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発行

『「見取り図」でわかる！世界情勢の要点』
ワールド・リサーチ・ネット／編 青春出版社／発行 2016年 請求記号 304/ﾜﾙ16/ 資料番号 0013423322

【内容】
イスラム国（IS）やシリア難民問題、ドローンやIoTなど、2015年も様々なニュースが世界を駆け巡りました。日々発せられる膨
大な量のニュースは、速度と複雑さを増しており、新聞やTVニュースだけではその本質が把握しづらいことも多いと思われま
す。本書では、イスラム過激派や北朝鮮をはじめとする世界の「火種」、先進国を狙う「ローンウルフ型テロ」や「アラブの春」後
の中東各国をめぐる最新の動向、原油価格や次世代エコカーなどの世界経済の動向、東京五輪や1億総老後崩壊など、日
本のこれからを理解するためのポイントがコンパクトにまとめられています。目まぐるしく変わる世界情勢を読み解くために役立
つ一冊です。
『選択する未来 人口推計から見えてくる未来像』
内閣府／編集 日経印刷／発行 2015年 請求記号 334.31/ﾅｲ16/ 資料番号 0013363544

【内容】
2014年「人口と未来」をキーコンセプトに内閣府が設置した専門調査会「選択する未来」委員会の報告では、「人口急減・超高
齢化社会」時代の到来が明確になりました。それを悲観するのではなく、人々の意識変化や政策動員によって緩和できること
を、人口に関する将来推計から示したのが本書です。総務省統計局によると、人口推計とは「国勢調査による人口を基に、そ
の後における各月の人口の動きを他の人口関連資料から得て」算出された数値のこととされています。国内外の少子化の状
況や対策をはじめ、様々な立場の識者による提言が掲載されており、人口問題を考える際の資料集として役立つ一冊です。
、
『ファシリテーション・ベーシックス 組織のパワーを引き出す技法』
堀公俊／著 日本経済新聞出版社／発行 2016年 請求記号 336.2/ﾎﾘ16/ 資料番号 0013404595

【内容】
近年、ファシリテーターと会議や研修の場で接する機会がある方は多くなっているのではないでしょうか。ファシリテーターの
役割は、議長や先生、司会とは違い、「問題解決、アイデア創造、合意形成、教育学習、チーム運営、組織変革、イノベーショ
ンといった、人と人が関わる活動を促進」する、いわば進行促進役とされます。本書では、ファシリテーターがマスターすべき
基本の“型”（原理）を、「論点を定める」、「真意をつかむ」、「考えを広げる」、「共通項を見つける」の4つに集約して解説して
います。ファシリテーターを目指す方やレベルアップを図りたい方に最適な一冊です。
『福祉と介護「7K」職場の改善術』
佐瀬睦夫／著 幻冬舎メディアコンサルティング／発行 2016年 請求記号369.14/ｻｾ16/ 資料番号 0013425418

【内容】
書名にある「7K」とは「きつい」「汚い」「危険」「帰れない」「給料が安い」「規則が厳しい」「休暇がない」のことで、日本における
介護業界の現状を表すネガティブな言葉となっています。働く人は、どうすればポジティブ「7K」といわれる「希望」「期待」「感
謝」「感動」「感激」「可能性」「快感」を感じることができるようになるのでしょうか。本書では、長年、福祉関連事業に携わってき
た著者が、民間業者の立場から、この仕事の重要性や魅力を発信するための職場づくりのポイントと手法を提案しています。
『教育の今とこれからを読み解く57の視点』
多田孝志／編集代表 教育出版／発行 2016年 請求記号 370.4/ﾀﾀ16/ 資料番号 0013428081

【内容】
学校教育をめぐる状況は、大きく変化しています。多文化共生社会という課題が現実化してきていますが、不確実性なことが
多く、マニュアル化ができない時代が来ています。教育現場で働く関係者は、このような変化にどう対応するべきか、戸惑いや
混乱が起こっているのが実情のようです。本書では、このような変化に対応し、教育を実践するための具体的な指針や方法が
明示されています。未来社会の種まきの役目である教育を確実な方向へ導くことができるように書かれた1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『子育て支援』『結婚のあれこれ』です。（5月17日～6月19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4月に受け入れた本の一部です。
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福島が日本を超える日

