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『２００９年の日本はこうなる』
日下 公人／著 ワック発行 2009年 ラベル記号 304/ｸｻ09 資料番号 0008875064
【内容】
2008年秋以降のサブプライムローンのショック以降、日本だけでなく世界全体がかつてない危機に見舞われている。本
書は、政治・経済について評論を行っている著者の見識と、情報を元にしながら、どうすれば日本の政治・経済が安定
し発展していくのかについてまとめられた一冊である。
食料自給率を上げるために、現在輸入食糧の三割を廃棄していることをやめて、必要なだけ食事を用意するなどの取り
組みを行うことを提案している。また、消費税を上げる前に、無駄な公共事業をやめ歳出を大幅にカットしたり、国有財
産の売却をしたりなど、いろいろと行える手立てがあると指摘する。その他、外交や経済・軍事など多岐にわたって、著
者の未来への提言が続いている。

『大平正芳 「戦後保守」とは何か』
福永 文夫／著 中央公論新社発行 2008年 ラベル記号 312.1/ﾌｸ08 資料番号 0008962854
【内容】
昭和53年（1978）に、総理大臣に就任した大平正芳の人生を記述した一冊。香川県の貧しい農家に生まれた大平は、
苦学の末に東京商科大学（現一橋大学）に入学し、大蔵省に入省した。昭和27年（1952）に衆議院議員に当選した後、
「保守本流」の道を歩み、外務・通産・大蔵大臣などの要職を歴任している。文筆家・読書家であった大平は、「戦後政
界屈指の知性派」と呼ばれた。その彼がどのように考え、そして政策として実行したのかを振り返ることができる一冊と
なっている。社会棚1番（請求記号312）には、日本の政治に関する書籍があるので、興味のある方はそちらもご覧いた
だきたい。

『人物で読む近代日本外交史 大久保利通から広田弘毅まで 』
佐藤 明広・小宮 一夫・服部 竜二/編 吉川弘文館発行 2009年 ラベル記号 319.1/ｻﾄ08 資料番号 0008962458
【内容】
リーマンショックから世界同時不況まで国際情勢が我々の生活に即、影響を及ぼすようになってきた現代日本。解決す
べき国際問題は山積しているが、日中戦争から現代まで激動する国際情勢の中で日本はいかなる道を歩んできたの
か。本書では、伊藤博文、陸奥宗光ら近代日本外交をリードした19人の人物を取り上げ、その人物が歴史に与えた影
響を探り、人物によって日本の軌跡をたどっている。姉妹編『人物で読む現代日本外交史−近衛文麿から小泉純一郎
まで』（2008年11月刊行）と併せて読めば、明治維新から現在までの国際社会の中での日本の歩みを知ることができる。

『ワークライフバランス 今日から変われる入門講座』
坂東 眞理子・辰巳 渚ほか／編著 朝日新聞出版発行 2008年 ラベル記号 366.7/ﾊﾝ09 資料番号 0008803223
【内容】
「やりがいのある仕事」と「充実した生活」の調和―「ワークライフバランス」という考え方が注目を集めている。「ワークライ
フバランス」とは、2007年12月の「官民トップ会議」において決定された憲章と行動指針で、だれもが意欲をもって働き豊
かさを実感して暮らせるように国家・企業・国民全体で取り組んでいくべきこれからの方向性として示された。自分らしい
ワークライフをデザインするために今できることを、「暮らし」「こころ」「からだ」「考え方」「働き方」などのテーマで6人の女
性がアドバイスしている。著者の一人は、ベストセラーとなった『女性の品格』や『親の品格』を書いた昭和女子大学学長
の坂東眞理子氏である。

『子どもたちに「未来の学力」を フィンランドの学力観に学べ』
福田 誠治／著 東海教育研究所発行 2008年 ラベル記号 372.107/ﾌｸ08 資料番号 0008962326
【内容】
日本の子供たちは、公式を覚えてそれを問題に当てはめる問題は得意だが、「科学的な疑問を認識する」「現象を科学
的に説明する」ことはすごく苦手であると著者は指摘する。PISA調査の結果が出るたびに、「日本の子どもの学力低下」
が問題になるが、「これから何ができるのか」をしっかりと考え、それに適した対策を取るべきだという具体的な提案が盛り
込まれている。現在日本で行われている教育内容の長所・短所を捉え、それを20年後の将来につなげていくためには
どうしたらよいのか。国際社会の「落ちこぼれ」にならないために、今こそ考えていかなければならないのではないか。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は『できる人になる』『民間信仰』（2/20〜3/18）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1月に受け入れた本の一部です。
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桐山 秀樹／著
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0008806598
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南 真二／著
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0008802589
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大村 多聞／編集
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小峰 隆夫／編
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「大恐慌」以後の世界
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日本にノーベル賞が来る理由

伊東 乾／著

朝日新聞出版
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377.7/ｲﾄ09

