県立図書館10月の新着図書紹介
（社会科学編）
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発行

『世界の政治思想50の名著 エッセンスを論じる』
T.バトラー=ボードン／著 大間知 知子／訳 ﾃﾞｨｽｶｳﾞｧｰ･ﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ／発行 2016年 請求記号 311/ﾊﾄ16/ 資料番号 0013567938

【内容】
本書は、「時を超えて前向きな影響を与え続ける本」という基準で選ばれた政治思想書50冊のエッセンスを紹介しています。
紀元前に書かれたプラトンの『クリトン』、アリストテレスの『政治学』に始まり、2014年に出版されたジョン・ミクルスウェイトとエイ
ドリアン・ウールドリッジの『増税よりも先に「国と政府」をスリムにすれば？』に至る2500年間の書物から、様々な立場の作品が
選ばれています。資料紹介の最後に要点が2行程度でまとめられているため、その本の特徴が一目でわかります。
『パナマ文書』
ﾊﾞｽﾃｨｱﾝ･ｵｰﾊﾞｰﾏｲﾔｰ／著 ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ･ｵｰﾊﾞｰﾏｲﾔｰ／著 KADOKAWA／発行 2016年 請求記号 345.1/ｵﾊ16/ 資料番号 0013664149

【内容】
「ハロー。私はジョン・ドゥ。データに興味はあるか？共有してもいい。」今年4月、世界に衝撃を与えた「パナマ文書」のスクー
プは、ドイツ人ジャーナリストの著者に届いた一通の匿名メールから始まりました。タックス・ヘイブン（租税回避地）を悪用して
課税を逃れ、資産を形成していた政治指導者や富裕者、大企業は膨大な数に及び、日本でも400件もの法人・個人が関与し
ているといわれています。「データ・ジャーナリズム史上最大のリーク」が生まれるまでを追った、映画顔負けの手に汗握るド
キュメントです。
、
『旅立ちのデザイン帖 あなたらしい“終活”のガイドブック』
ライフデザインセンター／編著 亜紀書房／発行 2016年 請求記号 367.7/ﾗｲ16/ 資料番号 0013664313

【内容】
近年、エンディング・ノートや生前葬、暦年贈与などの「終活」に大きな関心が集まっています。私たちは「老・病・死」に目を背
けがちですが、「死から生を見るという方法は、残された日々のいとおしさを実感し、生きている『いま』がいかに貴重な瞬間で
あるかを認識するためのもの」であると著者は述べています。誰にでも平等に訪れる「その日」に備え、「生・老・病・死」の4つ
のステージから「あなたらしい人生の旅立ち方（自分だけの終活）」をデザインするためのガイドブックとして使える一冊です。
『夢があふれる社会に希望はあるか』
児美川 孝一郎／著 ベストセラーズ／発行 2016年 請求記号 375.6/ｺﾐ16/ 資料番号 0013572607

【内容】
「あなたの夢は何ですか」とか「夢を持ちましょう」などは、よく耳にする言葉です。「夢を持つこと」＝「良いこと」として語られるこ
とが多い中、本当にそうなのかと著者は考え、素晴らしい面だけでなく、危険や落とし穴などもあることを述べています。第1章
では既に大人になっている人が、若い頃の夢を実現できているかどうか、第2章では学校現場でキャリア教育が実施されてい
るが「やりたいこと（夢）」にどう影響しているか、第3章と4章では夢のとらえ方の提案と夢との向き合い方について述べられて
います。不安定な今の時代に周囲に惑わされることなく人生設計をするときに参考となる資料です。
『思わず使ってみたくなる知られざることわざ』
時田 昌瑞／著 大修館書店／発行 2016年 請求記号 388.81/ﾄｷ16/ 資料番号 0013662978

【内容】
日本にはたくさんのことわざがあり、その数は５万とも６万ともいわれています。このたくさんのことわざの中には古い文献から新
しく見い出されたものや外国から入ってくるものなどもあります。このうち、常用されているのは８００程で、あとは辞典でみるも
の、また辞典にもないものもあります。本書では、このたくさんあることわざの中から言い回しの面白いものや生活に役立つも
の、メッセージ性の高いものが中心に選ばれて紹介されています。新たなことわざを見つけ、日常で使ってみてはいかかで
しょうか。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『教育について考えよう』『食』です。（10月18日～11月20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9月に受け入れた本の一部です。
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君とまた、あの場所へ シリア難民の
安田 菜津紀／著
明日

