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『議員の品格』
岸井 成格／著 マイナビ出版／発行 2016年 請求記号 314.18/ｷｼ16 資料番号 0013539473

【内容】
ニュースを騒がす政治家の不祥事に、憤りや失望を感じる方は多いでしょう。「政治とカネ」に始まり、度を越したヤジや失言・
暴言の数々、女性スキャンダルなど、「今、議員の品格は地に落ちている」と著者は指摘します。彼らを選んだのは「我々」有
権者なのに、なぜそのような事態が常態化してしまったのでしょうか。本書では、増加する世襲議員や公募議員、小選挙区制
や一票の格差を始めとする選挙制度の問題点などからその原因と解決策を探ります。さらに、議員を選ぶ際のコツや、選挙後
の議員とのつきあい方についても触れられており、憲法で保障された貴重な一票の権利を有効に活用するためのヒントが満
載の一冊です。
『リーダー1年目からの教科書』
辻 秀一／著 ぱる出版／発行 2016年 請求記号336.3/ﾂｼ16 資料番号 0013637624

【内容】
メンタルトレーニング専門のスポーツドクターである著者は、多くのアスリートや経営者に対して「しなやかなリーダーであれ」と
提唱しています。チームを引っ張るのではなく、チームがついていきたいと思う自然体の「しなやかなリーダー」になる可能性
は誰もが秘めているというのです。本書では、具体的なマネジメントをはじめ、リーダーとしての心構えが記述されており、初め
てリーダーになる方や、リーダーとして努力しているが空回りしていると感じる方の一助となる一冊です。
、
『日本で老いて死ぬということ 2025年、老人「医療・介護」崩壊で何が起こるか』
朝日新聞迫る2025ショック取材班／著 朝日新聞出版／発行 2016年 請求記号 367.7/ｱｻ16 資料番号 0013539671

【内容】
今から10年後、あなたは幾つになっているでしょうか。東京五輪・パラリンピックから5年後の2025年、団塊世代はすべて75歳
以上になり、厚生労働省推計によれば高齢者人口は3500万人にも達します。その結果、医療・介護の提供体制が追いつか
ず、「死に場所難民」の発生や救急医療の破綻というショッキングな事態も想像されます。本書では、「日本で老いて死ぬ」こと
や家族・介護者の現実、在宅医療・介護現場や地域社会の取り組みを通して、「2025年問題」の実像や解決策を探っていま
す。「他人事」ではなく、誰にでも平等に訪れる「自分事」として考えるヒントを与えてくれる一冊です。
『学力・心理・家庭環境の経済分析 全国小中学生の追跡調査から見えてきたもの 』
赤林 英夫ほか／編著 有斐閣／発行 2016年 請求記号 371.3/ｱｶ16 資料番号 0013540364

【内容】
我が国の経済格差は子どもに与えられる教育においても現れており、それが次世代の経済格差をも固定化させ拡大するので
はないか、と言われています。これを知るには、子どもの教育に与える影響が、どの段階で発生し、どのようにして子どもの成
長に結びつくかについて、同じ子どもを一定期間にわたって追跡調査することが必要となります。この洞察については、慶応
義塾大学パネルデータ設計・解析センターにおいて「日本子どもパネル調査（JCPS)」を立ち上げて行われています。本書で
は、JCPSのデータ分析に関わっている経済学、教育学、心理学などの研究者の協力を得ながら、子どもの学力・心理と家庭
の経済状態との関連性についてわかりやすく書かれています。
『私が虫を食べるわけ』
ダニエラ・マーティン／著 梶山 あゆみ／訳 飛鳥新社／発行 2016年 請求記号 383.8/ﾏﾃ16 資料番号 0013540240

【内容】
「虫を食べる」と聞くと、馴染みがない方はギョッとするかもしれませんが、近年、国連食糧農業機関（FAO）が世界の飢饉を解
決する切り札のひとつとして昆虫食を取り上げ、食用昆虫の研究やビジネスは広がりつつあります。また、「地上で一番生物量
（バイオマス）が多い」虫を食すことは「環境の面からも経済の面からも理にかなっている」と著者が力説するように、日本を含
め世界の至る所で虫は食べ物として昔から愛されてきました。本書では、昆虫食に対する「心理的な抵抗」を、栄養や経済、
環境や歴史、文化など様々な視点から軽妙な語り口で解きほぐしていきます。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『自殺を防ぐために』『ポジティブ・シニアライフ』です。（8月16日～9月12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7月に受け入れた本の一部です。
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沸騰現場を通じて考える「ニッポン再
テレビ東京報道局／編 日本経済新聞出版社
発見」
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0013398649 302/ﾃﾚ16/

