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『トリニダード・トバゴ カリブの多文化社会』
鈴木 美香／著 論創社／発行 2018年 請求記号 302.599/ｽｽ18/ 資料番号 0014511810

【内容】
カリブ海の最南端に位置する「トリニダード・トバゴ」は、トリニダード島とトバゴ島、2つの小さな島から成る共和国です。日本で
は、その名称を耳にすることがあっても、どんな国であるかはあまり知られていないのではないでしょうか。本書は、トリニダー
ド・トバゴの日本大使館で専門調査員を6年以上務めた著者が、多民族国家に至るまでのトリニダード・トバゴの歴史とその文
化、政治、経済事情、人々の暮らしぶりを紹介します。ラテンアメリカ・カリブ地域の中で、一人当たりの国民総所得が高い国
でありながら、物価は高く、世界トップクラスの殺人発生率であるなど、国が直面する現代的課題も明らかにされています。
『経営者のための商工会・商工会議所150%トコトン活用術』
大田 一喜／著 同文舘出版／発行 2018年 請求記号 330.66/ｵｵ18/ 資料番号 0014512057

【内容】
商工会（議所）は、日本企業の大部分を占めている中小企業、小規模企業のために支援を行っている団体です。その数は、
全国あわせて2000を超え、地域ごとに経営相談や経営診断を定期的に実施している「かかりつけ医」のような存在といえるか
もしれません。本書は、商工会（議所）の入会方法や活用のメリットをはじめ、どのような支援メニューが具体的に用意され、
サービスを受けられるのかをわかりやすく解説します。これから創業を考えている方はもちろん、経営力の向上を目指す企
業、資金繰りに困っている事業者にとって役立つ情報が満載の一冊です。
、
『ローカルメディアの仕事術 人と地域をつなぐ8つのメソッド』
影山 裕樹／ほか編著 ／著 学芸出版社／発行 2018年 請求記号 361.453/ｶｹ18/ 資料番号 0014539407

【内容】
「ローカルメディア」とは、現代のグローバルなメディア環境の中で、その読者層が相対的に特定地域に限定される性格をもつ
情報発信媒体のことです。本書は、各地域でこれからメディアづくりを志す人に向けて、つくり始める際の必要なポイントを先
行事例をふまえながら提示しています。第2章では、より実践的な編集術として「全体像をつくる」、「枠組みをつくる」、「ディ
ティールをつくる」という3つの制作アプローチを通して、各地のメディア編集に携わってきた人々のノウハウを8つのメソッドとし
て紹介しています。
『自信をもてる子が育つこども哲学 “考える力”を自然に引き出す 』
川辺 洋平／著 ワニブックス／発行 2018年 請求記号 379.9/ｶﾜ18/ 資料番号 0014486070

【内容】
「こども哲学」という言葉を聞いたことはありますか？「こども哲学」とは、親子で一緒に物事について考える遊びのことです。こ
の「こども哲学」は遊びのため、ルールがあり、そのルールを守ることで子どもは他人に対して安心感を得ることができたり、考
える楽しさを見いだすことができると著者は言います。著者は娘と「こども哲学」を始めるまでは、保護者として怒りっぽく、言う
「」
ことを聞かないときは叩いたりしていましたが、対話をすることで、子どもにも意思があることが分かり、尊重するようになったと
言います。物事が解決に結びつかなくても、相手の意思を知ろうとすることの大切さがわかる方法について書かれた１冊で
す。
『図説指輪の文化史 』
浜本 隆志 ／著 河出書房新社 ／発行 2018年 請求記号 383.3/ﾊﾏ18/ 資料番号 0014512305

【内容】
指輪はファッションとして、また結婚や婚約をすることで身に付けることがあります。本書は、人が指輪を付けるに至った経緯や
目的について書かれており、指輪の歴史については、ツタンカーメン王や、古代ローマ帝国まで遡って書かれています。ま
た、指輪は様々な伝説や物語を持っており、「アラビアンナイト」の魔法の指輪や、ワーグナーの「ニーベルングの指輪」などに
ついても触れられています。さらに、指輪を制作する側や販売について、古代から指輪文化が無いとされる日本の特色につ
いても書かれています。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『ファッション今昔』『税金』です。（11月20日～12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10月に受け入れた本の一部です。
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日本が世界一の国になるために変え
ケント・ギルバート／著 宝島社
なければならない6つの悪癖

