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『あぶない法哲学 常識に盾突く思考のレッスン』
住吉 雅美／著 講談社／発行 2020年 請求記号 321.1/ｽﾐ20/ 資料番号 0015300031

【内容】
あなたは「法律」を疑ったことがありますか。法律に従うというのは、私たちにとって当然の行為と言えるでしょう。しかし、本書で
は、法哲学を専門とする著者が、哲学の視点から法律や常識を再検討しています。なぜクローン人間を作製してはいけない
のか、自分の意思で臓器を売るのはなぜダメなのか、自分には「誰かに食べられる権利」はあるのか、などなど、センセーショ
ナルな問いかけをもとに、批判的に法律を考えます。実際の事例やアニメ、マンガの話題も盛り込まれており、思考停止しが
ちな法律の話題について、楽しみながら考え直すきっかけになる一冊です。
『在宅HACKS！ 自分史上最高のアウトプットを可能にする新しい働き方』
小山 龍介／著 東洋経済新報社／発行 2020年 請求記号 336/ｺﾔ20 資料番号 0015340474

【内容】
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、多くの企業等でテレワークが導入され、在宅勤務を行う機会が増加しています。本
書では、在宅勤務によって広がる可能性と課題について、環境整備、行動管理、コミュニケーション、情報整理、メンタル＆ヘ
ルス、副業といった切り口から、具体的なノウハウを多く交えながら解説しています。在宅勤務は、単に働き場所を変えるだけ
にとどまらず、キャリアの大きな転換につながっていくものであると述べられています。実際に在宅勤務を行っている方でなくと
も、オフィスでの働き方の見直しや自宅での過ごし方を充実させることにも役立ちそうです。
、
『グラフのウソを見破る技術 マイアミ大学ビジュアル・ジャーナリズム講座』
アルベルト・カイロ／著 薮井 真澄／訳 ダイヤモンド社／発行 2020年 請求記号 350.1/ｶｲ20/ 資料番号 0015321649

【内容】
グラフは明快で説得力があり、ひと目で情報を伝えることができる反面、間違った読み取り方によって、正しい情報が見えなく
なる可能性もあります。さらに、デザインや故意に隠蔽されたデータによって、事実がねじまげられて伝えられることもありま
す。本書では、バイチャート、地図グラフや散布図など、175個のグラフについて、具体例を用いて読み取り方を解説していま
す。注意深くグラフを読み、解釈する方法を学ぶことで、ウソを見破るだけでなく、良いグラフから真実を見つけ出すグラフ・リ
テラシーを身に付けることができます。
『海外オタ女子事情』
劇団雌猫／著 KADOKAWA／発行 2020年 請求記号 361.5/ｹｷ20/ 資料番号 0015335177

【内容】
「クールジャパン」は、日本のアニメ・マンガ文化を世界にアピールする言葉として知られていますが、実際に世界ではどのよう
に楽しまれているのでしょうか。本書では、自身もオタクである4人組の著者が、世界各地のオタク女子を調査し、最新事情を
紹介しています。人気作品の傾向や二次創作の楽しみ方、情報やグッズの入手方法、オタク仲間との出会い方など、その国
ならではのオタク文化を知ることができます。アニメに限らず、ジャニーズや新撰組など幅広いジャンルのオタクにインタビュー
を行っており、日本にも共通する好きなものに懸ける情熱を感じることができます。
『自分と相手の非認知能力を伸ばすコツ 家庭、学校、職場で生かせる！』
中山 芳一／著 東京書籍／発行 2020年 請求記号 371.3/ﾅｶ20 資料番号 0015340912

【内容】
本書は、向上心、楽観性、忍耐力、協調性などの数値化できない能力の総称である「非認知能力」を、どのように捉え、さらに
どうやって伸ばしていけばよいのか、わかりやすく解説しています。著者は岡山大学で教育方法学を専門としており、実例に
は岡山県内の事例が多く挙げられているため、より身近に感じられるのではないでしょうか。これからの時代に重要性が増して
いくと考えられる非認知能力ですが、本書における対象は子どもだけでなく、大人も含まれています。子育てや学校教育だけ
でなく、職場での人材育成や読者の自己成長のためにも有用な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『幻想世界へようこそ』『居場所』です。（8月18日～9月13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7月に受け入れた本の一部です。
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池上彰の世界の見方 インド 混沌と
池上 彰／著
発展のはざまで

