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『コミュニティ・カフェと市民育ち あなたにもできる地域の縁側づくり』
陣内 雄次・荻野 夏子・田村 大作／著 2007年 萌文社発行 ラベル記号 361.7/ｼﾝ07 資料番号 0008234312
【内容】
自宅や職場から歩いていける距離に、気軽に立ち寄って出会った人と話せる、ひと昔の家の縁側みたいな交流のできる
場所があれば、ちょっとしたヘルプを誰かに求めたいときにも心強いのではないだろうか。地域に根ざして地域に貢献す
るコミュニティ・ビジネスの１つの形態として注目されているコミュニティ・カフェ。本書は、宇都宮市にあるコミュニティ・カ
フェ「ソノヨコ」の運営に関わる人々によるレポートである。曜日ごとに異なる個人・グループが出店する共同運営のしくみ
と、多くの人々が関わってきた立ち上げ時の経緯から日々の活動などが魅力的に綴られている。

『飲酒と健康 いま、何を、どう伝えるか』
鈴木 健二／著 2007年 大修館書店発行 ラベル記号 368.86/ｽｽ07 資料番号 0008237497
【内容】
年末にかけて、飲酒の機会が増える人も多いだろう。飲みすぎが体に悪いということは一般的に知られていることだが、ア
ルコールの問題について、正しい現状認識を持つことは、自分の健康のことだけでなく、飲酒をする周りの人の健康・将
来にとっても重要なことである。国立病院機構久里浜アルコール症センターに勤務していた著者が、実際に患者としてか
かわった事例をあげながら、アルコール問題についてわかりやすく解説している。将来的な健康のリスク、薬物乱用への
発展、脳の成長障害などをあげて、大人がしっかりと自分の飲酒も含めて管理・指導していく必要があると筆者は強く述
べている。

『１０２歳の嫉妬 介護の日々を笑って暮らす８つのヒント』
鎌田孝志ほか／執筆 2007年 大洋図書発行 ラベル記号 369.04/ｶﾏ07 資料番号 0008245755
【内容】
｢ここしか母さんも私もいる所はないのです。だから仲良くやっていきましょうね。」チラシの裏の書き付けは、認知症のある
１０2歳のソワさんのためにフリーライターの鎌田さんの母である７５歳のミネさんが書いた備忘録である。ふだん実家を離
れて暮らしている筆者が、自宅介護の様子を驚きとともに取材した第一章のほか、「古武術介護」を開発した青年、アニ
マルセラピー犬の活躍、訪問歯科診療、お年寄りも障がい者も子どもも一緒にすごす施設「にぎやか」など、それぞれ読
み応えのある全八章。「介護」に接したことのない者にとっては、重い、暗い、たいへんなものというイメージがある。だが、
この８つの「人間臭い介護の現場」から見て取れるのはどこか明るく、希望をもって取り組んでいる力強い姿である。

『子どもの力は学びあってこそ育つ 金森学級38年の教え』
金森俊朗／著 2007年 角川書店発行 ラベル記号 370.4/ｶﾅ07 資料番号 0008238867
【内容】
子どもに対して、どうしてできないのかと怒る前に、まず子どもの言葉を受け止め、最低限日常的な判断をくだせるように
育てていく必要がある。そして、あたたかいまなざしを注ぎながら、判断力を育てていくことが大切だと38年間小学校で教
鞭をとり続けた筆者は言う。「本当の学力とはなにか」「子どもたちの生活と内面世界はどうなっているか」など、具体的な
子どもの姿を紹介してあり参考になる。子どもたちが必要なことを身につけるということは、大人が責任をもって行わなけ
ればならないだろう。

『地域の文化資本 ミュージアムの活用による地域の活性化』
財団法人東北産業活性化センター／編 2007年 日本地域社会研究所発行 ラベル記号 379.2/ﾄｳ07 資料番号 0008225278

【内容】
「平成17年度社会教育調査報告書」によれば、博物館、美術館、動物園、水族館など類似機関も含めると、全国にあわ
せて5614館設置されている。明治以降に各地に設置されたこれらの施設が、どのように活用され、どのような問題を抱え
ているのかを、東北地域にある施設や利用者へのアンケートの分析などを元に記述している。「今後の施設活性化の方
策」の分析からは、「使命・役割を明確にする」「他の施設との連携」などを模索している施設の多さが際立つ。また、旭山
動物園や足立美術館など10施設を具体的に分析している。地域活性化の一つの視点を与えてくれる一冊である。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
１１月１６日からのテーマ展示は、「共生社会とユニバーサルデザイン」「江戸の暮らし」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10月に受け入れた本の一部です。
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