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発行

『子供が消えゆく国』
藤波 匠／著 日経BP日本経済新聞出版本部／発行 2020年 請求記号 334.31/ﾌｼ20/ 資料番号 0015213101

【内容】
2019年、日本人の出生数がついに90万人を割り込み、86万人に急減したことは世の中に大きな衝撃を与えました。本書で
は、まず人口減少の要因についてデータを基に考察しています。そして、本格的な人口減少・人手不足の時代に突入した日
本において、それを好機ととらえて、IT化の導入や賃金の引き上げなど生産性を高め、次世代を豊かにしていくための方法を
提案しています。地方産業や農業、キャッシュレス、社会保障など、様々な角度から、人口減少への方策を考えます。
『オフサイトミーティング』
スコラ・コンサルタント対話普及チーム，若山 修／著 同文舘出版／発行 2020年 請求記号 336.49/ｽｺ20/ 資料番号 0015321508

【内容】
「オフサイトミーティング」とは、一般には避暑地など普段の職場から離れた場所や環境で行われる会議等を指しますが、本書
では「本当に話したほうがいい重要なこと」を話す場、気楽にまじめな話をする場を定義づける言葉として提唱されています。
オフサイトミーティングのコンセプトやコーディネーターの役割、実施するための準備、実施中困ったシチュエーションへの対
策、実践例など、リアルな場でもオンラインでも実施できるように詳しく紹介されています。新型コロナウイルスの影響が働き方
にも及んでいる現在、コミュニケーションのあり方として大いに参考になる一冊です。
、
『ドリーム・ハラスメント 「夢」で若者を追い詰める大人たち』
高部 大問／著 イースト・プレス／発行 2020年 請求記号 370.4/ﾀｶ20/ 資料番号 0015321680

【内容】
「あなたの夢は何ですか」という質問は、誰もが一度は尋ねたこと、尋ねられたことがあるはずです。しかし、夢は善という先入
観に囚われて、若者に対して執拗に夢を持てと迫りすぎてはいないでしょうか。著者は、このような夢を持つことの強要はド
リーム・ハラスメントではないかと述べています。本書では、なぜこのようなハラスメントが起こるのか、その実態の解明と、そもそ
も夢とはどういうものなのかを考察しています。夢を持たない生き方にも言及しながら、大人は若者に対してどう向き合うべきな
のか、著者なりの考えが書かれています。
『未来の学校のつくりかた 僕が５つの教育現場を訪ねて考えたこと』
税所 篤快／著 教育開発研究所／発行 2020年 請求記号 372.107/ｻｲ20/ 資料番号 0015313851

【内容】
本書は、４年半の取材によりまとめられたルポルタージュです。学校に関わる全ての人が他人事でなく自分たちでつくる学校
「大阪市立大空小学校」、地域ぐるみで学校づくりを行う「杉並区」の元教育長によるマネジメント、インターネットの強みを活か
して通信教育の革命に挑戦する「Ｎ高」、若者の自立を支援する長野のＮＰＯ法人教育施設「侍学園」、岩手県「大槌町」の震
災からの復興教育の歩みと希望。それぞれの教育現場には、それを先導し、あるいは支える熱い人々の存在があります。そ
れらに触れた著者の思いとともに、未来の学校への希望と勇気を感じられる一冊です。
『関西弁で読む遠野物語』
柳田 国男／著 畑中 章宏／訳 エクスナレッジ／発行 2020年 請求記号 382.122/ﾔﾅ20/ 資料番号 0015210768

【内容】
『遠野物語』は、日本民俗学を始めた柳田国男が発表した、現在の岩手県遠野市あたりの地域に伝わる逸話や伝承をまとめ
たものです。妖怪や幽霊が登場し、怪奇現象などが記録されています。本書は、この『遠野物語』を関西弁に翻訳するという
ユニークな試みがなされています。例えば、川童の話の冒頭では、「川にはぎょうさん河童がいてて、猿ヶ石川にはほんまに多
い」と翻訳されています。関西弁の親しみやすさと面白さによって、『遠野物語』をより楽しく読むことができるのではないでしょ
うか。思わず声に出して読みたくなる一冊です。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『あの国が知りたい！』『夏休み自由研究のヒント』です。（7月21日～8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6月に受け入れた本の一部です。
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ルポデジタルチャイナ体験記

