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『山村集落再生の可能性 山古志・小国法末・上越市の取り組みに学ぶ』
岡田 知弘、にいがた自治体研究所／編 2007年 自治体研究社発行 ラベル記号 318.6/ｵｶ07 資料番号 0008273542

【内容】
過疎の事例として取り上げられることの多い「山村集落」。中越地震で大きな被害を蒙った長岡市山古志や、小国法末、
上越市における山村集落の維持、再生の取組みからは、住民の集落への愛着や住民同士の繋がりが、集落の再生の大
きな背景にあることと、地方自治体によるそれぞれの集落の実態にあった支援が欠かせないことが指摘されている。高齢
化が進み、後継者がいなくなるなかで、どのようにして集落を維持していくのか。「住みつづけたい」という住民の願いを
実現させていくための事例が、その大切さを伝えてくれる。

『ＣＳＲに効く！ 企業＆ＮＰＯ協働のコツ』
岸田 真代／編著 2007年 風媒社発行 ラベル記号 335.15/ｷｼ07 資料番号 0008273054
【内容】
ＮＰＯと企業とが、「民間」のよさを生かして協働することで、地域や国内外の様々な問題や課題にチャレンジ・解決するこ
とを推進するために創設された「パートナーシップ事業」。本書には、今回で第４回を迎える「パートナーシップ大賞」を受
賞した１０ケースが紹介されている。グランプリを受賞した兵庫県西宮市におけるＮＰＯ法人と企業グループの子どもたち
への環境学習プロジェクトは、両者が協力関係を結ぶだけではなく、協働コンセプトや協働デザイン、細かい役割分担を
明確にしたことが、無理しないで継続できる形になり、参加者すべてにメリットのある企画となっていったことが示してあ
る。第３回以前の「パートナーシップ事業」については、『ＮＰＯからみたＣＳＲ』（335.89/ｷｼ05）、『企業とＮＰＯのパート
ナーシップ』（335.15/ｷｼ06）もご覧いただきたい。

『なぜ騙されるのか？ 悪質商法の見分け方と撃退法』
村 千鶴子／著 2007年 新日本出版社発行 ラベル記号 365/ﾑﾗ07 資料番号 0008278632
【内容】
悪質商法に騙されるのは、判断力の衰えた高齢者や社会経験の乏しい若年者などで、自分には関係ないと思ってはい
ないだろうか。本書で紹介されている国民生活センターの調査によると、被害者の年代別で最も多いのは３０代（１９．
６％）で、購買行動のさかんな年代はやはり被害に遭う可能性も高いことが示されている。そのような悪質商法の実態や
背景の解説のほか、巧妙化している手口の数々を、事例を挙げて紹介し、被害防止のポイントの指摘がある。例えば、電
話勧誘のケースでは、断るまでに要した時間が長いと、いわゆる「カモ」の候補とみなされ、より多くの勧誘電話がかかっ
てくるようになる可能性がある、などと説明されており、それなりに参考になる。

『ワークライフバランス入門 日本を元気にする処方箋』
荒金 雅子，小崎 恭弘，西村 智／編著 2007年 ミネルヴァ書房発行 ラベル記号 366.7/ｱﾗ07 資料番号 0008273526

【内容】
「ワークライフバランス」とは、仕事と個人生活の調和を図ること。やりがいのある仕事と充実した生活を両立させることで、
労働者の勤労意欲と生産性が向上することにより、企業の側にもメリットがある。また、社会の活性化や少子高齢化対策
にも有効であるとされる。この概念は、単純に労働時間を減らして家庭に時間をかけよう、ということではなく、「バランス」
をとることが重要であるとする。各人の考え方や、置かれた状況により、「ワーク」対「ライフ」の理想的なバランスは変わっ
ていくものである。本書では、入門としてわかりやすく、また諸外国での取り組みなど幅広い視点から「ワークライフバラン
ス」について知ることができる。

『ことわざで遊ぶいろはかるた 日本のことば』
時田 昌瑞／著 2007年 世界文化社 ラベル記号 388.81/ﾄｷ07 資料番号 0008278541
【内容】
日本の伝統的な遊びであるいろはかるた。「いろは」から「京」までのそれぞれについて、代表的なことわざが意味の解釈
と合わせて紹介されている。「い」の例では、「石の上にも三年」「急がば回れ」「一寸先は闇」「犬も歩けば棒にあたる」「い
やいや三杯」など５種類が取り上げられており、時代や地方によっての違いがあることも解説されている。多くの種類のか
るたのほか、メンコ型や江戸期の絵巻物などの珍品まで写真で紹介されており、眺めるだけでも楽しい。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
１２月２１日からのテーマ展示は、「こたつで読むビジネス本」「身につけよう美しいマナー」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11月に受け入れた本の一部です。
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日経大予測 ２００８年版

