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『警察官という生き方』
久保 正行／著 イースト・プレス／発行 2019年 請求記号 317.7／ｸﾎ19 資料番号 0014865539

【内容】
警察官は、私たちの生活を守る身近な存在です。しかし、実際どのように働いているのかを知る機会はなかなかありません。
本書では、北海道から警察官になることをめざして上京し、警視庁捜査第一課長を勤めた著者が、自身の経験をもとに仕事と
しての警察官の実像を明かします。警察の組織体系や階級、役職などの基本的な事柄や、警察学校での授業の内容、刑事
ドラマでは描かれない実際の捜査に至るまで、普段は覗くことのできない警察官の仕事を解説しています。熱い執念で事件
解決へと挑む警察官の働く姿を垣間見ることのできる1冊です。
『外国につながる子どもと無国籍 児童養護施設への調査結果と具体的対応例』
石井 香世子／著 小豆澤 史絵／著 明石書店／発行 2019年 請求記号329.91/ｲｼ19/ 資料番号 0014866115

【内容】
少子高齢化が進む日本社会は、様々な国から日本にやってきた外国の人々によって支えられています。その中で「無国籍」
の問題は、日本社会そのものの本質的な問題の1つとして受け止め、取り組む必要があると著者は述べています。しかし、「無
国籍」は定義があいまいであり、実態を把握することが難しいとされているため、本書では、全国に「無国籍」の子どもが存在
することを実証する目的で、日本全国の児童養護施設に対して調査を行い、その結果についてまとめています。さらに、「無
国籍」かもしれない子どもに出会った際のケース別対応フローチャートと相談窓口一覧も掲載されています。
、
『QR決済 日本列島を覆い尽くす キャッシュレスの本命はこれだ』
日経FinTech／編集 ほか 日経BP社／発行 2019年 請求記号 L338/ﾆﾂ19/ 資料番号 0014876551

【内容】
キャッシュレス決済には、クレジットカード、Suicaをはじめとした交通系ICカード、即時決済のデビットカード、後払い型電子マ
ネー、スマートフォン標準決済、QR決済と多様な決済方法があります。その中でもQR決済は、スマートフォンが普及した現代
において注目を集めています。QR決済は、店舗に特別な機器の導入が必要なく、印刷されたQRコードを読み取ってもらうこ
とで支払いができる仕組みです。本書では、各種サービス内容や、キャッシュレス化の進んだ中国ではどのような変化があっ
たのかなど、キャッシュレス化の現状、課題、未来などを紹介しています。キャッシュレス決済について知りたい方におすすめ
の１冊です。
『だまされた! 「だましのプロ」の心理戦術を見抜く本』
多田 文明／著 方丈社／発行 2019年 請求記号 368.6/ﾀﾀ19/ 資料番号 0014866131

【内容】
悪徳商法や、オレオレ詐欺などについての被害が毎日のようにテレビや新聞で報道されています。警察などが「オレオレ詐欺
に注意しましょう！」などの呼びかけやチラシを配布しても、被害はなかなか無くならないのが現状のようです。本書では、進
化している詐欺の手口と、様々なダマシの手法をが紹介されており、実際に自分の身に降りかかったときに、どう対応すべき
か、詐欺師から身を守るための言葉の使い方や、会話の進め方について書かれています。いざというときにだまされないため
の護身術としておすすめの本です。
『7袋のポテトチップス 食べるを語る、胃袋の戦後史』
湯澤 規子／著 晶文社／発行 2019年 請求記号 383.81/ﾕｻ19/ 資料番号 0014866719

【内容】
本書は４つのテーマで構成されています。まず、近世を含む近代から戦前までの日本人はどのようなものを食べていたかが書
かれており、次に戦中・戦後の物のない時代の食はどうであったかについて、3つ目は、戦争が終わり、高度成長期を迎えた
社会で、団塊の世代はどのような物を好んで食べていたかについて触れられています。4つ目には、団塊ジュニア世代は団
塊の世代に比べて、食べるという行為だけでなく、食に対する考え方の変化についても触れられており、歴史・地理・社会学・
文化人類学を横断した切り口で書かれています。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『「まさか」の備え、もういちど 家族の防災・地域で減災』『ボランティア』です。（6月22日～7月15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5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

