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発行

『渋沢栄一とドラッカー 未来創造の方法論』
國貞 克則／著 KADOKAWA／発行 2020年 請求記号 335.13/ｸﾆ20/ 資料番号 0015656143

【内容】
本書では、財務３表の学習やドラッカー解説の書籍を著している岡山県出身の著者が、「未来創造」への手がかりとして、２人
の偉人の人物像や考え方を対比しながら紹介しています。人生の歩み方、物事の本質を見極めていたことなど、「渋沢栄一と
ドラッカーはよく似ている」と数々の共通点が指摘されるとともに、時代背景なども理解できる解説となっています。「渋沢栄一
がお札の顔になることの意味」「日本人の根底に流れる考え方」などの章も、大きな変化の時代に未来へと向かうための示唆
を与えてくれるものとなっています。
『オンラインでの「伝え方」ココが違います！』
矢野 香／著 すばる舎／発行 2020年 請求記号 336.49/ﾔﾉ20 資料番号 0015636103

【内容】
オンラインでの会議や授業、さらには飲み会や帰省などが流行し、ZoomやTeamsなどのツールの使い方に注目が集まってい
ます。しかし、オンラインでの伝え方を意識している人はどれくらいいるでしょうか。こまめな相づちはリアルでは重宝されます
が、オンラインだと発言のノイズになってしまいます。本書では、NHKで１７年キャスターを務めた著者が、オンラインでの伝え
方のルールやノウハウを紹介します。リアルとオンラインの相違点や参考になるYouTuberの動画の紹介、効率的な会議の進
め方など、オンラインでの「新」常識を身につけたい人におすすめの実践書です。
、
『ハラスメントを行動科学で考えてみました。』
網 あずさ／著 藤原徳子／著 生産性出版／発行 2020年 請求記号 366.3/ｱﾐ20 資料番号 0015528201

【内容】
昨年、映画が大ヒットを記録した『鬼滅の刃』について、作品を見るように強要する「キメハラ」という言葉も話題になりました。こ
のように、今やハラスメントも多様化し、思いがけないものもありますが、著者によると、誰もがハラスメントの行為者になる可能
性があるようです。本書では、国が示した６つの類型別にストーリーと、リーダーシップの考え方を活用したそれぞれの解決策
について解説しています。後半には、上級者向けに行動科学の言葉の説明やパワハラを回避する会話術の紹介もあり、ハラ
スメントについて幅広く学ぶことのできる一冊です。
『子どもが作る弁当の日 「めんどくさい」は幸せへの近道』
城戸 久枝／著 文藝春秋／発行 2020年 請求記号 374.97/ｷﾄ20 資料番号 0015649403

【内容】
買い出しから調理、弁当箱詰めまでを、親の手伝いなしで子どもだけでする「弁当の日」。この取り組みは香川県で始まり、全
国2300校以上に広がっています。弁当の日は、自立を促すことが目的とされていますが、それ以上の気づきや感謝が生ま
れ、子どもだけでなく、親や先生も変化させます。家事が苦手な著者による等身大の取材を通して、生きるために不可欠な
食、さらには私たちが生きる日常について、改めて考えることができる一冊になっています。
『教育AIが変える２１世紀の学び 指導と学習の新たなかたち』
ウェイン・ホルムス／著 北大路書房／発行 2020年 請求記号 375.199/ﾎﾙ20 資料番号 0015649452

【内容】
本書では、世界のあらゆる産業において大きな変容をもたらすであろうＡＩに関し、教育に与える影響をアメリカでの研究をもと
に論じています。大きく２つのテーマと補足的な解説で構成されており、前半では、人間が身につけるべき知識や能力が変
わっていく時代において「生徒は何を学ぶべきか？」という問いに対し、基礎となる知識に焦点を当てて、カリキュラム設計の
ための考え方を示しています。後半では、ＡＩが「どのように」教育を向上させ、変革することができるのかについて、指導と学
習に対するＡＩの可能性と影響について類型化し、具体例を挙げながら解説しています。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『ありのままで 多文化共生』『税金』です。（2月27日～3月14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1月に受け入れた本の一部です。
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エマニュエル・トッド／著 筑摩書房

