県立図書館３月の新着図書紹介
（社会科学編）
岡山県立図書館

2008.3.10

発行

『なぜ、デンマーク人は幸福な国をつくることに成功したのか どうして、日本では人が大切にされるシステムをつくれないのか』

ケンジ・ステファン・スズキ／著 2008年 合同出版発行 ラベル記号 302.389/ｽｽ08 資料番号 0008517518
【内容】
デンマークに移り住んで４１年の著者が、実際にデンマークに住んでいて感じる日本との違いを教育・福祉制度について
語った一冊。デンマークがいきなり福祉大国になったわけではなく、何百年にも渡って行なわれた領土争奪戦や、近代
憲法の誕生などを通じて、今の国ができあがってきた様子も説明されている。
国政選挙の投票率が８０％を割り込まなかったり、高い税率に不満が無かったりする背景には、国に対する国民の愛着と
信頼であると著者は言う。前著『デンマークという国自然エネルギー先進国』（合同出版，２００６年、302.389/ｽｽ08）もあ
わせてご覧いただきたい。

『聴き上手 なぜあの人には話したくなるのか』
永崎 一則／著 2008年 PHP新書発行 ラベル記号 361.454/ﾅｶ08 資料番号 0008517906
【内容】
「きく」という言葉には、「聞く」「聴く」「訊く」の大きく三つの意味があり、著者はその中の「聴く」を大切にしてコミュニケー
ションを図ることを勧めている。ただ相手の話を「聞く」のではなく、相手が何を伝えたいのか、どのように受け取ればよい
のかを考えながら「聴く」ことで、相手との関係をよりよいものに高めていけるという。「聴き上手」になるためのテクニックとし
て、「適切な反応を示しながら」「表情、目を生かして」「向上心、好奇心をもって積極的に」など、具体的なポイントをあげ
てある。コミュニケーションをどのように行なえば良いかを悩んでいる人にお勧めの一冊である。

『日本文化論の名著入門』
大久保 喬樹／著 2008年 角川書店発行 ラベル記号 361.5/ｵｵ08 資料番号 0008516965
【内容】
１９世紀半ばの明治開国から２１世紀の今日にいたるまでの間、日本文化はどのように語られてきたのか。ラフカディオ・
ハーン、新渡戸稲造、柳田国男、谷崎潤一郎、ルース・ベネディクトなど、代表的な論者１７人をとりあげ、その背景を解
説するとともに、抜粋引用によって原著の文章の味わいも実感できる。関連する分野も民俗学、芸術、哲学など多岐にわ
たり、外国人による日本論、外国に向けて発信された日本紹介を含んでいる。日本文化論の多彩な世界に踏み入るため
の道しるべとなる一冊。

『ロボットが教室にやってくる 知的好奇心はこうして伸ばせ』
荒木 貴之／著 2008年 教育出版発行 ラベル記号 375.422/ｱﾗ08 資料番号 0008529711
【内容】
子どもたちの理科離れをどうにかしたいという思いから、「サイエンス」を重視した「ものづくり」体験学習としてのロボットの
製作を行うという、立命館小学校の「ロボティクス科」。「学ぶことの楽しさ」と「できることの喜び」を味わうことができる授業
の様子がいきいきと紹介されている。また、この授業に欠かすことのできない重要なポイントが、学校と企業・社会とのコラ
ボレーションであり、教育を通して社会に貢献しようという企業、ビジネスとして教育に関わる企業と、学校が互いにメリット
のある関係を結んでいる。本書ではその鍵となる学校と企業の関係づくりの方法についても解説されている。このような創
意豊かな授業から同校校長の夢である「ノーベル賞を受賞するような人材」も出てくるのではないだろうか。

『心理諜報戦』
野田 敬生／著 筑摩書房発行 2008年 ラベル記号 391.3/ﾉﾀ08 資料番号 0008512055
【内容】
本書の主要テーマとなっている「認知操作」とは、選択した情報を伝達あるいは秘匿することによって、他国の指導者や
大衆の判断、感情に影響を加え、自国にとって望ましい方向に誘導することである。そのためにさまざまな手法があるが、
虚偽の情報を用いて対象を欺く「欺瞞工作」には、大掛かりかつ長期間にわたって実行されるものがあるという。本書内で
過去の実例が示されているが、その内容はあたかもスパイ小説の様である。専門用語と概念的な記述があり、多少難解
であるが、中国・朝鮮半島・ロシア・米国などでの事例には興味をそそられる。読後には、日常のニュースや宣伝なども思
わず裏読みをしてしまうかもしれない。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
３月のテーマ展示は、「日本の風景」「だまされないために」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2月に受け入れた本の一部です。
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藤原 郁郎／著

