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発行

『まさかの大統領 ハリー・S・トルーマンと世界を変えた四カ月』
A.J.ベイム／著 国書刊行会／発行 2018年 請求記号 312.53/ﾍｲ18/ 資料番号 0014764922

【内容】
1945年4月12日、アメリカのルーズベルト大統領が急逝した後、副大統領から「まさかの大統領」へと就任することになったト
ルーマン。副大統領就任以前の世論調査によれば、当時のアメリカ人の半数以上がその候補者の名を挙げられなかったほ
ど、無名に近い存在でもあったようです。本書は、第二次世界大戦のさなか、ルーズベルト大統領の死去当日の人間模様に
始まり、トルーマンの政治家としてのキャリアスタート、就任直後の仕事ぶりやポツダム宣言の駆け引き、原子爆弾投下を経て
戦争終結を迎えるまでの激動の４ヶ月間の政治活動の様子が描かれています。
『これだけは知っておきたい!弁護士による宇宙ビジネスガイド New Spaceの潮流と変わりゆく法』
第一東京弁護士会／編 同文舘出版／発行 2018年 請求記号 329.269/ﾀｲ18/ 資料番号 0014763494

【内容】
近年、民間事業者がロケットの打ち上げを試み、宇宙旅行の可能性が現実味を帯びてくるなど、宇宙ビジネスに対する関心
は世界的な高まりを見せています。かつての日本では、民間企業による宇宙活動を想定しておらず、国内宇宙法は長らく不
在でしたが、科学技術の目覚ましい発展にともない、2008年にようやく「宇宙基本法」が制定されました。本書は、学生や一般
の方が宇宙法の全体像を理解しやすいよう、宇宙ビジネスの活動類型に基づき、関連法の内容について解説した入門書で
す。
、
『寄付をしてみよう、と思ったら読む本』
渋澤 健／著

鵜尾 雅隆／著 日本経済新聞出版社／発行 2018年 請求記号 369.14/ｼﾌ18/ 資料番号 0014775563

【内容】
人はどんなとき、寄付をしようと考えるのでしょうか。東日本大震災が起こる以前は、1年に1回以上の寄付をする日本人は30％
にすぎませんでしたが、震災後は被災者に向けて寄付をした人の割合は68％を超えたそうです。日本でも多くの人々が社会
のさまざまな問題に気づき、寄付を「未来を信じる力」として、お金に意志を持たせて社会に貢献しようとする人が増加する傾
向にあります。本書は、実際に寄付をしてみたいと思ったとき、その行為がどんな意味を持ち、どのような分野にお金が使わ
れ、どんな寄付の方法があるのかを知ることができる一冊となっています。
『レシピで味わう世界の食文化』
石毛直道／著 岩波書店／発行 2018年 請求記号 383.8/ｲｼ18/ 資料番号 0014707863

【内容】
著者が国立民族学博物館勤務の時に、海外調査に出かけ、帰国した後にその国で実際に食べた民族料理を研究室のキッ
チンで再現していました。研究室で行われた料理教室は「石毛クッキングスクール」と名前が付けられ、研究者や職員が多く
参加し、親しまれていました。本書は単なるレシピ本ではなく、研究員の視点から紹介する料理に関する食文化もエッセイのよ
うに付随して書かれています。料理を通して世界を旅することのできる一冊です。
『自衛隊の今がわかる本 知っているようで、知らなかった』
菊池 雅之／著 ウェッジ／発行 2018年 請求記号 392.107/ｷｸ18/ 資料番号 0014763809

【内容】
自衛隊については、テレビやインターネット、新聞などで報じられますが、自衛隊の具体的な事柄についてなかなか知る機会
は少ないのではないでしょうか。年間予算、人員数、最新兵器や災害・海外で派遣された場所の実情、近隣の国々の戦力に
ついてなどを、自衛隊の取材を２０年間行っている軍事フォトジャーナリストが、初心者にもわかるように自衛隊について解説
されています。写真も多数掲載されており、目で見て読んで理解を深められる本です。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『起業のススメ』『あそび』です。（1月22日～2月17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1月に受け入れた本の一部です。
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鈴木 順一／著

