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『未来を生きるスキル』
鈴木 謙介／著 KADOKAWA／発行 2019年 請求記号 304/ｽｽ19/ 資料番号 0014931307

【内容】
昨今、日々変化する社会において、AI普及の将来を見据え、個人のスキルアップが注目されています。その一方で、大学生
の就職活動は安定を求めて大手志向になっています。このような状況の中、著者は個人か組織かの二択ではなく、第3の選
択肢として、協働というあり方を提案しています。協働とは、多様な人びとが異なる能力や価値観を持ち寄って、お互いに協力
しながら問題の解決を目指すことです。本書は、その協働の考え方を軸として、仕事、お金、教育、地域・コミュニティ、家族と
いう切り口で、これからの社会を生きるために必要なスキルについて書かれています。
『あなたも明日は裁判員!?』
飯 考行／編著 裁判員ラウンジ／編著 日本評論社／発行 2019年 請求記号 327.67/ｲｲ19/ 資料番号 0014912844

【内容】
2009年に裁判員制度が施行され、今年で10年になります。裁判員経験者は毎年1万人ほど増えているとのことですが、日本
の人口に比べるとまだ少数で、なかなか裁判員制度を身近に感じられないかもしれません。本書では、裁判員制度の基本的
な説明に加えて、多くの裁判員経験者の生の声を知ることができます。裁判員に選ばれることに対する不安の要因は、裁判
員制度や実際の裁判について知る機会が少ないことが大きいでしょう。本書は、誰しもが裁判員に選ばれる可能性があるな
か、市民に向けたガイドブックになっています。
、
『学校では教えない!お金を増やす授業 「金持ち生活」をつくる資産運用の勘どころ』
佐々木 裕平／著 ぱる出版／発行 2019年 請求記号 338.18/ｻｻ19/ 資料番号 0014606677

【内容】
お金は私たちの生活に直結しています。しかし、お金のことを学ぶ機会はなかなかありません。将来のためにお金を貯めてお
こうと思っても、お金についての知識が無ければ、その効果的な方法も分かりません。本書では、お金の習性をふまえて、お
金を増やす方法を学ぶことができます。資産運用といわれると難しく感じるかもしれませんが、著者は、資産運用は銀行に預
けるだけでは眠ったままになるお金を働かせることだといいます。子どもから大人までお金の基本を学びたい人におすすめの
一冊です。
『どうするどうなる介護医療院』
武久洋三／著 日本医学出版／発行 2019年 請求記号 369.263/ﾀｹ19 資料番号 0014606446

【内容】
介護医療院をご存知ですか。2018年から新たに始まった医療提供施設で、「医療」「介護」「住まい」の機能を持ち、生活環境
や機能を重視した新たなモデルとして誕生しました。2015年に1613万人だった後期高齢者は2025年には2180万人、2040年
までには2239万人になると言われています。このことより、高齢者向け入院介護施設の充実が急がれています。本書は介護
医療院の必要性と機能についてわかりやすく説明されています。
『鐘の本 ヨーロッパの音と祈りの民俗誌』
パウル・ザルトーリ／著 八坂書房／発行 2019年 請求記号 382.34/ｻﾙ19 資料番号 0014916886

【内容】
本書は、第一次世界大戦中にドイツにおいて、軍事目的のために多数の鐘が失われたことを受けて、鐘にまつわる習俗、民
間信仰に関する大規模な調査を行った成果がまとめられており、技術史・社会史・文化史上の貴重な証言が記されていま
す。鐘の鋳造についての奇跡的な話や伝説、民間伝承を交えた、古きよきヨーロッパの象徴である鐘の文化はどうのようなも
のだったのか、また、写真や図版が多く用いられており、実際に鐘を確認することもできます。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『「未来」のトリセツ』『柳田国男～民俗学に親しむ～』です。（8月20日～9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7月に受け入れた本の一部です。
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勉誠出版
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0014967269 302.2/ｱｼ12/233

