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『決定版「ハラル」ビジネス入門』
アクマル・アブ・ハッサン， 恵島 良太郎／著 幻冬舎ルネッサンス／発行 2014年 請求記号 338.922/ｱｸ14/ 資料番号 0012634648

【内容】
イスラム教徒は、宗教上の理由から、禁忌とされる豚肉やアルコールなどの食材やその成分を含んでいたり戒律に反する方
法で加工された食品を口にすることができません。ハラルとは、簡単にいえば「イスラム教の教義に従っていると判断されるも
の」という意味です。近年、東南アジア諸国の経済成長は著しいものがあります。300兆円を超えるといわれる巨大なイスラム
市場を開けるためにはハラル対応が不可欠です。本書は、イスラム教やハラル、イスラム市場などについての解説やビジネス
戦略について、具体的な事例に沿って詳しく解説しています。海外進出に挑戦する企業経営者に役立つ一冊です。
『社会不満足 -対談乙武洋匡-』
乙武 洋匡／著 駒崎 弘樹／[ほか述] 中央法規出版／発行 2014年 請求記号 360.4/ｵﾄ14/ 資料番号 0012438172
【内容】
閉塞感漂う日本で、今、何ができるのでしょうか。著者である乙武 洋匡さんは、「社会には多くの課題がある。だが、それは決
して不幸なことではない。『五体不満足』な体に生まれた私がこんなにも人生を謳歌しているように、『社会不満足』な時代も、
信念に基づく行動によっていくらでも塗り替えられるはずだ」と述べています。本書では、乙武さんと、独自のスタンスで社会と
向き合うフリージャーナリストや思想家など8人との対談がまとめられています。
、
『顔をあげて。そばにおるで。－尼崎市の就労促進相談員の仕事－』
林 美佐子／著 メタモル出版／発行 2014年 請求記号 369.2/ﾊﾔ14/ 資料番号 0012807897
【内容】
就労促進相談員とは、生活保護受給者のうち、就労可能でありながら働けていない人の就労を支援する専門職です。明らか
なハンディキャップが原因で生活保護を必要とするケースだけではなく、それまで順風満帆に人生を歩んでいた人でも、突
然の不幸に見舞われ、生活に行き詰まることがあります。著者自身、母子家庭で2人の子どもを育てながら、不安定な一年ご
との契約嘱託職員の立場で求職の支援を行っています。就労促進相談員の活動を通して生活保護の実態、支援のあり方、
問題点などがわかります。
『ドキュメント御嶽山大噴火』
山と溪谷社／編 山と溪谷社／発行 2014年 請求記号 369.31/ﾔﾏ14/ 資料番号 0012808135
【内容】
2014年9月17日、多くの登山客でにぎわっていた御嶽山が突然、噴火をしました。それは、2007年以来7年ぶりの出来事で、
長野県警の調べによると死者は16都道府県57人、行方不明者6人、負傷者は69人にのぼる大惨事でした。火山灰と火山礫
により捜索活動は、困難で危険を伴うものでした。本書は、生還した登山者たちの証言を中心に救助現場からの報告と研究
者による科学的分析などから噴火時から御嶽山に何が起こったかを追跡していきます。
『グローバルな子どもの育て方 -「わたし式、グローバル」の実例つき!-』
ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾅﾙﾈｯﾄﾜｰｸｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ教育推進室/編 実業之日本社／発行 2014年 請求記号 379.93/ｴﾃ14/ 資料番号 0012785911

【内容】
近年、文部科学省ではグローバル人材育成推進事業が進められています。本書では、「グローバル」の定義やグローバル教
育のあり方、各校の教育理念やその方針に沿った魅力ある学校づくりのためのグローバル教育モデルづくりなどについて、
幼児から高校生、そして大学生、社会人といった様々な人の経験を紹介しています。また、海外留学、国内でできる擬似的
な海外留学体験などについても書かれています。いつでも、どこでも仕事ができて、必要とされる「グローバル」な人材となる
ための、学び、進学、キャリアを考える上で参考になる一冊です。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は『あなたを助ける法律 ※司法書士法律相談会関連展示』
『お金 ※1/24金（ゴールドラッシュ）の日』（1/20～2/15）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12月に受け入れた本の一部です。
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街場の戦争論
内田 樹／著

