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発行

『世界を支配する運と偶然の謎』
植村 修一／著 日本経済新聞出版社／発行 2019年 請求記号 301/ｳｴ19/ 資料番号 0015057920

【内容】
世の中は、偶然であふれています。時に人は、その偶然に対して、何か原因や理由があるのではないかと意味づけしてしま
います。しかし、必然だったかのように語られる歴史上の重大な事件や事象にも、偶然の要素はあるようです。本書では、偶然
や運とは何か、それがどのくらい失敗や成功に影響するかについて、確率の概念やビジネス、戦争、スポーツ、恋愛などの幅
広いジャンルの事例とともに考えています。不確実な将来にどのように立ち向かうべきか、その偶然をどのように利用するのか
を追求しています。
『二重国籍と日本』
国籍問題研究会／編 筑摩書房／発行 2019年 請求記号 329.91/ｺｸ19/ 資料番号 0015052061

【内容】
2016年、元民進党代表の蓮舫氏が二重国籍問題で批判され、大きな話題になったことは記憶に新しいと思います。それに対
して、テニスの大坂なおみ選手や、バスケットボールの八村塁選手、陸上のサニブラウン・アブデル・ハキーム選手など、片方
の親が外国の血統を有するスポーツ選手の活躍は、好意的に受け入れられている印象があります。本書では、今後ますます
グローバル化する日本社会において、国籍に関する問題の論点についてまとめられています。今後、複数の国籍を持つ人が
増えると予想されることから、国籍について考えるのにおすすめの一冊です。
、
『お金の未来年表 キャッシュレス社会でこれから起こること』
朝倉 智也／著 SBクリエイティブ／発行 2019年 請求記号 338/ｱｻ19/ 資料番号 0014632947

【内容】
スマートフォンによるキャッシュレス決済は、携帯電話会社や大手IT企業が続々と参入し、政府の政策も相まって、急速に普
及しています。アプリを利用すれば、簡単に支払いができる手軽さと、従来のクレジットカードやポイントカードなどと比較した
場合の還元率の高さによるお得感が主な人気の理由と言えます。本書では、キャッシュレス社会を迎える日本で、お金に関し
てどのような変化が起こるのか、年表形式で解説しています。2020年から2035年にかけての日本社会について、お金に限ら
ず、５Gや自動運転などの技術に関しても触れながらまとめられています。
『あらましとQ&Aでわかるハラスメント対策』
大橋さやか／編著 金融財政事情研究会／発行 2019年 請求記号 366.3/ｵｵ19 資料番号 0015050594

【内容】
2019年3月にパワーハラスメント防止対策の法制化を含む「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の一部を改正
する法律案」が国会に提出され、5月に成立しました。本書では、パワハラ、セクハラ、マタハラに関する法改正の説明をすると
ともに、カスハラを含むハラスメントの判断基準や発生時の対応と防止策について、Q&A方式を採用してわかりやく記述され
ています。また巻末には、ハラスメント対策を考える上で重要なものとして、「公益通報者保護法の改正の動向」、「社外への公
益通報に対する会社の危機対応」、「日本版司法取引との関係」についても触れられています。
『世界お産 生まれやすい国ニッポンへ！』
きくちさかえ／文・写真 二見書房／発行 2019年 請求記号 386.2/ｷｸ19 資料番号 0015002959

【内容】
日本は、世界の中でも周産期医療が充実しているにも関わらず、母親達にとっては子どもを産み、育てることがリスクになって
しまっていると著者は言います。本書では、アフリカのケニアやインド、フィンランド、アメリカ、そして日本など、１8カ国を33年
間かけて訪れ、出産現場を取材、撮影された内容が一冊にまとめられています。国によって出産に対する考え方や設備、環
境、宗教の違いなどが絡み合い、出産事情にとどまらない民俗、文化にも触れることができる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『こんな「世界」もあったのか』『住まいかたあれこれ』です。（1月21日～2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12月に受け入れた本の一部です。
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講談社

