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『88万人のコミュニティデザイン-希望の地図の描き方-』
保坂 展人／著 ほんの木／発行 2014年 請求記号 318.236/ﾎｻ14/ 資料番号 0012737169
【内容】
本書は、ジャーナリストから国会議員を経て世田谷区長を務める著者による、３年間の世田谷区の変革の記録です。滞りなく
自治体実務を実行することを前提としながら、「５％は大胆に改革する」ことを目標とし、ひとつひとつの事業を眺めてはもっと
よい方法はないのかを繰り返して見直すことで区政の各所から変化が生まれます。街は暮らしの場であり、主人公は市民で
す。互いに知恵を出して語り合い、問題の事物を整理して、快適な街を生み出すためには「住民参加のまちづくり」が必要で
す。やり方次第で社会は変わるし、地域も動き始めます。行政のあり方を考えるのに役立つ一冊です。
『FBI元心理分析官が教える危険な人物の見分け方-あなたは毎日“隣りの隠れた犯罪者”に狙われている!-』
メアリー・エレン・オトゥール／ほか著 学研パブリッシング／発行 2014年 請求記号 326.34/ｵﾄ14/ 資料番号 0012737102

【内容】
猟奇殺人、誘拐、ストーカーなど巷を騒がせる「凶悪犯罪」は、決して自分とは無関係ではありません。どうすれば家族や知
人、自分を守れるでしょうか。FBIの元心理分析官である著者は、「私は危険な人物を、見ただけで言い当てることはできな
い」と述べています。プロファイリング（犯罪捜査分析）とは、事件に関する情報、犯人や容疑者の行動をあらゆる角度から分
析・検討していくことで犯人像を割りだしていく手法です。本書は、その専門家である著者が、犯罪に巻き込まれないための
“有効な手段”を教授する指南書です。
、
『世界は僕らの挑戦を待っている-国境を越えて自由に働くための入門書-』
横井 朋幸／著 KADOKAWA／発行 2014年 請求記号 335.48/ﾖｺ14/ 資料番号 0012755013
【内容】
少しの勇気を振り絞るだけで、様々な文化や価値観を持つ人たちと出会うチャンスが世界にはたくさんあります。それは新し
い発見の連続であり、あなたの可能性や選択肢を確実に広げてくれます。「“Ｅｖｅｒｙｏｎｅ ｈａｓ ｏｎｅ ｌｉｆｅ．”（人生誰もが一度
きり）であるならば、仕事も人生も面白くしたいに決まっている。」と、著者は述べています。本書は、ごく普通の青年だった著
者が海外テレビ局を手に入れ、海外プロサッカーチームのオーナーになっていった実話です。海外で人生の突破口を見つ
ける方法を伝えてくれる一冊です。
『人は必ず老いる。その時誰がケアするのか』
本田 徹／著 KADOKAWA／発行 2014年 請求記号 368.2/ﾎﾝ14/ 資料番号 0012744694
【内容】
超高齢社会を迎えつつある日本では、年金、独居老人、介護の問題等が毎日のように新聞紙面にとりあげられています。誰
にでもおとずれる「老い」を、社会全体でどう受け止めていくかは大きな問題です。本書では、老い、病、貧困、ホームレスな
ど、21世紀の日本社会に生じる様々な医療、福祉問題に直面している「山谷（さんや）」で、どのような取り組みが行われてい
るかが紹介されています。仕事も家も蓄えもなく、様々な疾病を抱えた高齢者を支えるために、どのようなネットワークが構築
されているのかが赤裸々につづられています。
『あなたの子どもが「自立」した大人になるために』
平川 理恵／著 世界文化社／発行 2014年 請求記号 370.4/ﾋﾗ14/ 資料番号 0012734695
【内容】
本書は、女性初の公立中学民間人校長の４年間の学校改革の記録です。著者はリクルート社で営業の経験を積み、企業派
遣でMBA留学し、帰国後は留学支援の会社を立ち上げ、黒字経営を続けてきました。日本に勇気と元気と活力を与えるのが
目標でしたが、会社経営に限界を感じた著者は、教育の王道である学校経営に新たな方向性を見出しました。著者が一貫
して目指しているのは「自立貢献」できる子どもたちを育てるということです。教育とは何か、学校とは何かを考えさせられる一
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『知ろう学ぼう人権問題 ＜12/4～12/10人権週間＞』
『犯罪被害についてともに考える <11/25～12/1犯罪被害者週間>』（11/22～12/14）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。
書

