県立図書館8月の新着図書紹介
（社会科学編）
岡山県立図書館

2008.8.10

発行

『フランスジュネスの反乱 主張し行動する若者たち』
山本三春／著 大月書店発行 2008年 ラベル記号 309.023/ﾔﾏ08 資料番号 0008662389
【内容】
2005年秋，パリ郊外で二人の少年が警察に執拗に追いかけられて亡くなった。背景には，貧しい移民たちに対するフラ
ンス内相の治安政策があった。さらに，26歳未満の新入社員実習期間を2年間に延長して，理由説明なしで自由解雇さ
れるという法案が成立した。2006年春，そのことをきっかけとして，フランス全土の若者，家族，教師たちが反対運動を起
こし，法案の撤回を政府に認めさせた。一見つながらないように思える二つの事件は，フランスが抱えている社会問題を
表していると著者は指摘する。本書は，著者が単身で最初の事件現場に入り，亡くなった少年たちの家族・友人から話を
聞きながらまとめられている。

『広田弘毅 「悲劇の宰相」の実像』
服部 龍二／著 中央公論新社発行 2008年 ラベル記号 312.1/ﾊﾂﾐﾔ08 資料番号 0008653743
【内容】
1930年代，日本の首相・外相として活躍した広田弘毅。福岡県の石屋の長男として生まれた広田は，第二次世界大戦
後，いわゆる東京裁判で文官として唯一の死刑に処せられたことで知られる。本書では，広田が二・二六事件直後の組
閣や，日中戦争初期の混乱の場面で，どのような意思決定を行ったのか，彼が取り組んだ外交とはどのようなものだった
のかなどについて記している。当時の日本外交も知ることのできる。関連する書籍として，城山三郎著『落日燃ゆ』（新潮
社，1974年，自動化書庫），『東京裁判』（講談社，2008年，社会）などがある。

『日本の人口減少社会を読み解く 最新データからみる少子高齢化』
京極 髙宣，髙橋 重郷／編 中央法規出版発行 2008年 ラベル記号 334.31/ｷﾖ08 資料番号 0008662108
【内容】
本書は，国立社会保障・人口問題研究所が行ってきた人口推計・統計の成果をまとめたものである。少子高齢・人口減
少社会について豊富な図・グラフ・表を用いながら，わかりやすい解説がついている。人口減少の背景には，家族，職
場，地域社会，国家，国際社会が絡み合っていることが指摘され，それらの項目ごとに分析結果がわかるように工夫され
ている。2035年までの地域人口推計をみると，大都市圏（東京，愛知）において75％を超える増加率が予測されている。
高齢化，単独世帯化が進むことが予想される中で，高齢者の社会孤立阻止などの対策が求められることが指摘されてい
る。人口統計の研究に資するだけでなく，マーケティングや政策立案などにも活用できる一冊である。

『親愛なるブリードさま 強制収容された日系二世とアメリカ人図書館司書の物語』
ジョアンヌ・オッペンハイム／著，今村 亮／訳 柏書房発行 2008年 ラベル記号 334.453/ｵﾂ08 資料番号 0008653
【内容】
１９４１年太平洋戦争勃発後のアメリカにおいて，日本人を祖先に持つというだけで，アメリカ本土に住んでいた日系人約
12万人が強制的に収容所に入れられた。このとき，サンディエゴから収容所に送られた子どもたちを支えたのが，サン
ディエゴ市立図書館の児童室担当司書，クララ・ブリードだった。図書館利用を通して親交を深めた子どもたちのために，
彼女は周囲からの白い目も気にせず，本や手紙やプレゼントを収容所に送り続けたのである。「親愛なるブリードさま」で
始まる子どもたちの手紙には彼女への感謝と信頼の念があふれている。本書は，当時の子どもたちの手紙と大人になっ
た関係者へのインタビューを中心にまとめた感動のノンフィクションである。

