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『未来をはじめる 「人と一緒にいること」の政治学』
宇野 重規／著 東京大学出版会／発行 2018年 請求記号 311/ｳﾉ18/ 資料番号 0014712392

【内容】
政治思想史を専門とする著者が、2017年に豊島岡女子学園（東京都）で行った政治の未来を考える全５回の講義内容が本
書に収録されています。「人と一緒にいること」は、楽しくおもしろい一方で、その「違い」からさまざまな対立を生じさせることも
あります。異なる利害や多様な価値観を持つ人々が共生できる平等な社会を、いかにして実現するのか。中高生にとって身
近な問題にもふれながら、政治の役割や民主主義の機能、これからの働き方や選挙への関わり方など、わかりやすい議論が
展開されています。
『家庭裁判所物語』
清永 聡／著 日本評論社／発行 2018年 請求記号 327.123/ｷﾖ18/ 資料番号 0014712699

【内容】
戦後制定された日本国憲法の理念に基づき、社会の中で弱い立場の人々を支援するという理想が掲げられた家庭裁判所。
2019年には、その設立から70年を迎えます。本書には、「家庭裁判所の父」と称され、最高裁判所の初代家庭局長であった
宇田川潤四郎をはじめ、黎明期の家庭裁判所を苦難とともに支えてきた裁判官たちの姿を、当時の記録や関係者への丹念
な取材の下、現代までの足跡が描かれます。昭和40年代、現在同様の少年法改正議論が起きた際に、当時の最高裁判所家
庭局長であった岡山県出身の裾分一立（すそわきいちりゅう）氏の功績についても言及されています。
、
『世界の富裕層を惹きつけるスイス・プライベートバンク』
日経BP総研／編 日経BP社／発行 2018年 請求記号 L338.8/ﾆﾂ18/ 資料番号 0014550826

【内容】
一定規模の資産を持つ個人に対して、銀行、信託銀行、証券会社などが提供しているサービスを包括してワンストップで提供
するプライベートバンク。本書は、世界的にも長い歴史と伝統を有し、「顧客の資産を次世代に円滑に承継させること」に重き
を置くスイス・プライベートバンクの魅力を紹介します。資産運用やビジネスサポートにとどまらず、家族の海外留学や社会貢
献活動に関する情報提供など、家族や事業も顧客の資産と捉え、公私両面から長期にわたるサポート体制を受けられることも
富裕層を惹きつける理由のようです。巻末には、プライベートバンクの口座開設方法も掲載されています。
『マルチプル・ワーカー「複業」の時代』
山田 英夫／著 三笠書房／発行 2018年 請求記号 366.29/ﾔﾏ18/ 資料番号 0014547764

【内容】
「副業」ではなく「複業」という言葉から、どのようなことが想像できるでしょうか。「副業」は、本業を補うための仕事という意味合
いになりますが、「複業」とは、本業と関係の無い仕事ではあるが、自身が持っている複数の才能を発揮し、自身の多様性を
高めるたり、新たなキャリアを身に付けて本業と結びつけ、新たな価値を生み出すことができるものであると著者は言います。
本書では、「複業」を既に推進している会社の事例を紹介し、人生100年時代に備えた、これからの働き方について紹介して
います。
『海へ還る 海洋散骨の手引き』
村田 ますみ／編

勝 桂子／[ほか著] 啓文社書房／発行 2018年 請求記号 385.6/ﾑﾗ18/ 資料番号 0014550156

【内容】
「終活」という言葉が世の中に定着してきている昨今ですが、併せて故人の見送り方も様々な方法が見受けられます。火葬の
他に樹木葬、宇宙葬などがありますが、本書では、海洋散骨に特化した葬儀の方法について書かれています。海洋散骨とは
どういうものなのか、また、宗教面や関連する法律・法規についても触れられており、単なる海への投棄ではないことなど、詳し
く説明がされています。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『ポップカルチャー』『日本のしきたり』です。（12月18日～2019年1月20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11月に受け入れた本の一部です。
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JAPAN CLASS オレたちはニッポン
ジャパンクラス編集部／編
東邦出版
に追いつけるのか!?

