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『身の回りから人権を考える80のヒント』
武部 康広／著 解放出版社／発行 2020年 請求記号 316.1/ﾀｹ21/ 資料番号 0015703325

【内容】
人権とは、人が人として生まれながらに持っている権利のことですが、日常生活の中ではあまり意識していないかもしれませ
ん。本書は、映画や本、ニュースなどの身の回りのトピックから人権を考えるヒントを紹介しています。JAグループ滋賀の役職
員向けに発行されている人権啓発資料「みのり」に、2008年5月号から2018年12月号にかけて掲載された記事をもとにしてお
り、タイムリーな話題も取り入れた内容になっています。80のトピックを「差別と人権」「人権への取り組みと課題」「多様性とダイ
バーシティ」「文化にふれる」の4つのテーマに分類しており、人権を身近な話題として考えることができます。
『会計の日本史 その時“お金”が歴史を動かした!』
大村 大次郎／著 清談社Publico／発行 2021年 請求記号 332.1/ｵｵ21/ 資料番号 0015698566

【内容】
本書は、元国税調査官の著者の会計的視点を用いて、大和朝廷から現在までの日本の歴史を読み解いたものです。大化の
改新や戦国時代、明治維新、バブルの崩壊など有名な歴史的事象は、今まで多くのメディアが取り上げてきたため、ある程度
イメージが出来上がっていると思います。しかし、会計的に分析してみると、面白い事実や、今までのイメージとは違った「時代
の本質」が見えてくると著者は言います。あの織田信長が天下獲りレースで群を抜いていたのは会計力があったから、というよ
うな日本史の目から鱗な一面を知ることができる一冊です。
、
『格差のない未来は創れるか？ 今よりもイノベーティブで今よりも公平な未来』
ジョシュア・ガンズ，アンドリュー・リー／著 ビジネス教育出版社／発行 2020年 請求記号 332.53/ｶﾝ21/ 資料番号 0015698558

【内容】
さまざまな技術が急速に進展すると同時に、富裕層と貧困層との格差が広がっており、さらに今後はＡＩによって人間の仕事
が奪われる可能性も危惧されています。本書では「貧富の差の拡大は、イノベーションの代償として受け入れるべきか？」とい
う命題に対し、よりイノベーティブかつ公平な社会の実現を目指すべき、という明確なメッセージを発しています。イノベーショ
ンと不平等との関係性について、さまざまな言論や事例に基づいて主張を述べるとともに、変動に伴うショックを緩衝するため
の保険としての、教育をはじめとした施策などについての提案がなされています。
『手話の学校と難聴のディレクター ETV特集「静かで、にぎやかな世界」制作日誌』
長嶋 愛／著 筑摩書房／発行 2021年 請求記号 378.2/ﾅｶ21/ 資料番号 0015717994

【内容】
難聴者である著者は、NHKの番組ディレクターとして、聞こえる人とともに仕事をするなかで、様々な葛藤を抱えてきました。し
かし、彼女は、日本で唯一日本手話で学ぶ明晴学園を舞台にしたドキュメンタリー番組の制作を通して、多様な生き方や共
生の実現を肯定できるようになります。本書では、聞こえる人であるプロデューサーやカメラマン、編集マンといった制作チー
ムのメンバーと、著者が、本当の意味で「共に働き」「共に生き」、新しいものが生み出される過程が描かれています。日本社会
の現実を知り、これからの多様性の時代について考えることができる一冊です。
『応援の人類学』
丹羽 典生／編著 青弓社／発行 2020年 請求記号 389.04/ﾆﾜ21 資料番号 0015702871

【内容】
本書は、さまざまな形の「応援」を行う人々や組織などについて、文化人類学を中心とした学問的に考察した論集です。大学
や高校の応援団、野球やトライアスロンなどのスポーツ応援、歌舞伎や能、各地の民俗芸能、アイドルファンの親衛隊からヲタ
芸までの系譜、国内から海外まで、取り上げられている応援文化は広範です。それぞれの考察対象のあまり知られていない
実態や歴史的な成り立ちなど、人々が他者を応援するという行為から生じる事象について、多角的に考えてみることができる
一冊となっています。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『新社会人に贈る本 新社会人を迎える本』『冠婚葬祭』です。（3月16日～4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2月に受け入れた本の一部です。
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海竜社