『日本のインキュベーション』
前田啓一，池田潔／編 ナカニシヤ出版発行 2008年 ラベル記号 335/ﾏｴ08 資料番号 0008480220
【内容】
ビジネス関係の雑誌などで時折目にする言葉である「インキュベーション」とは「孵化」という意味で，「新規創業企業」のこ
とを指す。長期低迷が続く日本経済の中で，景気回復の活力を与えてくれるものとして期待されているのが，ベンチャー
企業に代表される「新規創業企業」による雇用創出や技術革新である。これら企業群を社会に誕生させる孵化器（イン
キュベータ）としての役割を担っているのが，インキュベーション施設である。本書では，日本のインキュベーション施設の
設置事情やその意義，運営上の問題点・課題，施設ごとの成果の違いはどこから生じるのかなどを検討し，日本型イン
キュベーションの特徴と今後のあり方を明らかにしている。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「日本の文化と和のこころ」「災害に備える 防災の日９／１」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7月に受け入れた本の一部です。
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イスラームから考える

師岡 カリーマ・エルサムニー／著

白水社

0008651655

302.27/ﾓﾛ08

フィンランドを知るための４４章

百瀬 宏／編著

明石書店

0008665440

302.3892/ﾓﾓ08

アフリカ苦悩する大陸

ロバート・ゲスト／著

東洋経済新報社

0008651648

302.4/ｹｽ08

福田政権の１００日評価

工藤 泰志／編

言論ＮＰＯ

0008656910

312.1/ｸﾄ08

政権交代

岡田 克也／著

講談社

0008651663

312.1/ｵｶ08

アメリカの混迷

草野 徹／著

ＰＨＰ研究所

0008481731

312.53/ｸｻ08

ユーラシアの大戦略

浦野 起央／著

時潮社

0008662405

312.9/ｳﾗ08

白書の白書

木本書店・編集部／編集 木本書店

0008480444

317/64/2008
（館内利用）

私たちのための行政

東田 親司／著

芦書房

0008661910

317/ﾋｶ08

知事，まさか今夜もピザですか！？ 吉川 敏夫／著

双葉社

0008642266

318.296/ﾖｼ08

政令指定都市をめざす地方都市

上野 真也／編

成文堂

0008614059

318.7/ｳｴ08

人口減少時代における都市経営 ２

日本都市センター／企画・編集

日本都市センター

0008649816

318.7/ﾆﾎ07/2

くらしの法律百科 改訂新版

鍛冶 良堅／総監修

小学館

0008662512

320/ｶｼ08

コンメンタール行政法 １

室井 力／編著

日本評論社

0008662595

323.9/ﾑﾛ06/1

ひとりで学ぶ民法

山野目 章夫／著

有斐閣

0008667735

324/ﾔﾏ08

日本型経済システム

江川 美紀夫／著

学文社

0008667750

332.107/ｴｶ08

資源クライシス

加藤 尚武／著

丸善

0008665473

334.7/ｶﾄ08

人がいきる組織

共創型組織研究会／編・著 日経ＢＰ企画

0008481954

336.3/ｷﾖ08

デキる上司は褒め方が凄い

日本語力向上会議／〔編〕 角川学芸出版

0008667958

336.3/ﾆﾎ08

逐条解説貸金業法

上柳 敏郎／編著

商事法務

0008661837

338.77/ｳｴ08

企業通貨マーケティング

野村総合研究所企業通貨プ
ロジェクトチーム／著

東洋経済新報社

0008482036

338/ﾉﾑ08

消費税で福祉国家になれる？

消費税をなくす全国の会／編

かもがわ出版

0008662181

345.71/ｼﾖ08

新地方公会計の実務

三枝 修一／監修

都政新報社

0008667727

349.3/ｻｴ08

公共性のパラドックス

平子 義雄／著

世界思想社

0008665515

361/ﾋﾗ08

社会政策

玉井 金五／編

法律文化社

0008667768

364.1/ﾀﾏ08/2

介護報酬算定Ｑ＆Ａ

介護保険研究会／監修 中央法規出版

0008662066

364.4/ｶｲ08

男女共同参画のために−政策提言 辻村 みよ子／編

東北大学出版会

0008487605

367.1/ﾂｼ08

アメリカ型福祉国家と都市政治

東京大学出版会

0008662033

369.025/ﾆｼ08

中央経済社

0008482093

377.9/ﾜﾀ08

西山 隆行／著

大学生のためのキャリア開発入門 渡辺 峻／編著

