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発行

『地方議員は必要か 3万2千人の大アンケート』
NHKスペシャル取材班／著 文藝春秋／発行 2020年 請求記号 318.4/ﾆﾂ20/ 資料番号 0015334790

【内容】
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、各地方自治体の対応に注目が集まりました。都道府県知事をはじめとした首長が、会
見で独自の方針を述べる中、議会の存在を意識した人はどのくらいいたでしょうか。本書は、全国1788の地方議会、3万2千
人の地方議員を対象にしたアンケートの結果と追加取材についてまとめたものです。「なぜこの人が、という同僚議員がいる
か」「生まれ変わっても議員になりたいか」など、回答結果が気になるような質問も設けられています。基本的な知識の解説とさ
まざまな分析を交えながら議員の本音に迫ることで、地方議会の活動に対しての理解や関心が深まる一冊となっています。
『コミュニティカフェ まちの居場所のつくり方、続け方』
齋藤 保／著 学芸出版社／発行 2020年 請求記号 335.8/ｻｲ20/ 資料番号 0015334998

【内容】
近年の社会状況を考えるとき、ますます地域における居場所づくりが大切になってくるのではないでしょうか。コミュニティカ
フェは、「市民が自発的・主体的に、カフェ的な場や空間・機能を活用して、「事業」として、居心地の良い場を共有する」もの
であると著者は説明しています。それぞれに個性が光る各地のコミュニティカフェの事例紹介、始め方や続け方についてのノ
ウハウなど、コミュニティカフェの運営に関心を持つ方にとって有用な内容となっています。楽しそうなイベントやハンドメイド雑
貨販売、地域情報誌の発行などの活動の様子からは地域の人々のつながりの生み出す温かさが感じられます。
、
『得する株をさがせ!会社四季報公式ガイドブック』
会社四季報編集部／編 東洋経済新報社／発行 2020年 請求記号 338.155/ﾄｳ20/ 資料番号 0015334857

【内容】
1936年に創刊した『会社四季報』は、企業情報収集の定番として広く知られています。分厚くて、文字が凝縮された誌面は親
しみやすいものではありませんが、上場会社の基本情報や財務面の健全性、将来性に関するデータを掲載しているため、投
資家以外に、ビジネスパーソンや就活生にも有用な情報源になっています。本書では、誌面のブロックごとの解説や、欲しい
情報の探し方など、実践的な使い方が紹介されています。公式ガイドブックならではの丁寧な説明で、将来性のある会社や
儲かっている会社、安全な会社を見つける方法を学ぶことができ、読後は思わず『会社四季報』を開いてみたくなります。
『サラリーマンを「副業」にしよう』
俣野 成敏／著 プレジデント社／発行 2020年 請求記号 366.29/ﾏﾀ20/ 資料番号 0015340862

【内容】
本書はサラリーマンとして働いている方のために書かれた副業の入門書です。本書では、多くのサラリーマンに向く副業として
個人事業によるセールスを薦めています。その実践にあたって重要である「セールス」と「マーケティング」に関する考え方に
ついてはさらに詳しく説明されており、構想を練る際にも参考になります。現在の勤め先や仕事に不満や不安を感じている方
もそうでない方も、副業との向き合い方について一度考えてみることは、将来を見据えたときの選択肢を増やすことにつながり
ます。読みやすくまとめられている本書をまず一読してみてはいかがでしょうか。
『読書する女たち フェミニズムの名著は私の人生をどう変えたか』
ステファニー・スタール／著 伊達 尚美／訳 イースト・プレス／発行 2020年 請求記号 367.1/ｽﾀ20/ 資料番号 0015325343

