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『自分に何ができるのか？答えは現場にあるんだ 青年海外協力隊アフリカの大地を走る』
山田 耕平／著 2007年 東邦出版発行 ラベル記号 302.481/ﾔﾏ07 資料番号 0008305823
【内容】
アフリカにある国・マラウイ。マラウイに青年海外協力隊として赴任した著者が、ＨＩＶ感染で苦しむ人々を見て何かできな
いかと考えた結果に生まれた歌が、『ディマクコンダ（愛してる）』。愛している人のためにも、ＨＩＶ検査をしようと呼びかけ
るために作ったものが、マラウイでヒットチャート1位を獲得した。貧しいといわれながらもお互いに助け合いながら生きて
いるマラウイの人たち。彼らを愛してやまない著者が、彼らの目線でアフリカの国を語りかけてくれる。

『「日本一」がいっぱい 地方自治体が変わる』
千葉 光行／著 2007年 東峰書房発行 ラベル記号 318.235/ﾁﾊ07 資料番号 0008305153
【内容】
本書では、現千葉県市川市長がこれまでに行ってきた取り組みについて紹介している。平成９年に市長に就任して以
降、職員からの積極的な意見募集（市長への手紙）、広報誌の毎週発刊、学校給食の民間委託、予算を残した部を褒賞
する制度、ＩＴの行政利用の促進など、数多くの行政改革を行っている。平成９年度には深刻な財政危機に陥っていた市
川市が、これらの改革を経てどのようにして復活していったのか、また、この先どのように変化していくのか。「日本一」が
いっぱいの自治体にするための思いがあふれた一冊である。

『賢い消費者になるための法』
加藤 新太郎・岡田 ヒロミ・鳥居 喜美子／編 2007年 弘文堂発行 ラベル記号 365/ｶﾄ07 資料番号 0008310914
【内容】
様々な消費に関わる詐欺・事件がマスメディアで取り上げられているが、本書は消費生活センターで問題解決に携わっ
ている相談員が具体的な事例を挙げてトラブルを回避する方法を説明している。「高いだけでは解約できない」という事
例を見ると、購入価格が高いから解約したいと申し出ても、販売方法や高額なクレジット契約などに問題が無ければ解約
にいたるケースは難しいことについて、実際にあった事例をもとに解説してある。その他にも、ショッピングクレジットや学
習教材の契約をめぐるトラブルなど、身近に起こりうるケースが多数紹介されている。

『障害者の権利条約でこう変わるＱ＆Ａ

Ｎｏｔｈｉｎｇ ａｂｏｕｔ ｕｓ Ｗｉｔｈｏｕｔ ｕｓ！』

東 俊裕／監修，ＤＰＩ日本会議／編集 2007年 解放出版社発行 ラベル記号 369.27/ﾋｶ07 資料番号 0008305831
【内容】
「障害のある人の権利に関する条約」が2006年12月、国連総会で採択され、2007年9月には日本も署名を行った。その
後、時期については未定であるが、国会承認・批准のための国内の関連法整備などが進められるであろう。この条約は、
日本の障害者に対する福祉のあり方そのものに転換をもたらし、障害があるためにもたらされる不平等を解消していくた
めの大きな力となることが期待されている。本書は、「Ｑ１：条約ってなんですか？」に始まるＱ＆Ａ方式で、この条約の内
容や、条約を実施していくにあたって現時点で問題となる点を理解するための手引きとなっている。

『１２ヶ月のしきたり 知れば納得！暮らしを楽しむ』
新谷 尚紀／監修，ＰＨＰ研究所／編 2007年 ＰＨＰ研究所発行 ラベル記号 386.1/ｼﾝ07 資料番号 0008294605
【内容】
平成２０年、新たな年を迎えて、この１年をどのように過ごすべきか思いをめぐらす人も多いだろう。１つのヒントとして、最
近、見直されている日本の伝統的な暮らし・しきたりについてこの本で学んでみてはどうだろうか。例えば１月には「正月」
「七草」「鏡開き」、２月には「節分」「針供養」「梅見」など四季折々の行事のほかにも、「二十四節気」「結納品の飾り方」
「手紙のしきたり」など、風物や習慣の由来やいわれが解説されている。特に意識していなかったしきたりにも親しみがわ
き、新しい発見もあるだろう。楽しく読んで生活にとりいれたい。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
１月１８日からのテーマ展示は、「お金」「社会学ってなに？」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12月に受け入れた本の一部です。
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ランダムハウス講談社
アメリカのビジネスマンが読む日本
／編