0015727357 302.1/ｲｹ21/

新しい世界 世界の賢人16人が語る
クーリエ・ジャポン／編
未来

講談社

0015727407 304/ｺｳ21/

何とかならない時代の幸福論

ブレイディみかこ／著

朝日新聞出版

0015727365 304/ﾌﾚ21/

命がけの証言

清水 ともみ／著

ワック

0015727340 316.822/ｼﾐ21/

警察官の出世と人事

古野 まほろ／著

光文社

0015674351 317.7/ﾌﾙ20/

法律文化社

0015404783 321/ﾅｶ21/

法学部入門 はじめて法律を学ぶ人
中村 邦義／著
のための道案内
使命を胸に 青年司法書士の軌跡

全国青年司法書士協議
民事法研究会
会／編

0015410640 327.17/ｾﾝ21/

国際公務員になるには

横山 和子／著

ぺりかん社

0015397557 329.3/ﾖｺ21/

経済のカラクリ 知らないと損をする
53の“真実”

神樹 兵輔／[著]

祥伝社

0015407752 330.4/ｶﾐ21/

中小企業診断士の「お仕事」と
「正体」がよーくわかる本

西條 由貴男／著

秀和システム

0015397573 335.35/ｻｲ21/

PMBOKには書いていないプロジェク
田中 陽一／[著]
トマネジメントの技術

クロスメディア・パブリッ
0015397599 336/ﾀﾅ21/
シング

マインドフル・リスニング

ハーバード・ビジネス・レ
ダイヤモンド社
ビュー編集部／編

0015398076 336.49/ﾊﾊ21/

生活リスクマネジメントのデザイン
リスクコントロールと保険の基本

亀井 克之／著

法律文化社

0015408669 339.5/ｶﾒ21/

英語プレゼンのトリセツ 高校生・学
生もこれでできる!

藤代 昇丈／著

日本橋出版

0015398134 361.4/ﾌｼ21/

こころのソーシャルディスタンスの守
大嶋 信頼／著
り方

主婦の友社

0015397615 361.454/ｵｵ21/

買い物難民対策で田舎を残す

村上 稔／著

岩波書店

0015402977 365/ﾑﾗ21/

SDGsのまちづくり 持続可能なマン
ション再生

山口 幹幸／編著

プログレス

0015290976 365.35/ﾔﾏ20/

世界が注目する日本の介護

加藤 忠相／編著

講談社

0015724677 369.263/ｶﾄ21/

福島が沈黙した日 原発事故と甲状
榊原 崇仁／著
腺被ばく

集英社

0015724909 369.36/ｻｶ21/

にほんでいきる 外国からきた子ども
毎日新聞取材班／編
たち

明石書店

0015588197 371.5/ﾏｲ21/

ゼロから学べるオンライン学習

明治図書出版

0015397359 375.199/ｲｼ21/

ワークショップデザイン論 創ることで
山内 祐平／著
学ぶ

慶應義塾大学出版会

0015643042 379.6/ﾔﾏ21/

カリスマ保育士てぃ先生の子育てで
困ったら、これやってみ!

ダイヤモンド社

0015398217 379.9/ﾃｲ21/

日本人の原風景 風土と信心とたつ
神崎 宣武／[著]
きの道

講談社

0015404742 B382.1/ｶﾝ21/

冠婚葬祭マナーの新常識 withコロ
ナ時代に対応!

岩下 宣子／監修

主婦の友社

0015397698 385/ｲﾜ21/

破壊戦

古川 英治／著

KADOKAWA

0015674773 391.638/ﾌﾙ20/

石井 英真／監修

てぃ先生／著

