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『威風堂々の指導者たち 昭和人物史に学ぶ』
芳賀 綏／著 清流出版発行 2008年 ラベル記号 312.1/ﾊｶ08 資料番号 0008942336
【内容】
本書では，戦後の日本を支えた数多くのリーダーの中から人生行路も立場もキャラクターも異なる5人の政党党首，吉田
茂・石橋湛山・西尾末廣・芦田均・河上丈太郎を選び，それぞれの生き様を描いている。現代の日本において指導者は
政治・経済・官界，どの分野をとっても厳しい対応を迫られ腰をすえてリーダーシップを取ることが望まれているにもかか
わらず，短期間での交代が相次いでいるという現実がある。国家や組織の危機を救い活性化できる指導者を見極める
には，人々の人物を見る目が必要とされる。指導者の質を見抜く眼力を高めるためにも，歴史を学び先人に学ぶことは
不可欠であろう。敗戦から立ち直る日本を担った5人のリーダーたちから学ぶべきことは多い。

『ロシア・ショック』
大前 研一／著 講談社発行 2008年 ラベル記号 332.38/ｵｵ08 資料番号 0008955510
【内容】
日本が国境を接している国の中の一つであるロシア。そのロシアについて，マイナス面を強調して見がちな一辺倒な見
方ではなく，冷静に分析して一刻も早く新しいロシアンパラダイムを構築するべきだと著者は言う。広大な国土，豊かな
地下資源を有する上に，高い教育水準によって生み出される人材も豊富である。また，74％ものロシア人が「日本が好
き」と答えており，日本にとっては魅力的な市場である。ロシアの現況，ロシアで成功している日本企業の事例，ロシア外
交の現在と将来の展望の三部で構成されている本書には，最新のロシア事情が数値とともに紹介されている。グローバ
ルな視点で冷静に分析を行い，これからの日本にとって何が最良の選択になるかを考えさせられる一冊である。

『リーダーになる人の たった１つの習慣』
福島 正伸／著 中経出版発行 2008年 ラベル記号 336.3/ﾀﾝ08 資料番号 0008926610
【内容】
売上が悪くなったカラオケ店3店舗をいかに業績回復させていくかを，実話を元にして記した一冊。3人の店長が様々な
対策を立てて経営改善を図ろうとするが，解決までには様々な課題が生じてくる。それらを乗り越えていくために，働くス
タッフのやる気をいかに起こさせて，維持するか。職場の人間関係をよりよくするには，どのような方法があるのか。「自
分が見本になること」「相手を信頼すること」「相手を感動させること」を，勇気を持って行えることがリーダーとして大切な
習慣だと著者は指摘している。

『日本の賃金 年功序列賃金と成果主義賃金のゆくえ』
竹内 裕／著 筑摩書房発行 2008年 ラベル記号 366.42/ﾀｹ08 資料番号 0008938383
【内容】
1990年代以降，急速に日本企業に導入された成果主義賃金体系。業績不振を根底から解決するために導入されたの
だが，2004年頃から批判にさらされるようになる。その背景には，成果主義自体が日本の風土に合わないまま導入され
たということがあったと筆者は指摘する。結果のみを評価するのではなく，プロセスもうまく評価を行わなければ，短期的
な取り組みに終始し挑戦的な取り組みが減少するという問題点がある。成果主義と年功主義のいずれもの長所を取り入
れた「日本型能力・成果主義賃金」を筆者は提案している。職員を評価する際の視点の持ち方においても参考になる。