このままだと、日本に未来はないよね。
ひろゆき流時代を先読みする思考法

ひろゆき／著

洋泉社

0014856348 304/ﾆｼ19/

疑う力 「常識」の99%はウソである

堀江 貴文／著

宝島社

0014912620 304/ﾎﾘ19/

現代に生きるファシズム

佐藤 優／著

小学館

0014880181 311.8/ｻﾄ19/

候補者ジェレミー・コービン 「反貧
困」から首相への道

アレックス・ナンズ／著

岩波書店

0014880215 312.33/ﾅﾝ19/

13歳からの日本外交 それって、関
係あるの!?

孫崎 享／著

かもがわ出版

0014912596 319.1/ﾏｺ19/

韓国「反日フェイク」の病理学

崔 碩栄／著

小学館

0014880207 319.21/ﾁｴ19/

図解超早わかり18歳成人と法律

南部 義典／著

シーアンドアール研究
所

0014598007 324.11/ﾅﾝ19/

新しい相続・遺産分割のしくみ 相続 デイリー法学選書編修
三省堂
法大改正!
委員会／編

0014598023 324.7/ｻﾝ19/

あなたが変える裁判員制度 裁判員
大城 聡／著
ネットライブラリー

同時代社

0014880173 327.67/ｵｵ19/

年収300万円時代を生き抜く経済学 雇
用大崩壊!自分らしい生活を送るために

森永 卓郎／著

ゴマブックス

0014598031 332.107/ﾓﾘ19/

世界のエリートが学んでいるMBA必
読書50冊を1冊にまとめてみた

永井 孝尚／著

KADOKAWA

0014912638 336/ﾅｶ19/

FIND YOUR WHY あなたとチームを
ディスカヴァー・トゥエン
サイモン・シネック／[著]
0014598494 336.3/ｼﾈ19/
強くするシンプルな方法
ティワン
スタンフォード式最高のリーダーシッ スティーヴン・マーフィ重
サンマーク出版
プ
松／著

0014913024 336.3/ﾏﾌ19/

コミュ力ゼロからの「新社会人」入門 仕
事の不安がスッキリ解消!厳選メソッド49

インプレス

0014598072 336.47/ﾜﾀ19/

宝島社

0014856322 L338.18/ﾔﾏ19/

小学館

0014880124 338.3/ﾊﾗ19/

いま選ぶべきアクティブ投信この8本! 中野 晴啓／著

日本実業出版社

0014912661 338.8/ﾅｶ19/

分断社会と若者の今

吉川 徹／編

大阪大学出版会

0014889364 361.8/ｷﾂ19/

リベラルは死なない 将来不安を解
決する設計図

井手 英策／編

朝日新聞出版

0014879860 364.04/ｲﾃ19/

逸脱の文化史 近代の<女らしさ>と<
小倉 孝誠／著
男らしさ>

慶應義塾大学出版会

0014889398 367.235/ｵｸ19/

体罰と戦争 人類のふたつの不名誉
森田 ゆり／著
な伝統

かもがわ出版

0014912653 367.6/ﾓﾘ19/

家族という呪い 加害者と暮らし続け
阿部 恭子／著
るということ

幻冬舎

0014598528 368.64/ｱﾍ19/

さすが!といわれる合唱指導の原則 音楽
横崎 剛志／著
教師がつくるステキな歌声づくりのヒント

学芸みらい社

0014598130 375.76/ﾖｺ19/

京のあたりまえ 暮らしぶり、その心
と智恵

光村推古書院

0014598569 382.162/ｲﾜ19/

徳川家康と遠州大念仏 岡目八目歴
久米 政勝／著
史探訪

文芸社

0014598577 386.154/ｸﾒ19/

自衛官の使命と苦悩 「加憲」論議の
渡邊 隆／著
当事者として

かもがわ出版

0014597850 392.107/ﾜﾀ19/

渡瀬 謙／著

山崎元の“やってはいけない”資産運用
もう銀行・証券会社にだまされない!

日本銀行「失敗の本質」

原 真人／著

岩上 力／著

