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発行

『政治報道のカラクリ 安倍政権誕生の真相＆操られた平成選挙史』
鈴木 哲夫／著 イースト・プレス／発行 2013年 請求記号 312.1/ｽｽ13/ 資料番号 0012110433
【内容】
選挙に勝つため、争点や不利な部分を隠す戦略があります。また、その後、政権を維持し、運営していくにあたってもさまざま
な戦略がとられます。本書は、ニュース番組に携わるジャーナリストである著者が、2013年の参院選での各政党のマスコミ戦
略の実際を紹介しながら、政党の策略にのせられないためには、どのような点に気をつけてメディアを見ていけばよいかを書
いたものです。戦略にだまされることなく政治に参加し、自ら政権を育てるという意識を持つための参考になる一冊です。

『この人たちの日本国憲法 宮澤喜一から吉永小百合まで』
佐高 信／著 光文社／発行 2013年 請求記号 323.142/ｻﾀ13/ 資料番号 0012110599
【内容】
宮澤喜一、城山三郎、美輪明宏、宮崎駿、吉永小百合など、様々な分野にわたる十人の「護憲派列伝」。本書では、この十
人がどのような人生を生き、どういう考えで日本国憲法を支持し続けているのかを、その発言や行動、著者によるインタビュー
の経験等に基づいて紹介しています。 巻末には、現行憲法と自民党憲法改正草案の比較表も収録されており、改憲の論
議が高まる中、改めて憲法の意味を考えさせられる一冊です。
、

『検証・アベノミクスとTPP 安倍政権は「強い日本」を取り戻せるか』
三橋 貴明／著 廣済堂出版／発行 2013年 請求記号 332.107/ﾐﾂ13/ 資料番号 0012113882
【内容】
本書は、自民党のデフレ脱却派のブレインとなった経済評論家の三橋貴明と、ＴＰＰに関して多くの著作を持つ評論家関岡
英之の対話形式でまとめられています。蘇りつつある日本経済。国内外から仕掛けられる罠と経済的侵略とは何か。 安倍政
権を支持する論客2人が、アベノミクスの現状を評価しつつ、第3の矢が孕む大きな矛盾や安倍政権が交渉に入ったTPPの問
題点、安全保障と経済の関係に迫っています。

『ケアメンを生きる 男性介護者100万人へのエール』
津止 正敏／著 クリエイツかもがわ／発行 2013年 請求記号 369.261/ﾂﾄ13/ 資料番号 0011984028
【内容】
本書は二部構成となっています。第１部は、介護する男性向けの啓発資料として発行された小冊子を基に構成されていま
す。孤独感を持ちがちな男性介護者が「ひとりじゃない」と思えるよう、男性介護者のコミュニティの紹介などのコラムをまとめた
ものです。第２部は、少子高齢化社会のもとで進行する外部化や個人化という暮らしや家族の「型」の変化と「ケア」の関係
が、データや具体例を通して検証されています。男女を問わず、誰もが介護を担う時代。新しい介護のスタイルとシステムの
創造を提起しています。

『カレーの歴史 「食」の図書館』
コリーン・テイラー・セン／著 竹田 円／訳 原書房／発行 2013年 請求記号 383.8/ｾﾝ13/ 資料番号 0012088928
【内容】
「グローバルという言葉にふさわしい料理があるとしたら、それはカレーだ」本書の冒頭で、著者はこう宣言します。なぜカレー
はこれほど世界各地へ普及し根付いたのか、どのように世界へ広まっていったのか、そもそも「カレー」とは何なのか、本書は
こうした疑問に、簡潔かつ明解に答えてくれます。世界各地の１００を超えるカレーと、カレーに類する料理が紹介され、巻末
には1800年代から現代までの様々なカレーのレシピも収録された、カレーの魅力と奥深さを味わえる一冊です。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は『人権』『犯罪被害について考えよう』（１１/１９～１２/１５）です。
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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放送記者、ドイツに生きる

永井 潤子／著

未來社

0012081196 302.34/ﾅｶ13/

街場の憂国論

内田 樹／著

晶文社

0012137311 304/ｳﾁ13/

「自分の子どもが殺されても同じこと
森 達也／著
が言えるのか」と叫ぶ人に訊きたい

ダイヤモンド社

0012133237 304/ﾓﾘ13/

保守とは何だろうか

中野 剛志／著

NHK出版

0012136735 311.4/ﾅｶ13/

安倍晋三逆転復活の300日

読売新聞政治部／著

新潮社

0012113718 312.1/ﾖﾐ13/

イスラムの人はなぜ日本を尊敬する
宮田 律／著
のか

新潮社

0012101929 319.27/ﾐﾔ13/

憲法を守るのは誰か

青井 未帆／著

幻冬舎ルネッサンス

0011944915 323.149/ｱｵ13/

亡命者 -白鳥警部射殺事件の闇

後藤 篤志／著

筑摩書房

0012102489 326.23/ｺﾄ13/

アベノミクスの幻想
-日本経済に「魔法の杖」はない

池田 信夫／著

東洋経済新報社

0012083382 332.107/ｲｹ13/

在中日本人108人のそれでも私たち
が中国に住む理由

在中日本人108人プロ
ジェクト／編

阪急コミュニケーション
0011914363 334.422/ｻｲ13/
ズ

税務署は見ている。

飯田 真弓／著

日本経済新聞出版社

0012083754 336.98/ｲｲ13/

世界恐慌 -経済を破綻させた4人の ライアカット・アハメド／
筑摩書房
中央銀行総裁 上・下
著

0012102471 337.99/ｱﾊ13/1
0012102463 337.99/ｱﾊ13/2

トレーダーのメンタルエッジ -自分の ジェイソン・ウィリアムズ
パンローリング
性格に合うトレード手法の見つけ方 ／著

0012132858 338.18/ｳｲ13/

やってはいけない相続税対策と遺産 龍前 篤司／著
分割
山崎 隆／著

ファーストプレス

0012080784 345.53/ﾘﾕ13/

ヘイトスピーチとたたかう!
-日本版排外主義批判

有田 芳生／著

岩波書店

0012133153 361.65/ｱﾘ13/

英国のOFF -上手な人生の休み方

入江 敦彦／著

新潮社

0012108890 365.7/ｲﾘ13/

液晶画面に吸いこまれる子どもたち
-ネット社会の子育て

下田 博次／共著
下田 真理子／共著

女子パウロ会

0012110706 367.61/ｼﾓ13/

犯罪は予測できる

小宮 信夫／著

新潮社

0012101937 368.6/ｺﾐ13/

岩波書店

0012056008 369.36/ﾋﾉ13/

福島原発事故 県民健康管理調査の
日野 行介／著
闇
「個」育て論 -おぎ・もぎ対談

尾木 直樹／著
茂木 健一郎／著

青灯社

0012113569 370.4/ｵｷ13/

受験必要論
-人生の基礎は受験で作り得る

林 修／著

集英社

0012137279 376.8/ﾊﾔ13/

明るい子どもが育つ0歳から6歳まで
竹内 エリカ／著
の魔法の言葉

中経出版

0012110557 379.911/ﾀｹ13/

死の帝国
-写真図説・奇想の納骨堂

創元社

0012102604 L385.6/ｸﾄ13/

ベン・マッキンタイアー
英国二重スパイ・システム
-ノルマンディー上陸を支えた欺瞞作戦 ／著

中央公論新社

0012139556 391.63/ﾏﾂ13/

集団的自衛権の深層

平凡社

0012101911 392.107/ﾏﾂ13/

ポール・クドゥナリス／
著

松竹 伸幸／著

