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発行

『中国に生きる 興竜の実像』
共同通信取材班／著 2007年 共同通信社発行 ラベル記号 302.22/ｷﾖ07 資料番号 0008116568
【内容】
３億円のマンションを買い、高級外車を乗り回す「暴富」がいる一方、その日の生活を送ることすら難しい農民たち。高い
成長率で富を貯える都市部に対して、砂漠化・大気汚染・水質汚濁など深刻な環境問題をかかえる農村部。自社で二
輪車を設計し、低価格で販売する中国企業。しかし、知的財産権を無視して模倣品を多く生み出し、国際的な問題も引
き起こしている。海外に留学し、各地で活躍する人々がいる一方で、統制されたメディアのために、国際的な情報から切
り離されている一般国民。
現在の中国で何が起きているのか、何が起ころうとしているのかを、共同通信取材班が、中国各地を取材した一冊。

『キーワードで読む白書ガイド』
ぎょうせい白書研究会／編著 2007年 ぎょうせい発行 ラベル記号 317/ｷﾖ07 資料番号 0008118457
【内容】
白書とは政府の刊行する年次報告書。平成１８年度には『食育白書』『犯罪被害者白書』が創刊されたように、時代を反
映した新しい白書の登場にも注目したい。この本では各省庁が発行している５４の白書の内容紹介と合わせて、重要時
事キーワードについての政府の見解を解説している。白書の概要（所管・CD-ROM有無・インターネット掲載・主要目次・
価格など）を一覧にした「日本の白書チャート」、各省庁の組織図や霞が関マップなど、参考情報も充実。

『世界まちづくり事典』
井上 繁／著 2007年 丸善発行 ラベル記号 318.9/ｲﾉ07 資料番号 0008103939 （この本は館内利用です。）
【内容】
名水を生み出す環境を企業・地域・行政で守る水のまち「エビアン・レ・バン」、国と自治体が強力に後押しして今日の地
位を築いた国際映画祭の「カンヌ」など、世界２９ヵ国・１２０都市のまちづくりについて、現地取材に基づいて解説する。
環境共生・景観・歴史文化・産業などそれぞれのまちの特色を活かして地域を活性化するこれらの事例から日本が学ぶ
ことができることは何か。まちづくりの参考になるとともに、読みものとしても楽しい事典。

『ジャパンクールと江戸文化』
奥野卓司／著 2007年 岩波書店発行 ラベル記号 361.5/ｵｸ07 資料番号 0008116477
【内容】
現在、東アジアや英語圏、フランスやドイツなどでもおきている「ジャパンクール」旋風。たとえばフランスでは、伝統的な
フランス漫画から独立して「ｍａｎｇａ」という独自のコーナーができるほど、日本のマンガが評価されている。これらのブー
ムの背景には、江戸時代の庶民生活に定着していた「恥じらい」や「はんなり」の価値観に対する再評価があるのではな
いかと筆者は言う。
さらに、「文化、芸能が栄え、それらが日本史上初めてコンテンツになりえた時代」であると指摘し、身近にある江戸時代
を取り上げている。現代社会を見つめる上で、過去の伝統・文化に目を向ける際の指標となる一冊である。

『フィンランドの子育てと保育 安心・平等・社会の育み』
藤井ニエメラみどり／著，高橋 睦子／著、全国私立保育園連盟保育国際交流運営委員会／編 2007年 明石書店発
行 ラベル記号 376.123/ﾌｼ07 資料番号 0008117723
【内容】
子どもは社会の責任で育てるという思想が徹底しているフィンランド。学校の先生は、「国民のロウソク」と尊敬の意を込め
て呼ばれ、人々を導く存在としてあこがれの職業とされている。就学前教育では、一人ひとりの児童に合わせた支援プロ
グラムに、教師だけでなく親も積極的に関わることが求められる。何より「時間を大切にする」ことを、それぞれの体験を書
いた日本の保育士たちが口をそろえて記述しているのが目を引く。保育士たちは、保育体験を通して感じた「豊かな時
間の中での豊かな教育」、これがフィンランドの教育の「安心」「平等」のもとではないかとも指摘する。写真もふんだんに
掲載されている。保育園だけではなく、子育て支援の内容も含めて書かれており参考になる。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
８月１７日からのテーマ展示は、「林住期から 人生後半を楽しむ」「調べてみよう 世界の国々」です。
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7月に受け入れた本の一部です。
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