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『トラブル解消、上手に運営！ 自治会・町内会お悩み解決実践ブック』
水津 陽子／著 実業之日本社／発行 2019年 請求記号 318.8/スイ19/ 資料番号 0014899447

【内容】
自治会・町内会は近年減少傾向にあり、町内会不要論が叫ばれるなど、社会問題として大きく取り上げられるようになりまし
た。そもそも自分の住んでいる地域に自治会や町内会があるのかどうかも分からない人も多いようです。本書では、未加入や
退会の主な理由として加入のメリットを感じられない、役員の負担が大きい、というような悩みについて解決策が提案されてい
ます。昭和、平成、令和と時代が変わってきた中で、今、どのような自治会・町内会が求められているのかを提示します。町内
会の役員になった人はもちろん、今の自治会・町内会に不満のある人や変化を求めている人にもおすすめの一冊です。
『もしも世界に法律がなかったら 「六法」の超基本がわかる物語』
木山 泰嗣／著 日本実業出版社／発行 2019年 請求記号 320/キヤ19/ 資料番号 0014893432

【内容】
法律と聞くと難しいものと身構えてしまうかもしれませんが、法律は、私たちの生活に密接に関係しているものです。本書は、
法律の存在しないパラレルワールドに連れていかれた女子中学生ジュリの体験を通して、六法のしくみや考え方を学ぶことが
できる法律の入門書です。普段、生活している中では当たり前だと思っていたことも、法律のない世界では、自分の考えたこと
を発表することが罪になったり、中学生での結婚や重婚ができてしまったりします。物語を通して、法律の意義や効力を考える
きっかけにもなります。
、
『ややこしい説明は抜きにして！ 保険の選び方がカンタンにわかる本』
藤井 泰輔／著 ソシム／発行 2019年 請求記号 339/フシ19/ 資料番号 0014893929

【内容】
予期せぬ出来事が起きた際に助けになるのが保険です。しかし、保険選びは難しいと感じて、結局保険会社の人に言われた
ように契約してしまう方も少なくないのではないでしょうか。本書は、自分に合った保険選びをするために最低限知っておきた
いことを分かりやすく説明しています。まずは、保険のしくみを知るために、なぜ保険が必要なのかが示されています。そし
て、具体的な保険のケースを例として、自分に必要な保険を考えることができます。保険に関しての知識がなくても読みやす
い内容になっているので、保険の入門書としてもおすすめの一冊です。
『平成家族 理想と現実の狭間で揺れる人たち』
朝日新聞取材班／著 朝日新聞出版／発行 2019年 請求記号 367.3/ｱｻ19 資料番号 0014913214

【内容】
平成が終わり令和になった今、家族のあり方はどのように変化をしているのでしょうか。本書は、新聞記事として、実名、匿名を
併せた形で編集され、新聞のデジタルニュースとして配信されていた内容を書籍化したものです。保育園が推奨する「手作り
弁当」に悩む母親、子の代わりに親同士がお見合いをする「代理婚活」、3人目の子どもが生まれて育休を取ろうとした男性が
上司から「育児休暇、何回とるつもり」と言われるなど、結婚、仕事、単身、子育て、食などをテーマに、時代の変化と共に、こ
れまでの制度と新たな価値観の間をどう生きていくか、平成時代の家族について書かれています。
『見るだけで楽しめる！ おにぎりの文化史 おにぎりはじめて物語』
横浜市歴史博物館／監修 河出書房新社／発行 2019年 請求記号 383.81/ﾖｺ19 資料番号 0014895528

【内容】
本書は、２０１４年秋に横浜市歴史博物館で展示された「大おにぎり展 －出土資料からみた穀物の歴史」の展示図録に基づ
きながら、より一層「おにぎりの歴史」について焦点を当てた内容となって出版されました。いつも食べているおにぎりの具材や
作り方、地域や家庭における作り方に違いがあるのかどうかについてなど、文献や絵図などを用いておにぎりの歴史を探究
し、日常的な食べものでありながら、米文化が日本でどのように引き継がれてきたかについて書かれています。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『がんばる先生へ』『夏休みの自由研究のヒント』です。（7月17日～8月18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6月に受け入れた本の一部です。
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0014881155 302.1/ﾄｳ19/

