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発行

『奥深く知る中国 天安門事件から人々の暮らしまで』
筧 文生／編 井手 啓二／編 かもがわ出版／発行 2019年 請求記号 302.22/ｶｹ19/ 資料番号 0014939094

【内容】
人口14億人、GDP(国内総生産)世界第2位を誇る大国である中国ですが、古くから日本とはかかわりの深い国でもあります。
本書では、天安門事件について再考したことや中国紀行、漢字や日本語にまつわる小話、最近の中国事情、中国経済につ
いてなど、様々な角度から中国を取り上げています。6名の著者がそれぞれの視点で中国を見つめており、知っているようで
意外と知らない中国の新しい一面を発見することができる一冊です。
『140字の戦争 SNSが戦場を変えた』
デイヴィッド・パトリカラコス／著 江口 泰子／訳 早川書房／発行 2019年 請求記号 319/ﾊﾄ19/ 資料番号 0014935704

【内容】
SNSが普及したことで、誰もが発信者となることができ、世界各地の情報をリアルタイムで取得できるようになった現代では、戦
争も変化しています。2014年のガザ侵攻では、16歳の少女がイスラエルの軍事攻撃にさらされたパレスチナ人の苦境を
Twitterで世界中に実況し、彼女の物語に関心をもった人々によって拡散され、国際社会を味方につけました。本書では、武
力による物理的な戦いから情報戦へと劇的に変化した新しい時代の戦争について、当事者への取材をもとに具体的に書か
れています。
、
『日本の異国 在日外国人の知られざる日常』
室橋 裕和／著 晶文社／発行 2019年 請求記号 334.41/ﾑﾛ19/ 資料番号 0014939508

【内容】
昨今、観光客や留学生以外にもさまざまな場所で外国人と出会うことが多くなりました。2017年の末には、海外からの日本移
住者の数が250万人を超えたそうです。このような在日外国人は日本でコミュニティをつくって暮らしています。本書では、日本
各所のそんな異国を感じられる場所を取材し紹介しています。著者が実際に現地を訪れ、在日外国人の方を取材しており、
彼らの生活の様子がいきいきとして伝わります。彼らの実際の生活を知ることで、これからの日本の多文化共生を考えるきっか
けになります。
『なぜ、男子は突然、草食化したのか 統計データが解き明かす日本の変化』
本川裕／著 日本経済新聞出版／発行 2019年 請求記号 351/ﾎﾝ19/ 資料番号 0014936264

【内容】
統計データと言えば数字が羅列された堅苦しいものと思いがちではないでしょうか。また、実際は犯罪件数が大きく減少して
いるのに治安が良くなったとは思えない、東京への一極集中が進んでいるのに所得や雇用の地域格差は縮小されている、な
ど多くの人が感じている感覚と実際のデータには乖離があるようです。統計を正しく読み、思い込みや固定観念が取り払われ
ることで、真実の姿が見えてくると著者は言います。『男子の草食化が突然進み始めたのはなぜ？』、『男が太り、女が痩せる
のは日本だけ？』など統計分析による興味深い内容に目からウロコかもしれません。
『なぜ共働きも専業もしんどいのか』
中野円佳／著 PHP研究所／発行 2019年 請求記号 366.38/ﾅｶ19/ 資料番号 0014943195

【内容】
女性活躍社会の実現を目指す日本ですが、現実は仕事と家事・育児に手一杯の共働き家庭、家事と育児を一手に引き受け
る専業主婦、そして長時間労働や度重なる転勤に遭遇する会社一辺倒の夫がいる家庭、という状況にあると著者は言いま
す。このような中で日本の母親は３人分の仕事をこなし、「主婦がいないと回らない構造」を生み出しています。丁寧すぎる家
事や、教育の予算の低さ、学校の仕組みなど、問題は偏在しており、これらが絡み合って良くない循環構造を作っています。
現在はシンガポールに在住している著者が国の違いから実際に暮らしてみて分かったこと、感じたことが書かれています。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『アンデスの古代遺産とそこに暮らす人々』『いつも備えを！防災』です。（9月18日～10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8月に受け入れた本の一部です。
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0014617641 302.72/ﾆﾕ19/

事実vs本能 目を背けたいファクトに
橘 玲／著
も理由がある

集英社

0014993646 304/ﾀﾁ19/

日本のミカタ ボク、この国のことを愛
ほんこん／著
してるだけやで!

