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『むらの困りごと解決隊 実践に学ぶ地域運営組織』
農山漁村文化協会／編 農山漁村文化協会 ／発行 2018年 請求記号 318.8/ﾉｳ18/ 資料番号 0014382634

【内容】
耕作放棄地の拡大や空き家の管理など、過疎化の進む地域が直面する「むらの困りごと」。現在、こうした山積する問題を解
決するため、住民が自主的な活動を行い、地域運営組織を立ち上げるケースが増加する傾向にあります。その数は国内で
3000以上ともされています。本書は、その中から地域の課題解決に向けて先進的に取り組んでいる全国の実践事例を集め、
活動が開始された経緯や組織体制の整備、運営に至るプロセスが紹介されています。人口減少にともない、同様の課題を抱
えている多くの集落にとって、これからのまちづくりに役立つ事例集です。
『世界が、それを許さない。』
大西 健丞 ／著 岩波書店／発行 2018年 請求記号 329.36/ｵｵ18 資料番号 0014388383

【内容】
2016年、創設20周年を迎えたＮＰＯ法人ピース・ウィンズ・ジャパン（PWJ）。本書は、国際的な人道援助で知られるＰＷＪの設
立者・大西健丞氏がＮＧＯをめざした理由を語るとともに、これまでの活動状況を振り返り、記録にまとめたものです。そのタイ
トルには、世界中の理不尽な出来事が突きつける課題を少しでも改善できるような願いが込められています。国外にとどまら
ず、新潟県中越地震や東日本大震災への取り組みなど、困難な局面を数多く経験しながら、そこから得られた新たな課題や
教訓を糧として、さらなるプロジェクトに挑み続ける様子が伝わってきます。
、
『おカネの教室 僕らがおかしなクラブで学んだ秘密』
高井 浩章 ／著 インプレス／発行 2018年 請求記号 330.4/ﾀｶ18 資料番号 0014380893

【内容】
現役の新聞記者でもある著者が経済や金融の仕組みについて、小学生の子どもたちでもわかりやすく楽しみながら理解でき
るよう学園ドラマ風の物語に書き上げた読みものです。「そろばん勘定クラブ」に入部した中学生の2人が、顧問の先生から
次々に課されるお金に関する難題に挑んでいきます。最後のクラブの時間では「かせぐ」、「ぬすむ」、「もらう」、「かりる」、「ふ
やす」以外にお金を手に入れるための6つめの方法が明らかとなり、お金の果たす役割や働くことの意義について大人も考え
させられる一冊です。
『もし明日、親が倒れても仕事を辞めずにすむ方法』
川内 潤 ／著 ポプラ社／発行 2018年 請求記号 369.26/ｶﾜ18 資料番号 0014380729

【内容】
親が元気なうちは介護は「もっと先の話」、「まだ大丈夫」と思っていても、ある日突然やってくると著者は言います。介護のきっ
かけになる典型的なストーリーに自分の身に置き換えて考えてみるシュミレーションが提案されているので自分の状況に近い
内容に身を置き換えて、今後起こり得ることや、いざという時にどうすればいいかなどについて考えることができます。また、親
には育ててもらった恩がるという思いから、介護のために仕事を辞めてしまいがちですが、介護が長期にわたると大変な状況
になることも否めません。本書では介護は介護のプロに任せ、違う面で家族がどう関わっていくかを提案しています。
『御願の道具と供えもの事典』
稲福 政斉／著 ボーダーインク／発行 2018年 請求記号 387/ｲﾅ18 資料番号 0014246318

【内容】
行事やしきたりには一定の形式が存在します。神仏、祖霊を崇めたり、他者を敬う心は目に見えないため、代わりに道具や供
物、儀礼などの目に見える形に置き換えていると著者は述べています。例えば葬儀では、黒一色の装いにすることで哀悼の
意を表し、ウエディングドレスや白無垢は、華やかな祝意を表しています。沖縄では、古くからのしきたりを重んじて、伝統的な
信仰を守り続ける一方で、迷信や誤解に満ちた俗説も数多く存在することから、著者は祭礼や信仰の中でも特徴的な祭祀の
道具や供物についてカラー写真を用い分かりやすい文章で説明しています。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『スキルアップ！ ビジネス編』『夫婦のカタチ』です。（5月22日～6月17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5月に受け入れた本の一部です。
書

