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★　貸出は15日以内10冊までです。
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阿古 真理／著　中央公論新社 ／発行　2018年　請求記号 383.81/ｱｺ18/　資料番号 0014490916

パクチー（別名：コリアンダー、シャンツァイ）を、最近よくスーパーなどで見かけるようになりました。独特の香りがするため、好

き嫌いが分かれる食材です。著者によると呼び名が３つあり、全てが日本語ではないのは、独特の香りが嫌われ、なかなか日

本では広まらなかったことが理由であるということです。そんなパクチーが、なぜか2016年に大ブームとなり、今では日本に定

着しつつあります。本書はパクチーをはじめ、アジア料理の歴史について書かれた本です。日本人の食に対する変化と世界

情勢の動き、食文化に与える影響など興味深い話が書かれています。

『0歳からはじまるオランダの性教育』

『パクチーとアジア飯』

お問い合わせ先：岡山県立図書館　2階　社会科学班　086-224-1286

県立図書館10月の新着図書紹介　

岡山県立図書館　　2018.10.10　発行

稲継 裕昭／編著　勁草書房 ／発行　2018年　請求記号 318.6/ｲﾅ18/　資料番号 0014485460

『京都発NPO最善戦　共生と包摂の社会へ』

今月のテーマ展示は『統計　～数字が暴く意外な真実～』『食　（日本・世界）』です。（10月16日～11月25日）

岩室 紳也 ／ほか著　大修館書店 ／発行　2018年　請求記号 368.81/ｲﾜ18/　資料番号 0014490759

一度でも手を出せば甚大な健康被害を及ぼし、人格を破壊する危険性もある薬物依存症。こうした危険薬物の乱用に至る背

景には、生きづらさを抱えた人が安心して人に依存することができず、孤立状態に陥ってしまうことが要因の一つにあると本書

では指摘されています。また、その防止のためには、薬物規制や厳罰化にとどまらず、人の「つながり」を大切にし、誰もが自

分にとって心地よい「居場所」が見つかる社会づくりの必要性が説かれています。薬物に限らず、依存症という社会問題に対

して当事者の視点に基づき、治療と教育の両面から支援する上で参考となる一冊です。

シビックテックとは、市民（civic）とテクノロジー（technology）をあわせた造語です。ICT活用により市民が主体となって地域の

課題を解決し、望ましい社会を創り上げる活動とそのためのテクノロジー全般を指しています。近年では、政府や自治体が

「オープンデータ」と称し、誰もが自由に二次利用を可能とする官民のデータを提供し、社会問題の解決の一助とするケース

も増えつつあります。本書は、こうしたシビックテック活動の事例とともに、その歴史や活動の始め方を解説したものです。巻末

には、国内外のシビックテック関連団体、サービス開発に役立つウェブサイト等の一覧も掲載されています。

平尾 剛之 ／ほか編　京都新聞出版センター ／発行　2018年　請求記号 335.89/ﾋﾗ18/　資料番号 0014488381

京町家の保存事業など、古くから市民活動が活発で先駆的な取り組みが行われてきた京都。本書は、1998年に設立された

「きょうとＮＰＯセンター」の設立20周年を記念して企画された一冊です。第1部では、2017年から2018年にかけて京都新聞に

掲載された「市民活動のススメ」と題する連載記事を収め、ＮＰＯとは何かについて文字数の制限で紙上で伝えきれなかった

内容が新たに補足されています。第2部には、市民社会の新たな価値創造に挑み、京都を主な活動の場とするソーシャル・デ

ザイナーズたちがその取り組みの様子を報告しています。

オランダでは、昔から暮らしている保守的なキリスト教信者の中に、イスラム教の移民が移住して来たため、異なる宗教や文化
の違いを持つ人々が混在することとなり、結婚や恋愛に対する意識の違いから、殺人や暴力行為が行われていました。その
ため、国は性教育を義務化し、学校で詳しく教えることとしました。年齢に応じた教育カリキュラムが組まれており、男女の体の
仕組みや妊娠、出産について、また男性同士、女性同士の性、ＬＧＢＴについてなど広範囲な内容で教えられています。本書
は、オランダの性教育の今に至る経緯と、具体的な性教育方法が書かれています。日本では、「性」に関することはクローズド
の傾向にありますが、新しい視点を加える一冊です。

