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『これが「日本の民主主義」！』
池上 彰／著 ホーム社／発行 2016年 請求記号 312.1/ｲｹ16/ 資料番号 0013708342

【内容】
我が国の政治を振り返ってみると、十分に議論されたとは言い難い安保関連法の成立、財政危機にも関わらず先送りを繰り
返す増税など、将来が不安になる事象が数多くあります。その責任は政治家だけでなく、「国民が、自ら議会に送った代表の
行動を、ちゃんと監視していないことにも大きな原因がある」と著者は述べています。「国民が権力を持ち、国民のためにその
権力を行使する」という本来の民主主義社会を叶えるためにはどうすれば良いのでしょうか。本書では、安保法制や食の問
題、原発政策、税制、メディアなどのテーマから、「日本の民主主義」の現実を踏まえ、今後進むべき方向のヒントを探ります。
『カリスマ経営者の名著を読む』
高野 研一／著 日本経済新聞出版社／発行 2016年 請求記号 335.13/ﾀｶ16/ 資料番号 0013595764

【内容】
ビジネス書の中でも、「カリスマ経営者」と呼ばれる人々を描いた本は多数あり、人気を博しています。本書で紹介するのは、
井深大（ソニー）や松下幸之助（パナソニック）、坂根正弘（コマツ）、カルロス・ゴーン（日産）など10名の「カリスマ経営者」自身
が記した代表的著作のエッセンスです。彼らの魅力について、著者は「カリスマをカリスマたらしめているのは、秘訣やノウハウ
などではなく、自由自在なモノの見方である」と述べています。それは、本文中によく出てくる、経営判断の場面を題材とした
Exerciseからも実感できることでしょう。原典を読む前の予習としても有用な一冊です。
、
『アクションを起こそう 女性、宗教、暴力、権力』
ジミー・カーター／著 伊藤 淑子／訳 国書刊行会／発行 2016年 請求記号 367.1/ｶﾀ16/ 資料番号 0013596358

【内容】
1977年から1981年まで第39代アメリカ合衆国大統領を務めたジミー・カーターは、退任後に「世界中の人々の生活と人生をよ
りよいものにすることを目的とする」非営利団体「カーターセンター」を妻と共に設立しました。30年以上に渡って活動を続けて
きた著者は、人権擁護の観点から「世界で最も深刻で知られていない課題は、女性と女児の虐待と貧困である」と危機感を募
らせます。本書では、宗教的抑圧や因習などによって不当な差別や暴力を受ける女性たちの現状と、女性の権利推進のため
の様々な「アクション」について述べられています。私たち一人ひとりが「アクション」を起こすための一助となる一冊です。
『子どもとお金 おこづかいの文化発達心理学』
高橋 登・山本 登志哉／編 東京大学出版会／発行 2016年 請求記号 371.45/ﾀｶ16/ 資料番号 0013707682

【内容】
「子ども」と「お金」といえば「おこづかい」が頭に浮かぶとともに、大人が子どもにお金の管理の仕方や使い方を教えるというこ
とを思い浮かべがちです。本書では日本、韓国、中国、ベトナムの研究者が共同研究を行い、それぞれの国の子どもたちが
お金との関わりをどのように考えているかについて、様々な方法を組み合わせて調査した結果を基に、消費社会での生き方、
親子関係の構造、友だち関係の構造の3つの視点から分析しています。国が変われば文化も違うため、「おごり」や「割り勘」
について、当たり前と思っていた感覚が他国では当たり前でなく、それぞれの感覚に違和感を覚えるなど、興味深い結果がで
ています。
『葬式に迷う日本人 最期の儀式を考えるヒント』
島田 裕巳・一条 真也／著 三五館／発行 2016年 請求記号 385.6/ｼﾏ16/ 資料番号 0013708656

【内容】
一昔前の日本人は今より平均寿命が短かったため、若い年代の人が亡くなると、一家の跡継ぎや収入面など、影響は大き
かったようです。今では高齢化社会となり、一般的に80代、90代で亡くなれば大往生と言われ、葬式に対する人々の感覚も変
化しており、家族葬などが増えています。また、葬式だけでなく、墓についても後継者がいないため、墓を守っていくことが難
しいと言われています。このような、葬式や墓をどうすべきなのかについて書かれているのが本書です。葬式は不要という考え
の島田氏と、葬式は必要と考える一条氏。二人の対談を通して、自分だったらどうするのかを考えるためのヒントを得ることが
できるでしょう。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『岡山の頑張る中小企業、農林漁業者を応援します！』『日本のしきたり』です。（12月20日～1月15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11月に受け入れた本の一部です。
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脱北者が明かす北朝鮮 秘密警察の デイリーNKジャパン／
恐怖から、近代化する市民生活まで 責任編集

