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『「課題先進国」日本 キャッチアップからフロントランナーへ』
小宮山 宏／著 2007年 中央公論新社発行 ラベル記号 304/ｺﾐ07 資料番号 0008213928
【内容】
「課題先進国」とは、日本はまだどの国も解決したことがない問題を数多く抱えているということを現した言葉である。近年
よく耳にする「少子高齢化社会」「都市と地方の格差」「エネルギー資源の欠乏」など、他の国でも近い未来に直面する問
題に、今現在日本は直面している。これまでアメリカやヨーロッパの国々に追いつき追い越せで発展を遂げてきた日本だ
が、エネルギー効率や物づくり効率、日本人の感性は、「課題解決先進国」としてフロントライナーになる要素を十分有し
ていると筆者は指摘する。「課題解決先進国」になれるかどうかは、これからの取り組みにかかってくる。

『自治体職員研修講座 政策形成 自治体法務』
幸田雅治・坂弘二／著 2007年 学陽書房発行 ラベル記号 318/ｺｳ07 資料番号 0008203184
【内容】
地方分権の時代においては、それぞれの自治体が抱える問題を解決し、地域の個性に根ざした豊かさを実現するため
に、創造的な政策形成に取り組むことが大変重要となっている。そのためには、自治体職員１人１人が政策形成に関す
る能力と、法務能力を身につける必要があるだろう。本書では、２部構成で「政策形成」「自治体法務」のそれぞれについ
て基本的しくみと基礎知識が体系的に習得できるように、具体例や図表を交えてわかりやすく書かれている。また近年の
自治体を取り巻く環境の変化や、住民参加のあり方など、公共サービスの向上のために注意すべき視点を踏まえて学習
できる。

『会社法はこれでいいのか』
浜辺 陽一郎／著 2007年 平凡社発行 ラベル記号 325.2/ﾊﾏ07 資料番号 0008215063
【内容】
会社法が施行されて何が変わったのか、どんな問題点があるのか。会社法制定の背景に遡り、難解といわれる会社法の
影響をポイントごとに解説する。立法ニーズの吟味の不十分さや、格差を助長する側面がある、株式会社が容易に設立
できるようになった半面でブランドとしての価値は喪失された、といった問題点の指摘のみならず、企業社会の健全な発
展のために、プラス思考で合理的に活用することも提起する。経営者、従業員、株主、消費者それぞれの立場から会社
法を通じてこれからの社会がどのように変化していくのかを考えるのに役立つ一冊。

『犬たちの卒業アルバム 定年からの盲導犬ボランティアの日々』
井上 震太郎／著 2007年 オクムラ書店発行 ラベル記号 369.275/ｲﾉ07 資料番号 0008215808
【内容】
30年間パピーウォーカーとして活動している井上さんの手記を中心に編集されている。最近では，当たり前のように知ら
れているパピーウォーカーだが、1970年代後半にはほとんど知られておらず、アイメイト（盲導犬）育成自体も始まったば
かりであった。たゆまず、しかも楽しみを感じながら取り組んできた著者の記録を通して、ボランティアとは何か、盲導犬の
果たす役割の大きさについて考えさせられる一冊である。

『コメディカルスタッフのための精神障害Ｑ＆Ａ 生活支援ハンドブック』３訂
藤本 豊・高橋 一・林 一好／編集代表 2007年 中央法規発行 ラベル記号 369.28/ﾌｼ07 資料番号 0008200453
【内容】
「医療観察法」「障害者自立支援法」成立を受けての改訂版。精神障害者の生活支援にかかわるスタッフが現場で持つ
疑問や悩みに対して、一問一答形式でわかりやすく解説してある。保健・医療・福祉関係者でなくとも、精神障害や生活
支援に関心をもつ人にも読みやすい。家族とのかかわり方、障害年金、生活保護などの諸制度、就労に関する支援、
チーム医療のあり方、近年の重要なトピックスなど取り上げられるテーマも幅広い。さらに詳しく知るための参考図書一
覧、索引、コラムなど本文以外にも役立つ内容が充実している。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
１０月１６日からのテーマ展示は、「学ぶ 〜ＶＩＶＡ！まなびピア〜」「マンション購入」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９月に受け入れた本の一部です。
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