資料番号

請求記号

0015699119 307/ﾄﾂ21/

エンゲルスから学ぶ科学的社会主義 山田 敬男／編著

学習の友社

0015703895 309.334/ﾔﾏ21/

NEW RULES 米中新冷戦と日本を
めぐる10の予測

酒井 吉廣／著

ダイヤモンド社

0015391576 312.53/ｻｶ21/

その虐殺は皆で見なかったことにした
舟越 美夏／著
トルコ南東部ジズレ地下、黙認された惨劇

河出書房新社

0015660533 316.827/ﾌﾅ20/

アフターコロナ時代の米中関係と
世界秩序

川島 真／編

東京大学出版会

0015642838 319.53/ｶﾜ21/

ぶっちゃけ相続

橘 慶太／著

ダイヤモンド社

0015549090 324.7/ﾀﾁ21/

三代目司法書士乃事件簿

岸本 和平／著

風詠社

0015392640 327.17/ｷｼ21/

プレジデント社

0015699101 330.4/ﾔﾏ21/

ビジネスの未来 エコノミーにヒューマ
山口 周／著
ニティを取り戻す

MMTは何が間違いなのか? 進歩主 ジェラルド・A.エプシュタ
東洋経済新報社
義的なマクロ経済政策の可能性
イン／著

0015698293 333/ｴﾌ21/

やるべきことがすぐわかる!SDGs実践
泉 貴嗣／著
入門

技術評論社

0015699135 335.15/ｲｽ21/

DXの真髄に迫る デジタル変革を前 ベイカレント・コンサル
進させるベイカレント流7つのポイント ティング／監修

東洋経済新報社

0015387194 L336.17/ﾍｲ20/

虹色チェンジメーカー LGBTQ視点が
村木 真紀／著
職場と社会を変える

小学館

0015386147 336.4/ﾑﾗ20/

お金偏差値30からの株式投資

扶桑社

0015699150 338.155/ｱﾀ21/

フリーランス&個人事業主のための確
山本 宏／監修
定申告 青色申告&白色申告両対応

技術評論社

0015386220 345.33/ﾔﾏ20/

ブルデュー『ディスタンクシオン』講義 石井 洋二郎／著

藤原書店

0015677214 361.235/ｲｼ21/

適職の結論 あなたが気づいていな
宇都宮 隆二／著
い「本当の強み」がわかる

SBクリエイティブ

0015392111 366.29/ｳﾂ21/

妻に言えない夫の本音 仕事と子育 朝日新聞「父親のモヤ
てをめぐる葛藤の正体
モヤ」取材班／著

朝日新聞出版

0015392137 366.7/ｱｻ21/

誰かの理想を生きられはしない とり残さ
吉野 靫／著
れた者のためのトランスジェンダー史

青土社

0015392707 367.9/ﾖｼ21/

ホンモノの偽物 模造と真作をめぐる
リディア・パイン／著
8つの奇妙な物語

亜紀書房

0015392186 368.6/ﾊｲ21/

SDGsライフキャリアBOOK
未来の授業

宣伝会議

0015699184 375/ｻﾄ21/

オンライン就活は面接が9割 内定を
瀧本 博史／著
勝ち取る人の準備術

青春出版社

0015386477 377.9/ﾀｷ20/

勉強の価値

森 博嗣／著

幻冬舎

0015677065 379.7/ﾓﾘ21/

ハーバードで学んだ最高の読み聞かせ
思考力・読解力・伝える力が伸びる

加藤 映子／著

かんき出版

0015397680 379.9/ｶﾄ21/

ハジチ 蝶人へのメタモルフォーゼ
Japonesian Ryukyu Tribal Tattoo

喜山 荘一／著

南方新社

0015392491 383.7/ｷﾔ21/

英語で伝える日本のマナー 外国人
小笠原 敬承斎／著
とわかりあうために

淡交社

0015386535 385.9/ｵｶ20/

水陸機動団 “日本版海兵隊”を完全
網羅

イカロス出版

0015386543 396.21/ｽｲ20/

足立 武志／著

佐藤 真久／監修

