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『アンコンタクト 非接触の経済学』
キム ヨンソプ／著 渡辺 麻土香／訳 小学館／発行 2020年 請求記号 304/ｷﾑ20/ 資料番号 0015570351

【内容】
新型コロナウイルスの流行により、私たちの生活は大きく変わりました。移動や人との接触を避けるため、テレワーク、リモート
飲み会、デリバリーサービス、キャッシュレス決済などが注目を集めています。著者によると、これはパンデミックによって加速
したに過ぎず、産業や経済、社会においてアンコンタクトは進むべき未来の志向なのだと言います。本書は、非接触というトレ
ンドを、政治経済に限らず、教育、医療、宗教、恋愛などさまざまな切り口から解析しています。急激な変化に不安を感じてい
る人にとって、不安の正体を知ることができる一冊です。
『アジアの国民感情 データが明かす人々の対外認識』
園田 茂人／著 中央公論新社／発行 2020年 請求記号 319.2/ｿﾉ20/ 資料番号 0015578784

【内容】
世界で存在感を増している中国の経済成長に対して、日本やインドネシアのように肯定的に捉えている国もあれば、ベトナム
のように否定的に捉えている国もあります。これらの評価の背景には、各国の置かれている状況や構築してきた関係に理由が
あるようです。本書では、10年以上にわたる日中韓・台湾・香港・東南アジア諸国などへの継続調査から、各国民の他国・地
域への心理・感情を明らかにしています。また、国民感情を理解するための基礎知識として、各地域の特徴やアジアにおける
アメリカの存在にも言及しています。豊富なデータをもとに、国際関係に対する新たな視点が提案されています。
、
『クリエイティブ・イノベーションの道具箱』
今井 健太郎／著 雷鳥社／発行 2020年 請求記号 336.1/ｲﾏ20 資料番号 0015578974

【内容】
人間の仕事に思考力・発想力といった「クリエイティビティ」が求められる時代と言われています。この本では、「固定観念を断
ち切る」「過去の体験を振り返る」「心の声に耳を傾ける」といった創造的なアイデアを引き出すための思考法を２０の道具に見
立て、１章ごとに解説しています。それぞれの思考法についての理解を深めるために参考になる実際のイノベーションの事例
や興味深いエピソードが多く提示されています。また、自分１人またはグループで実際にその思考法を使ってみるワークショッ
プの方法も合わせて紹介されています。アイデアやヒントを意図的に生み出すための近道になりそうな１冊です。
『コンビニは通える引きこもりたち』
久世 芽亜里／著 新潮社／発行 2020年 請求記号 367.68/ｸｾ20/ 資料番号 0015579352

【内容】
タイトルを見て違和感を持った人もいるのではないでしょうか。外出できるのなら引きこもりではないと考えたのなら、本書を読
むことで、引きこもりに対する認識は大きく変わると思います。本書では、引きこもり支援を行う著者が、自身の経験や支援団
体の25年以上にわたる活動の蓄積をもとに、引きこもりの多様な実情を解説しています。また、医療と福祉と自立支援、就労
支援と引きこもり支援、公的機関と民間団体、というように多岐にわたる支援の選択肢も紹介しています。親、本人だけでなく、
社会が何をすればいいのか、著者なりの最適解が示されています。
『オンライン学習・授業のデザインと実践』
赤堀 侃司／著・監修／著 ジャムハウス／発行 2020年 請求記号 375.199/ｱｶ20 資料番号 0015568843

【内容】
本書では、オンラインによる学習や授業の意義と実態、授業デザインの考え方について、要点を整理してわかりやすくまとめら
れています。また、オンラインによる朝の会と双方向授業、PBL（課題解決学習）、畑や田んぼと中継をつなぐ現場授業など、９
つの学校の事例も紹介されています。教室という枠にとらわれない学びを子どもたちに提供できるといった利点を活かし、オン
ラインを対面による授業と併用していくことで、コロナ禍における休校措置の対応策としての位置づけに留まらない、これから
の学校教育におけるＩＣＴ活用の姿を提案するものとなっています。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『大きく育て～こそだて～』『やさしい経済』です。（11月17日～12月20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10月に受け入れた本の一部です。
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集英社インターナショナ
0015605561 302.275/ｺﾏ20/
ル

コロナと国防 ちょっと待て、こんな日
ほんこん／著
本に誰がした!

