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発行

『18歳からの民主主義』
岩波新書編集部／編 岩波書店／発行 2016年 請求記号 311.7/ｲﾜ16 資料番号 0013437819

【内容】
今夏からいよいよ始まる「18歳選挙権」。それは、文字通り選挙で一票を投じる瞬間だけでなく、表現の自由の行使を含めて
政治に参加することだと著者は述べています。本書では、選挙の仕組みにとどまらず、景気や雇用、教育、医療、社会保障、
税金など、初めて政治に参加する前に知っておきたい日本社会の課題の数々を、それぞれの専門家が分かりやすく解説して
います。さらに、テーマによっては著者のオススメ本が紹介されており、政治参加について理解を深める一助となります。
『バブル後25年の検証』
竹中平蔵／編著 高橋 洋一／[ほか]執筆 東京書籍／発行 2016年 請求記号 332.107/ﾀｹ16 資料番号 0013470224

【内容】
一般に「日本経済の失われた10年（あるいは20年）」と呼ばれる時代のきっかけとなったバブル崩壊から25年、つまり四半世紀
が経ちました。著者は、この25年間を「一律に失われた時代」ではなく、低迷と変貌の「まだらな25年」と表現し、バブル崩壊に
関する検証や適切な金融政策が行われてこなかったと指摘しています。本書では、政治・経済面に留まらず、社会保障や産
業、社会学など様々な分野の専門家による検証が行われており、経済判断力・政策判断力を養える一冊です。
、
『都市の空き家問題 なぜ？どうする？』
由井義通／ほか編 古今書院／発行 2016年 請求記号365.3/ﾕｲ16 資料番号 0013462858

【内容】
空き家は都市の新陳代謝を促す役割を担っているため、一時的にはあってもよいが、半永久的に空き家状態を継続するよう
であれば話は別になってきます。地理学は、自然環境と人間活動のかかわりや、地域現象の全体像を理解するのに長けた学
問です。そのため、本書では地理学の専門家が空き家問題について執筆しています。前半では、都市部における空き家の実
態について、後半では、空き家利用の実践例や、自治体および地域住民などによる空き家問題への対応が報告されていま
す。
『老後親子破産』
NHKスペシャル取材班／著 講談社／発行 2016年 請求記号 367.7/ﾆﾂ16 資料番号 0013462627

【内容】
ギリギリの年金生活で医療や介護も満足に受けられない「老後破産」は、今や高齢者だけの問題ではなくなりつつあります。
家族がいても「親の介護のために離職すれば収入が途絶え『親子共倒れ』の恐怖に怯えることになり、復職して収入を得ようと
すれば『日中独居』を招く」状態に陥ったり、そのような予備軍の家庭が増加していると著者は警告します。なぜこのような事態
が広がっているのか、なぜ行政や地域の見守りの目が行き届かないのか、その実態に迫った一冊です。
『初詣の社会史 鉄道が生んだ娯楽とナショナリズム』
平山昇／著 東京大学出版会／発行 2016年 請求記号 387/ﾋﾗ16 資料番号 0013232194

【内容】
初詣は日本の代表的な正月行事であり、都市部の有名社寺では百万人単位の参拝客を集めるほど賑わいを見せています。
この本では、明治期の都市化の中で庶民の娯楽行事として生まれた初詣が、大正期以降知識人へと波及していき、娯楽とナ
ショナリズムが絡み合いながら、国民に正月行事として定着していく過程が書かれています。また、初詣は郊外の有名社寺に
参拝する傾向があり、この場合は例外なく鉄道の沿線上に社寺があるということから、鉄道の誕生と発展が初詣に関係するこ
とについても触れられています。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『世界の服飾』『政治を身近に』です。（6月21日～7月18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5月に受け入れた本の一部です。
書