習近平の敗北 紅い帝国・中国の危
福島 香織／[著]
機

ワニブックス

0014939136 302.22/ﾌｸ19/

真実の終わり

集英社

0014939193 311.7/ｶｸ19/

安倍政権「徹底査定」 景気回復を阻
高橋 洋一／著
む輩の正体を暴く

悟空出版

0014939961 312.1/ﾀｶ19/

資本主義と民主主義の終焉 平成の
水野 和夫／[著]
政治と経済を読み解く

祥伝社

0014880785 312.1/ﾐｽ19/

自民党 価値とリスクのマトリクス

スタンド・ブックス

0014939953 315.1/ﾅｶ19/

公務員のためのクレーム対応駆け込
関根 健夫／著
み寺 お悩み解決!

ぎょうせい

0014924195 318.5/ｾｷ19/

私たちと法

平野 武／著

法律文化社

0014608178 321/ﾋﾗ19/

裁判官は劣化しているのか

岡口 基一／著

羽鳥書店

0014605836 327.12/ｵｶ19/

正しい「未来予測」のための武器にな
高橋 洋一／著
る数学アタマのつくり方

マガジンハウス

0014939979 331.19/ﾀｶ19/

現代日本経済

有斐閣

0014939532 332.107/ﾊｼ19/

座右の書『貞観政要』 中国古典に学
出口 治明／著
ぶ「世界最高のリーダー論」

KADOKAWA

0014857411 336.3/ﾃｸ19/

仕事に効くコミュニケーションの教科書 会社では
教えてくれない「ビジネスコミュニケーション」の極意

日経BP

0014880769 L336.49/ｼｺ19/

株は夢をかなえる道具 女子のため
杉原 杏璃／著
の株式投資入門

祥伝社

0014939334 338.155/ｽｷ19/

「働き方改革関連法」早わかり 知ら
布施 直春／著
ないでは済まされない!

PHP研究所

0014605851 366.14/ﾌｾ19/

サラリーマン副業2.0 人生が好転す
小林 昌裕／著
る「新しい稼ぎ方」

PHP研究所

0014605877 366.29/ｺﾊ19/

さよなら!ハラスメント 自分と社会を
変える11の知恵

小島 慶子／編著

晶文社

0014605893 367.21/ｺｼ19/

パパになった旦那よ、ママの本音を
聞け!

野々村 友紀子／著

赤ちゃんとママ社

0014605901 367.3/ﾉﾉ19/

長崎の痕(きずあと) 大石芳野写真
集

大石 芳野／著

藤原書店

0014857478 369.37/ｵｵ19/

エンカウンターでいじめ対応が変わる 教育相
談と生徒指導のさらなる充実をめざして

住本 克彦／編著

図書文化社

0014940001 371.42/ｽﾐ19/

Appleのデジタル教育 スティーブ・
ジョブズが子供に学ばせたかった

ジョン・カウチ／著

かんき出版

0014608269 372.53/ｶｳ19/

知へのステップ 大学生からのスタ
ディ・スキルズ

学習技術研究会／編著 くろしお出版

0014609242 377.15/ｶｸ19/

日本点字表記法

日本点字委員会／編集 日本点字委員会

0014608293 378.18/ﾆﾎ02/2018

できないもん勝ちの法則 その調子
でいつまでもおバカでいてくれよ

ひすい こたろう／著

扶桑社

0014939995 379.9/ﾋｽ19/

アイヌ文化で読み解く「ゴールデンカムイ」

中川 裕／著

集英社

0014889745 382.11/ﾅｶ19/

能美舎

0014606891 386.161/ﾖｼ19/

ミチコ・カクタニ／著

中島 岳志／[著]

橋本 寿朗／著

こども歌舞伎長浜曳山まつり ユネス
吉川 宏暉／写真
コ無形文化遺産登録

