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『地下鉄サリン事件20年被害者の僕が話を聞きます』
さかはら あつし/著 上祐 史浩／著 dZERO/発行 2015年 請求記号 326.23/ｻｶ15/ 資料番号 0012998282
【内容】
地下鉄サリン事件から今年で20年になります。本書は、サリンがまかれた車両に乗り合わせて今もその後遺症と闘う日々を過
ごしている被害者と、加害者側である元オウム真理教幹部との対談集です。この企画は、映画監督である被害者側のさかは
ら氏による「オウム真理教、地下鉄サリン事件」関連のドキュメンタリー製作に関連して立てられました。事件や事故を経験し
て生き残った人が、そのことを忘れようとするのではなく、その経験を社会や後世の人に生かしてほしいとの願いから実現した
対談です。加害者と被害者という2人の直接体験者によるオウム事件の多面的な証言です。
『いつも「時間がない」あなたに ‐欠乏の行動経済学‐』
センディル・ムッライナタン/著 エルダー・シャフィール/著 早川書房/発行 2015年 請求記号 331/ﾑﾂ15/ 資料番号 0012996591

【内容】
本書は、ハーバード大学の経済学教授とプリンストン大学の心理学教授の共著です。タイトルから見ると、ビジネスマンに効
率的な時間管理法をアドバイスする本のようですが、単なるノウハウ本ではありません。欠乏感から生じる心理が生み出す行
動を検証することで、個人や社会を悩ませている問題への理解を深め、よりよい解決策を提案します。貧困問題を解決する
ために、ただやみくもにお金を出せばいいわけではない、処理能力低下による一見愚かな行動やミスを前提として、それを吸
収したり逆手に取ったりする戦略や制度が必要なことなど、欠乏の罠のメカニズムを根拠にして、そこから抜け出すヒントが書
かれています。
、
『子どもたちにしあわせを運ぶチョコレート。-世界から児童労働をなくす方法-』
白木 朋子/著 合同出版/発行 2015年 請求記号 366.38/ｼﾛ15/ 資料番号 0012996682
【内容】
チョコレートが大好きという人は世界中に沢山いることでしょう。しかし、そんなチョコレートに欠かせないカカオ豆を作るため、
多くの子どもたちが過酷な労働を強いられています。人々を幸せにしてくれるチョコレートが、誰かの犠牲によって成り立って
いるのです。本書はNPO法人ACEがカカオの一大産地ガーナで始めた児童労働をなくす「スマイル・ガーナプロジェクト」を
紹介したものです。皆が幸せになるために何をすればいいのかを考えさせてくれる1冊です。
『私はこうしてストーカーに殺されずにすんだ』
遙 洋子/著 筑摩書房/発行 2015年 請求記号 368.6/ﾊﾙ15/ 資料番号 0012973442
【内容】
ストーカー規制法が2013年に改善されました。しかし、その後もストーカー被害は続いています。ストーカー行為で殺されな
いためにどうすればよいのでしょうか。ストーカーによって生命の危機を感じた著者が、どのようにして自分と家族の身を守っ
たか、その体験を紹介し、ストーカー被害から身を守るにはどうすればよいかを読者自身に考えさせる材料としたのが本書で
す。確実に被害を防ぐ方法があるわけではありません。ルールにとらわれず、自分の頭で考えていくことが身を守る最善の方
法であり、ルールはあとからついてくると著者は訴えています。
『ともに歩む認知症医療とケア ‐「地域包括ケア時代」到来!‐』
大場 敏明/著 高杉 春代/著 現代書林/発行 2015年 請求記号 369.26/ｵｵ15/ 資料番号 0012996286
【内容】
認知症は、非常な勢いで増加しています。それと同時に、ここ20年で認知症という病気についていろいろなことがわかってき
ました。新しい認知症薬が登場し、診断技術も進歩してきた一方で、それを活用して個々の患者に的確に対応していく医療
体制はまだ不十分です。本書は、医療と介護サービス、地域の支えと家族の支援の3本柱による患者の支援についての事例
紹介です。認知症の初期段階から始める効果的な薬の使い方、患者への接し方、往診の工夫、地域でのネットワーク形成の
手法など、認知症患者と家族が笑顔になれる、具体的な取り組みがよくわかります。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は『コミュニケーション』『マナー』です。(4/21～5/17）
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3月に受け入れた本の一部です。
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