0014742548 302.1/ﾄｳ18/

ニッポン2021-2050 データから構想
落合 陽一／著
を生み出す教養と思考法

KADOKAWA

0014728729 304/ｵﾁ18/

日本を亡ぼす岩盤規制 既得権者の
上念 司／著
正体を暴く

飛鳥新社

0014728711 304/ｼﾖ18/

公務員の仕事入門ブック

実務教育出版

0014560205 317.3/ｺｳ06/2019

地域ハンドブック 地域データと政策 日本政策投資銀行地域
日本政策投資銀行
情報
企画部／編集

0014558191 318.6/ﾆﾎ14/2018

図解2時間でわかる!はじめての家族
宮田 浩志／著
信託 相続・認知症で困らないために

クロスメディア・パブリッ
0014557581 324.82/ﾐﾔ18/
シング

小宮一慶の「日経新聞」深読み講座 小宮 一慶／著

日本経済新聞出版社

0014728752 330/ｺﾐ16/2019

GAFA vs.中国 世界支配は「石油」か
渡邉 哲也／著
ら「ビッグデータ」に大転換した

ビジネス社

0014727713 332.22/ﾜﾀ18/

アメリカ経済の終焉 破裂する資産バ
若林 栄四／著
ブルと政治の堕落

集英社

0014728745 332.53/ﾜｶ18/

未来年表人口減少危機論のウソ

扶桑社

0014727457 334.31/ﾀｶ18/

世代交代があなたの会社を強くする
堀部 直紀／著
事業承継の成功法則

ダイヤモンド社

0014708416 335.35/ﾎﾘ15/

小さな会社の給与計算と社会保険の
池本 修／監修
事務がわかる本

成美堂出版

0014559488 336.45/ｲｹ05/2018

「節税・無借金」経営は今すぐやめな
久保 龍太郎／著
さい

幻冬舎メディアコンサル
0014727648 336.82/ｸﾎ18/
ティング

別表の書き方がスラスラわかる法人
野田 美和子／監修
税申告書虎の巻

ナツメ社

0014559496 336.983/ﾉﾀ18/2019

パンローリング

0014732515 338.155/ﾐﾈ18/

いつでも、何度でも稼げる!IPOセカン
柳橋／著
ダリー株投資

すばる舎

0014732135 338.155/ﾔﾅ18/

日銀破綻 持つべきはドルと仮想通
貨

藤巻 健史／著

幻冬舎

0014727465 338.21/ﾌｼ18/

日銀日記 五年間のデフレとの闘い

岩田 規久男／著

筑摩書房

0014728703 338.3/ｲﾜ18/

租税訴訟の審理について

泉 徳治／[著]

法曹会

0014560221 345.19/ｲｽ18/

ルポ西成 七十八日間ドヤ街生活

國友 公司／著

彩図社

0014732366 368.2/ｸﾆ18/

晋遊舎

0014558308 L369.26/ｶｲ18/

株式トレード基本と原則

高橋 洋一／著

マーク・ミネルヴィニ／
著

介護の手続きがまるごとわかる本
老いを生きる応援歌

江森 けさ子／著

ウインかもがわ

0014558225 369.26/ｴﾓ18/

精神障害者の地域移行支援・地域定着支援・
自立生活援助導入ガイド 地域で暮らそう!

岩上 洋一／著

金剛出版

0014732259 369.28/ｲﾜ18/

Z会

0014732325 371.5/ﾍｲ18/

TOK<知の理論>を解読する 教科を
Wendy Heydorn／著
超えた知識の探究

忘れられた市民 子ども モンテッソー マリア・モンテッソーリ／
風鳴舎
リが訴える永遠の問題
著

0014557706 376.11/ﾓﾝ18/

モードの誘惑

0014732382 383.1/ﾔﾏ18/

山田 登世子／著

藤原書店