ミシマ社

0012811774 304/ｳﾁ14/

亀井 静香／著

エディスタ

0012807699 310.4/ｶﾒ14/

拳骨 拓史／著

PHP研究所

0012811493 319.102/ｹﾝ14/

-離婚のしくみと手続きをストーリー形式でや
さしく解説-

石原 豊昭／著
國部 徹／校閲協力

自由国民社

0012634416 324.62/ｲｼ11/2014

ビジネスシーンごとにつかむ企業経
営の法律知識

島村 謙／著

清文社

0012769949 325.2/ｼﾏ14/

新 将命／著

ダイヤモンド社

0012795324 335/ｱﾀ14/

全国倒産処理弁護士
ネットワーク／編

金融財政事情研究会

0012634150 336/ｾﾝ14/

榎本 博明／[著]

クロスメディア・パブリッ
0012795548 336.4/ｴﾉ14/
シング

増沢 隆太／[著]

祥伝社

-シリーズ22世紀を生きる-

晋三よ!国滅ぼしたもうことなかれ
-傘張り浪人決起する-

韓国が次に騒ぎ出す「歴史問題」
-慰安婦だけでは終わらない!-

女性のための損をしない離婚の本

経営の処方箋
-社長の悩みに効く67のアドバイス-

私的整理の実務Q&A100問

上司の常識は、部下にとって非常識
-イライラと気苦労がなくなる部下育成の技術
-

戦略思考で鍛える「コミュ力」
0012634564 336.49/ﾏｽ14/

金融は人類に何をもたらしたか -古代
メソポタミア・エジプトから現代・未来まで-

フランクリン・アレン／著
東洋経済新報社
グレン・ヤーゴ／著

0012634622 338.2/ｱﾚ14/

お客様から教わった営業で大切な
たったひとつのこと

佐藤 綾／著

同文舘出版

0012634663 339.43/ｻﾄ14/

逢沢 明／著

かんき出版

0012573457 347.21/ｱｲ14/

荘司 雅彦／[著]

ディスカヴァー・トゥエン
0012634705 361.4/ｼﾖ14/
ティワン

国債パニック
-ゲーム理論で破綻時期を警告!-

話し上手はいらない
-説得しない説得術-

女ひとり・借金アリ・貯金ゼロからのトー
キョー大家さんLIFE
-シングルマザーが突然大家さんになった
ら?-

フィッシュバーン真也子
主婦の友社
／著

0012634747 365.3/ﾌｲ14/

山崎 憲／著

岩波書店

0012724985 366.5/ﾔﾏ14/

鈴木 大介／著

幻冬舎

0012812053 368.4/ｽｽ14/

草野 かおる／著
木原 実／監修

ディスカヴァー・トゥエン
0012634788 369.3/ｸｻ14/
ティワン

「働くこと」を問い直す

最貧困女子

おかあさんと子どものための防災&
非常時ごはんブック -4コマでわかる!-

3.11万葉集詠み人知らずたちの大震
玄 真行／[著]
災

ディスカヴァー・トゥエン
0012634796 369.31/ｹﾝ14/
ティワン

教員を目指す君たちに受けさせたい 明星大学教職センター
明星大学出版部
論作文講座 -教育の見方・考え方が変わ ／編
る男の子の本当に響く叱り方ほめ方
小崎 恭弘／著
すばる舎
-どうしたら言うことをちゃんと聞いてくれる

0012441978 373.7/ﾒｲ14/

0012795530 379.9/ｺｻ14/

の??-

食と儀礼をめぐる地球の旅
-先住民文化からみたシベリアとアメリカ-

高倉 浩樹／編
山口 未花子／編

東北大学出版会

0012441929 389.04/ﾀｶ14/

SAS・特殊部隊式図解最強トレーニ
ングマニュアル

クリス・マクナブ／著
坂崎 竜／訳

原書房

0012441952 391.3/ﾏｸ14/

潮 匡人／著

ベストセラーズ

0012796413 392.107/ｳｼ14/

中国新聞社／編著

中国新聞社

0012811766 L369.3/ﾁﾕ14/

ウソが栄えりゃ、国が亡びる
-間違いだらけの集団的自衛権報道-

2014 8・20広島土砂災害
-緊急出版報道写真集-