『食べかた上手だった日本人 よみがえる昭和モダン時代の知恵』
魚柄 仁之助／著 岩波書店発行 2008年 ラベル記号 383.81/ｳｵ08 資料番号 0008938318
【内容】
昭和１０年前後，いわゆる昭和モダンの時代には，モノはなくても，暮らしの中に創意工夫があった。冷蔵庫がなくても
食品を腐らせないし，魚や野菜を干物や塩漬けなどにして保存し，わずかな量の肉を使って調理をしていたのだ。この
時代の食事は，質素とはいえ，そこそこおいしいし低カロリーでカラダにもよい。こういう食べかたもあるのだという知識を
もっていれば，これからの時代を生きてゆくヒントになるかもしれない。『主婦之友』『料理の友』『婦人倶楽部』などからの
引用もある。著者の魚柄氏は戦前から戦後にかけての食文化に関する膨大な資料をもとに日本人の食文化の変遷を研
究している食文化研究家であり，安上がりで安全な食生活を模索して冷凍食品や加工食品を使わない昭和初期そのま
まの生活を実践している。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は『こたつで読むビジネス本 2008-2009』『サンタも走る師走』（12/19〜1/14）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11月に受け入れた本の一部です。
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資料番号

グローバルブレイン未来への鍵

アーヴィン・ラズロ／著 バベル・プレス

政権崩壊

白川 勝彦／著

花伝社 共栄書房（発売） 0008938276

312.1/ｼﾗ08

イスラーム世界の論じ方

池内 恵／著

中央公論新社

0008955551

312.27/ｲｹ08

慶応義塾大学出版会

0008928699

312/ﾆﾎ08

日本の政治経済を考える

0008941700

ラベル記号
304/ﾗｽ08

現職人事が書いた「公務員になりたい人へ」の本

大賀 英徳／編著

実務教育出版

0008786774

317.3/ｵｵ08/2010

道州制地域経済が変わる

櫟本 功／著

第一法規

0008782799

318.18/ﾄﾁ08

沖縄ラプソディ

宮城 康博／著

御茶の水書房

0008926859

318.299/ﾐﾔ08

住民による「まちづくり」の作法

今西 一男／著

公人の友社

0008926677

318.6/ｲﾏ08

共生時代の地域づくり論

北野 収／編著

農林統計出版

0008941510

318.6/ｷﾀ08

さがみはら夢プロジェクト２０５４

内海 麻利／監修

相模原市企画財政局企画部さが
みはら都市みらい研究所 ぎょう
せい（発売）

0008780090

318.737/ｳﾁ08

自治体政策研究ノート

今井 照／著

公人の友社

0008926669

318/ｲﾏ08

行政の解体と再生

上山 信一／著

東洋経済新報社

0008787434

318/ｳｴ08

学陽書房

0008955585

318/ﾐﾅ08

三修社

0008784068

324.4/ﾀｲ08

中央経済社

0008787483

324.4/ﾅｶ08

三修社

0008784076

324.6/ｳﾒ08

マンション・オフィスビル賃貸借の法律相談 東京弁護士会不動産法部／編

青林書院

0008955635

324.81/ﾄｳ08

賃貸住居の法律Ｑ＆Ａ

橋元 四郎平／監修

住宅新報社

0008926719

324.81/ﾊｼ08

やさしい倒産法

宗田 親彦／編

法学書院

0008787491

327.36/ｿｳ08

中央アジア経済図説

下社 学／〔著〕

東洋書店

0008926495

332.296/ｼﾓ08

ロシア・ショック

大前 研一／著

講談社

0008955510

332.38/ｵｵ08

クラウドソーシング

バリー・リバート／ほか著 英治出版

0008783672

336.17/ﾘﾊ08

日本的人事管理論

太田 肇／著

中央経済社

0008787582

336.4/ｵｵ08

会社のカベ

松下 智明／著

中経出版

0008926370

336/ﾏﾂ08

お金の常識・非常識

中野 展子／編著

心交社

0008938342

337.04/ﾅｶ08

貨幣の経済学

岩村 充／著

集英社

0008928855

337.1/ｲﾜ08

自治体アウトソーシングの事業者評価 南 学／著
図解債権回収と担保・保証の法律がわかる事典

大門 則亮／監修

ここまで知っておきたい債権回収の実務 永石 一郎／著
図解夫婦・親子・家族の法律がわかる事典

梅原 ゆかり／監修