ギャル男でもわかる政治の話

おときた 駿／著
ディスカヴァー・トゥエン
0013529581 310.4/ｵﾄ16/
4人のギャル男たち／著 ティワン

ゴルバチョフに会いに行く

亀山 郁夫／著

集英社

0013542246 312.38/ｶﾒ16/

クリントン・キャッシュ

ピーター・シュヴァイ
ツァー／著

LUFTメディアコミュニ
ケーション

0013552062 312.53/ｼﾕ16/

地方都市「消滅」を乗り越える！ 岐
宮嶋 淳／編集代表
阜県山県市からの提言

中央法規出版

0013398748 318.253/ｷﾌ16/

契約書のツボとコツがゼッタイにわか
萩原 勇／著
る本

秀和システム

0013398797 324.52/ﾊｷ16/

結婚・事実婚・同棲に迷ったときに読
黒澤 計男／著・監修
む本 ミドル・シニアカップルの法律相談

自由国民社

0013542402 324.62/ｸﾛ16/

移民の詩 大泉ブラジルタウン物語

水野 龍哉／著

CCCメディアハウス

0013398961 334.41/ﾐｽ16/

始めの一歩を踏み出す前に開業の
ための手続き完全マニュアル

小松崎 哲史／著
冨本 隆介／著

同友館

0013398979 335/ｺﾏ16/

ソニー盛田昭夫 “時代の才能”を本
森 健二／著
気にさせたリーダー

ダイヤモンド社

0013529607 335.13/ﾓﾘ16/

到着から帰国まで 帰国ガイド

丸善プラネット

0013399076 336.4/ｼｴ08/2016

一生仕事に困らない！「活きた人脈」
加納 亜季／著
の作り方・育て方

ぱる出版

0013553516 336.49/ｶﾉ16/

日経BP社

0013529631 338/ﾋﾂ16/

洋泉社

0013553714 345/ﾌﾙ15/2016

清文社

0013399266 349.219/ｲｹ16/

図解いまより10倍いい人間関係をつ
櫻井 弘／著
くる「話し方」

イースト・プレス

0013399274 361.454/ｻｸ16/

マンション管理組合理事のための大
藤井 金蔵／著
規模修繕成功の秘訣

幻冬舎メディアコンサル
0013529110 365.35/ﾌｼ16/
ティング

貧困女子のリアル

沢木 文／著

小学館

0013399324 367.21/ｻﾜ16/

きょうだいリスク 無職の弟、非婚の
姉の将来は誰がみる？

平山 亮／著
古川 雅子／著

朝日新聞出版

0013399332 367.3/ﾋﾗ16/

『絶歌』論 元少年Aの心理的死と再
高岡 健／著
生

批評社

0013553904 368.61/ﾀｶ16/

もう限界！！介護費用を「1円でも安
くしたい」ときに読む本

自由国民社

0013399365 369.26/ﾀｶ16/

ブロックチェーンの衝撃

ﾋﾞｯﾄﾊﾞﾝｸ株式会社／著
『ﾌﾞﾛｯｸﾁｪｰﾝの衝撃』編集委員会
／著

ふるさと納税完全ガイド やれば誰で
も得をする！
国と沖縄県の財政関係

池宮城 秀正／編著

スマホ依存の親が子どもを壊す

諸富 祥彦／著

宝島社

0013542618 371.43/ﾓﾛ16/

作って遊ぼう！参観日の親子遊び

ポット編集部／編

チャイルド本社

0013554118 376.157/ﾁﾔ16/

ディスレクシア入門 「読み書きの
LD」の子どもたちを支援する

加藤 醇子／編著

日本評論社

0013542626 378/ｶﾄ16/

世界にひとつだけ。ドラマチック・ウェ
是安 由香／著
ディングの叶え方

集英社

0013542501 385.4/ｺﾚ16/

樹木葬という選択 緑の埋葬で森に
なる

築地書館

0013399613 385.6/ﾀﾅ16/

田中 淳夫／著

