県立図書館6月の新着図書紹介
（社会科学編）
岡山県立図書館

2020.6.10

発行

『ファシズムの教室 なぜ集団は暴走するのか』
田野 大輔／著 大月書店／発行 2020年 請求記号 311.8/ﾀﾉ20/ 資料番号 0015267966

【内容】
本書は、大学の授業で10年間にわたり実際に行われたファシズムの体験学習について、授業を実施した歴史社会学教授で
ある著者が、そのねらいや実際の流れ、実施にあたっての注意点や工夫などについて記録したものです。あわせてナチスな
どの歴史的な事例や、ファシズムと現代の排外主義運動やポピュリズムといった社会状況との関わりについても解説していま
す。集団が暴走するメカニズムを疑似体験するというこの記録は、ファシズムの仕組みについて感覚的にも理解しやすく、現
代でも無縁ではないその危険性に対処することに役立つのではないでしょうか。
『すみません、金利ってなんですか?』
小林 義崇／著 サンマーク出版／発行 2020年 請求記号 338/ｺﾊ20/ 資料番号 0015249485

【内容】
金利、普通・定期預金、信用組合、源泉徴収、株など、何となく避けているお金に関する言葉はありませんか。これらは、常識
として扱われることが多く、改めて人に尋ねるのはためらってしまうかもしれません。本書は、お金の知識ゼロな編集者・梅田
直希氏が、元国税専門官でお金に詳しい著者に、お金の疑問をぶつけて教えてもらう対話形式で構成されています。基礎的
な疑問にも、優しく理解できるように説明しているので、梅田氏のように「金利ってなんですか？」というレベルの人でも、お金
について学ぶ機会を逃してきたと感じる人にもおすすめの、初歩的なお金の説明書になっています。
、
『毒親 毒親育ちのあなたと毒親になりたくないあなたへ』
中野 信子／著 ポプラ社／発行 2020年 請求記号 367.3/ﾅｶ20/ 資料番号 0015209745

【内容】
毒親とは、精神的な虐待や過度な干渉によって子どもを支配しようとするなど、一般に子どもの成長に悪影響を与える親のこ
とを言います。昨今、映画やドラマにも毒親が取り上げられ、多くの人から共感されています。本書では、脳科学者でテレビの
コメンテーターとしても知られる著者が、毒親の正体について解説しています。家族は最も身近な人間関係であるため、たとえ
大きな確執がなかったとしても、誰もが何かしらの悩みを抱えているのではないでしょうか。気になる親の言動について、科学
的な視点で捉えられており、毒親問題に悩む人に対しての著者なりの向き合い方も提案されています。
『いじめを本気でなくすには』
阿部 泰尚／著 角川書店／発行 2020年 請求記号 371.42/ｱﾍ20/ 資料番号 0015274806

【内容】
本書は、探偵としていじめに関わる相談に対処し、解決に向けて積極的に関わってきた著者が、インターネットやスマホの普
及によって低年齢化・過激化している現在のいじめの現場と、法律や教育委員会などの制度の状況について、実情に基づき
解説するとともに、子どもを守り、いじめを本気でなくすための提言をまとめたものです。教育に関わる仕事をしている人や子
どもを育てている人だけでなく、さらに多くの人が本書を通じていじめに対する理解を深めることによって、著者が大切だと考
える「いじめは絶対にダメだ」という社会の共通認識を醸成していくことが期待されます。
『カムイの世界 語り継がれるアイヌの心』
堀内 みさ／著 堀内 昭彦／撮影 新潮社／発行 2020年 請求記号 382.11/ﾎﾘ20/ 資料番号 0015248552

【内容】
アイヌは文字文化を持たず、その精神と伝統は言葉で語り継がれてきました。本書は、現代の語り部たちの言葉を聞き取り、
守り継がれてきた祭祀、儀式、聖地を、写真とともに紹介しています。タイトルの「カムイ」とは、アイヌ語で神を意味します。カム
イは、通常カムイの国で人間と同じ姿で暮らしていますが、時折植物や動物、自然現象などに姿を変え、役割を持って人間の
国へやってくる、とアイヌの人々は考えていました。カムイが宿る壮大な北海道の風景やアイヌの人々の美しい写真を楽しみ
ながら、アイヌの入門書として、アイヌ語やアイヌ文化を学ぶことができる一冊です。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『学んで防災 備えて減災』『愛のカタチ』です。（6月16日～7月19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5月に受け入れた本の一部です。
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SBクリエイティブ

0014668271 302.1/ｶｾ20/

英語対訳でわかるニッポンと日本人
牧野 高吉／著
の不思議 「なぜ?」に答える!

