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『マーケットと地域をつなぐパートナーシップ 協会という連帯のしくみ』
園田 正彦／著，白石 克孝／編 2007年 公人の友社発行 ラベル記号 318.6/ｿﾉ08 資料番号 0008331654
【内容】
三井物産戦略研究所のコンサルティング業務で各地での町づくりにかかわってきた著者による、「スロータウン」というアプ
ローチの基本理念、「ハーブのあるまちづくり」「トレッキング（奈義町）」などの事例の紹介、解説的な内容の対談の三部
構成となっている。本書は８５ページほどのブックレットであるが、地域おこしを考える際のヒントや秘訣が多く詰まってい
る。なかでも、市民には連帯が不可欠として、キッズ・キッチン協会、雑穀協会などの「協会」を立ち上げていく手法はユ
ニークであり、その過程においては、市民、地縁組織、行政、企業などの多様な人々の関与とビジネス的な視点がプロ
ジェクトを成功させる力となっていることが読み取れる。

『サイコーですか？最高裁！』
長嶺 超輝／著 2007年 光文社発行 ラベル記号 327.122/ﾅｶ08 資料番号 0008321796
【内容】
現在の最高裁判所長官の名前を知っているだろうか？ 三権分立の一角「司法」を担いながら、あまりに存在感の薄い
「裁判所」。前著『裁判官の爆笑お言葉集』（幻冬舎）で裁判官の肉声を紹介した著者が、本書では現代日本に潜むサイ
コーのミステリー（？）、知られざる最高裁判所の謎に迫る。おもしろおかしくかつ真面目に日本の裁判制度、最高裁判所
裁判官「国民審査」などを解説。巻末資料には歴代最高裁判所裁判官のプロフィール付き。なお、「国会」に興味のある
方は『国会議事堂ガイドブック』（衆議院警務部／編）をどうぞ。

『コンフリクト・マネジメント入門 人と協調し創造的に解決する交渉術』
鈴木有香／著 2008年 自由国民社発行 ラベル記号 361.3/ｽｽ08 資料番号 0008337610
【内容】
「コンフリクト」とは、「葛藤」「紛争」などと訳されるが、著者は「意見の対立や衝突している状況」をあらわすと指摘する。
「対立を創造的に解決することも可能」だとして、どうすればコンフリクトを解決できるかについて紹介している。協調的ア
プローチによる問題解決への取り組みや、回避・強制・服従・妥協・協調の5つの解決方法があり、場面によって柔軟に選
択するべきだと著者は言う。コンフリクト・マネジメントに関する説明だけではなく、ケーススタディや問題などが豊富に盛り
込まれた入門書である。部下との関係をどうしようかと考えている上司の方におすすめである。

『教育再生への挑戦 市民の共汗で進める京都市の軌跡』
PHP研究所／編 2007年 ＰＨＰ研究所発行 ラベル記号 375.162/ﾋｴ08 資料番号 0008321465
【内容】
教育再生が謳われる現在、問題点については様々な指摘がなされているが、本書は再生のためのプロセスを紹介する。
舞台は京都市で、平成四年以降桝本頼兼教育長（現京都市長）のもとで数々の教育改革が進められてきた。改革の象
徴ともいえる堀川高校や、「総合的な学習の時間」に積極的に取り組むことで高い学力を保証している御所南小学校な
ど、具体的な事例が数多く取り上げられている。「地域の子どもは地域で育む」「頑固に守り、大胆に変える」など、公教育
復権のヒントがちりばめられた一冊。

『世界遺産と地域振興 中国雲南省・麗江にくらす』
山村 高淑ほか／編，絹巻 豊／写真 世界思想社発行 2007年 ラベル記号 382.223/ﾔﾏ08 資料番号 0008321655
【内容】
世界遺産リストの登録件数は851件（文化遺産660件、自然遺産166件、複合遺産25件）である（2007年7月現在）。その中
の一つ、中国雲南省麗江では、民居を手放し、そこに居住していた人たちが市街へと出て行くケースなど、世界遺産と
なった地域で何が起きているのかを紹介している。世界遺産で居住している人々の生活という観点がない地域振興となり
かねない世界遺産登録について、筆者たちは「地域のくらし（生活・文化）」を守り、豊かにするためのツールでなければ
ならないと訴える。

