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発行

『ロビイングのバイブル』
ベクトルパブリックアフェアーズ事業部／著 藤井 敏彦／著 プレジデント社／発行 2016年 請求記号 314/ﾍｸ16/ 資料番号 0013608492

【内容】
日本企業の「いい商品を作りさえすれば売れる」という神話は、次々に生まれる「ルール」が支配するグローバル時代には通用
しなくなりました。不利なルールを我慢して続けるより、有利なルールをロビー活動で獲得すべきだと著者は述べます。著者が
提起するロビー活動は、圧力団体による閉鎖的で不透明な胡散臭い活動ではなく、フェアでオープンな「新しいロビー活動」
（パブリックアフェアーズ）です。本書では、自社のみならず国益・社会貢献にも繋がるロビー活動の始め方のほか、欧米と日
本のケーススタディを数多く紹介しており、ロビー活動に興味がある方にお勧めの一冊です。
『基礎からわかる生活法学』
佐々木 和夫／著 成文堂／発行 2016年 請求記号 321/ｻｻ16/ 資料番号 0013607437

【内容】
お店で物を買えば「売買契約」、バスや電車に乗れば「運送契約」、家族が亡くなれば「相続問題」……など、私たちの日常生
活と法律は非常に密接な関係にあります。本書では、家族関係と財産関係を中心に、法律問題を知るには欠かせない用語
や概念を織り込みながら丁寧に解説しています。法律専門書や判例を読みこなすコツも分かるため、法学を学び始めた方は
もちろん、入門書から一歩踏み込んだ知識を得たい方、日常のトラブルを予防したい方にもお勧めの一冊です。
、
『知識ゼロからのユーロ入門』
小島 健／著 幻冬舎／発行 2016年 請求記号 338.97/ｺｼ16/ 資料番号 0013609029

【内容】
2016年6月、国民投票によってイギリスは欧州連合（EU）離脱へと大きく舵を切りました。ほかにも、ギリシャを発端とするユーロ
危機や難民の受け入れ問題など、その在り方も含めて現在のEUは大きく揺れ動いています。本書では、EU加盟国の共通通
貨・ユーロを中心に、その歴史やユーロ危機の背景と行く末、ユーロを用いる19ヶ国のお国事情とお財布事情について、図解
を交えながら分かりやすく解説しています。
『南海トラフ地震・大規模災害に備える 熊本地震、兵庫県南部地震、豪雨災害から学ぶ』
田結庄 良昭／著 自治体研究社／発行 2016年 請求記号 369.31/ﾀｲ16/ 資料番号 0013610803

【内容】
地震、津波、噴火、豪雨など、あらゆる災害が近年頻繁に起こるようになり、日本は「災害列島」の状態となっています。これら
の災害のうち、本書では今後起こりうると言われている南海トラフ地震について記されています。阪神淡路大震災では地震災
害は断層付近での被害が多いと伝えられているようですが、実際は断層直上の建物に大きな被害はなく、軟弱な地盤で大き
な被害が発生していたため、地盤の固さに注目すべきなのです。このように、過去の地震を検証し、災害の復旧過程や対策
も含め、南海地震に備えるためどうすべきかについて何らかのヒントが得られる内容となっています。
『なぜ日本の大学には工学部が多いのか 理系大学の近現代史』
功刀 滋／著 講談社／発行 2016年 請求記号 377.21/ｸﾇ16/ 資料番号 0013609474

【内容】
今、大学は大きな曲がり角に差しかかっています。各大学の特色や強み、社会的役割を求められ、組織改革を迫られていま
すが、特に教員養成や人文社会科学系は廃止や転換を求められています。この渦中において、自然科学系や理工系も安泰
ではなく、特色や強みを出すよう求められています。本書では理工系の大学や学部について取り上げ、国際的な位置づけや
歴史、社会的・政策的な背景などに触れ、これからの理工系大学の進むべき方向について示しています。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『東日本大震災の記憶』『もっと知りたい税金のこと』です。（2月21日～3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1月に受け入れた本の一部です。
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日の沈む国から 政治・社会論集