辰巳出版

0014668289 302.1/ﾏｷ20/

それを、真の名で呼ぶならば 危機
の時代と言葉の力

岩波書店

0014668297 302.53/ｿﾙ20/

FACTを基に日本を正しく読み解く方
高橋 洋一／著
法

扶桑社

0015274772 304/ﾀｶ20/

バカの国

百田 尚樹／著

新潮社

0015274756 304/ﾋﾔ20/

北欧の幸せな社会のつくり方 10代
からの政治と選挙

あぶみ あさき／著

かもがわ出版

0015274178 312.389/ｱﾌ20/

街場の日韓論

内田 樹／編

晶文社

0015268030 319.102/ｳﾁ20/

裁判員制度の10年 市民参加の意義
牧野 茂／編
と展望

日本評論社

0015274277 327.67/ﾏｷ20/

絶望を希望に変える経済学 社会の アビジット・V.バナジー
重大問題をどう解決するか
／著

日経BP日本経済新聞
出版本部

0015284433 331.04/ﾊﾅ20/

レベッカ・ソルニット／
[著]

貨幣発行自由化論 競争通貨の理論 フリードリヒ・ハイエク／
日経BP
と実行に関する分析
著

0015284607 331.72/ﾊｲ20/

戦略の創造学 ドラッカーで気づきデザイ
山脇 秀樹／著
ン思考で創造しポーターで戦略を実行する

東洋経済新報社

0015274434 336.1/ﾔﾏ20/

感性思考 デザインスクールで学ぶ
佐々木 康裕／著
MBAより論理思考より大切なスキル

SBクリエイティブ

0015268337 336.2/ｻｻ20/

説明0秒!一発OK!驚異の「紙1枚!」プ
レゼン

日本実業出版社

0015177306 336.49/ｱｻ20/

営業の基本が身につく教科書 学習
リフレ／著
テキスト

ビジネス教育出版社

0015219108 338.5/ﾘﾌ20/

図説日本の税制

植松 利夫／編著

財経詳報社

0014669675 345.1/ｲｹ02/2019

社会情報の現場から

目白大学社会学部社会
三弥井書店
情報学科／編

0014668321 361.04/ﾒｼ20/

モヤモヤの正体 迷惑とワガママの
呪いを解く

尹 雄大／著

ミシマ社

0014668339 361.454/ﾕﾝ20/

条文だけでは分からない労働安全衛生の
中山 絹代／著
実務Q&A 担当者の共通の悩みはコレ!

第一法規

0014668347 366.34/ﾅｶ20/

育てられない母親たち

石井 光太／[著]

祥伝社

0014668354 367.6/ｲｼ20/

おひとりさまの老後対策

大村 大次郎／著

小学館

0015220395 367.75/ｵｵ20/

明治図書出版

0014668396 374.1/ｻﾄ20/

東京学芸大学附属小金
東洋館出版社
井小学校／編著

0014668420 375.1/ﾄｳ20/

浅田 すぐる／著

ケース別でよくわかる!アドラー心理学
佐藤 丈／著
に学ぶ「勇気づけ」実践ガイド
子供がこえる学び

人事担当者の「本音」と「実態」 本当
松尾 泰洋／著
はこんな基準で選んでいる

同友館

小学生のノート術 成績が伸びる!

メイツユニバーサルコン
0014668503 379.9/ｶﾝ20/
テンツ

0014668495 377.9/ﾏﾂ20/

幻冬舎メディアコンサル
0014668529 382/ﾅﾝ20/
ティング

仮面は踊る

南條 憲二／著

レイシズム

ルース・ベネディクト／[著] 講談社

0014669667 B389.04/ﾍﾈ20/