西谷 格／著

PHP研究所

0014675847 302.22/ﾆｼ20/

ワイルドサイドをほっつき歩け
ハマータウンのおっさんたち

ブレイディみかこ／著

筑摩書房

0015313786 302.33/ﾌﾚ20/

言語道断

櫻井 よしこ／著

新潮社

0015300619 304/ｻｸ20/

ポスト・コロナ「新しい世界」の教科書 高橋 洋一／著

徳間書店

0015313828 304/ﾀｶ20/

公文書危機 闇に葬られた記録

毎日新聞出版

0015313802 317.6/ﾏｲ20/

自治体の実践RPA 事例でわかる!こ
津田 博／編著
こまでできる!

学陽書房

0015299969 318.5/ﾂﾀ20/

不安定化する世界 何が終わり、何
が変わったのか

藤原 帰一／著

朝日新聞出版

0014678692 319.04/ﾌｼ20/

憲法演習ノート 憲法を楽しむ21問

宍戸 常寿／編著

弘文堂

0015221617 323.14/ｼｼ20/

第一法規

0014677090 327.14/ｷﾀ20/

毎日新聞取材班／著

弁護士「セルフブランディング×メディ
北 周士／編著
ア活用」のすすめ

ーもし関係者の中に外国人がいた
広島弁護士実務研究会
第一法規
らーそんなときどうする法律相談Q&A ／編著

0014675888 329.9/ﾋﾛ20/

NEO ECONOMY 世界の知性が挑む
日本経済新聞社／編
経済の謎

日経BP日本経済新聞
出版本部

0015300601 330.4/ﾆﾎ20/

飛躍するアフリカ! イノベーションとス
伊藤 亜聖／編著
タートアップの最新動向

日本貿易振興機構

0015234990 332.4/ｲﾄ20/

モチベーション下げマンとの戦い方

西野 一輝／著

朝日新聞出版

0014678775 336.49/ﾆｼ20/

スマホ×PC仕事術 時短成功!効率
200%UP!

目代 純平／著

明日香出版社

0015229537 336.57/ﾓｸ20/

実践!キャッシュレス決済

日本経済新聞出版社／
日本経済新聞出版社
編

0014679393 L338/ﾆﾎ20/

世界一やさしい米国株の教科書1年
はちどう／著
生 再入門にも最適!

ソーテック社

0015313695 338.155/ﾊﾁ20/

暮らしやすい家づくり 家事がとこと
んラクになる

本多 さおり／著

PHPエディターズ・グ
ループ

0015313844 365.3/ﾎﾝ20/

家事労働の国際社会学 ディーセン
ト・ワークを求めて

伊藤 るり／編著

人文書院

0015216328 366.38/ｲﾄ20/

主婦の友社

0015192636 369.27/ﾜﾀ20/

障害のある子の住まいと暮らし 親な
渡部 伸／著
きあとの準備

震災と行方不明 曖昧な喪失と受容 東北学院大学震災の記録プ
ロジェクト金菱清(ゼミナール) 新曜社
の物語
／編

0014676522 369.31/ｶﾈ20/

ひきこもりからの脱出 石田一宏の子
石田 かづ子／編・著
どもの発達論を読み解く

新日本出版社

0015321847 371.42/ｲｼ20/

PC1人1台時代の間違えない学校ICT 堀田 龍也／編著

小学館

0015257355 375.199/ﾎﾘ20/

幼児教育と動物介在活動 生命尊重
百瀬 ユカリ／著
の学び

創成社

0014676001 376.1/ﾓﾓ20/

「超」勉強力

プレジデント社

0015300510 379.7/ﾅｶ20/

砂漠のノマド カースト社会の周縁を
中野 歩美／著
生きるジョーギーの民族誌

法藏館

0015178007 382.255/ﾅｶ20/

怪異をつくる 日本近世怪異文化史

文学通信

0015257447 388.1/ｷﾊ20/

中野 信子／著

木場 貴俊／[著]

