県立図書館11月の新着図書紹介
（社会科学編）
岡山県立図書館

2016.11.10

発行

『限りなく完璧に近い人々 なぜ北欧の暮らしは世界一幸せなのか？』
マイケル・ブース／著 黒田 眞知／訳 KADOKAWA／発行 2016年 請求記号 302.389/ﾌｽ16 資料番号 0013699046

【内容】
北欧は世界一住みやすい国と言われていますが、本当にそうなのでしょうか。北欧各国の様々なデータから割り出した結果の
ナンバーワンですが、実際に住んでみるとどうでしょう。ナンバーワンの国々なのになぜ他国の人は移住しないのでしょうか。
欧米人の北欧イメージは「スウェーデンの別荘で過ごす夏」的な美しいものとなっており、このイメージからは、平等な社会に
暮らすことから生じる些細なマイナス面や人種差別、アルコール依存、肥大化した公共セクターへの巨額の税金の使用がある
ことは、表に出ていないようです。イギリス人である著者が、長い間のデンマーク暮らしから見てきた、私たちの知らない北欧に
ついて書かれた本です。
『なぜ、世界から戦争がなくならないのか？』
池上 彰／著 「池上彰緊急スペシャル！」制作チーム／著 SBクリエイティブ／発行 2016年 請求記号 319.8/ｲｹ16 資料番号 0013585542

【内容】
第二次世界大戦後70年間、日本は基本的に平和な時代を過ごしてきました。しかし、世界を見渡せば、どこかの国で絶え間
なく戦争が続いている状況です。特に、近年ではIS（イスラム国）が関係するテロが続発し、日本人が巻き込まれるケースも起
こっています。平和を望むにも関わらず、人類はなぜ戦争をやめられないのでしょうか。軍需産業はもちろん、時には広告代
理店までもが、戦争を「ビッグ・ビジネス」として利用している現状、政治指導者の言葉やメディアの対応で、世論が戦争を是と
する流れに進んできた歴史などからその理由と解決策に迫ります。
、
『あなたは加害者？それとも被害者？』
あしのは法律事務所／編著 関西大学出版部／発行 2016年 請求記号 320/ｱｼ16 資料番号 0013589379

【内容】
いよいよ大人の仲間入りを果たす大学時代、アルバイトや独り暮らしを始める方も多いでしょう。社会との関わりが一気に増え
ると同時に、個人の責任はグンと重くなります。本書は、ブラックバイトやインターネット、薬物、交通事故など、大学生が巻き込
まれやすい出来事を取り上げ、その危険性と引き起こされる結果を法律面から分かりやすく解説しています。自分が加害者や
被害者にならないために、現役大学生はもちろん、保護者や中高生にもお薦めできる一冊です。
『戦力「内」通告 ハーバードが教えてくれない「本当に生き残れる社員」』
ダン・ラスト／著 武藤 陽生／訳 ハーパーコリンズ・ジャパン／発行 2016年 請求記号 336.49/ﾗｽ16 資料番号 0013585963

【内容】
一生懸命仕事に取り組んでいるのに、それに見合った評価を受けていない。プロジェクトの失敗やリストラ、ひどい上司など仕
事上の様々な困難に直面しながらも、停滞することなくキャリアを加速させる人がいるのは何故？職場で、これらのような不満
や疑問を抱いていませんか？本書は、実体験に基づいたスキルや戦略、洞察力を養うためのテクニックがユーモアたっぷり
に紹介されています。「ポーカーの秘訣はカードを読むことではなく、人を読むこと」という教訓から始まる「物語」の数々は、職
場での過ごし方を見直すきっかけとなるでしょう。
『わが家の防災ハンドブック もしものときに役立つ』
家の光協会／発行 2016年 請求記号 369.3/ﾔﾏ16 資料番号 0013586433

【内容】
2011年に起こった東日本大震災、今年の4月の熊本地震や10月の鳥取地震、集中豪雨や大雪、火山噴火など自然災害が頻
発しています。災害はいつ、どこで起こるかわかりません。自分の住んでいるところには地震は起こらない、などの思い込みが
災害被害の大きくなる一因となります。被害を少しでも少なくするためには正しい知識と、日ごろからの訓練、備えが欠かせま
せん。この本は災害から命を守るために知っておきたいことや、新しい常識についても書かれています。図やイラストが多用さ
れており、いざという時のために役立つ本です。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『犯罪被害について考える』『人権』です。（11月22日～12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10月に受け入れた本の一部です。
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