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『誰も知らなかった小さな町の「原子力戦争」』
田嶋 裕起／著 2008年 ワック発行 ラベル記号 318.284/ﾀｼ08 資料番号 0008550741
【内容】
平成１９年の高知県東洋町では、悪化する財政問題解決のために、高レベル放射性廃棄物の最終処分場選定の文献
調査に応募したことによって町長選挙が実施された。結果は、現町長が落選し、応募自体も取り下げられた。安全性や地
方自治体の財政などが問題として取り上げられた町長選を振り返り、なぜ応募しようとしたのか、どのようにして東洋町の
財政安定を目指したのかについて、前高知県東洋町長の考えを綴った一冊。

『新規事業の立ち上げ方 社内リソース調査から事業計画書作成まで』
末吉 孝生／著 2008年 日本能率協会マネジメントセンター発行 ラベル記号 336.1/ｽｴ08 資料番号 0008546541
【内容】
市場を生き抜くための決め手となる、新たなビジネスを生み育てる力を磨くことのできる新規事業への取り組みは、多くの
ビジネスパーソンにとって、自分のキャリアをみつめ直し、人生を再設計する貴重な機会になる。これから新規事業を立
ち上げたい人、新規事業開発プロジェクトに指名された人などに役立つ、「態勢づくり」「情報入手」「事業テーマの検討」
「事業計画書の作成」の流れを事例を挙げながら解説している。成功のためには、スキル面だけでなく、マインド面でのマ
ネジメントが重要であるとのことである。

『地域の社会学』
森岡 清志／編 2008年 有斐閣発行 ラベル記号 361.7/ﾓﾘ08 資料番号 0008551319
【内容】
「地域」（あるいは「地域社会」）という単語から何を連想するだろうか。単語を聞いた人によって、イメージする場所や範
囲、物が変わってくるだろう。本書は、その「地域」について、社会学の立場からわかりやすく考えたものである。「地域を
考える」「地域を見る」の二部に分かれた中には、地域社会の枠組みや歴史、少子化や教育、商業などのテーマを掲げ
ている。第１２章「地域社会の未来」では、地域社会の住民自治が具現し、住民生活の質が高まっていくような社会の創
造について述べられている。学生だけではなく、地方自治体職員なども対象に書かれている。

『パパ力、はじめよう！ 〜子どもで人生を変えた男たち〜』
歌代 幸子／著 オレンジページ発行 2008年 ラベル記号 367.3/ｳﾀ08 資料番号 0008546889
【内容】
「子育てパパ力検定」を主催するＮＰＯ「ファーザーリング・ジャパン」代表・安藤哲也、古賀稔彦（柔道選手）、河相我聞
（俳優）ほか、子育てで人生を変えた７人のパパへの取材と、汐見稔幸（白梅学園大学教授・学長）による教育家からの
メッセージを通して、今や男性たちのライフスタイルに取り込まれつつある子育てへの新しいイメージが浮かび上がってく
る。子育てを楽しんでいる父親たちの姿からは、母親とは違う、父親だからこそ発揮できるものであると著者の言うところの
「パパ力」が感じられる。

『大学はなぜ必要か』
学術研究フォーラム／編 ＮＴＴ出版発行 2008年 ラベル記号 377.04/ｶｸ08 資料番号 0008556102
【内容】
科学技術の振興や人材育成、地域の活性化にも重要な役割を期待されている大学であるが、本書中のデータによると、
日本における高等教育への投資はＧＤＰ比の値で世界二十八位、ＯＥＣＤ諸国のなかでは最低レベルであるという。この
ような現状と課題をふまえながら、大学の伝統的な使命である「学術研究」と「教育」についての考察に加え、専門職大学
院、産学連携とＴＬＯ（技術移転機関）、といった近年よく耳にするようになったテーマについても触れられている。未来を
創る大学とはどのようにあるべきか考える上で、重要なトピックが概観できる。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
４月のテーマ展示は、「ハッピーコミュニケーション」「社会人一年生へ」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3月に受け入れた本の一部です。
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ゲームとしての社会戦略

