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発行

『無戸籍の日本人』
井戸 まさえ／著 集英社／発行 2016年 請求記号 324.87/ｲﾄ16/ 資料番号 0013295647
【内容】
日本では通常、父と母のどちらかでも日本人であれば、その子どもも日本人としてその親の戸籍に記載されます。登録の手続
きは「出生届を役所に提出する」だけです。戸籍に基づいて住民票の登録がされ、行政サービスを受けることができます。し
かし、戸籍がなければ義務教育を受けることができません。健康保険証がないので病院にかかれば医療費はすべて自己負
担となります。選挙権もありません。銀行口座の作成も、携帯電話の契約もできません。このように困難を極める立場にある無
戸籍の日本人が発生した経緯並びにその厳しい現実と法の不備・不足を明らかにしたルポルタージュです。
『リーダーのための行動分析学入門 部下を育てる！強いチームをつくる！』
島 宗理／著 日本実業出版社／発行 2015年 請求記号 336.3/ｼﾏ16/ 資料番号 0013346986
【内容】
リーダーの仕事とは何でしょうか。著者は「部下から業績を生みだすのに重要な行動の自主的な実行を引き出し、維持するこ
と」と定義しています。グローバリゼーションと多様性（ダイバーシティ）が尊重される現代社会に対応した新たなリーダー像の
キーワードとなるのが、「行動分析学」（人を動かす心理学）です。本書では、行動分析学にもとづく「ポジティブな行動マネジ
メント」を提唱し、そのノウハウや事例、Q＆Aを紹介しています。これからリーダーになる方、仕事に行き詰っているリーダーの
方におすすめしたい一冊です。
、
『分断社会を終わらせる 「だれもが受益者」という財政戦略』
井出 英策／ほか著 筑摩書房／発行 2016年 請求記号 342.1/ｲﾃ16/ 資料番号 0013298518
【内容】
分断社会。それは、所得階層間、雇用形態間、性別間、政府間、地域間、世代間での対立が激化した「他人に対して冷淡で
不機嫌な社会」を意味します。本書では、その状況を生み出した、永続的な経済成長をあてにする「勤労国家レジーム」の負
の遺産である「三つの罠」（必要ギャップの罠、自己責任の罠、再分配の罠）から脱却する方法を、財政と租税の面から分析・
考察していきます。著者が提唱する、人間の生存・生活にかかわる基礎的ニーズを財政が満たすという「必要原理」にもとづく
財政の再構築は、「漠然とした不安」を抱えた現代社会への一つの回答となるでしょう。
『多縁社会 自分で選んだ縁で生きていく。』
篠原 聡子・空間研究所・アサツーディ･ケイ／著 東洋経済新報社／発行 2015年 請求記号 365.3/ｼﾉ16/ 資料番号 0013347448

【内容】
「縁」に対する日本人の意識は変わりつつあります。拘束的で因習的な血縁や地縁からの脱却を目指して核家族化が進んだ
結果、親族ネットワークがなくなり、家族規模はどんどん小さくなりました。小さな家族の中で子育て、介護などのすべてを担っ
ていくことは難しくなり、今、また新たな家族の形が生まれてきました。本書では、多世代同居、2.5世帯など「家族の拡大」の
事例を紹介しています。個人と企業、個人と自治体が協力し合った縁づくりの事例も含まれ、コミュニティや住宅、人々の暮ら
しにかかわる仕事をする人にも参考になる一冊です。
『不登校の子どもと保護者のための〈学校〉 公立の不登校専門校ASUにおける実践』
千原 雅代／編著 ミネルヴァ書房／発行 2015年 請求記号 371.42/ﾁﾊ16/ 資料番号 0013296751
【内容】
2015年の文部科学省調査によると、不登校の小中学生は12万人にも上ります。彼らに対し、教師はもちろん、スクールカウン
セラーや教育支援センター、フリースクールなど、様々な専門家・専門機関が支援を行っています。そのうち、全国に数校し
かない不登校支援専門の公的機関のひとつ、「ASU（あゆみスクエアユニバース）」（奈良県大和郡山市）による12年間の取り
組みと課題を網羅的にまとめたのが本書です。「子どもとの信頼関係を育み、学習指導より心理的な支援を重視する」という基
本理念のもと、現在の学校制度と支援制度が抱える限界点を補う形で不登校児童生徒の社会的自立に取り組み続ける姿勢
は、新たな不登校支援を考えるためのヒントになるでしょう。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『東日本大震災の記憶』『もっと知りたい税金のこと』です。（2月27日～3月21日）
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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台湾のきほん 不思議の島のゆるガ
青木 由香／著
イド