出 版 者
文芸社

資料番号

請求記号

0014794994 302.744/ｽｽ19/

怖すぎる未来年表 2100年までに日 未来予測研究倶楽部／
学研プラス
本と世界で起こること
編

0014503825 304/ﾐﾗ18/

歴史からの黙示 アナキズムと革命

千坂 恭二／著

航思社

0014794309 309.7/ﾁｻ19/

犯罪捜査のためのテキストマイニング 文章の指紋
を探り,サイバー犯罪に挑む計量的文体分析の手
法

財津 亘／著

共立出版

0014806335 317.75/ｻｲ19/

AI×人口減少 これから日本で何が
中原 圭介／著
起こるのか

東洋経済新報社

0014583454 332.107/ﾅｶ19/

最後のバブルそして金融崩壊 2018
浅井 隆／著
年-2019年前半

第二海援隊

0014794762 333.6/ｱｻ19/

国際協力キャリアガイド

国際開発ジャーナル社 0014578157 333.8/ｺｸ16/2018

企業法務革命 ジェネラル・カウンセ ベン・W.ハイネマンJr.／
商事法務
ルの挑戦
著

0014773709 335/ﾊｲ19/

自分で決める。 すべてがうまくいく最
権藤 優希／著
強の力

きずな出版

0014811392 336.1/ｺﾝ19/

日経BP社

0014745178 L336.17/ﾀﾏ19/

セキュリティ設計実践ノウハウ 上流
山口 雅史／編著
工程でシステムの脅威を排除する

日経BP社

0014579742 336.57/ﾔﾏ19/

はじめて使う弥生会計19 オールカ
ラー図解

嶋田 知子／著

シーアンドアール研究
所

0014579775 336.9/ｼﾏ19/

図解組織再編税制

中村 慈美／著

大蔵財務協会

0014578900 345.35/ﾅｶ15/2018

よくわかる労災・自賠責請求マニュアル
窓口対応・制度・請求方法の全知識

武田 匡弘／共著

医学通信社

0014578926 364.5/ﾀｹ09/2018

新・福祉の総合政策

駒村 康平／編著

創成社

0014794333 364/ｺﾏ19/

新・お役立ちトク本 すぐに使える社
会保障活用術

しんぶん赤旗日曜版編
新日本出版社
集部／著

0014578215 364/ﾆﾎ19/

医療費で損しない46の方法

原 昌平／著

中央公論新社

0014806723 364/ﾊﾗ19/

WORK DESIGN 行動経済学でジェン
イリス・ボネット／著
ダー格差を克服する

NTT出版

0014701908 367.1/ﾎﾈ18/

精神科医が教える「がんばらない老
後」のすすめ

保坂 隆／著

廣済堂出版

0014794523 367.75/ﾎｻ19/

実践で困らない!駆け出しケアマネ
ジャーのためのお仕事マニュアル

後藤 佳苗／著

秀和システム

0014579999 369.16/ｺﾄ19/

苦手をサポート ケアマネ周辺制度ポ
江崎 智彦／監修
イントナビ

第一法規

0014578223 369.17/ｴｻ19/

生活保護手帳

中央法規出版

0014747950 369.2/17/2018

同行援護ハンドブック 視覚障害者の
松井 奈美／編著
外出を安全に支援するために

日本医療企画

0014580013 369.275/ﾏﾂ19/

わかりやすい!幼稚園・保育所・認定
こども園「要録」記入ハンドブック

神長 美津子／編著

ぎょうせい

0014578256 376.14/ｶﾐ19/

大学院受験のための研究計画書の
書き方 理論と実践

工藤 美知尋／編著

晶文社

0014578264 377.15/ｸﾄ19/

鳩と桜 防衛大学校の日々

宮嶋 茂樹／撮影

文藝春秋

0014782866 L390.7/ﾐﾔ19/

データマネジメント知識体系ガイド

DAMA International／
編著