新潮社

0013571054 302.275/ﾔｽ16/

揺れる北朝鮮 金正恩のゆくえ

朴 斗鎮／著

花伝社

0013567987 312.21/ﾊｸ16/

トランプ革命

あえば 直道／著

双葉社

0013568019 314.895/ｱｴ16/

公務員1年目の教科書 後輩・部下
指導、研修にも役立つ

堤 直規／著

学陽書房

0013571195 318.3/ﾂﾂ16/

自由国民社

0013571344 324.6/ﾌｳ03/2016

大成出版社

0013663968 L324.86/ｼﾖ16/

地域で支える出所者の住まいと仕事 水野 有香／編

法律文化社

0013580592 326.56/ﾐｽ16/

完全図解海から見た世界経済

山田 吉彦／著

ダイヤモンド社

0013568332 333.6/ﾔﾏ16/

ママでもできる！生徒さんが途切れ
ないおうち教室をはじめる本

桔梗 有香子／著
西尾 暁子／著

ソシム

0013568340 335/ｷｷ16/

事業計画書は1枚にまとめなさい

上野 光夫／著

ダイヤモンド社

0013571682 336.1/ｳｴ16/

上手な求人広告の出しかた

内田 ひろし／著

ライティング

0013580675 336.42/ｳﾁ16/

FinTech入門 テクノロジーが推進す 辻 庸介／著
る「ユーザー第一主義」の金融革命 瀧 俊雄／著

日経BP社

0013571930 338/ﾂｼ16/

財政赤字の国際比較 民主主義国
家に財政健全化は可能か

井手 英策／編
ジーン・パーク／編

岩波書店

0013569132 342/ｲﾃ16/

謝罪大国ニッポン

中川 淳一郎／著

星海社

0013665864 361.4/ﾅｶ16/

ローカル仕事図鑑 新天地のハロー
DECO／編
ワーク

技術評論社

0013572151 366.29/ﾃｺ16/

暴力家族で育ったあなたへ 自助グ 日本トラウマ・サバイ
ループで気づく回復力
バーズ・ユニオン／編

解放出版社

0013641907 367.6/ﾆﾎ05/

ひとり終活 不安が消える万全の備
え

小学館

0013572250 367.75/ｺﾀ16/

同時代社

0013667167 369.3/ｵｸ16/

子ども食堂をつくろう！ 人がつなが 豊島子どもWAKUWAKU
明石書店
る地域の居場所づくり
ネットワーク／編著

0013664206 369.4/ﾄｼ16/

中高生からのライフ&セックスサバイ 松本 俊彦／編
バルガイド
岩室 紳也／編

日本評論社

0013680632 371.42/ﾏﾂ16/

「あなたが大事」の伝えかた 保健室
大谷 尚子／著
と養護学からのヒント

ジャパンマシニスト社

0013572482 374.9/ｵｵ16/

「受験うつ」からわが子を守る本

吉田 たかよし／著

洋泉社

0013664222 376.8/ﾖｼ16/

ブラックバイト対処マニュアル

早稲田大学学生部学生
早稲田大学出版部
生活課／協力

0013569611 377.9/ﾜｾ16/

近代日本学校制服図録

難波 知子／著

創元社

0013664388 383.1/ﾅﾝ16/

「おじぎ」の日本文化

神崎 宣武／著

KADOKAWA

0013569843 B385.9/ｶﾝ16/

二重スパイコード・ネーム《ガルボ》

ｼﾞｪｲｿﾝ･ｳｪﾌﾞｽﾀｰ／著
安原 和見／訳

河出書房新社

0013664248 391.63/ｳｴ16/

夫婦親子男女の法律知識
所有者の所在の把握が難しい土地に関する
探索・利活用のためのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ+事例集

所有者の所在の把握が難しい土
地への対応方策に関する検討会
／[編]

小谷 みどり／著

本気で取り組む災害食 個人備蓄の
奥田 和子／著
すすめと共助・公助のあり方