松原 望／著

丸善

0008512154 301.6/ﾏﾂ08

全身当事者主義

雨宮 処凛／著

春秋社

0008541674 304/ｱﾏ08

視点をずらす思考術

森 達也／著

講談社

0008528523 304/ﾓﾘ08

ユダヤ女ハンナ・アーレント

マルティーヌ・レイボ
ヴィッチ／著

法政大学出版局

0008550436 311.234/ﾚｲ08

公務員制度と専門性

藤田 由紀子／著

専修大学出版局

0008556110 317.32/ﾌｼ08

自治・議会基本条例論

神原 勝／著

公人の友社

0008551384 318.1/ｶﾝ08

理系のための法学入門

杉光 一成／著

法学書院

0008550030 321/ｽｷ08

情報経済のマクロ分析

時永 祥三／著

九州大学出版会

0008554180 331.19/ﾄｷ08

バランスシートによる日本経済分析 幸島 祥夫／著

シーエーピー出版

0008546954 332.107/ｺｳ08

アラブの大富豪

前田 高行／著

新潮社

0008527467 332.27/ﾏｴ08

国連開発援助の変容と国際政治

大平 剛／著

有信堂高文社

0008555427 333.8/ｵｵ08

現代中国の集団所有企業

樋口 兼次／共著

時潮社

0008528598 335.222/ﾋｸ08

四半期決算のすべて

太田 達也／著

商事法務

0008546558 336.92/ｵｵ08

裏読み「会社四季報」

秋津 学／〔著〕

角川書店

0008550857 338.155/ｱｷ08

ロシアビジネス成功の法則

岡田 邦生／著

税務経理協会

0008547085 338.923/ｵｶ08

「交際下手」が直る本

渋谷 昌三／著

新講社

0008539322 361.4/ｼﾌ08

池上彰のメディア・リテラシー入門

池上 彰／著

オクムラ書店

0008545378 361.453/ｲｹ08

「サザエさん」的コミュニティの法則 鳥越 皓之／著

日本放送出版協会

0008510877 361.7/ﾄﾘ08

生活支援のための福祉用具と住宅改修 和田 光一／著

ミネルヴァ書房

0008512345 364.4/ﾜﾀ08

３年で辞めた若者はどこへ行った
のか

城 繁幸／著

筑摩書房

0008547697 366.29/ｼﾖ08

人生の「秋」の生き方

堺屋 太一／編著

ＰＨＰ研究所

0008505646 367.7/ｻｶ08

メディアに心を蝕まれる子どもたち 有田 芳生／著

角川ＳＳコミュニケーションズ

0008550824 368.7/ｱﾘ08

中途障害者の心理と支援

柏倉 秀克／著

久美

0008556219 369.275/ｶｼ08

幼稚園・小学校お母さんのおつき
あいとマナー

成美堂出版編集部／編 成美堂出版

0008341786 374.6/ｾｲ08

発達としての共食

外山 紀子／著

新曜社

0008517997 376.11/ﾄﾔ08

４７都道府県の名門高校

八幡 和郎／著

平凡社

0008551731 376.41/ﾔﾜ08

場面緘黙Ｑ＆Ａ

かんもくネット／著

学苑社

0008554958 378/ｶﾝ08

アフリカの王を生み出す人々

松本 尚之／著

明石書店

0008552275 382.445/ﾏﾂ08

あのファッションは、すごかった！

遠入 昇／著

中経出版

0008549750 383.1/ｴﾝ08

パリからの紅茶の話

戸塚 真弓／著

中央公論新社

0008537144 383.889/ﾄｽ08

とっておきの里祭り

岡村 直樹／著

心交社

0008528184 386.1/ｵｶ08

昭和の名将と愚将

半藤 一利／編〔著〕

文芸春秋

0008528143 392.107/ﾊﾝ08

