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発行

『世界の「住所」の物語 通りに刻まれた起源・政治・人種・階層の歴史』
ディアドラ・マスク／著 神谷 栞里／訳 原書房／発行 2020年 請求記号 318.9/ﾏｽ20/ 資料番号 0015605827

【内容】
住所はとても身近なもので、救急サービスや郵便、身元の証明など生活の利便性を向上させるだけでなく、いまやアイデン
ティティにもなっています。本書は、世界の国や都市の住所、特に通りの名称に注目して、その歴史や問題などをまとめてい
ます。住所のない古代ローマの人々の移動方法から、人々の居住地を特定し統治するようになった近代国家、さらには現在
のデジタル住所による変革まで、住所にまつわる事柄を幅広く知ることができます。日本についても取り上げられており、通り
に名称をつける西洋人とは違った住所の着眼点にも注目です。
『コロナ移住のすすめ 2020年代の人生設計』
藻谷 ゆかり／著 毎日新聞出版／発行 2020年 請求記号 365.3/ﾓﾀ20/ 資料番号 0015606841

【内容】
新語・流行語大賞2020にもノミネートされたように、都市部では新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、テレワークやオン
ライン会議が導入され、新しい働き方が注目を集めました。その一方、おうち時間の充実により、今までのライフスタイルを見
直す人も多いようです。本書では、コロナ禍で地方への移住を考える人のために、検討する際のポイントやリアルな生活費等
の必要となる知識とともに、現役世代の20の事例を紹介しています。Iターン・Uターン、新しい仕事・同じ仕事・複業、様々な選
択をした人を取材しており、移住だけでなく人生の見直しの参考になる一冊です。
、
『ユニバーサルデザインの基礎と実践 ひとの感覚から空間デザインを考える』
日本福祉のまちづくり学会身体と空間特別研究委員会／著 鹿島出版会／発行 2020年 請求記号 369.27/ﾆﾎ20/ 資料番号 0015613607

【内容】
まちづくりや建築の分野においてバリアフリーが進展していますが、その多くは段差解消といった移動経路の確保に留まって
いるのではないでしょうか。本書は、主に視覚障害者が移動するときの「手がかり」に着目して、空間デザインについて問い直
すものとなっています。前半の基本編では、「見ること」「聞くこと」「触ること」「移動すること」といった身体や感覚の仕組みにつ
いて、後半の実践編では、駅や道路、視覚障害者誘導用ブロックや公共空間におけるサインや音環境などについて使い手
の視点をふまえた解説がなされています。ユニバーサルデザインについてより深く理解することに役立つ一冊です。
『学校弁護士 スクールロイヤーが見た教育現場』
神内 聡／著 KADOKAWA／発行 2020年 請求記号 374/ｼﾝ20 資料番号 0015613680

【内容】
近年、学校に導入が進んでいる「スクールロイヤー」とは、学校における諸問題について継続的に助言を行う弁護士です。本
書では、日本で初めての弁護士資格を持つ社会科教師として中高一貫校で勤務する一方で、弁護士として各地でスクール
ロイヤーを担当している著者が、「いじめ」「校則」「保護者対応」「部活動」「教師の過重労働」といった現代の学校における諸
問題について、具体的なケースを挙げて法的な観点から解説しながら論じています。学校現場を知り、教育学研究者でもある
著者の問題提起から、学校の置かれている困難な状況が浮かび上がります。
『平成・令和食ブーム総ざらい 何が食べたいの、日本人?』
阿古 真理／著 集英社インターナショナル／発行 2020年 請求記号 383.81/ｱｺ20/ 資料番号 0015613797

【内容】
生活の基礎として衣食住と言われるように、食は私たちの生活になくてはならないものです。その中でも、平成・令和の時代で
は食がエンターテイメント化し、多くのグルメブームが起こりました。本書では、平成の始まりから令和にいたるまでの食に関す
る流行現象を振り返りながら、その背景にある社会の変化にも注目しています。今では定番となっているティラミスやスパイス
カレー、まだ記憶に新しいチョコミントやタピオカなどの食品だけでなく、ドラマやグルメ雑誌、家庭料理など様々に分析してい
ます。コロナ禍で食に変化が訪れている現在、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『衣食住いろいろ』『民話に親しむ』です。（12月22日～1月17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11月に受け入れた本の一部です。
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ブレイディみかこ／著

講談社

0015631682 302.33/ﾌﾚ20/
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0015647514 304/ｳﾁ20/
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0015631617 304/ﾆｼ20/
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悪いヤツらは何を考えているのか
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PHP研究所
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マネジメントの文明史 ピラミッド建設
武藤 泰明／著
からGAFAまで

日経BP日本経済新聞
出版本部

0015631294 335.2/ﾑﾄ20/

サラリーマン絶滅世界を君たちはどう
三戸 政和／著
生きるか?

プレジデント社

0015641897 335.5/ﾐﾄ20/

外資系コンサルの30分で提案書を書く技
森 秀明／著
術 スルーされない資料がサクッとまとまる

ダイヤモンド社

0015369572 336.1/ﾓﾘ20/

業務改善の問題地図 「で、どこから変える?」
進まない、続かない、だれトク改善ごっこ

沢渡 あまね／著

技術評論社

0015647449 336.2/ｻﾜ20/

さよならオフィス

島津 翔／著
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出版本部
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ラース・ラインケマイ
ヤー／編著

インプレス

0015547417 336.57/ﾗｲ20/

スマホさくさくポイント投資、少額投資 前畑 うしろ／著

ぱる出版

0015636269 338.8/ﾏｴ20/

収益性と相続税対策を両立する土地
藤原 正明／[著]
活用の成功法則

クロスメディア・パブリッ
0015369622 345.53/ﾌｼ20/
シング

社会の仕組みを信用から理解する
協力進化の数理

中丸 麻由子／著

共立出版

0015631625 361.3/ﾅｶ20/

日本人は論理的でなくていい

山本 尚／著

産経新聞出版

0015346497 361.42/ﾔﾏ20/

その言い方は「失礼」です!

吉原 珠央／著

幻冬舎

0015547466 361.454/ﾖｼ20/

21世紀の新しい職業図鑑 未来の職
武井 一巳／著
業ガイド

秀和システム

0015369655 366.29/ﾀｹ20/

白い土地 ルポ福島「帰還困難区域」
三浦 英之／著
とその周辺

集英社クリエイティブ

0015631666 369.36/ﾐｳ20/

教育業界で働く

三井 綾子／著

ぺりかん社

0015369689 370/ﾐﾂ20/

遊びからはじまる

松崎 行代／著

世界思想社

0015613615 376.1/ﾏﾂ20/

受験合格のためのメンタルトレーニング
本番でいつもの実力を発揮できる

岡島 卓也／著

辰巳出版

0015369051 376.8/ｵｶ20/

親子で取り組む作文教室 魔法の質
山口 拓朗／著
問で「コトバの力」を伸ばそう

日本能率協会
マネジメントセンター

0015369713 379.9/ﾔﾏ20/

神さまたちの季節

KADOKAWA

0015373780 B386.1/ﾊｶ20/

芳賀 日出男／[著]