リヒテルズ直子／著　日本評論社／発行　2018年　請求記号 372.359/ﾘﾋ18/　資料番号 0014464457

          （社会科学編）

『つながりから考える薬物依存症　安心して失敗を語れる絆・居場所づくり』

『シビックテック　ICTを使って地域課題を自分たちで解決する』
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※　リストは9月に受け入れた本の一部です。

書　　　　名 著　　　者 出　版　者 資料番号 請求記号

シリア戦場からの声 桜木 武史／著 アルファベータブックス 0014540231 302.275/ｻｸ18/

日本衆愚社会 呉 智英／著 小学館 0014495386 304/ｸﾚ18/

欧州GDPR全解明  日本企業に激震!
制裁金リスクに備えよ

日経xTECH／編集 日経BP社 0014539217 L316.1/ﾆﾂ18/

実践・行政マネジメント  行政管理会計に
よる公務の生産性向上と働き方改革

竹本 隆亮／著 同文舘出版 0014393607 317.1/ﾀｹ18/

最新世界情勢講義50
パスカル・ボニファス／
[著]

ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

0014541387 319/ﾎﾆ18/

9条誕生  平和国家はこうして生まれ
た

塩田 純／著 岩波書店 0014540256 323.142/ｼｵ18/

最新土地・建物の法律と手続き  図
解で早わかり

松岡 慶子／監修 三修社 0014539340 324.2/ﾏﾂ18/

黙秘の壁  名古屋・漫画喫茶女性従
業員はなぜ死んだのか

藤井 誠二／著 潮出版社 0014524706 326.23/ﾌｼ18/

ポピュリズムと司法の役割  裁判員
制度にみる司法の変質

斎藤 文男／著 花伝社 0014540322 327.67/ｻｲ18/

この戦いはわたしたちの戦いだ  アメ
リカの中間層を救う闘争

エリザベス・ウォーレン
／著

蒼天社出版 0014540330 332.53/ｳｵ18/

ITアーキテクトの教科書  システム設
計の先導者

石田 裕三／著 日経BP社 0014540363 336.57/ｲｼ18/

「お金」で読み解く日本史 島崎 晋／著 SBクリエイティブ 0014540397 337.21/ｼﾏ18/

図説日本の証券市場
日本証券経済研究所／
編集

日本証券経済研究所 0014542823 338.15/ﾆﾎ10/2018

金融商品ポケットブック 近代セールス社／編 近代セールス社 0014540405 338.5/ｷﾝ10/2018

これだけは知っておきたい「税金」のしくみと
ルール  複雑な税金が、これ一冊でわかる! 梅田 泰宏／著 フォレスト出版 0014538581 345/ｳﾒ18/

2018年度決定版改正介護保険のポ
イントがひと目でわかる本

田中 元／著 ぱる出版 0014539431 364.4/ﾀﾅ18/

図解いちばん親切な年金の本 清水 典子／監修 ナツメ社 0014540447 364.6/ｼﾐ17/2018

仕事のカタログ  「なりたい自分」を見
つける!

自由国民社 0014539449 366.29/ｼｺ09/2019

イクメンじゃない「父親の子育て」  現代日本に
おける父親の男らしさと<ケアとしての子育て> 巽 真理子／著 晃洋書房 0014540496 367.3/ﾀﾂ18/

日常生活支援サポートハウスの奇跡
困ったらここへおいでよ。

林 真未／著 東京シューレ出版 0014540504 369.06/ﾊﾔ18/

PTA応援マニュアル  今すぐ役立つ 濱田 博文／監修 ジアース教育新社 0014493019 374.6/ﾊﾏ18/

ひろみち&たにぞうの僕らの運動会!  ニッポンの運
動会を盛り上げるダンス・競技・体操が充実! 佐藤 弘道／共著 世界文化社 0014538714 376.157/ｻﾄ18/

業界と職種がわかる本  自分に合っ
た業界・職種をみつけよう!

岸 健二／編 成美堂出版 0014540660 377.9/ｷｼ06/2020

発達障害のある子を担任!どんな準備をするか  『向
山洋一は障害児教育にどう取り組んだか』に学ぶ 向山 洋一／著 学芸みらい社 0014524441 378/ﾑｺ18/

ロシアの歳時記
ロシア・フォークロアの
会なろうど／編著

東洋書店新社 0014541569 382.38/ﾛｼ18/

戦慄の記録インパール  NHKスペシャル取材班／著 岩波書店 0014393516 391.207/ﾆﾂ18/
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