名

著

者

出 版 者

資料番号

請求記号

池上彰のニュースそうだったの
か！！ 2

池上 彰／著
「池上彰のニュースそうだったの
か!!」スタッフ／著

SBクリエイティブ

0013499678 304/ｲｹ16/2

18歳選挙権で政治はどう変わるか
データから予測する投票行動

飯田 泰士／著

昭和堂

0013382023 314.82/ｲｲ16/

女性官僚という生き方

村木 厚子／編
秋山 訓子／編

岩波書店

0013382049 317.3/ﾑﾗ16/

東川スタイル 人口8000人のまちが
共創する未来の価値基準

玉村 雅敏／編著
小島 敏明／編著

産学社

0013482682 318.6/ﾀﾏ16/

ホストファミリーって、こんなにおもし
ろい！

鋪野 弓／著

文芸社

0013476619 319.04/ｼｷ16/

トランプが日米関係を壊す

日高 義樹／著

徳間書店

0013499561 319.53/ﾋﾀ16/

事実婚・内縁 同性婚2人のためのお 今井 多恵子／共著
金と法律
坂和 宏展／共著

日本法令

0013382072 324.62/ｲﾏ16/

大家さんのための賃貸トラブル解決
飯野 たから／著
法

自由国民社

0013382098 324.81/ｲｲ16/

あの企業のお家騒動 実例に学ぶ経
長谷川 裕雅／著
営戦略

リベラル社

0013382148 335.13/ﾊｾ16/

いつかリーダーになる君たちへ

日経BP社

0013382163 335.8/ｱﾍ16/

ナツメ社

0013023148 336.1/ﾊﾀ16/

北樹出版

0013476718 336.49/ﾒﾝ16/

麗澤大学出版会

0013232756 338.3/ｻﾄ16/

安部 敏樹／著

プロ直伝！成功する事業計画書のつ 秦 充洋／著
くり方
増田 慎／マンガ
職場のコミュニケーションの“困った”
を解決するQ&A

ﾒﾝﾀﾙｹｱｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝﾒﾃﾞｨｱ出版部
／著
松浦 俊弥／著

日本銀行と高橋是清 金融財政ガバ
佐藤 政則／著
ナンスの研究序説
東海エリアデータブック

中日新聞社広告局／編集
三菱UFJリサーチ&コンサルティ
ング／編集

中日新聞社出版部

0013382437 351.5/ﾁﾕ08/2016

クジラの文化、竜の文明 日中比較
文化論

大沢 昇／著

集広舎

0013382445 361.5/ｵｵ16/

キャラの思考法 現代文化論のアッ
プグレード

さやわか／著

青土社

0013382452 361.5/ｻﾔ16/

文化進化論 ダーウィン進化論は文 アレックス・メスーディ／著
NTT出版
野中 香方子／訳
化を説明できるか

0013476650 361.5/ﾒｽ16/

よくわかる空き家対策と特措法の手
引き 空き家のないまちへ

日本加除出版

0013382486 365.31/ﾘﾚ16/

男という名の絶望 病としての夫・父・
奥田 祥子／著
息子

幻冬舎

0013482542 367.5/ｵｸ16/

ワークショップでつくる防災戦略 「参
田村 圭子／編著
画」と「我がこと意識」で「合意形成」

日経BPコンサルティン
0013382536 369.3/ﾀﾑ16/
グ

難民キャンプの内幕 西サハラ紛争
とティンドゥフ

松本 祥志／編
エルモスタファ・レズラズィ／編

日本評論社

「音大卒」の戦い方

大内 孝夫／著
ヤマハミュージックメ
武蔵野音楽大学／協力 ディア

0013382585 377.9/ｵｵ16/

笑顔がはじけるスパーク運動療育
発達障害の子の脳をきたえる

清水 貴子／著

小学館

0013499736 378/ｼﾐ16/

ママの心が楽になる子育て心理戦
子どもの気持ちがわかる

新井 慎一／著

イースト・プレス

0013382601 379.9/ｱﾗ16/

小笠原流美しい大人のふるまい 相
小笠原 清基／著
手に一目置かれる「武家の作法」

日本実業出版社

0013382619 385.9/ｵｶ16/

<証言録>海軍反省会

PHP研究所

0013382643 397.21/ﾄﾀ09/8

リレーション／編著

戸高 一成／編

0013382544 369.38/ﾏﾂ16/