小学館

0015340201 302.25/ｲｹ20/

愛国心 日本、台湾-我がふたつの祖
金 美齢／著
国への直言

ワニ・プラス

0015343577 304/ｷﾝ20/

みんなのコミュニズム この世界はど
ビニ・アダムザック／著 堀之内出版
う変わるの?ちょっとしたおはなし。

0014683593 309.3/ｱﾀ20/

テロリズムとは何か <恐怖>を読み
解くリテラシー

小林 良樹／著

慶應義塾大学出版会

0015218068 316.4/ｺﾊ20/

地域創生の本質 決定版!

木村 俊昭／著

ぱるす出版

0014683619 318.6/ｷﾑ20/

外交官の文章 もう一つの近代日本
芳賀 徹／著
比較文化史

筑摩書房

0015343601 319.1/ﾊｶ20/

起業家が知らないとヤバい契約書の
藪田 崇之／著
読み方

秀和システム

0015348501 324.52/ﾔﾌ20/

改正相続法のチェックポイント

新 弘江／著

税務研究会出版局

0015217110 324.7/ｼﾝ20/

ギデオンのトランペット

アンソニー・ルイス／著 現代人文社

0015315518 327.953/ﾙｲ20/

ポストコロナの経済学 8つの構造変化
熊谷 亮丸／著
のなかで日本人はどう生きるべきか?

日経BP

0015348485 332.107/ｸﾏ20/

コーポレート・トランスフォーメーション
冨山 和彦／著
日本の会社をつくり変える

文藝春秋

0015340953 335.21/ﾄﾔ20/

理想のチームプレーヤー 成功する組織のメ
ンバーに欠かせない要素を知り、成長・採用・
育成に活かす方法

パトリック・レンシオーニ
サンガ
／著

0015348527 336.3/ﾚﾝ20/

頭がいい人のモノの言い方 デキる!
齋藤 孝／著
と思われる45のフレーズ

きずな出版

0015340649 336.49/ｻｲ20/

スマホ決済完全ガイド

晋遊舎

0015257801 L338/ｽﾏ20/2020

読んで見て理解する国と地方の財政
土屋 貴裕／共著
入門

清文社

0014683692 341/ﾂﾁ20/

ICT英語プレゼンテーション ビジュア
影戸 誠／編著
ルとストーリーその事例から

北樹出版

0014686141 361.4/ｶｹ20/

新・消費者法これだけは

杉浦 市郎／編

法律文化社

0014686166 365/ｽｷ20/

アドラー式老いた親とのつきあい方

熊野 英一／著

海竜社

0015348469 367.7/ｸﾏ20/

スローコミュニケーション わかりやす
野沢 和弘／著
い文章わかちあう文化

スローコミュニケーション 0015235120 369.27/ﾉｻ20/

赤ちゃんポストの真実

森本 修代／著

小学館

0015340730 369.41/ﾓﾘ20/

教師という接客業

齋藤 浩／著

草思社

0015340896 374.3/ｻｲ20/

大学生の健康ナビ キャンパスライフ
の健康管理

岐阜新聞社

0014688063 377.9/ﾔﾏ11/2020

脳科学者が教える子どもの自己肯定
西 剛志／著
感は3･7･10歳で決まる

PHP研究所

0015306582 379.9/ﾆｼ20/

言語伝承と無意識 精神分析として
の民俗学

岡安 裕介／著

洛北出版

0015257744 380.1/ｵｶ20/

現代戦争論-超「超限戦」 これが21
世紀の戦いだ

渡部 悦和／著

ワニ・プラス

0015348550 390/ﾜﾀ20/

岩波書店

0014682009 395.39/ﾄﾖ20/

沖縄を世界軍縮の拠点に 辺野古を
豊下 楢彦／著
止める構想力

