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発行

『バッシング論』
先崎 彰容／著 新潮社／発行 2019年 請求記号 304/ｾﾝ19/ 資料番号 0014942510

【内容】
2018年春、財務省の官僚による不祥事が発覚し、連日報道されました。この過熱する報道に筆者が感じ取ったのは、現代日
本人の余裕のなさ、異様なまでにマジメな人があふれている現状です。善か悪かで人間社会を二分化させ、悪と判断したも
のを激しくバッシングする。本書では、なぜこのような社会になったのか、明治から戦前の日本思想を用いながら考察します。
平成の終盤の官僚・政治家の不祥事、天皇の生前退位、大河ドラマ「西郷どん」、新潮45の休刊、原発の再稼働などのトピッ
クから時代の分析を試みています。
『武器としての世論調査 社会をとらえ、未来を変える』
三春 充希／著 筑摩書房／発行 2019年 請求記号 312.1/ﾐﾊ19/ 資料番号 0014942569

【内容】
国会審議や内閣改造、政権のスキャンダルの際に注目される内閣支持率は、世論調査によって示されます。報道各社によっ
て実施される世論調査の結果にはバラつきがあり、ねつ造を疑う声もしばしば聞かれます。世論調査はどのように行われ、ま
た、どのように利用すれば良いのでしょうか。本書では、世論調査を総合的に見て、その妥当性について検討し、選挙結果と
併用しながら、社会を捉えます。与野党の支持率と地理、宗教の関係についての興味深いデータとともに、世論と選挙につい
て考えることのできる１冊です。
、
『国家の統計破壊』
明石 順平／著 集英社インターナショナル／発行 2019年 請求記号 332.107/ｱｶ19/ 資料番号 0014942866

【内容】
安倍総理による経済政策、いわゆるアベノミクスによって、日本の景気は良くなっているという印象を持っている方もいるので
はないでしょうか。その成果を示す際には、賃金や消費などの国民生活と密接に結びついた基幹統計やGDPなど、さまざま
な統計データが用いられます。しかし、筆者は、その統計データは、厚労省や内閣府が統計手法を変更し、かさ上げを行った
連続性のない数字だと指摘しています。本書では、どのようにかさ上げがされているのか、公的データをもとに詳細に解説しま
す。
『がんと共に生き、考え、働く 未来を見つめて 治療と仕事の両立を目指して』
石川邦子／著 方丈社／発行 2019年 請求記号 366.3/ｲｼ19 資料番号 0014981203

【内容】
「がん」と診断された時、みなさんはどうしますか。事実をなかなか受け入れることができなかったり、どうしたらいいのかと動揺
してしまうのではないでしょうか。本書は、カウンセラーとして働く著者が、実際に自分ががんになったことで、治療と仕事の両
立を可能にするためにどうすればいいのか、また、がん当事者が考えないといけないことや、行うべきこと、さらに職場の同僚
にがん治療中の人が居た場合どう対応すべきか、などについて具体的に書かれています。治療と仕事を両立するための知恵
がたくさん紹介された内容となっています。
『アイヌのごはん 自然の恵み』
デーリィマン社／発行 2019年 請求記号 383.811/ﾌｼ19 資料番号 0014623474

【内容】
アイヌの人たちは、どのような食事をしていたのでしょうか。本書は、北の大地で採れる山菜や魚、エゾシカ、カジカなどを食材
とした自然の恵みを存分に味わうことのできる1冊となっています。約80点の料理について、調理方法が丁寧なカラー写真を
用いて紹介されているので、自分で実際に作るときにイメージしやすく、参考になります。また、野生動物についての豆知識や
伝統的なアイヌの食事についても触れられており、充実した内容となっています。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『生産性アップ！働き方改革』『未来を担うこどもたち』です。（10月22日～11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9月に受け入れた本の一部です。
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アメリカン・バカデミズム 「反日」の本
ジェイソン・モーガン／著 育鵬社
丸アメリカを撃て!

302.53/ﾓｶ19/0015014137

『銀河英雄伝説』にまなぶ政治学

亜紀書房

311.04/ｽｷ19/0015011976

国会という茶番劇 維新が拓く日本の
足立 康史／著
新しい政治

ワニブックス

312.1/ｱﾀ19/ 0015011935

ジハードと死

新評論

316.4/ﾛﾜ19/ 0014968978

韓国、ウソの代償 沈みゆく隣人と日
高橋 洋一／著
本の選択

扶桑社

319.102/ﾀｶ
19/

0015014145

米中衝突の結末 日本は孤立し、自
日高 義樹／著
立する

PHP研究所

319.53/ﾋﾀ
19/

0015011901

法律文書作成の基本 Legal
Reasoning and Legal Writing

田中 豊／著

日本評論社

320.7/ﾀﾅ19/ 0015012123

刑事手続法の論点

川出 敏裕／著

立花書房

327.6/ｶﾜ19/ 0014966485

小さき者の幸せが守られる経済へ

浜 矩子／著

新日本出版社

330.4/ﾊﾏ19/ 0014968820

人工知能と経済

山本 勲／編著

勁草書房

331/ﾔﾏ19/

0015014095

最新コンサルティング業界大研究

ジョブウェブコンサルティン
産学社
グファーム研究会／編著

336/ｺﾝ19/

0015012248

10万円を10年で10億円にする方法

浅井 隆／著

第二海援隊

338.155/ｱｻ
0015011919
19/

講談社

338.9/ﾈｺ19/ 0014966238

杉浦 功一／著

オリヴィエ・ロワ／著

金融ダークサイド 元経済ヤクザが明
猫組長／著
かす「マネーと暴力」の新世界
図解わかる生命保険

ライフプラン研究会／編
新星出版社
著

339.4/ﾗｲ
99/2019

0014625818

人は話し方が9割 1分で人を動かし、
永松 茂久／著
100%好かれる話し方のコツ

すばる舎

361.454/ﾅｶ
0015014103
19/

上級国民/下級国民

小学館

361.8/ﾀﾁ19/ 0014966352

世界一わかりやすい家づくりの教科
書

エクスナレッジ

365.3/ｾｶ
19/2019

8050問題の深層 「限界家族」をどう
川北 稔／著
救うか

NHK出版

367.7/ｶﾜ19/ 0015014152

ダークウェブの教科書 匿名化ツー
ルの実践

Cheena／著

データハウス

368.66/ﾁﾅ
19/

AIに負けない子どもを育てる 21st
Century Children

新井 紀子／著

東洋経済新報社

370.4/ｱﾗ19/ 0015037161

教育と愛国 誰が教室を窒息させる
のか

斉加 尚代／著

岩波書店

375.32/ｻｲ
19/

0014625842

川越高校同窓会

376.48/ｺｳ
19/

0015037153

橘 玲／著

川越高校のリベラルアーツ教育 ノーベル
神山 典士／著
賞からウォーターボーイズまで輩出する

0014966246

0015037146

パパ、ママ、あのね… 子育てのヒン マリア・モンテッソーリ／
風鳴舎
トは子どもが教えてくれる
著

379.9/ﾓﾝ19/ 0015012388

紅茶の帝国 世界を征服したアジア
の葉

マークマン・エリス／著 研究社

383.889/ｴﾘ
19/

ノモンハン責任なき戦い

田中 雄一／著

講談社

391.207/ﾀﾅ
0015011927
19/

沖縄・辺野古の抗議船「不屈」からの便り

金井 創／著

みなも書房

395.39/ｶﾅ19/0014968549

0015012834

