県立図書館7月の新着図書紹介
（社会科学編）
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発行

『シリア戦場からの声 内戦2012-2015』
桜木武史／著 アルファベータブックス／発行 2016年 請求記号 302.275/ｻｸ16 資料番号 0013388814

【内容】
2014年5月、シリアの反体制派組織戦闘員であり、著者の通訳者、そして大切な友人だった男性の死から本書は始まります。
内容は、2012年から2015年まで計5度にわたって著者が取材した混迷の只中にあるシリア情勢で、現地の人々と暮らした体験
が中心となっています。2011年3月の民衆蜂起以降、それぞれの国や集団の思惑が複雑に絡み合った勢力圏争いと、膨れ
上がる難民の受け入れに関する問題などが報道で頻繁に取り上げられる一方、現地の惨状や必死に暮らす人々の生の声が
伝わらない悔しさが本書執筆のきっかけだったと著者は述べます。「民衆の手から離れて、独り歩きしている」シリアで、生まれ
故郷に深い愛情を抱きながらも苦難の道を歩まざるを得ない現状が書かれています。
『スターバックスでラテを飲みながら憲法を考える』
松井茂記／編著 有斐閣／発行 2016年 請求記号 323.14/ﾏﾂ16 資料番号 0013502588

【内容】
「憲法問題」と聞くと、難しそうな響きに身構えてしまいがちですが、「スターバックスでラテを飲みながら考え議論するような」緩
やか且つカジュアルな雰囲気で様々な問題を提起し、やさしく解説されているのが本書です。取り上げられるテーマは、尊厳
死と安楽死の権利や、死者の個人情報の行方、憲法判例と最高裁判官人事など、私たちの日常に結びついた内容であり、
いずれは重要な論点となりうるような問題ばかりです。各テーマとも30頁程度にまとめられており、憲法問題を知るための入門
書としても有用な一冊です。
、
『「家族する」男性たち おとなの発達とジェンダー規範からの脱却』
大野祥子／著 東京大学出版会／発行 2016年 請求記号 367.5/ｵｵ16 資料番号 0013502810

【内容】
男女間の格差の大きさを表す「ジェンダー・ギャップ指数」の2014年ランキングで、日本は142か国中104位という残念な結果と
なりました。一見、女性の地位の低さに目が行きがちですが、著者は「『男は仕事』、『男は働いて家族を養わねばならない』と
いう男性ジェンダー規範」に着目しました。本書では、仕事の面でも家事・家庭の面でも多くの期待と役割を求められる働き盛
りの男性に焦点を絞り、生涯発達心理学の視点からワーク・ライフ・バランス実現の鍵を探っています。
『世界で通用する人のための勉強入門』
福原正大／著 PHP研究所／発行 2016年 請求記号 379.7/ﾌｸ16 資料番号 0013389838

【内容】
「グローバル人材教育」とは、世界に通用する人を育てる方法のことです。「グローバル感覚」といわれても、どうのようなものな
のかイメージすることが難しく理解しにくいため、本書では「物語」という手法を用いて、3人の登場人物が「グローバルな人材」
について勉強していく様子が書かれています。主人公の設定は高校生ですが、社会人や大学生の方にも参考になる内容に
なっています。なお、フィリピンやカンボジアでの活動についての記述は実際に行われている内容を取り上げています。限ら
れた人生の時間を、自分らしい方法で、社会に価値を生む人になるためにはどうすべきかについて書かれています。
『食卓の日本史 和食文化の伝統と革新』
橋本直樹／著 勉誠出版／発行 2016年 請求記号 383.81/ﾊｼ16 資料番号 0013386388

【内容】
日本の和食が世界無形文化遺産に登録されたことは記憶に新しいと思います。世界で認められた和食ですが、第二次世界
大戦後、食生活は大きく変化しています。家庭の食卓には和食が少なくなり、代わりに欧米風、中華風の料理が多くなり、日
本酒よりビールが飲まれるようになりました。国際化、グローバル化という社会風潮の中で、体に良く、四季の変化に富み、日
本風土の繊細な感性が作り上げた和食について改めて見直し、日々の食生活を考え直すきっかけになる本です。
★ 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6月に受け入れた本の一部です。
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未来化する社会 世界72億人のパラ アレック・ロス／著
ダイムシフトが始まった
依田 光江／訳

