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★　貸出は15日以内10冊までです。
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古市 憲寿、トゥーッカ・トイボネン／著   マガジンハウス／発行　2015年　請求記号 302.389/フル15　資料番号 0013102132

『暮らしがあるからまちなのだ！　太子堂・住民参加のまちづくり 』

今月のテーマ展示は『自殺を防ぐために』『戦後70年』です。（8/18～9/23）

東京で住民参加のまちづくりの原点となった、太子堂方式と呼ばれる「住民参加の修復型防災まちづくり」に長年携わってき

た著者の活動は、ワークショップ方式を初めてまちづくりに取り入れた点で注目されると同時に、行政や住民同士の対立、社

会構造の変化など、試行錯誤の連続でもありました。本物の協力として働く“協働”は「ともに創造し、ともに働き、ともに汗を流

し、ともに感じる過程」が必須であると著者は主張します。まちづくりに携わる行政の方や興味がある方におすすめしたい一

冊です。

充実した教育や社会保障制度などといったフィンランドのイメージから、本書のサブタイトルに含まれる「持たざる国」や、幾度

もの挫折を思わせる「何度も再生」というキーワードは意外かもしれません。しかし、OECDの学習到達度調査（PISA）で上位

に輝きながら高いとはいえない学校満足度、都市化の不安、増加するニートたちなど、影の部分には日本と共通する問題も

数多くあります。一方で、セーフティネットが充実しているからこそチャレンジできるという、福祉国家の強みを活かした起業大

国へと、フィンランドは「再生」しようとしています。既存のイメージを打ち破る「今」のフィンランドの姿を、「総論」「教育」「若者」

「イノベーション」という視点から、フィンランドの研究者たちが論じた一冊です。

梅津 政之輔／著　学芸出版社／発行　2015年　請求記号 318.6/ウメ15 資料番号 0012843637

          （社会科学編）

『ハッカソンの作り方』

『国家がよみがえるとき　持たざる国であるフィンランドが何度も再生できた理由 』

お問い合わせ先：岡山県立図書館　2階　社会科学班　086-224-1286

大内 孝子／編著  ビー・エヌ・エヌ新社／発行　2015年　請求記号 336.17/オオ15  資料番号 0012852612

「ハッカソン（Hackathon）」とは、「ハック（Hack)」＋「マラソン（Marathon）」の混成語で、様々な分野のスキルを持つ参加者が

チームを組み、課題解決に向けてアイデアを出し合いながら何らかの成果物（アウトプット）を作り上げる、参加型イベントで

す。多様な視点から価値や課題を探求すること、告知効果やコミュニティとの連携が拡がることから、現状を打破したいという

企業や行政機関からも注目を浴びているメソッドです。ハッカソンのスタイルや知的財産権ルール、開き方のコツを解説する

ほか、「合宿型Mashup Camp」や「Engadget 電子工作部」といったハッカソンの事例や企業の取り組みを紹介するなど、ハッ

カソン入門におすすめの一冊です。

青砥 恭、さいたまユースサポートネット／編　太郎次郎社エディタス／発行　2015年　請求記号 367.68/ｱｵ15

資料番号 0013102363

ホ ー ム ペ ー ジ ： http://www.libnet.pref.okayama.jp/ （ 蔵 書 検 索 も で き ま す ）

柏木 恭典/著  一莖書房/発行　2015年　請求記号 371/ｶｼ15  資料番号 0012853065

本書の主な登場人物は、「ラーメン店主」と「教師」という実に奇妙な取り合わせです。ラーメン店主には、「頑固職人」のイメー

ジがあります。実践重視で、理論とは無縁のように感じられます。けれど、研究熱心なラーメン店主の学びは、熱心に愚直に

学び続ける教師の学びに劣るものではありません。ラーメンの話からラーメン店主の話、そして学び、実践とは・・・と話が展開

します。人間の知的な活動に深く関わる理論と実践について、ユニークな視点から考察した一冊です。

『若者の貧困・居場所・セカンドチャンス』

『学びの実践学　教師に必要なこと、ラーメン店主の学びにあり』

本書では、日本の若者たちがおかれたさまざまな困難を、教育・福祉・自立論・医療などの面から分析し、行政と民間それぞ

れの立場から現場の実践者・研究者がまとめています。貧困に端を発して社会からはじかれる若者や、身体の障害や発達障

害などを抱え社会的に排除される若者など、さまざまな理由から社会的に孤立している若者を、親だけで支えることはできま

せん。地域づくりを核として、学校や地域のネットワーク、行政とがどのような連携をしていくか、若者支援の課題について知

ることができる一冊です。



※　リストは7月に受け入れた本の一部です。
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14歳からのリスク学 山本 弘／著  楽工社 0012852125 301/ﾔﾏ15/