出 版 社

資料番号

ラベル記号

ランダムハウス講談社

0008307860 302.1/ﾗﾝ07

日本は没落する

榊原 英資／著

朝日新聞社

0008311557 304/ｻｶ07

世界を日本がリードする！

長谷川 慶太郎／著

徳間書店

0008296741 304/ﾊｾ07

リヴァイアサン序説

マイケル・オークショット
法政大学出版局
／著

0008310252 311/ｵｸ07

マシーン福田、マゾ麻生、サプライ
矢幡 洋／著
ズ小沢

青弓社

0008311458 312.1/ﾔﾊ07

首都圏に生きるアイヌ民族

関口 由彦／著

草風館

0008304974 316.81/ｾｷ07

勲章と褒章 【館内利用】

佐藤 正紀／著

時事画報社

0008305146 317.5/ｻﾄ07

自治体格差が国を滅ぼす

田村 秀／著

集英社

0008312167 318.2/ﾀﾑ07

市民シンクタンクのすすめ

高原 稔／著

日本地域社会研究所

0008307654 318.8/ﾀｶ07

よくわかる成年後見と介護・相続の
額田 洋一／編
法律百科

三省堂

0008307100 324.65/ﾇｶ07

検察を支配する「悪魔」

田原 総一朗／著

講談社

0008309916 327.13/ﾀﾊ07

経済心理学のすすめ

子安 増生／編

有斐閣

0008309585 331/ｺﾔ07

市場自由化と公益事業

藤原 淳一郎／監修

白桃書房

0008306615 335.8/ﾌｼ07

「図で考える」ことができる人、でき
久恒 啓一／著
ない人

ＰＨＰ研究所

0008296691 336.1/ﾋｻ07

壁を壊す

吉川 広和／著

ダイヤモンド社

0008258329 336/ﾖｼ07

中国ビジネスのリーガルリスク

梶田 幸雄／著

日本評論社

0008307662 338.922/ｶｼ07

メディアオーディエンスとは何か

カレン・ロス／著

新曜社

0008307449 361.453/ﾛｽ07

高齢者専用賃貸住宅の手引き

高齢者専用賃貸住宅研
大成出版社
究会／編著

0008311177 365.34/ｺｳ07

くすぶれ！モテない系

能町 みね子／文・絵

0008305443 367.21/ﾉｳ07

ブックマン社

読売新聞生活情報部／
生活書院
編
福祉先進国における脱施設化と地 河東田 博／編著者代
現代書館
域生活支援
表
ゆうゆうシニアライフご指南帖

0008305211 367.7/ﾖﾐ07
0008307688 369.27/ｶﾄ07

江戸の教育力

高橋 敏／著

筑摩書房

0008306755 372.105/ﾀｶ07

モンスター・ペアレント

本間 正人／著

中経出版

0008309403 374.6/ﾎﾝ07

モンテッソーリ教育

藤原 元一／著

学苑社

0008308157 376.11/ﾌｼ07

みんな大好き！お店やさんごっこ

いしかわ まりこ／著

チャイルド本社

0008310500 376.156/ｲｼ07

人間関係のいい子に育てる本

金盛 浦子／著

カンゼン

0008309395 379.9/ｶﾅ07

日本料理の歴史

熊倉 功夫／著

吉川弘文館

0008364531 383.816/ｸﾏ07

ホネになったらどこへ行こうか

内藤 理恵子／著

ゆいぽおと

0008306557 385.6/ﾅｲ07

野蛮人のテーブルマナー

佐藤 優／著

講談社

0008309502 391.6/ｻﾄ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