宝島社

0013737598 302.21/ﾃｲ16/

文藝春秋オピニオン2017年の論点
100

文藝春秋

0013737523 304/ﾌﾝ12/2017

ヤングアダルトの本 「18歳からの選 日外アソシエーツ株式
挙権」2000冊
会社／編集

日外アソシエーツ

0013457585 310.31/ﾆﾁ16/

プーチンの国家戦略 岐路に立つ
「強国」ロシア

小泉 悠／著

東京堂出版

0013710934 312.38/ｺｲ16/

地方創生大全

木下 斉／著

東洋経済新報社

0013740485 318.6/ｷﾉ16/

アウシュヴィッツのコーヒー コーヒー
臼井 隆一郎／著
が映す総力戦の世界

石風社

0013740410 319.34/ｳｽ16/

株式会社のつくり方と運営 よくわか 小谷 羊太／共著
る
板倉 はるみ／共著

成美堂出版

0013595673 325.24/ｻﾄ08/2016

よくわかるリベンジポルノ防止法

平沢 勝栄／編著
三原 じゅん子／編著

立花書房

0013595681 326.25/ﾋﾗ16/

Q&A外国人・留学生支援「よろず相
談」ハンドブック

永井 弘行／著

セルバ出版

0013595723 329.9/ﾅｶ16/

第四次産業革命 ダボス会議が予測 クラウス・シュワブ／著
日本経済新聞出版社
する未来
世界経済ﾌｫｰﾗﾑ／訳

0013731534 330.4/ｼﾕ16/

なぜあの経営者はすごいのか 数字
山根 節／著
で読み解くトップの手腕

ダイヤモンド社

0013595772 335.13/ﾔﾏ16/

明日、会社に行くのが楽しみになるお
文響社編集部／編
仕事のコツ事典

文響社

0013740329 336/ﾌﾝ16/

初めてリーダーになったあなたへ

中沢 薫／著

すばる舎リンケージ

0013595947 336.3/ﾅｶ16/

絶対に知っておきたい！地震・火災
保険と災害時のお金

さくら事務所／共著
ﾏﾈｰﾗｲﾌﾅﾋﾞ／共著

自由国民社

0013596168 339.5/ｻｸ16/

だから数字にダマされる 「若者の○ 小林 直樹／著
日経BP社
○離れ」「昔はよかった」の9割はウソ 日経ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ／編

0013740956 350.1/ｺﾊ16/

過労死等防止対策白書

正陽文庫

0013689039 L366.34/ｺｳ16/2016

ルポ父親たちの葛藤 仕事と家庭の
おおた としまさ／著
両立は夢なのか

PHP研究所

0013596333 366.7/ｵｵ16/

働くママと子どもの<ほどよい距離>の
高石 恭子／編
とり方

柘植書房新社

0013740337 367.3/ｻｶ16/

弁護士会館ブックセン
ター出版部LABO

0013596366 367.9/ｵｵ16/

科学新聞社

0013595426 377.7/ﾜﾀ16/

LGBTsの法律問題Q&A

厚生労働省／編集

大阪弁護士会人権擁護委員会
性的指向と性自認に関するﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ／著

大学の研究者が知っておきたい科研
渡邊 淳平／著
費のしくみと研究をめぐる状況

気軽にできる発語をうながす40の遊
エファタ会館ことばの教
岩瀬 泰子／[ほか]共著
0013743604 378.5/ｲﾜ16/
び
室出版部
「家庭団欒」の教育学 多様化する家
鈴木 昌世／編著
族の関係性と家庭維持スキルの応用

福村出版

0013596648 379.9/ｽｽ16/

きゃわチョゴリ 軽やかにまとう自由

そんい じゅごん／著
早瀬 道生／写真

トランスビュー

0013595319 383.1/ｿﾝ16/

日本の暦と生きるていねいな暮らし

康 光岐／著

あさ出版

0013595335 386.1/ｺｳ16/

ガ島航空戦

梅本 弘／著

大日本絵画

0013595368 391.207/ｳﾒ16/1

ドイツ装甲兵員車戦場写真集

広田 厚司／著

潮書房光人社

0013595376 391.207/ﾋﾛ16/