0014509665 302.1/ｷﾙ18/

王室と不敬罪 プミポン国王とタイの
岩佐 淳士／著
混迷

文藝春秋

0014509913 312.237/ｲﾜ18/

思想の廃墟から 歴史への責任、権
鵜飼 哲／著
力への対峙のために

彩流社

0014536841 316.04/ｳｶ18/

欧州GDPR全解明 日本企業に激震!
日経xTECH／編集
制裁金リスクに備えよ

日経BP社

0014539217 L316.1/ﾆﾂ18/

9条誕生 平和国家はこうして生まれ
塩田 純／著
た

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/

判例にみる慰謝料算定の実務

升田 純／著

民事法研究会

0014521322 324.55/ﾏｽ18/

今さら聞けないお金の超基本 節約・
坂本 綾子／著
貯蓄・投資の前に

朝日新聞出版

0014511950 330/ｻｶ18/

AI時代の企業経営 「集団統治」体制
花村 邦昭／著
から「分散統治」方式へ

彩流社

0014490841 335.04/ﾊﾅ18/

実務でつかむ!ティール組織 “成果も人も大切
にする”次世代型組織へのアプローチ

大和出版

0014490809 336.3/ﾖｼ18/

女性の視点で見直す人材育成 だれもが
中原 淳／著
働きやすい「最高の職場」をつくる

ダイヤモンド社

0014490486 336.4/ﾅｶ18/

ひと言で伝えろ できる人は「誰でも」
石田 章洋／著
「短く」話している

WAVE出版

0014490882 336.49/ｲｼ18/

企業の素顔が見えてくる正しい財務
浜田 善彦／著
諸表と会計基準

経済産業調査会

0014492383 336.92/ﾊﾏ18/

吉原 史郎／著

相続に強い頼れる士業・専門家50選 実務経営サービス／編 三和書籍

0014536924 336.989/ｼﾂ18/

ルポタックスヘイブン 秘密文書が暴 朝日新聞ICIJ取材班／
朝日新聞出版
く、税逃れのリアル
著

0014536957 345.1/ｱｻ18/

総介護社会 介護保険から問い直す 小竹 雅子／著

岩波書店

0014494652 364.4/ｵﾀ18/

新しい介護保険のしくみ よくわかる! 長谷 憲明／著

瀬谷出版

0014542500 364.4/ﾅｶ18/

大人の発達障害と就労支援・雇用の
山下 喜弘／編著
実務

日本法令

0014262760 366.28/ﾔﾏ18/

定年後に夫婦仲良く暮らすコツ

ベストセラーズ

0014408090 367.3/ｼﾐ18/

ダイアプレス

0014262018 L369.3/ｲﾉ18/

清水 義範／著

命をつなぐ防災グッズカタログ いつ
かくるその日のために今すぐ始める
道徳読み 教科書を使う道徳の新し
い授業法

広山 隆行／編著

さくら社

0014529283 375.352/ﾋﾛ18/

子どもの運動遊びバイブル にこにこ笑顔で
楽しみながら運動の力も伸びてゆく!

香村 恵介／著

みらい

0014526057 376.157/ｺｳ18/

絶対に後悔しない新卒の「会社選び」 大谷 義武／著

幻冬舎メディアコンサル
0014529440 377.9/ｵｵ18/
ティング

賢者の勉強技術 短時間で成果を上
谷川 祐基／著
げる「楽しく学ぶ子」の育て方

CCCメディアハウス

0014526545 379.9/ﾀﾆ18/

愛の日本史 創世神話から現代の寓
アニエス・ジアール／著 国書刊行会
話まで

0014372536 384.7/ｼｱ18/

お墓、どうしますか? 変容する家族のあり方 米澤 結／[著]

0014538771 385.6/ﾖﾈ18/

ディスカヴァー・トゥエンティワン