ワニブックス

0015579808 304/ﾎﾝ20/

モロトフ・カクテルをガンディーと 平
和主義者のための暴力論

ころから

0015363989 309/ﾎｲ20/

マーク・ボイル／著

マインドハッキング あなたの感情を クリストファー・ワイリー
新潮社
支配し行動を操るソーシャルメディア ／著

0015578677 314.895/ﾜｲ20/

まちの未来を描く!自治体のSDGs

高木 超／著

学陽書房

0015605629 318.6/ﾀｶ20/

法哲学はこんなに面白い

森村 進／著

信山社出版

0015583438 321.1/ﾓﾘ20/

刑務所で世の中のしくみを教える 府
石森 久雄／著
中刑務所「生活設計・金融講座」

芙蓉書房出版

0015612864 326.52/ｲｼ20/

あの日、ジュバは戦場だった 自衛隊
小山 修一／著
南スーダンPKO隊員の手記

文藝春秋

0015605546 329.5/ｺﾔ20/

人新世の「資本論」

斎藤 幸平／著

集英社

0015579782 331.6/ｻｲ20/

稼ぐ人は思い込みを捨てる。 みんなの常識
から抜け出して日本の真実を見るスキル

坂口 孝則／著

幻冬舎

0015612872 332.107/ｻｶ20/

ジム・ロジャーズお金の新常識 コロ
ジム・ロジャーズ／著
ナ恐慌を生き抜く

朝日新聞出版

0015579691 333.6/ﾛｼ20/

ルポ新大久保 移民最前線都市を歩
室橋 裕和／著
く

辰巳出版

0015579162 334.41/ﾑﾛ20/

残業ゼロ社員の「やらない力」 超プ
小川 哲也／著
ロの工程管理コンサルタントが教える

合同フォレスト

0015607393 336.2/ｵｶ20/

入門図解テレワーク・副業兼業の法律と
導入手続き実践マニュアル 事業者必携

三修社

0015364037 336.4/ﾓﾘ20/

日経BP日本経済新聞
出版本部

0015579741 338.61/ﾉｻ20/

司法書士&行政書士に読んでほしい
山下 雄次／共著
相続・贈与時の税務の話

日本法令

0015352909 345.53/ﾔﾏ20/

なぜか話しかけたくなる人、ならない
有川 真由美／著
人

PHP研究所

0015579790 361.454/ｱﾘ20/

精神障害・発達障害のある方とともに
眞保 智子／編著
働くためのQ&A50 採用から定着まで

日本加除出版

0015583065 366.28/ｼﾝ20/

家族のトリセツ

NHK出版

0015612849 367.3/ｸﾛ20/

なかよし別居のすすめ 定年後をい
松場 登美／著
きいきと過ごす新しい夫婦の暮らし方

小学館

0015579378 367.3/ﾏﾂ20/

イラスト図解いちばんわかりやすい介
三好 春樹／著
護術 動きが見える

永岡書店

0015364078 369.26/ﾐﾖ20/

人生行動科学としての思春期学

笠井 清登／編

東京大学出版会

0015350473 371.47/ｶｻ20/

教育委員会が本気出したらスゴかった。 コロ
ナ禍に2週間でオンライン授業を実現した熊本
市の奇跡

佐藤 明彦／著

時事通信出版局

0015605553 372.194/ｻﾄ20/

独学大全 絶対に「学ぶこと」をあきら
読書猿／著
めたくない人のための55の技法

ダイヤモンド社

0015605579 379.7/ﾄｸ20/

食はイスタンブルにあり 君府名物考 鈴木 董／[著]

講談社

0015363476 B383.827/ｽｽ20/

ロンメル将軍 副官が見た「砂漠の
狐」

KADOKAWA

0015579626 391.207/ｼﾕ20/

消える地銀 生き残る地銀

野崎 浩成／著

黒川 伊保子／著

ハインツ・ヴェルナー・
シュミット／[著]