出 版 者

資料番号

請求記号

ハーパーコリンズ・ジャ
0013484167 304/ﾛｽ16/
パン

地政学で読む世界覇権2030

ピーター・ゼイハン／著
東洋経済新報社
木村 高子／訳

0013388830 312.9/ｾｲ16/

無差別テロ 国際社会はどう対処す
ればよいか

金 惠京／著

岩波書店

0013388848 316.4/ｷﾑ16/

東洋経済新報社

0013388913 318.6/ﾀﾆ16/

清原 淳平／著

善本社

0013391768 323.142/ｷﾖ16/

裁判と法律あらかると

恩田 剛／著

司法協会

0013385687 327.04/ｵﾝ16/

骨太少年法講義

植村 立郎／著

法曹会

0013385695 327.8/ｳｴ16/

貧困からの大脱出ディートンの経済
理論

大谷 清文／編著

徳間書店

0013386057 331.87/ｵｵ16/

起業のためのお金の教科書

大村 大次郎／著

双葉社

0013385489 335/ｵｵ16/

女子高生社長、経営を学ぶ

椎木 里佳／著
椎木 隆太／著

ダイヤモンド社

0013389010 335.04/ｼｲ16/

図解部下を持ったら必ず読む「任せ
方」の教科書

出口 治明／著

KADOKAWA

0013389168 336.3/ﾃｸ16/

“聞き上手”だけでは相手にのまれま
樺 旦純／著
す

青春出版社

0013392105 361.454/ｶﾝ16/

「そろそろ家を買おうかな」と思ったと
小菊 豊久／著
きに読む本

洋泉社

0013386206 365.3/ｺｷ16/

はじめての転職ガイド必ず成功する
転職

谷所 健一郎／著

マイナビ出版

0013389440 366.29/ﾔﾄ11/2018

日本の給料&職業図鑑

給料BANK／著

宝島社

0013386222 366.4/ｷﾕ16/

未婚当然時代 シングルたちの“絆”
にらさわ あきこ／著
のゆくえ

ポプラ社

0013484118 367.4/ﾆﾗ16/

ノーリフト 持ち上げない看護、抱え
上げない介護

クリエイツかもがわ

0013389598 369.18/ﾔｽ16/

大阪大学出版会

0013509252 372.107/ｼﾐ16/

成文堂

0013386305 372.51/ｷﾔ16/

教職・情報機器の操作 教師のため 高橋 参吉／共著
のICTリテラシー入門
下倉 雅行／共著

コロナ社

0013389697 374.1/ﾀｶ16/

中学生・高校生のためのソーシャル
スキル・トレーニング

明治図書出版

0013385513 375.1/ﾜﾀ16/

池田書店

0013389812 378/ｺｼ16/

ラストキャリア 50代からの地方創生
谷川 史郎／著
に貢献する新しい選択肢
集団的自衛権・安全保障法制 反対・
賛成・中間派も内容がよく分かる！

保田 淳子／著

マインド・ザ・ギャップ！ 現代日本の 志水 宏吉／編著
学力格差とその克服
高田 一宏／編著
小学校で法を語ろう

W.キャシディ／編著
R.イェーツ／編著

渡辺 弥生／編著
原田 恵理子／編著

発達障害の子をサポートする学習・
生活支援実例集 小学校
新しい手話 わたしたちの手話

全日本ろうあ連盟／編
全日本ろうあ連盟
集

0013386362 378.28/ｾﾝ04/2016

謎のアジア納豆 そして帰ってきた<
日本納豆>

高野 秀行／著

新潮社

0013484175 383.82/ﾀｶ16/

WEDDING IDEAS BOOK

岡村 奈奈／著

誠文堂新光社

0013386396 385.4/ｵｶ16/

NORAD北米航空宇宙防衛司令部

櫻田 大造／著

中央公論新社

0013386404 392.51/ｻｸ16/