出 版 社

資料番号

ラベル記号

アーカイブス出版

0008419137 302.1/ﾌｼ08/2008

ジョージ・ソロス投資と慈善の哲学 ジョージ・ソロス／著

日本放送出版協会

0008504938 304/ｿﾛ08

個人の連帯

近藤 康史／著

勁草書房

0008504052 312.33/ｺﾝ08

警察のしくみ

北芝 健／監修

ナツメ社

0008423774 317.7/ｷﾀ08

「力強い」地方づくりのための、あえ
樋渡 啓祐／著
て「力弱い」戦略論

ベネッセコーポレーション

0008505364 318.292/ﾋﾜ08

新自治体民営化と公共サービスの質 尾林 芳匡／著

自治体研究社

0008529695 318/ｵﾊ08

イカの哲学

中沢 新一／著

集英社

0008527426 319.8/ﾅｶ08

日本国憲法誕生

塩田 純／著

日本放送出版協会

0008504987 323.14/ｼｵ08

〈市民〉と刑事法

内田 博文／編

日本評論社

0008529703 326/ｳﾁ08

自治体の経済波及効果の算出

安田 秀穂／著

学陽書房

0008528697 331.19/ﾔｽ08

山田盛太郎

寺出 道雄／著

日本経済評論社

0008503997 331.6/ﾃﾗ08

中国電力株式会社エネ
ルギア総合研究所

0008523680 L332.1/ﾁﾕ05/2008

中国地域の経済と地域開発 2008
日本経済見捨てられる私たち

山家 悠紀夫／著

青灯社

0008517369 332.107/ﾔﾝ08

これでいいのか少子化対策

増田 雅暢／著

ミネルヴァ書房

0008512014 334.31/ﾏｽ08

伸びる会社の人事労務Ｑ＆Ａ

渡辺 葉子／著

税務研究会出版局

0008529687 336.4/ﾜﾀ08

これで解決！好感度を上げる話し方 山根 基世／監修

主婦の友社

0008423923 336.49/ﾔﾏ08

エクセル文書作成バイブル

日経ＢＰ社

0008419087 L336.55/ﾆﾂ08

洋泉社

0008422891 338.7/ﾎﾝ08

岩波書店

0008503229 345.1/ｲｼ08

「できる社労士・できない社労士」の
木全 美千男／編著
見分け方

セルバ出版

0008505513 364.3/ｷﾏ08

孤独死ゼロ作戦

中沢 卓実／著

本の泉社

0008517807 367.75/ﾅｶ08

介護レクリエーションの作り方

島田 治子／著

雲母書房

0008505885 369.263/ｼﾏ08

大学教育出版

0008529729 369.4/ﾅｶ08

相川書房

0008518367 371.43/ｵｵ08

子どもたちは象をどう量ったのか？ 西田 知己／著

柏書房

0008518359 372.105/ﾆｼ08

保健室と養護教諭

教育科学研究会／編

国土社

0008517799 374.9/ｷﾖ08

唱歌と国語

山東 功／著

講談社

0008517872 375.76/ｻﾝ08

高機能自閉症 誕生から就職まで

内藤 祥子／著

ぶどう社

0008527384 378/ﾅｲ08

男の子のなぞ！

子育てネット／著

大和書房

0008528358 379.9/ｺｿ08

江戸厠百姿

花咲 一男／著

三樹書房

0008503989 383.9/ﾊﾅ08

小笠原流弓と礼のこころ

小笠原 清忠／著

春秋社

0008512824 385.9/ｵｶ08

花の民俗学

桜井 満／〔著〕

講談社

0008400715 B386.1/ｻｸ08

日経ＰＣ２１／編

本気のクレジットカード選び
税制改革の渦中にあって

石 弘光／著

地域子育て支援と母親のエンパ
中谷 奈津子／著
ワーメント
学級崩壊とスクールソーシャルワー
大塚 美和子／著
ク