私の「戦後70年談話」

岩波書店編集部／編

新崎 盛暉／[ほか著]

岩波書店 0013152640 304/ｲﾜ15/

ポスト資本主義 科学・人間・社会の

未来

広井 良典／著 岩波書店 0012980769 304/ﾋﾛ15/

現代政治論 解釈改憲・TPP・オリン

ピック

浅野 一弘／著 同文舘出版 0012843629 310.4/ｱｻ15/

戦後日本の知識人は時代にどう向き

合ったか

小林 弘二／著 教育評論社 0013104468 311.21/ｺﾊ15/

シャルリ・エブド事件を考える

鹿島 茂／編著

関口 涼子／編著

白水社 0012852166 316.04/ｶｼ15/

ニッポンの個人情報 「個人を特定する情報

が個人情報である」と信じているすべての方

へ

鈴木 正朝／著

高木 浩光／著

翔泳社 0012852174 316.1/ｽｽ15/

だれが地域を救えるのか 作られた

「地方消滅」

島田 恵司／著 公人の友社 0013104765 318.6/ｼﾏ15/

ライブ講義徹底分析!集団的自衛権 水島 朝穂／著 岩波書店 0013152699 323.142/ﾐｽ15/

はじめての遺言書マニュアル 大竹 夏夫／著 秀和システム 0013106505 324.77/ｵｵ15/

訴訟は本人で出来る 自力で勝ち取

る

石原 豊昭／著

石原 輝／著

自由国民社 0012852349 327.2/ｲｼ03/2015

東京裁判の203人

太平洋戦争研究会／編

著

ビジネス社 0013106349 329.67/ﾀｲ15/

香川発未来人 ビジネス香川／編 ぴあ株式会社関西支社 0012848990 335.218/ﾒﾃ15/

小さな会社・お店の早わかりマイナン

バー制度

影島 広泰／著 実業之日本社 0013106422 336.4/ｶｹ15/

最新ダンゼン得するいちばんわかりやす

い創業融資と補助金を引き出す本

原 尚美／著 ソーテック社 0012852703 336.82/ﾊﾗ15/

株で勝つ!会社四季報超活用法 会社四季報編集部／編 東洋経済新報社 0013152715 338.155/ﾄｳ15/

相続税から土地を守る生前対策 地

主の相続税対策

下坂 泰弘／著

幻冬舎メディアコンサル

ティング

0013104179 345.53/ｼﾓ15/

「説得力」を強くする 必ず相手を納得

させる14の作戦

藤沢 晃治／著 講談社 0012850160 361.4/ﾌｼ15/

図解わかる定年前後の手続きのす

べて

中尾 幸村／著

中尾 孝子／著

新星出版社 0013176573 364.3/ﾅｶ02/2015

退職するときの手続き完全マニュア

ル 誰も教えてくれない

花本 明宏／著

星野 年紀／著

ぱる出版 0012852927 366.2/ﾊﾅ15/

下流老人 一億総老後崩壊の衝撃

朝日新書

藤田 孝典／著 朝日新聞出版 0013173836 367.7/ﾌｼ15/

保育士をめざす人の本 汐見 稔幸／監修 成美堂出版 0012843900 376.14/ｼｵ14/2015

子育ての教科書 0歳から大人になる

まで親がすべきこと

諸富 祥彦／著 幻冬舎 0013152301 379.9/ﾓﾛ15/

永代供養墓の本 もう、お墓で悩む必要

はありません。これからの新しい形。

霊園ガイド編集部／編

集

六月書房 0012853271 385.6/ﾛｸ15/

家族で楽しむ25の年中行事 「親のこ

とば」で伝えたい

辰巳 渚／文

江田 ななえ／絵

岩崎書店 0013106190 386.1/ﾀﾂ15/

撤退戦の研究 繰り返されてきた失敗

の本質とは

半藤 一利／著

江坂 彰／著

青春出版社 0013106836 391.3/ﾊﾝ15/