東洋出版

0013354634 302.224/ｱｵ16/

「アラブの春」のチュニジアで

風媒社

0013354659 302.432/ﾓﾘ16/

守能 信次／著

最新地図で読む世界情勢 これだけ ｼﾞｬﾝ=ｸﾘｽﾄﾌ･ｳﾞｨｸﾄﾙ／著
CCCメディアハウス
ﾄﾞﾐﾆｸ･ﾌｼｬｰﾙ／著
は知っておきたい世界のこと
論点解説マイナンバー法と企業実務

宇賀 克也／共著
水町 雅子／共著

0013346374 312.9/ﾋｸ16/

日本法令

0013346390 317.6/ｳｶ16/

お葬式の後にすること 後悔しない法 大滝 忠弘／著
要・相続・遺産整理
大滝 知秀／著

法研

0013346564 324.7/ｵｵ16/

外国人のための起業・会社設立支援
佐野 誠／著
マニュアル

日本加除出版

0013346598 325.2/ｻﾉ16/

証書の作成と文例

日本公証人連合会／編
立花書房
著

サミットがわかれば世界が読める

高瀬 淳一／著

経済のニュースが面白いほどスッキ
村中 和之／著
リわかる本

0013354931 327.15/ﾆﾎ16/

名古屋外国語大学出
版会

0013346671 329.38/ﾀｶ16/

KADOKAWA

0013346705 330/ﾑﾗ16/

小さな起業で楽しく生きる 仲間と始 ワーカーズ・コレクティブ
ほんの木
ネットワークジャパン／著
める地域協働ビジネス

0013344692 335.6/ﾜｶ16/

ゲーミフィケーションは何の役に立つ ゲイブ・ジカーマン／著
ジョスリン・リンダー／著
のか

SBクリエイティブ

0013344643 336/ｼｶ16/

仕事で損をしないためのビジネスマ
ナーパーフェクトブック

リベラル社

0013344700 336.47/ｼｺ16/

老後破産しないためのお金の教科書
塚崎 公義／著
年金・資産運用・相続の基礎知識

東洋経済新報社

0013277934 338.18/ﾂｶ16/

一番トクする住宅ローンがわかる本

新屋 真摘／著

成美堂出版

0013347240 338.74/ｴﾌ10/2015

ふるさと納税完全制覇読本

大和屋 暁／著
藤村 恵子／著

光文社

0013354139 B345/ﾔﾏ16/

技術評論社

0013349170 L345.33/ﾄｺ12/2016

幻冬舎

0013347331 361.4/ｲﾜ16/

年金生活者・定年退職者のための確
定申告
他人を非難してばかりいる人たち
バッシング・いじめ・ネット私刑

岩波 明／著

新入社員安全衛生教育マニュアル

労働調査会出版局／編 労働調査会

0013354360 366.34/ﾛｳ16/

モラ夫のトリセツ モラハラ夫と幸せ
に暮らす、秘密のテクニック

麻野 祐香／著

合同フォレスト

0013349477 367.3/ｱｻ16/

見えない私の生活術

新納 季温子／著

クリエイツかもがわ

0013406186 369.275/ﾆｲ16/

研究計画書デザイン 大学院入試か
細川 英雄／著
ら修士論文完成まで

東京図書

0013347927 377.15/ﾎｿ16/

最強の業界・企業研究ナビ 全18業 木之本 敬介／著
あさがくナビ編集部／著
界完全対応

朝日新聞出版

0013353941 377.9/ｷﾉ16/2017

ママのイライラ言葉言い換え辞典

江藤 真規／著

扶桑社

0013347992 379.9/ｴﾄ16/

河童物語

本堂 清／画 文

批評社

0013354063 388.1/ﾎﾝ16/

サイバー・インテリジェンス

伊東 寛／著

祥伝社

0013348032 391.6/ｲﾄ16/

データで読む沖縄の基地負担

沖縄探見社／編

沖縄探見社

0013350145 395.39/ｵｷ16/