名

著

者

出 版 者

資料番号

請求記号

池上彰の世界の見方 朝鮮半島 日本
池上 彰／著
はどう付き合うべきか

小学館

0014379119 302.21/ｲｹ18/

10年後の仕事図鑑 新たに始まる世
界で、君はどう生きるか

堀江 貴文／著

SBクリエイティブ

0014407233 304/ﾎﾘ18/

情報武装する政治

西田 亮介／著

KADOKAWA

0014382667 312.1/ﾆｼ18/

批評社

0014383913 316.1/ﾋﾛ18/

広がる隣人との距離 制度の狭間で
見えなくなる困窮
飲食・風俗営業許可申請業務

中村 麻美／著

法学書院

0014346647 317.74/ﾅｶ18/

地域づくりの基礎知識

奥村 弘／編

神戸大学出版会

0014243695 318.08/ｵｸ18/1

弁護士が語る我が子の笑顔を守る離
白井 可菜子／[著]
婚マニュアル 円満離婚のススメ

啓文社書房

0014376313 324.62/ｼﾗ18/

身近な人が亡くなった時の相続手続
チェスター／監修
きと届出のすべて

あさ出版

0014380406 324.7/ﾁｴ18/

13歳からの経済のしくみ・ことば図鑑 花岡 幸子／著

WAVE出版

0014347066 330/ﾊﾅ18/

日本の国難 2020年からの賃金・雇
用・企業

中原 圭介／著

講談社

0014411532 332.107/ﾅｶ18/

利益を最大にする最強の経営計画

小山 昇／著

KADOKAWA

0014380570 336.1/ｺﾔ18/

目標による管理 組織成果を高める
運用法、職場水準に応じた展開法

金津 健治／著

経団連出版

0014301261 336/ｶﾅ18/

図解大学4年間の金融学が10時間で
植田 和男／著
ざっと学べる

KADOKAWA

0014380646 338/ｳｴ18/

これだけはおさえておきたい相続税
の実務Q&A

清文社

0014301600 345.53/ｻｻ15/2018

図表・チャートでわかる居住用財産の譲
一色 広己／編
渡・取得・保有をめぐる税務 220問220答

大蔵財務協会

0014301162 345/ｲﾂ18/

世界一わかりやすい介護保険のきほ
イノウ／編著
んとしくみ

ソシム

0014384101 364.4/ﾐﾂ15/2018

笹岡 宏保／著

よくわかる最新年金の傾向と対策 公的年
ニッセイ基礎研究所年金
金の基礎から老後のための各種保障の入
秀和システム
総合リサーチセンター／著
門

0014347124 364.6/ﾆﾂ18/

深刻化する「空き家」問題 全国実態 日本弁護士連合会法律サー
ビス展開本部自治体等連携 明石書店
調査からみた現状と対策
センター／編

0014383731 365.3/ﾆﾎ18/

男性は何をどう悩むのか 男性専用
相談窓口から見る心理と支援

濱田 智崇／編

ミネルヴァ書房

0014384051 367.5/ﾊﾏ18/

障害者の経済学

中島 隆信／著

東洋経済新報社

0014411243 369.27/ﾅｶ18/

動作の“なぜ”がわかる基礎介護技
術"

前川 美智子／著

中央法規出版

0014376602 369/ﾏｴ18/

協同的探究学習で育む「わかる学力」 豊
藤村 宣之／編著
かな学びと育ちを支えるために

ミネルヴァ書房

0014350375 375.1/ﾌｼ18/

内定者はこう書いた!エントリーシー
坂本 直文／著
ト・履歴書・志望動機・自己PR完全版

高橋書店

0014368385 377.9/ｻｶ07/2020

徳川家康の服飾

福島 雅子／著

中央公論美術出版

0014371843 383.14/ﾌｸ18/

秘録維新七十年図鑑

東京日日新聞社／編

吉川弘文館

0014368492 L312.1/ﾄｳ18/

介護サービス施設・事業所調査

厚生労働省政策統括官
厚生労働統計協会
(統計・情報政策担当)／編

0014300974 L369.26/ｺｳ06/2016