日本経済新聞社／編

日本経済新聞出版社

0007698541 304/ﾆﾎ02/2008

自由に生きるとはどういうことか

橋本 努／著

筑摩書房

0008272411 309.1/ﾊｼ07

はじめての政治

阿部 博人／著

栄光

0008276651 310/ｱﾍ07

福祉を学ぶ人のための法学

久塚 純一／編

法律文化社

0008273328 321/ﾋｻ07

外国人をサポートするための生活 移住労働者と連帯する
スリーエーネットワーク
マニュアル 日中対訳
全国ネットワーク／編
社会を展望するゲーム理論 若き
鈴木 光男／著
勁草書房
研究者へのメッセージ
日本を降りる若者たち

下川 裕治／著

0008274276 329.9/ｲｼ07
0008267312 331.19/ｽｽ07

講談社

0008289183 334.423/ｼﾓ07

業務別社内マニュアルのつくり方・
吉原 靖彦／著
活かし方

中経出版

0008267130 336.2/ﾖｼ07

コスト削減の 見える化

日本実業出版社

0008267148 336.85/ﾑﾗ07

リヨン社

0008266173 337.8/ﾎﾗ07

日本経済新聞出版社

0008272346 B338.1/ﾌｼ07

宝島社

0008277642 338.253/ﾊﾙ07

双葉社

0008266553 345.04/ｵｵ07

村井 哲之／著

なぜペットボトルの水は牛乳より高
洞口 勝人／著
いのか
外資の常識 伝説のディーラー奮
藤巻 健史／著
戦記
サブプライム問題とは何か

春山 昇華／著

寅さんは税金を払っていたのか？ 大村 大次郎／著
ハーバーマス １冊でわかる

ジェームズ・ゴードン・
フィンリースン／〔著〕

岩波書店

0008265183 361.234/ﾌｲ07

過疎地で快適に暮らす。

鷲田 小弥太／著

エムジー・コーポレー
ション

0008277394 365.3/ﾜｼ07

ものづくりを仕事にしました。 女性
田川 ミユ／編・著
クリエイター１５人ができるまで

雷鳥社

0008274169 366.29/ﾀｶ07

ワーキングプアの大逆襲

洋泉社

0008265175 366.6/ｼﾀ07

モンスターマザー 世界は「わたし」
石川 結貴／著
でまわっている

光文社

0008287898 367.3/ｲｼ07

戦前の少年犯罪

築地書館

0008273823 368.7/ｶﾝ07

中央法規出版

0008288094 L369.26/ﾂｼ07

解放出版社

0008278640 369.275/ｸｽ07

震災非常食マニュアル

オークラ出版

0008359028 369.31/ｼﾝ07

つらい子どもの心の本 不登校・問
赤沼 侃史／著
題行動への対応マニュアル

白日社

0008271777 371.42/ｱｶ07

小中一貫の学校づくり

亀井 浩明／監修

教育出版

0008272270 375/ｶﾒ07

レバレッジ勉強法

本田 直之／著

大和書房

0008152084 379.7/ﾎﾝ07

桃山・江戸のファッションリーダー

森 理恵／著

塙書房

0008265803 383.1/ﾓﾘ07

食べてはいけない！ 地球のカタチ

森枝 卓士／著

白水社

0008278665 383.8/ﾓﾘ07

暮らしに使える「折形」の本

山根 一城／著

ＰＨＰ研究所

0008264327 385.97/ﾔﾏ07

神道と修験道 民俗宗教思想の展開

宮家 準／著

春秋社

0008276743 387/ﾐﾔ07

戦争の経済学

ポール・ポースト／著

バジリコ

0008265456 393.7/ﾎｽ07

設楽 清嗣／ほか著

管賀 江留郎／著

実践事例で学ぶ介護予防ケアマネ
辻 一郎／監修
ジメントガイドブック
知っていますか？視覚障害者とと
楠 敏雄／編著
もに一問一答

