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『またがりビトのすすめ - 「外国人」をやっていると見えること-』
姜 誠／著 岩波書店／発行 2014年 請求記号 316.81/ｶﾝ15/ 資料番号 0012935029
【内容】
日本で生まれ、日本から出たことがないけれども「外国人」。在日コリアン二世の父と在日一世の母をもつ著者は、自らのアイ
デンティティを探しあぐね、思い悩んだ結論として出した答えは、「またがりビト」として生きることこそがよりよい人生を生きるこ
とだということ。「またがりビト」とは、ひとつの国家アイデンティティに拠るのではなく、国の境界をまたいで生きるヒトです。貧困
と格差の拡大のために日本でも広がりつつあるヘイトスピーチの問題などをとりあげながら、真の個人としての生き方を考察し
ています。
『行動承認 -組織の能力を最大化する「認める力」-』
正田 佐与／著 パブラボ／発行 2014年 請求記号 336.4/ｼﾖ15/ 資料番号 0012682829
【内容】
人が生き生きとその仕事の意義を感じて働くのに必要なのは、給与や勤務態様などの「条件」面ばかりではありません。本書
は、「行動承認のマネジメント」をテーマとした本です。「承認」のない職場は悲惨でイヤなものです。心と身体の健康を害しま
す。しかし、「承認」を中心としたコーチングで意外なほど簡単に職場を幸せな場所にすることが可能となるのです。マネ
ジャーの訓練で職場はどんどん快適になります。忙しい中でも拾得でき、シンプルで学びやすく、職場での実践を続けやす
い合理的なマネジメント方法を取り入れてみてはいかがでしょうか。
、
『増税よりも先に「国と政府」をスリムにすれば? -英「エコノミスト」編集長の直言-』
ジョン・ミクルスウェイト／著 エイドリアン・ウールドリッジ／著 講談社／発行 2015年

請求記号 343/ﾐｸ15/ 資料番号 0012953832

【内容】
国家は今、変革の時代を迎えています。人的・物的資源の浪費を抑える必要性や国家間の競争形態の変化、テクノロジー
の発達による効率化など様々な要因によって世界各国の行政に変革が巻き起こっています。では、第二次世界大戦以降、
世界を席巻し続けてきた「民主主義国家」という国家の形態を今後どのように変えていくべきなのでしょうか。英『エコノミスト』
誌の編集長が、過去に欧米に起こった革命、国家形態の変容を紹介しながら国家・政府再生のための新しい政策を提言し
た一冊です。
『人の心は読めるか?』
ニコラス・エプリー／著 早川書房／発行 2015年 請求記号 361.4/ｴﾌ15/ 資料番号 0012955589
【内容】
私たちは日々の暮らしのなかで、相手の考えや感情を推し量りながら生活していますが、実は普段接する仕事仲間や友人、
家族についても自分が思うほどはよくわかっていません。では、どうすれば上司や友人、家族の「本心」がわかるのでしょうか。
本書では、シカゴ大学で教鞭をとる心理学会の気鋭の著者が、誤解や勘違いを引き起こす脳の罠を知っておくことにより、う
まく人間関係を築き、相手の心を正しく読むための「８つのステップ」を解き明かしてくれます。
『住んでいい町、ダメな町 -自然災害大国・日本で暮らす-』
大木 裕子／著 双葉社／発行 2015年 請求記号 365.3/ｵｵ15/ 資料番号 0012953931
【内容】
住宅の購入を決めるとき、地震大国日本で重視すべき点があります。それは、世界で類を見ない自然災害大国である日本で
は、生きるための基本である衣食住の「住」に関しては「自然の性質を知ったうえで生活する」ことが必要だということです。自
然災害は必ず起きるということを前提に、その土地はどんな自然条件を持っているのかについての知識を得て、そのための
対策をしっかり身につけておくことが必要です。本書では、地震、火山噴火、台風、洪水、土砂災害などの災害が頻繁に起こ
る日本に住むために、どのような準備が必要かをわかりやすく解説しています。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は『発達障害啓発週間』『よりよい職場環境のために』です。（3／17～4／19）
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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バングラデシュを知るための60章

