メリカの文化人類学者であるため、昨今のコーヒーブーム、カフェブームに乗ったものではなく、日本のカフェとコーヒーの文
化誌の視点で書かれたものになっています。コーヒーとカフェの社会史、都市空間におけるカフェのあり方、日本のコーヒー業
界についてなど、多方面に渡っているため、カフェ経営者、業界で働く人、カフェやコーヒーに関心のある人などが、それぞれ
楽しんで読める内容になっています。
『日本人のための軍事学』
橋爪 大三郎／[著]

折木 良一／[著] KADOKAWA ／発行 2018年 請求記号 392.107/ﾊｼ18/ 資料番号 0014482756

【内容】
昨年、北朝鮮はミサイル攻撃と核実験を繰り返し、アメリカと一触即発する緊張事態にみまわれましたが、平昌五輪を機に対
応が変わり、結果として、米朝首脳会談が実現したことは記憶に新しい事です。日本の学校では、軍事学を教えることが少な
く、不安定な世界情勢や安全保障全般について、冷静に客観的な軍事学の知識に基づき戦争の危機を見つめなければなら
ず、著者の一人である橋爪氏は、誰にでも分かりやすく解説できないかと思い、2012年に自衛隊を退官した折木氏と対談し、
内容をまとめたものが本書になります。話は「軍」とは何か？から始まるため、初心者でも読みやすい内容になっています。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『多様な働き方』『シニアライフ』です。（9月11日～10月14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8月に受け入れた本の一部です。
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小学館

0014531156 302.22/ﾆｼ18/

平成の重大事件 日本はどこで失敗
猪瀬 直樹／著
したのか

朝日新聞出版

0014470033 304/ｲﾉ18/

日本政治の深層病理 戦後民主主義
間庭 充幸／著
の社会学

書肆クラルテ

0014531172 312.1/ﾏﾆ18/

日本よ、情報戦はこう戦え!

育鵬社

0014488266 319.1/ﾔﾏ18/

学生のための法律ハンドブック 弁護
近江 幸治／編著
士は君たちの生活を見守っている!

成文堂

0014531198 320/ｵｳ18/

弁護士会照会ハンドブック

佐藤 三郎／編著

金融財政事情研究会

0014447973 327.14/ｻﾄ18/

フリーランス&“複”業で働く!完全ガイド 会社
に縛られない、自律的な働き方を実現

プロフェッショナル&パラレル
キャリア・フリーランス協会／
監修

日本経済新聞出版社

0014499313 L335/ﾌﾛ18/

いまさら人に聞けない「事業承継対
策」の実務 Q&A

小谷野税理士法人／編
セルバ出版
著

コンサルを超える問題解決と価値創造の全技
法 定番フレームワークの最新活用法から社
会課題解決まで
これだけは知っておきたい「金融」の基本と常
識 社会人として身につけておきたい金融知
識を網羅!

西谷 格／著

出 版 者

山岡 鉄秀／著

0014488308 335.13/ｺﾔ18/

名和 高司／[著]

ディスカヴァー・トゥエン
0014448047 336.2/ﾅﾜ18/
ティワン

永野 良佑／著

フォレスト出版

0014532881 338/ﾅｶ18/

改正税法のすべて

寺崎 寛之／ほか執筆

大蔵財務協会

0014492342 345.12/ｱｵ06/2018-1

わかりやすい相続税贈与税

小池 正明／著

税務研究会出版局

0014492144 345.53/ｺｲ10/2018

図解地方税

逸見 幸司／編著

大蔵財務協会

0014492201 349.5/ﾍﾝ07/2018

みんな幸せってどんな世界 共存学
のすすめ

古沢 広祐／著

ほんの木

0014531263 361.04/ﾌﾙ18/

日本型組織の病を考える

村木 厚子／[著]

KADOKAWA

0014490973 361.6/ﾑﾗ18/

新・要介護認定調査ハンドブック 74 東京都介護福祉士会／
看護の科学社
項目のポイントと特記事項の記入例 編集

0014534713 364.4/ﾄｳ18/

就労支援物語

神山 包／著

羽衣出版

0014531305 366.28/ｶﾐ18/

ヒューマンエラー防止で減らす施設
事故

中目 昭男／著

三恵社

0014531321 369.13/ﾅｶ18/

訪問看護実務相談Q&A

全国訪問看護事業協会
中央法規出版
／編集

0014492466 369.261/ｾﾝ18/

教育依存社会アメリカ 学校改革の
大義と現実

デイヴィッド・ラバリー／
岩波書店
[著]

0014448286 372.53/ﾗﾊ18/

主体的・対話的で深い学びの環境とICT アク
ティブ・ラーニングによる資質・能力の育成

久保田 賢一／編著

東信堂

0014469928 375.199/ｸﾎ18/

“先生”のための小学校英語の知恵
袋 現場の『?』に困らないために

酒井 志延／編著

くろしお出版

0014447932 375.893/ｻｶ18/

本の種出版

0014531578 378/ﾊﾂ17/4

発達障害の子の子育て相談
事典和菓子の世界

中山 圭子／著

岩波書店

0014531602 383.81/ﾅｶ18/

すごい葬式 笑いで死を乗り越える

小向 敦子／著

朝日新聞出版

0014447825 385.6/ｺﾑ18/

筑摩書房

0014490254 391.6/ﾀｹ18/

太平洋戦争日本語諜報戦 言語官の
武田 珂代子／著
活躍と試練