加藤 典洋／著

岩波書店

0013608435 304/ｶﾄ16/

脱「戦後日本」のナショナリズム 90
年代以降の3つの流れ

小宮 修太郎／著

第三書館

0013608476 311.3/ｺﾐ16/

入門トランプ政権

共同通信社／編集

共同通信社

0013764766 312.53/ｽｷ17/

テロリズムと現代の安全保障 テロ対
片山 善雄／著
策と民主主義

亜紀書房

0013608500 316.4/ｶﾀ16/

情報公開・開示請求実務マニュアル 坂本 団／編

民事法研究会

0013608526 317.6/ｻｶ16/

成功17事例で学ぶ自治体PR戦略
情報発信でまちは変わる

電通パブリックリレー
ションズ／編著

時事通信出版局

0013799275 318.5/ﾃﾝ17/

金正日とワルツを ロシア人女性記
者の金正日極東訪問同行記

オルガ・マリチェバ／著
皓星社
朴 廷敏／訳

0013608542 319.38/ﾏﾘ16/

高齢者の離婚と財産問題

新・アジア家族法三国
会議／編

日本加除出版

0013608617 324.62/ｼﾝ16/

犯罪心理鑑定の技術

橋本 和明／編著

金剛出版

0013608674 327.6/ﾊｼ16/

ひとりビジネスのはじめ方 「好き」を
吉田 英樹／著
仕事にする！

青月社

0013608708 335/ﾖｼ16/

僕たちは「新しい技術」で生き残る

日本実業出版社

0013608757 335.21/ｲﾝ16/

dots.／編

知って得する助成金活用ガイド プロ 社労士助成金実務研究
日本法令
（社労士）が教える！
会／編

0013609573 L335.35/ｼﾔ10/2016

ひとり社長の経理の基本

0013608898 336.9/ｲﾉ16/

井ノ上 陽一／著

ダイヤモンド社

トップクラスの専門家集団が教える相 法律・税金・経営を学ぶ 明日香出版社アシスト
0013609078 345.5/ﾎｳ16/
続、贈与、譲渡、法律完全攻略
会／編
出版部
元気の缶詰ペップトーク 読めば勇
気・元気・やる気が出る本

岩崎 由純／著

中央経済社

0013609110 361.454/ｲﾜ16/

父はハンセン病患者だった

林 力／著

解放出版社

0013764741 361.8/ﾊﾔ17/

転職者のための面接突破術 採用獲
坂本 直文／著
得のメソッド

マイナビ出版

0013609151 366.29/ｻｶ10/2018

経済学者日本の最貧困地域に挑む
あいりん改革3年8カ月の全記録

東洋経済新報社

0013742630 368.2/ｽｽ17/

震災後の親子を支える 家族の心を
安藤 清志／編
守るために

誠信書房

0013609235 369.31/ﾆﾎ16/

中学受験わが子を合格させる父親道 鳥居 りんこ／著

ダイヤモンド・ビッグ社

0013609466 376.8/ﾄﾘ16/

31歳からのほぼ0円留学 まだ間に
合う「学び直し」！

山本 知美／著

ビジネス社

0013609482 377.6/ﾔﾏ16/

味噌の民俗 ウチミソの力

岩城 こよみ／著

大河書房

0013609532 383.81/ｲﾜ16/

江戸の乳と子ども いのちをつなぐ

沢山 美果子／著

吉川弘文館

0013614151 385.2/ｻﾜ17/

主婦の友社

0013609557 385.6/ｷﾀ16/

鈴木 亘／著

家族が亡くなったらしなければならな
い手配と手続き
骸骨考 イタリア・ポルトガル・フラン
スを歩く

養老 孟司／著

新潮社

0013765185 385.6/ﾖｳ17/

「地勢」で読み解く太平洋戦争の謎
PHP文庫

三野 正洋／著

PHP研究所

0013610886 B391.207/ﾐﾉ16/

