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発行

『密着最高裁のしごと 野暮で真摯な事件簿』
川名 壮志／著 岩波書店／発行 2016年 請求記号 327.122/ｶﾜ16/ 資料番号 0013734157

【内容】
「とびきり知的で高尚な法律の話と、とびきり泥くさい俗世の話が直結している」。ニュースや新聞で存在は知っているけれど、
その仕組みまではあまり知られていない最高裁判所の「面白さ」を、新聞記者の著者はこう表現します。最高裁のメンバーは、
生粋の裁判官だけでなく、弁護士や検察官など異業種からも抜擢されるといった豆知識から、裁判員制度と「裁判を裁く」役
割も持つ最高裁の関係、時には激論が交わされ、人情味のある意見が披露されるといった一面まで、実際の裁判から最高裁
の「素顔」に迫る一冊です。
『世界がわかる資源データブック 激化する争奪のゆくえ』
安部 直文／著 第三文明社／発行 2016年 請求記号 334.7/ｱﾍ16/ 資料番号 0013603469

【内容】
これまで「資源が乏しい」といわれてきた我が国ですが、近年、世界最大量の「メタンハイドレード」と呼ばれる燃料資源が日本
近海に分布していることが話題になりました。また、スマートフォンやハイブリッド車など、ハイテク分野に欠かせない「レアメタ
ル（希少金属）」や「レアアース（希土類）」といった鉱物資源産出国の方針が、国際市場に甚大な影響を与える危険性も指摘
されています。本書では、食料資源や鉱物資源、森林・水資源など最新の各種資源データから日本と世界の現在と未来を考
察します。
、
『「生き抜く力」の育て方 逆境を成長につなげるために』
蝦名 玲子／著 大修館書店／発行 2016年 請求記号 379.9/ｴﾋ16/ 資料番号 0013713599

【内容】
「なぜ、つらい経験をしてもそれを乗り越えたり、苦悩しながらも成長を見せたりする人がいるのか」。この疑問に対し、保健学
博士の著者は「生き抜く力」に着目しました。本書では、特に思春期前後の子どもたちにスポットを当て、科学的観点から「レ
ジリエンス」、「Sense of Coherence（SOC）」、「心的外傷後成長」といった3つの「生き抜く力」を解説すると共に、親や教員など
周囲の大人が取り組めることや接し方、子どもたち自身ができるトレーニングと期待できる効果を紹介しています。
『日本茶の歴史』
橋本 素子／著 淡交社／発行 2016年 請求記号 383.889/ﾊｼ16/ 資料番号 0013602370

【内容】
茶樹の起源が数百万年前、茶葉の利用は数千年前で場所は中国とされています。日本における茶の自生説を裏付ける証拠
がないため茶文化は中国から渡来したものとされています。渡来は平安時代、鎌倉時代、江戸時代の3回に渡ってあったとさ
れており、それぞれの喫茶文化は日本の各地域の風土に合うような形で変化しながら受容され、現在に至っています。本書
は3回にわたる茶文化の渡来で受け継いだ、それぞれの作法や茶の栽培法、生産法、飲み方など日本茶に関わる事柄がまと
められた1冊です。
『沖縄返還後の日米安保 米軍基地をめぐる相克』
野添 文彬／著 吉川弘文館／発行 2016年 請求記号 395.39/ﾉｿ16/ 資料番号 0013605571

【内容】
本書は1970年代を中心に沖縄の日本への施設権返還後、沖縄米軍基地がどのように維持されたのかを米国、日本、沖縄の
相互関係から明らかにしています。第1章では沖縄返還合意に至る日米交渉について、第2章では1970年から1972年に沖縄
返還が実現するまでの分析、第3章では施設権返還後に行われた沖縄米軍基地の縮小について、第4章ではベトナム戦争
における在沖縄米軍の再編と日本政府、沖縄の反応、第5章では日米防衛協力が進展する中、沖縄米軍基地がどのように扱
われたかが記されています。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『若者就職支援』『祭』です。（1月17日～2月19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12月に受け入れた本の一部です。
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マスコミが報じないトランプ台頭の秘
江崎 道朗／著
密