国会追及直及勝負 森友事件700日
たつみ コータロー／著 清風堂書店
の記録

0014967319 304/ﾀﾂ19/

政治哲学へ 現代フランスとの対話

東京大学出版会

0014975254 311.1/ｳﾉ19/

令和日本・再生計画 前内閣官房参
藤井 聡／著
与の救国の提言

小学館

0014891790 312.1/ﾌｼ19/

日本共産党の最新レトリック

産経新聞出版

0014980353 315.1/ﾌﾃ19/

内閣情報調査室 公安警察、公安調
今井 良／著
査庁との三つ巴の闘い

幻冬舎

0014964274 317.211/ｲﾏ19/

ルポ「断絶」の日韓 なぜここまで分
かり合えないのか

朝日新聞出版

0014964498 319.102/ﾏｷ19/

チャイナスタンダード 世界を席巻す
朝日新聞取材班／著
る中国式

朝日新聞出版

0014984595 319.22/ｱｻ19/

国民主権と天皇制

講談社

0014612766 B323.141/ｵﾀ19/

会計と犯罪 郵便不正から日産ゴー
細野 祐二／著
ン事件まで

岩波書店

0014964506 327.13/ﾎｿ19/

ある「BC級戦犯」の手記

中央公論新社

0014984603 329.67/ﾄｳ19/

集英社

0014984629 335/ﾌﾅ19/

宇野 重規／著

筆坂 秀世／著

牧野 愛博／著

尾高 朝雄／[著]

冬至 堅太郎／著

会社を辞めずに収入を月50万円増やす!
船ケ山 哲／著
小さく始めて成功させる「自分ビジネス」

100年企業強さの秘密

日本経済新聞出版社／編 日本経済新聞出版社

0014924690 L335.21/ﾆﾎ19/

仕事ごっこ その“あたりまえ”、いま
どき必要ですか?

沢渡 あまね／著

技術評論社

0014984983 336.2/ｻﾜ19/

さらば10倍株、短期で狙う2倍株 景気減
朝香 友博／著
速局面での大化け株の見つけ方、狙い方

彩流社

0014967095 338.155/ｱｻ19/

図解わかる税金 収入にかかる税金 財
産にかかる税金 生活にかかる税金

芥川 靖彦／著

新星出版社

0014613053 345/ｱｸ02/2019

通達のこころ 法人税通達始末記

渡辺 淑夫／編著

中央経済社

0014980379 345.35/ﾜﾀ19/

学歴と格差・不平等 成熟する日本
型学歴社会

吉川 徹／著

東京大学出版会

0014975197 361.8/ｷﾂ19/

図解わかる年金 国民年金・厚生年
金 企業年金・個人年金

中尾 幸村／著

新星出版社

0014613061 364.6/ﾅｶ01/2019

これ一冊でぜんぶわかる!労働基準
法

今井 慎／監修

ナツメ社

0014611800 366.15/ｲﾏ17/2019

女に生まれてモヤってる! 本当は「自
ジェーン・スー／著
分らしく」いたいだけなのに

小学館

0014980312 367.21/ｼｴ19/

しょぼ婚のすすめ 恋人と結婚しては
えらいてんちょう／著
いけません!

ベストセラーズ

0014980320 367.4/ｴﾗ19/

教科書から消える!?偉人たち

初田 景都／著

辰巳出版

0014613178 375.9/ﾊﾂ19/

東京大学駒場スタイル

東京大学教養学部／編 東京大学出版会

0014980346 377.28/ﾄｳ19/

富士山と御師料理 御師の家に息づ
向後 千里／編著
く信仰と生活、食文化の歴史

女子栄養大学出版部

0014611917 383.815/ｺｳ19/

国家機密と良心 私はなぜペンタゴン
情報を暴露したか

岩波書店

0014611925 392.53/ｴﾙ19/

ダニエル・エルズバーグ／[著]

