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『大いなるモンゴル 遊牧の民との対話』
山元 泰生／著 2007年 明石書店発行 ラベル記号 302.227/ﾔﾏ07 資料番号 0008156275
【内容】
モンゴルの有名人と言えば、朝青龍やチンギス・ハーンだが、その国民の暮らしについてはあまり聞いたことがない人も
多いだろう。人口260万人（うち100万人が遊牧民）に対して、家畜の数は馬や牛・らくだや羊をあわせて約3,480万頭もい
ることや、なかには電気がなくテレビも電話・ラジオもないために、暗くなれば眠り、夜明けとともに働き始めるひとも多い。
遊牧民のくらしを2000年以上続けてきた人々の話に触れることは、彼らの素朴で礼儀正しく、我慢強い、彼らの国民性を
より理解するだけではなく、私たち自身の生き方に響くものがあるのではないだろうか。

『パール判事 東京裁判批判と絶対平和主義』
中島 岳志／著 2007年 白水社発行 ラベル記号 329.67/ﾅｶ07 資料番号 0008144180
【内容】
太平洋戦争終結後に行われた東京裁判。その時、裁判員であったパール博士の生い立ちから死に至るまでを記した一
冊。パール自身は、インドの貧しい家に生まれ、苦学しながらインド国内で知られた法学者となる。その後、東京裁判に
判事としてインドを代表して責務を果たす中で書かれたのが、有名な「パール判事意見書」である。近年、改めて注目さ
れているパールの言葉に含まれていたものは、彼の絶対平和主義の思想だったと著者は言う。パールが今生きていたと
すれば、我々に何を語りかけてくれるのだろうか興味深い。

『企業不祥事事典 ケーススタディ150』
齋藤 憲／監修 日外アソシエーツ／編集・発行 2007年 ラベル記号 335.21/ｻｲ07 資料番号 0007928997
【内容】
食品偽装、証券取引法違反、やらせ報道、重大事故・・・次々と起きてはあとを絶たない大企業による不祥事。1945年以
降2007年1月までの主だった企業不祥事150件について、事件の背景、発端、経緯・経過、企業の対応、警察・検察の動
き、裁判等を時系列で記述し、解説する。また関連する雑誌記事などの参考文献の紹介やキーワード索引もあり、調査
にも役立つものとなっている。「アカウンタビリティと内部統制」「公益通報者保護法」などの章末のコラムも問題の理解の
参考になる。

『てゆーか、メール私語 オトナが知らない机の下のケータイ・コミュニケーション』
松下 慶太／著 2007年 じゃこめてい発行 ラベル記号 361.454/ﾏﾂ07 資料番号 0008171837
【内容】
現在では、身近にあるようになった携帯電話。それを使って、高校の授業中に静かに行われている「メール私語」。高校
生のケータイ・コミュニケーションと、これまでのコミュニケーションとは違うところはどこなのか。コミュニケーションの中で実
際にどのようなやりとりがされているのか。オトナからの視点だけではなく、彼らの視点からの分析が興味深い。
そのなかで、若者たちの「つながり」に対する意識から、かれらが日本の伝統的な村的なつながりを持っている一方で、
個性を保とうとしている「危ういバランス」の上にあることを著者は指摘する。
頭ごなしに注意する前に、なぜこのようなコミュニケーションが行われているのかを考させられる。

『ひとり誰にも看取られず 激増する孤独死とその防止策』
ＮＨＫスペシャル取材班・佐々木 とく子／著 2007年 阪急コミュニケーションズ発行 ラベル記号 367.75/ﾆﾂ07 資料番号 0008154429

【内容】
高度経済成長期に各地に建設された ニュータウン 。今、そこで起きている一つの問題が、「孤独死」である。2005年9月
24日に放送されたＮＨＫスペシャル「ひとり 団地の一室で」を元に書かれた本書は、常盤平団地（千葉県松戸市）を取り
上げて、孤独死の実際とそれを防ごうとする住民の取り組みを紹介する。団地ができた当初は、20歳〜30歳代が人口の
75％を超えていたのに対して、現在は50歳以上が5割を越えている。そこにさらに追い討ちをかけるような単身化、低所
得化。社会的に孤立した人間が多く増えている中で、何が我々にできるのかを問いかける一冊。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
９月１９日からのテーマ展示は、「はじめてみませんか？ボランティア」「世界のファッション」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８月に受け入れた本の一部です。
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