青林堂

0013741392 312.53/ｴｻ16/

現職人事が書いた「公務員になりた
い人へ」の本

大賀 英徳／編著

実務教育出版

0013603212 317.3/ｵｵ08/2018

米中もし戦わば 戦争の地政学

ピーター・ナヴァロ／著
文藝春秋
赤根 洋子／訳

相続の諸手続きと届出がすべてわか
る本

0013755582 319.53/ﾅﾊ16/

成美堂出版

0013603360 324.7/ｶﾜ10/2016

伊勢志摩サミットの記録 ようこそ、
三重県へ

伊勢新聞社／編

伊勢新聞社

0013602917 L329.38/ｲｾ16/

IoT時代の競争分析フレームワーク
ﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝからﾚｲﾔｰ構造化へ

根来 龍之／編著
浜屋 敏／編著

中央経済社

0013603485 335.3/ﾈｺ16/

中小企業のための補助金・助成金徹 経士会中小企業診断士
同友館
底活用法
チーム／編著

0013603493 335.35/ｹｲ16/

社長！その会見、会社を潰します
「戦略的経営広報」の実際

日本経済新聞出版社

0013603527 336/ﾅｶ16/

トラブルにならない小さな会社の女性
井寄 奈美／著
社員を雇うルール

日本実業出版社

0013603592 336.4/ｲﾖ16/

ベビー社員 職場をイライラさせる幼
田北 百樹子／著
稚な人の深層心理

PHP研究所

0013603642 336.49/ﾀｷ16/

坂本 恒夫／編著
境 睦／編著

中央経済社

0013603816 338.922/ｻｶ16/

成美堂出版

0013603881 345.53/ｸﾉ04/2016

集英社

0013755962 367.657/ｸﾄ16/

いつかの夏 名古屋闇サイト殺人事
大崎 善生／著
件

KADOKAWA

0013755954 368.61/ｵｵ16/

探していたのはここ！行きたい保育
園・行かせたい幼稚園

クレヨンハウス

0013602933 L369.42/ｸﾚ16/

哲学する子どもたち バカロレアの国
中島 さおり／著
フランスの教育事情

河出書房新社

0013755988 376.335/ﾅｶ16/

高認があるじゃん！ 高卒認定試験
完全ガイドブック

学びリンク

0013602206 376.8/ﾏﾅ07/2016

留学と日本人 空海からノーベル賞受賞者 丹羽 健夫／著
までわれわれは何をめざして海を渡るのか

名古屋外国語大学出
版会

0013602248 377.6/ﾆﾜ16/

就活のやり方<いつ・何を・どう？>ぜ
就職情報研究会／編
んぶ！

実務教育出版

0013602255 377.9/ｼﾕ08/2018

はじめて投票するあなたへ、どうして
ブルーシープ／編集
も伝えておきたいことがあります。

ブルーシープ

0013602321 379.4/ﾂﾀ16/

「思春期男子」の見守り方

PHP研究所

0013602826 B379.9/ｵｵ16/

KADOKAWA

0013741442 379.9/ｻﾄ16/

実務教育出版

0013741475 379.9/ﾀｶ16/

わが子の結婚のために親ができるこ
大橋 清朗／著
と 親御さんのための婚活本

清流出版

0013602396 385.4/ｵｵ16/

ニッポンのマツリズム 盆踊り・祭りと 大石 始／著
出会う旅
ｹｲｺ・K.ｵｵｲｼ／写真

アルテスパブリッシング 0013602404 386.1/ｵｵ16/

『甲陽軍鑑』の悲劇 闇に葬られた信 浅野 裕一／著
玄の兵書
浅野 史拡／著

ぷねうま舎

中小企業のアジア展開

中島 茂／著

相続と贈与がわかる本 税金のしく
みと節税対策のコツがわかる
マラス 暴力に支配される少年たち

工藤 律子／著

<月刊クーヨン>編集部
／編集

おおた としまさ／著

図解「灘→東大理Ⅲ」の3兄弟を育て
佐藤 亮子／著
た母の秀才の育て方
子どもを本好きにする10の秘訣

高濱 正伸／著
平沼 純／著

0013602511 399.1/ｱｻ16/