浜 矩子／著
白井 聡／著

かもがわ出版

0013458708 304/ﾊﾏ16/

政治家の見極め方 NHK出版新書

御厨 貴／著

NHK出版

0013427414 312.1/ﾐｸ16/

地方議員の逆襲 講談社現代新書

佐々木 信夫／著

講談社

0013430020 318.4/ｻｻ16/

イスラームとの講和 文明の共存を
めざして 集英社新書

内藤 正典／著
中田 考／著

集英社

0013429949 319.27/ﾅｲ16/

改正行政不服審査法と不服申立実
務

日本弁護士連合会行政
民事法研究会
訴訟センター／編

0013362132 323.96/ﾆﾎ16/

会社法のツボとコツがゼッタイにわか
大越 一毅／著
る本

秀和システム

0013459045 325.2/ｵｵ16/

クラウドワーキングで稼ぐ！ 時間と
吉田 浩一郎／著
場所にとらわれない新しい働き方

日本経済新聞出版社

0013083589 335/ﾖｼ15/

マイナンバー時代の身近なコンプライ
長谷川 俊明／著
アンス 経法ビジネス新書

経済法令研究会

0013363791 335.15/ﾊｾ16/

図解社会人の基本敬語・話し方大全 岩下 宣子／著

講談社

0013458658 336.49/ｲﾜ16/

30代からの仕事に使える「お金」の考 児玉 尚彦／著
え方 ちくま新書
上野 一也／著

筑摩書房

0013427356 336.9/ｺﾀ16/

相続でモメずにお金を残したいなら
「この順番」で進めなさい

井口 麻里子／著

すばる舎リンケージ

0013481429 345.53/ｲｸ16/

空き家対策の実務

北村 喜宣／編
米山 秀隆／編

有斐閣

0013459144 365.31/ｷﾀ16/

勤勉は美徳か？ 幸福に働き、生き
るヒント 光文社新書

大内 伸哉／著

光文社

0013429972 366/ｵｵ16/

日本人の給料大図鑑

別冊宝島編集部／著

宝島社

0013458716 366.4/ﾀｶ16/

愛を言い訳にする人たち DV加害男
山口 のり子／著
性700人の告白

梨の木舎

0013461520 367.1/ﾔﾏ16/

貧困世代 社会の監獄に閉じ込めら
藤田 孝典／著
れた若者たち 講談社現代新書

講談社

0013430012 367.68/ﾌｼ16/

介護ストレスをゼロにする10の思考
法

深澤 昭彦／著

幻冬舎メディアコンサル
0013365390 369.261/ﾌｶ16/
ティング

高校生を主権者に育てる シティズン
シップ教育を核とした主権者教育

広田 照幸／監修・著
北海道高等学校教育経営研究
会／編著

学事出版

0013361977 371.6/ﾋﾛ16/

できる先生の勉強法できる先生の人
栗田 正行／著
脈術

東洋館出版社

0013427604 374.35/ｸﾘ16/

週イチでできる！アクティブ・ラーニン
西川 純／著
グの始め方

東洋館出版社

0013461488 375.1/ﾆｼ16/

「超」進学校開成・灘の卒業生 その
濱中 淳子／著
教育は仕事に活きるか ちくま新書

筑摩書房

0013427323 376.48/ﾊﾏ16/

秋田県式家庭学習ノート 勉強グセと
主婦の友社／編
創造力が身につく

主婦の友社

0013481627 379.9/ｼﾕ16/

森は考える 人間的なるものを超え
た人類学

エドゥアルド・コーン／著
亜紀書房
奥野 克巳／監訳

0013481502 382.615/ｺﾝ16/

英語生活マナーブック 海外で幸せ
に暮らすための180のチェックリスト

ジェームス・M.バーダマ
IBCパブリッシング
ン／著

0013363866 385.9/ﾊﾀ16/

スノーデン・ショック 民主主義にひそ デイヴィッド・ライアン／[著]
田島 泰彦／訳
む監視の脅威

岩波書店

0013481619 391.6/ﾗｲ16/