★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
２月２２日からのテーマ展示は、「日本の子どもたちは今！！」「税金〜もっと身近に〜」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1月に受け入れた本の一部です。
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北朝鮮は、いま

北朝鮮研究学会／編

岩波書店

0008025801 302.21/ｷﾀ08

中国地球人類の難題

井沢 元彦／著

小学館

0008297939 302.22/ｲｻ08

２時間でわかる問題なニッポン

鳥越 俊太郎／著

主婦と生活社

0008331555 304/ﾄﾘ08

地球環境データブック 2007-08

クリストファー・フレイヴィ
ワールドウォッチジャパン
ン／編著

0008385049 304/ﾜﾙ97/2007

国体論及び純正社会主義

北 一輝／〔著〕

ミネルヴァ書房

0008337305 309.6/ｷﾀ08

魯迅の政治思想

高 晃公／著

日本経済評論社

0008332280 311.222/ｺｳ08

韓国歴代大統領とリーダーシップ

金 浩鎮／著

柘植書房新社

0008330680 312.21/ｷﾑ08

アジアの都市間競争

小森 正彦／著

日本評論社

0008338444 318.7/ｺﾓ08

北朝鮮ｖｓ．アメリカ

原田 武夫／著

筑摩書房

0008330896 319.53/ﾊﾗ08

担保物権法

道垣内 弘人／著

有斐閣

0008336919 324.3/ﾄｳ08

死刑

森 達也／著

朝日出版社

0008332371 326.41/ﾓﾘ08

快ペース仕事術

佐々木 正悟／著

グラフ社

0008297624 336.2/ｻｻ08

人の力を引き出すコーチング術

原口 佳典／著

平凡社

0008337099 336.4/ﾊﾗ08

仕事以前のビジネスマナーの常識 西松 真子／著

講談社

0008337271 336.49/ﾆｼ08

ナツメ社

0008395667 336.91/ﾅｶ08

技術評論社

0008395857 345.33/ｻﾄ08

理工図書

0008336752 365.3/ｹﾝ08

労働調査会

0008330821 366.14/ﾛｳ08

少女たちの性はなぜ空虚になったか 高崎 真規子／著

日本放送出版協会

0008331191 367.9/ﾀｶ08

生活保護ｖｓワーキングプア

ＰＨＰ研究所

0008336810 369.2/ｵｵ08

地域福祉における住民参加の検証 渡邉 敏文／著

相川書房

0008330862 369/ﾜﾀ08

理科大好き！の子どもを育てる

無藤 隆／編著

北大路書房

0008332181 375.4/ﾑﾄ08

あったか言葉とチクチク言葉

佐藤 拓／著

宝島社

0008331043 375.82/ｻﾄ08

東大解剖

読売新聞教育取材班／著 中央公論新社

仕訳がすぐわかる経理・勘定科目
中野 智之／監修
事典
フリーランス＆個人事業主のため
佐藤 亜津子／著
の確定申告
「建築よろず相談」解説
家づくりの問答集
委員／著
変わるワークルール労働関係法の
労働調査会出版局／編
改正点

大山 典宏／著

こんな会社選びが「できるプロ」へ
古川 裕倫／著
の第一歩だ
よくわかる自己表現にハンディのあ
阿部 秀雄／監修
る子どもの心のケア
おっ、ふんどし！？

越中 文俊／著

ナチュラルスタイルのｈｏｍｅ ｐａｒｔｙ！

日本人の祭りと呪い

三浦 竜／著

0008330938 377.28/ﾖﾐ08

ファーストプレス

0008297913 377.9/ﾌﾙ08

大揚社

0008331019 378/ｱﾍ08

心交社

0008337321 383.14/ｺｼ08

双葉社

0008396491 L385.93/ﾅﾁ08

青春出版社

0008331175 386.1/ﾐｳ08