名

著

者

出 版 者

資料番号

請求記号

テレビに映る北朝鮮の98%は?である
-よど号ハイジャック犯と見た真実の裏側-

椎野 礼仁／[著]

講談社

0012745022 302.21/ｼｲ14/

ブレる日本政治
-とてつもなく美しくない国へ-

鈴木 哲夫／著

ベストセラーズ

0012744892 312.1/ｽｽ14/

図でわかる!マイナンバー法のすべて みずほ情報総研株式会
中央経済社
Q&A
社／編

0012396271 317.6/ﾐｽ14/

カラマーゾフを殺したのは誰か? -世
津田 岳宏／[著]
界の名作でリーガルマインドを学ぶ-

ディスカヴァー・トゥエン
0012604120 327.6/ﾂﾀ14/
ティワン

2014-2015日本経済逆転のシナリオ 今井 澂／著

フォレスト出版

0012396693 332.107/ｲﾏ14/

ど素人がはじめる起業の本 -おもわ
滝岡 幸子／著
ず会社を辞めたくなるアイデア満載-

翔泳社

0012396768 335/ﾀｷ14/

セブン-イレブンより愛されるコンビニの
秘密 -「V字回復ヒット」22の方程式-

日経BP社

0012604245 336.1/ﾆﾂ14/

なぜ、女性が活躍する組織は強いのか?
麓 幸子／編
-先進19社に学ぶ女性の力を引き出す「仕組 日経BPヒット総合研究所／
み」と「習慣」編

日経BP社

0012397147 336.4/ﾌﾓ14/

ヤバイお金
-ビットコインから始まる真のIT革命-

高城 泰／著

扶桑社

0012604401 338/ﾀｶ14/

最新消費税がよーくわかる本
－ポケット図解-

奥村 佳史／著

秀和システム

0012397881 345.71/ｵｸ14/

布施 克彦／著
大賀 敏子／著

日本経済新聞出版社

0012609723 361.42/ﾌｾ14/

今野 晴貴／著
棗 一郎／著

岩波書店

0012609806 366.021/ｺﾝ14/

尾崎 智史／著

ぱる出版

0012609822 366.29/ｵｻ14/

親ができるのは「ほんの少しばかり」
山田 太一／著
のこと

PHP研究所

0012398236 367.3/ﾔﾏ14/

ストーカー
-被害に悩むあなたにできること-

長谷川 京子／著
山脇 絵里子／著

日本加除出版

0012398285 368.6/ﾊｾ14/

小さなラジオ局とコミュニティの再生
-3.11から962日の記録-

災害とコミュニティラジ
オ研究会／編

大隅書店

0012398384 369.31/ｻｲ14/

いま「クラス会議」がすごい! -子ども
赤坂 真二／編著
が自分たちでクラスを変えていく!-

学陽書房

0012756268 375.182/ｱｶ14/

高認があるじゃん!
-誰でも受験できる、未来が開ける!-

学びリンク

0012604872 376.8/ﾏﾅ07/2014

世界が見た日本人もっと自信を持っ
ていい理由
ブラック企業のない社会へ
-教育・福祉・医療・企業にできること
難関資格に確実に合格する勉強法
-70点で受かる人、69点で落ちる人-

日経トレンディ／編

就活のやり方<いつ・何を・どう?>ぜんぶ!

就職情報研究会／編

実務教育出版

0012398558 377.9/ｼﾕ08/2016

子どものお片づけ
-ひと声かければ5分で片づく!-

橋口 真樹子／著

青月社

0012604922 379.9/ﾊｼ14/

邪推するよそおい
-化粧心理学者の極私的考察-

平松 隆円／著

繊研新聞社

0012398632 383.1/ﾋﾗ14/

HOME SHOP style
-Let's do a shop at home!-

アラタ・クールハンド／
著

竹書房

0012604948 384.37/ｱﾗ14/

旧家に学ぶ、知恵としきたり
-日本の歳時記京都-

冷泉 貴実子／著
千 宗守／著

小学館

0012754081 386.162/ﾚｲ14/

大衆宣伝の神話 -マルクスからヒト
ラーへのメディア史-

佐藤 卓己／著

筑摩書房

0012612354 B361.46/ｻﾄ14/

読売新聞東京本社

0012610689 L377.21/ｼﾕ10/2015

就職に強い大学