大橋 正明／編著
村山 真弓／編著

明石書店

0012947842 302.257/ｵｵ09/

実践まちづくり読本
－自立の心・協働の仕掛け-

大森 彌／共著
山下 茂／共著

公職研

0012945598 318/ｵｵ08/

日本加除出版

0012945580 324.82/ｴﾝ15/

自由国民社

0012945481 327.2/ﾀﾋ15/

新しい家族信託 -遺言相続、後見に
代替する信託の実際の活用法と文 遠藤 英嗣／著
例内容証明を出すならこの1冊
多比羅 誠／著

日本人のためのピケティ入門 -60分
東洋経済新報社
でわかる『21世紀の資本』のポイント 池田 信夫／著
中国人国家ニッポンの誕生 -移民栄 西尾 幹二／責任編集
ビジネス社
えて国滅ぶ関岡 英之／著
できる人は知っている仕事のコツ
="仕事の“コツ”探求倶
自由国民社
-こうすればいいんだ!楽部／編著"

0012814539 334.41/ﾆｼ15/

戦略をイラスト化するグラフィック・
ファシリテーション・スキル

クリスティーン・チョピア
CCCメディアハウス
ク／著

0012935367 336.1/ﾁﾖ15/

最新コーチングの手法と実践がよーくわかる
本 -仕事に使えるコーチング手法と考え
方!-

谷口 祥子／著

秀和システム

0012945416 336.4/ﾀﾆ12/

成瀬 健生／[ほか]著
八代 充史／編

慶應義塾大学出版会

0012945309 336.4/ﾅﾙ15/

矢嶋 弥四郎／著
中川 越／著

日本実業出版社

0012945473 336.55/ﾔｼ15/

明日香出版社

0012935045 336.8/ｲｹ15/

ビジネス社

0012962395 338.155/ｽｷ15/

日本経済新聞出版社

0012943403 338.18/ﾆﾎ15/

弁護士業務にまつわる税法の落とし 大阪弁護士会・友新会
大阪弁護士協同組合
穴
／編

0012916938 345.12/ｵｵ15/

医療費控除のすべてがわかる本
平成26年分申告用

0012947180 345.33/ｷｸ00/2014

『新時代の「日本的経営」』オーラルヒ
ストリー -雇用多様化論の起源他人に聞けない文書の書き方
-始末書から退職願まで-

この5年売上が伸びてない会社のお
池永 章／著
金が残る経営
あなたも株長者になれる39の秘訣
杉村 富生／著
-杉村富生の株の教科書日経記者に聞く投資で勝つ100のキ
ホン

日本経済新聞社／編

藤本 清一／編集
税務研究会出版局
代表税務研究会／編集

0012815171 331.82/ｲｹ15/

0012935060 336/ｼｺ15/

説得力ある伝え方 -口下手がハン
伊藤 真／著
デでなくなる68の知恵-

幻冬舎

0012815429 361.4/ｲﾄ15/

自己と他者の社会学

井上 俊／編
船津 衛／編

有斐閣

0012945457 361.4/ｲﾉ06/

縁の切り方 -絆と孤独を考える-

中川 淳一郎／著

小学館

0012814588 361.4/ﾅｶ15/

ロバート・ライシュ格差と民主主義

ロバート・B.ライシュ／
著雨宮 寛／訳

東洋経済新報社

0012815338 361.8/ﾗｲ15/

「女子」の時代!

馬場 伸彦／編著
池田 太臣／編著

青弓社

0012927554 367.21/ﾊﾊ12/

家のない少女たち -10代家出少女
18人の壮絶な性と生-

鈴木 大介／著

宝島社

0012945432 B368.71/ｽｽ10/

しきたりの日本文化

神崎 宣武／[著]

角川学芸出版

0012815569 B382.1/ｶﾝ15/

中世ヨーロッパの服装

オーギュスト・ラシネ／原
著マール社編集部／編

マール社

0012945440 B383.1/ﾗｼ10/

日経BP社

0012814224 L338.155/ｷﾘ15/2015

桐谷広人さんに学ぶ株主優待入門
2015

