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発行

『名画で学ぶ経済の世界史 国境を越えた勇気と再生の物語』
田中 靖浩／著 マガジンハウス／発行 2020年 請求記号 332.3/ﾀﾅ20/ 資料番号 0015538606

【内容】
「ルネサンス」とは、一般にギリシャ・ローマ文化の再生を意味します。しかし、著者によると、ルネサンスは、ペストと経済危機
からの復活でもあるそうです。本書では、著者が紙上絵画ツアーのツアーガイドとなって、絵画と絡めながら、ヨーロッパを中
心とした経済に関する世界史について解説しています。イタリアから始まり、フランスなどを経て新大陸アメリカまで、7つの部
屋を巡っていきます。絵画や写真も豊富に掲載されており、絵画の知識を得ると同時に、経済の世界史についても気軽に楽
しく学ぶことができる一冊です。
『ファシリテーション型業務改革 ストーリーで学ぶ次世代プロジェクト』
榊巻 亮， 百田 牧人， 岡本 晋太朗／著 日本経済新聞出版／発行 2020年 請求記号 336/ｻｶ20/ 資料番号 0015563539

【内容】
本書は、実際の組織横断型ＩＴプロジェクトの立ち上げから稼働、さらに後日談までを、立場が異なる３名の著者による記述を
軸にノンフィクションストーリーおよび実践ノウハウとしてまとめたものです。４００ページに迫る分厚めの本ですが、プロジェクト
に関わったメンバー達のコメントによって、複雑な内実を複数の視点から立体的に浮かび上がらせおり、プロジェクトの進展や
登場人物の成長にワクワクしながら読み進めることができます。随所にファシリテーションの技法を駆使している様子が描か
れ、その有用性が解説されている点と相まって、次世代型の業務改革を推進する過程を追体験できる本となっています。
、
『賢い人ほど騙される 心と脳に仕掛けられた「落とし穴」のすべて』
ロブ・ブラザートン／著 中村 千波／訳 ダイヤモンド社／発行 2020年 請求記号 361.45/ﾌﾗ20/ 資料番号 0015354012

【内容】
「あらゆるものに「陰謀論」がある」「私たちすべてが、生まれながらの陰謀論者なのだ」と著者は言います。それはどういう意味
なのでしょうか。本書では、陰謀論が多数取り上げられていますが、それらの嘘を暴いたり、陰謀論的思考を酷評したりしてい
るわけではありません。本書の中で著者は、どのような心や脳の働きによって、陰謀論を信じてしまうのかを明らかにしていま
す。さまざまな実験や文献をもとに、陰謀論者の思考のスタイルや陰謀論にハマる理由などを探っており、興味深い脳の働き
について知ることができます。
『疫病退散 日本の護符ベスト１０』
島田 裕巳／著 サイゾー／発行 2020年 請求記号 387/ｼﾏ20/ 資料番号 0015564024

【内容】
新型コロナウイルスの感染拡大に際して江戸時代の「アマビエ」の伝承に注目が集まり、護符やグッズなどが多く出回ったこと
は記憶に新しいところです。本書では、アマビエのほか、表紙にも描かれている角大師、蘇民将来、源為朝（鎮西八郎）など、
護符として伝わっているものを中心に、古来より日本人が疫病を退けるために信仰してきた対象について、その由来とともに、
それぞれにまつわる社寺や祭り、文献や絵画などの関連知識について読みやすく記しています。あわせて過去の疫病につ
いての知識も深められ、また、写真などから不思議な雰囲気も味わえる一冊です。
『誰も知らない自衛隊のおしごと 地味だけれど大切。そんな任務に光あれ』
岡田 真理／著 扶桑社／発行 2020年 請求記号 392.107/ｵｶ20/ 資料番号 0015354285

【内容】
メディアでは、華やかで目立つ部分が多く取り上げられている自衛隊。しかし、自衛隊の仕事には、災害派遣や戦闘機・護衛
艦に関する任務だけではない、自衛隊員自身も知らない部分がたくさんあります。本書は、そんな地味で目立たないけれど、
日本の平和には欠かせない自衛隊の活動にスポットを当てるべく、著者が自ら体験しながら取材した24の仕事を紹介してい
ます。物品の管理や輸送機の洗機、海図の改訂など、確かに必要だと気付く仕事ばかりです。取材レポートは等身大で読み
やすく、自衛隊についての新しい発見が詰まった一冊です。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『生産性UP!! 働き方改革』『お金の本』です。（10月20日～11月15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9月に受け入れた本の一部です。
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小学館