302.21/ｷﾑ
19/

0015098122

SBクリエイティブ

304/ｵﾁ19/

0015097413

21 Lessons 21世紀の人類のための ユヴァル・ノア・ハラリ／
河出書房新社
21の思考
著

304/ﾊﾗ19/

0015097439

小泉進次郎と権力

清水 真人／著

日本経済新聞出版社

312.1/ｼﾐ19/ 0015100936

南部メキシコの内発的発展とNGO

北野 収／著

勁草書房

318.956/ｷﾀ
0015101249
19/

反日種族主義 日韓危機の根源

李 栄薫／編著

文藝春秋

319.21/ｲ19/ 0015097462

天皇と戸籍 「日本」を映す鏡

遠藤 正敬／著

筑摩書房

323.15/ｴﾝ
19/

0015097447

ウェストファリア体制 天才グロティウ
倉山 満／著
スに学ぶ「人殺し」と平和の法

PHP研究所

329.02/ｸﾗ
19/

0015097496

ミルトン・フリードマンの日本経済論

PHP研究所

332.107/ｶｷ
0015097488
19/

金 敬哲／著

2030年の世界地図帳 あたらしい経
落合 陽一／著
済とSDGs、未来への展望

柿埜 真吾／著

日本貿易振興機構(ジェ 332.25/ｲﾝ
トロ)
19/

インド経済の基礎知識

0015123037

クロスメディア・パブリッ
336.2/ﾅｶ19/ 0015105711
シング

科学的にラクして達成する技術

永谷 研一／[著]

アメリカの高校生が学んでいるお金
の教科書

アンドリュー・O.スミス／
SBクリエイティブ
著

338/ｽﾐ19/

生命保険の不都合な真実

柴田 秀並／著

光文社

339.4/ｼﾊ19/ 0015098130

確定申告 所得・必要経費・控除 得な
小林 義崇／著
のはどっち? 元国税専門官が教える!

河出書房新社

345.33/ｺﾊ
19/

タテ社会と現代日本

中根 千枝／著

講談社

361.3/ﾅｶ19/ 0015097470

幸せな老後は64歳までに決まる

橋本 テツヤ／著

双葉社

367.7/ﾊｼ19/ 0015101009

聖なるズー

濱野 ちひろ／著

集英社

367.9/ﾊﾏ19/ 0015100944

地域防災とまちづくり みんなをその
瀧本 浩一／著
気にさせる災害図上訓練

イマジン出版

369.3/ﾀｷ19/ 0015097595

人的環境のユニバーサルデザイン
子どもたちが安心できる学級づくり

東洋館出版社

374.12/ｱﾍ
19/

0015098015

森のようちえんの遊びと学び 保育・幼児
金子 龍太郎／著
教育の原点ナチュラル・キンダーガーデン

かもがわ出版

376.11/ｶﾈ
19/

0015097744

発達障害の子どもが自己肯定感を高
和田 秀樹／著
める最強の勉強法

日本能率協会マネジメ
378/ﾜﾀ19/
ントセンター

0015101611

勉強が死ぬほど面白くなる独学の教
中田 敦彦／著
科書

SBクリエイティブ

379.7/ﾅｶ19/ 0015100985

子どもが10歳になったら投資をさせな
横山 光昭／著
さい

青春出版社

379.9/ﾖｺ19/ 0015101603

阿部 利彦／著

0015100993

0015100969

美味しい進化 食べ物と人類はどう
進化してきたか

ジョナサン・シルバータ
インターシフト
ウン／著

383.8/ｼﾙ19/ 0015105729

まれびと

石川 直樹／著・写真

小学館

L386.81/ｲｼ
0015101017
19/

甲標的全史 “特殊潜航艇”から始
まった知られざる戦い

勝目 純也／著

イカロス出版

391.207/ｶﾂ
0015036015
19/