【内容】
著者は、大学卒業後、キャリアウーマンとして働きながらも、結婚し子育てをする中で、自分を見失いかけていました。本書
は、そんな著者が、フェミニズムのテキスト講座を聴講し、フェミニズムの名著をひも解くことで自分を取り戻していく様子を書い
たエッセイかつ書評となっています。聖書のアダムとイブに始まり、『新しい女性の創造』、『女性の権利の擁護』、『第二の性』
など13冊のフェミニズムの名著を通して、自身の私生活や生い立ちの話も交えながら、女性の生き方を探っています。ざっと
フェミニズムの歴史を学ぶのにもおすすめの一冊です。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『自分らしいライフプランのために 明るい終活』『統計』です。（9月15日～10月18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8月に受け入れた本の一部です。
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0015353568 302.1/ﾊﾔ20/
0015535941 304/ﾀｲ20/

私は真実が知りたい 夫が遺書で告
赤木 雅子／著
発「森友」改ざんはなぜ?

文藝春秋

0015354095 312.1/ｱｶ20/

ディープ・ステイトの真実 日本人が
西森 マリー／著
絶対知らない!アメリカ大統領選の闇

秀和システム

0015354103 312.53/ﾆｼ20/

簡単解説今さら聞けないアメリカ大統
文響社編集部／著
領選のしくみ

文響社

0015353683 L314.895/ﾌﾝ20/

公安調査庁 情報コミュニティーの新
手嶋 龍一／著
たな地殻変動

中央公論新社

0015353592 317.294/ﾃｼ20/

まちのファンをつくる自治体ウェブ発
狩野 哲也／著
信テキスト

学芸出版社

0015535115 318.5/ｶﾉ20/

世界を動かすイスラエル

澤畑 剛／著

NHK出版

0015354111 319.279/ｻﾜ20/

必ずできる!相続・遺言・家族信託の
手続ガイド

千田 大輔／著

セルバ出版

0014688113 324.7/ｾﾝ20/

国際平和活動の理論と実践 南スー
井上 実佳／編著
ダンにおける試練

法律文化社

0015355282 329.5/ｲﾉ20/

ニューコンセプト大全 仕事のアイデ
電通Bチーム／著
アが生まれる50の思考法

KADOKAWA

0015353899 336.1/ﾃﾝ20/

アフターデジタル

日経BP

0015535933 336.17/ﾌｼ19/2

武器としての図で考える習慣 「抽象
平井 孝志／著
化思考」のレッスン

東洋経済新報社

0015535479 336.2/ﾋﾗ20/

職場の現象学 「共に働くこと」の意
味を問い直す

白桃書房

0015351604 336.49/ﾂﾕ20/

世紀の大博打 仮想通貨に賭けた怪
ベン・メズリック／著
人たち

文藝春秋

0015535917 338/ﾒｽ20/

歪んだ正義 「普通の人」がなぜ過激
大治 朋子／著
化するのか

毎日新聞出版

0015539034 361.4/ｵｵ20/

京都まみれ

井上 章一／著

朝日新聞出版

0015356215 361.42/ｲﾉ20/

介護保険が危ない!

上野 千鶴子／編

岩波書店

0015356223 364.4/ｳｴ20/

役立つ!産業・組織心理学 仕事と生
矢澤 美香子／編
活につかえるエッセンス

ナカニシヤ出版

0014688311 366.94/ﾔｻ20/

ひきこもりのライフプラン 「親亡き後」
斎藤 環／著
をどうするか

岩波書店

0015356231 367.68/ｻｲ20/

戦争孤児たちの戦後史

吉川弘文館

0015535644 368.28/ｾﾝ20/1

その名を暴け #MeTooに火をつけた
ジョディ・カンター／著
ジャーナリストたちの闘い

新潮社

0015539018 368.64/ｶﾝ20/

ケアとまちづくり、ときどきアート

中外医学社

0015233570 369.04/ﾆｼ20/

学文社

0014688352 370.4/ﾜｾ20/

小学館

0015354251 379.7/ｳﾒ20/

KADOKAWA

0015354301 392.107/ﾄﾀ20/

藤井 保文／著

露木 恵美子／著

西 智弘／著

教育と映画
ぼくの「自学ノート」

梅田 明日佳／著

帝国軍人 公文書、私文書、オーラル
戸高 一成／[著]
ヒストリーからみる