0015360696 302.21/ｼﾛ20/

BEYOND SMART LIFE 好奇心が駆
日立京大ラボ／編著
動する社会

日経BP日本経済新聞
出版本部

0015563299 304/ﾋﾀ20/

負けてたまるか!日本人 私たちは歴
丹羽 宇一郎／著
史から何を学ぶか

朝日新聞出版

0015358039 304/ﾆﾜ20/

「民意」と政治的態度のつくられ方

工藤 宏司／著

太田出版

0015358047 311/ｸﾄ20/

長期政権のあと

佐藤 優／[著]

祥伝社

0015545791 312.1/ｻﾄ20/

暴力の政治民族誌 現代マヤ先住民
池田 光穂／著
の経験と記憶

大阪大学出版会

0015350085 316.857/ｲｹ20/

よくわかる相続

日本経済新聞出版／編

日経BP日本経済新聞
出版本部

0015358898 L324.7/ﾖｸ13/2020

宣政元気ですか 人質司法966日を
耐え抜いた母と息子の往復書簡

[横尾 鈴子／著]

五月書房新社

0015358567 327.62/ﾖｺ20/

国際人権入門 現場から考える

申 惠【ボン】／著

岩波書店

0015344617 329.21/ｼﾝ20/

「競争」は社会の役に立つのか 競争
クリストフ・リュトゲ／著 慶應義塾大学出版会
の倫理入門

0015349954 331.844/ﾘﾕ20/

人口の中国史 先史時代から19世紀
上田 信／著
まで

岩波書店

0015344591 334.322/ｳｴ20/

これからのテレワーク 新しい時代の
片桐 あい／著
働き方の教科書

自由国民社

0015358583 336/ｶﾀ20/

職場の科学 日本マイクロソフト働き方改革推
進チーム×業務改善士が読み解く「成果が上
がる働き方」

沢渡 あまね／著

文藝春秋

0015563570 336/ｻﾜ20/

アフターコロナのITソリューション

谷田部 卓／著

エムディエヌコーポレー
0015563661 336.17/ﾔﾀ20/
ション

SDGs投資 資産運用しながら社会貢
渋澤 健／著
献

朝日新聞出版

0015358054 338.15/ｼﾌ20/

新型コロナ緊急経済対策の地方税制
吉川 宏延／著
特例Q&A これ1冊で対応万全!

ぎょうせい

0015525546 349.5/ﾖｼ20/

先祖返りの国へ 日本の身体-文化
を読み解く

晶文社

0015344682 361.5/ﾌﾗ20/

あなたの年金 社会保険労務士が答
椎野 登貴子／著
える年金Q&A

ブティック社

0015358591 364.6/ｼｲ10/2020

高次脳機能障害のある方と働くため
石井 京子／著
の教科書

日本法令

0015259385 366.28/ｲｼ20/

男性育休の困難 取得を阻む「職場
齋藤 早苗／著
の雰囲気」

青弓社

0015567175 366.32/ｻｲ20/

車椅子の横に立つ人 障害から見つ
荒井 裕樹／著
める「生きにくさ」

青土社

0015352289 369.27/ｱﾗ20/

大学学科案内

学研プラス

0015360761 376.8/ｶﾂ20/

エバレット・ブラウン／
著

学研プラス／編著

思春期の子どもとどう接するか 大切
高 賢一／著
な親子コミュニケーション

北國新聞社出版局(発
0015360787 379.9/ﾀｶ20/
売)

現代イランの俗信

大阪大学出版会

0015350093 387.927/ﾀｹ20/

キーワードで読み解く自衛隊の実力 防
小倉 克己／構成・著
衛のために知っておきたい 日本を守る

マイウェイ出版

0015361249 L392.107/ｵｸ20/

普天間飛行場、どう取り戻す? 対立
橋本 宏／著
か協調かの選択肢

時事通信出版局

0015307853 395.39/ﾊｼ20/

竹原 新／著