ワニブックス

0014990105 304/ﾎﾝ19/

みんなの「わがまま」入門

富永 京子／著

左右社

0014975528 309/ﾄﾐ19/

愛国の構造

将基面 貴巳／著

岩波書店

0014959415 311.3/ｼﾖ19/

公務員版悪魔の辞典

公務員実務用語研究会
学陽書房
／著

0014967897 318/ｺｳ19/

言ってはいけない!?国家論 いまこそ、
渡部 悦和／著
トランプの暴走、習近平の野望に学べ!

扶桑社

0014990154 319/ﾜﾀ19/

日本版司法取引の実務と展望 米国等の事
情に学ぶ捜査協力型司法取引の新潮流

現代人文社

0014617690 327.6/ｲﾁ19/

全国民が読んだら歴史が変わる奇跡
中野 剛志／著
の経済教室

ベストセラーズ

0014967707 330/ﾅｶ19/

世界から追い出され壊れ始めた中国 各
宮崎 正弘／著
国で見てきたチャイナパワーの終わり

徳間書店

0014993620 332.22/ﾐﾔ19/

論理思考大全 深く考え、わかりやす
西村 克己／著
く伝える力が身につく

PHPエディターズ・グ
ループ

0014993653 336.2/ﾆｼ19/

入門『地頭力を鍛える』32のキーワー
細谷 功／著
ドで学ぶ思考法

東洋経済新報社

0014993661 336.2/ﾎｿ19/

プレゼン資料作成見るだけノート ゼ
高橋 佑磨／監修
ロから身について一生使える!

宝島社

0014993786 336.49/ﾀｶ19/

一番売れてる月刊マネー雑誌ZAiが作った老
後のおかねの教科書 準備は、できてる?

市川 雅士／著

ダイヤモンド・ザイ編集
ダイヤモンド社
部／編

0014993612 338.18/ﾀｲ19/

神トーーク 「伝え方しだい」で人生は
星 渉／著
思い通り

KADOKAWA

0014989784 361.454/ﾎｼ19/

図解いちばん親切な年金の本

清水 典子／監修

ナツメ社

0014617815 364.6/ｼﾐ17/2019

女たちのテロル

ブレイディみかこ／著

岩波書店

0014967988 367.2/ﾌﾚ19/

「家族の幸せ」の経済学 データ分析で
山口 慎太郎／著
わかった結婚、出産、子育ての真実

光文社

0014989719 367.3/ﾔﾏ19/

データで読み解く「生涯独身」社会

天野 馨南子／著

宝島社

0014993679 367.4/ｱﾏ19/

ひとり老後、賢く楽しむ

岸本 葉子／著

文響社

0014989271 367.75/ｷｼ19/

看取り犬・文福の奇跡 心が温かくな
若山 三千彦／著
る15の掌編

東邦出版

0014965636 369.263/ﾜｶ19/

ルポ教育困難校

朝比奈 なを／著

朝日新聞出版

0014965404 376.41/ｱｻ19/

障害の重い子どもの発達理解ガイド 教科指
導のための「段階意義の系統図」の活用

徳永 豊／編著

慶應義塾大学出版会

0014975486 378/ﾄｸ19/

ハーバード流子育ての公式 子ども
が勝手に学び出す!

ロナルド・F.ファーガソン
東洋経済新報社
／著

0014993687 379.9/ﾌｱ19/

神主と村の民俗誌

神崎 宣武／[著]

講談社

0014619233 B386.175/ｶﾝ19/

あけび書房

0014968085 392.107/ﾊﾝ19/

安保法制下で進む!先制攻撃できる自衛
半田 滋／著
隊 新防衛大綱・中期防がもたらすもの

