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発行

『「海洋国家」日本の戦後史』
宮城 大蔵／著 ちくま書房発行 2008年 ラベル記号 319.102/ﾐﾔ08 資料番号 0008643736
【内容】
第二次世界大戦後の東南アジアにおいて、日本の再出発は賠償などの問題だけではなく、取り巻く国際情勢との問題
でもあった。1955年にインドネシアで行われたバンドン会議は、「新しいアジア・アフリカよ、生まれ出でよ！」とスカルノ
大統領が開会宣言したとおり、その後のアジア・アフリカ諸国の独立・発展のきっかけとなるものであった。ただし、その
会議の中も、その後においても紆余曲折があったことを、著者が丹念に記している。その中で、日本がどのように経済的
に進出を果たしていったのか、どのような判断があったのか。インドネシアや中国などの国々と、日本とのやりとりをまとめ
た一冊。

『市民と司法の架け橋を目指して 法テラスのスタッフ弁護士』
本林 徹／ほか編 日本評論社発行 2008年 ラベル記号 327.14/ﾓﾄ08 資料番号 0008631889
【内容】
全国どこでも法的トラブルを解決するための情報やサービスを受けられる社会の実現という理念を持って設けられた「法
テラス」。そのための手段のひとつとして、法テラス事務所で働く「スタッフ弁護士」の存在がある。弁護士のいない離島
などの司法過疎地はもとより、都市部であっても経済的な問題や、高齢・障害者・外国人であるなどの事情で司法から
疎外されている人々が存在する。地域的な格差、階層的な格差を解消するために、より身近で市民の味方となり、福
祉・行政・警察等と連携して事件の解決に奮闘するスタッフ弁護士たちの使命感や熱意が感じられるレポートを通して、
市民のための「司法」のあり方について改めて考えてみたい。

『日本から一番遠いニッポン 南米同胞百年目の消息』
三山 喬／著 東海教育研究所発行 2008年 ラベル記号 334.46/ﾐﾔ08 資料番号 0008632143
【内容】
２００８年は日本人ブラジル移住１００周年にあたり、日本ブラジル交流年として記念行事などが行われている。ブラジル
以外にも南米諸国には日系移民のコミュニティが存在し、それぞれ１００年に近い歴史を有している。本書では著者が
ペルーに７年間移住し各国のさまざまな立場の移民を追って取材した興味深いエピソードが綴られている。初期の南米
移民の歴史は非常に過酷であり、驚かされる。また、異文化の中で日本人であり続けること、異文化に同化していくこ
と、いずれを選んだ場合も起こる摩擦や葛藤についても考えさせられる読み応えのある一冊である。

『差別からみる日本の歴史』
ひろた まさき／著 解放出版社発行 2008年 ラベル記号 361.8/ﾋﾛ08 資料番号 0008643801
【内容】
現代社会においても悲しいことに、様々な形での差別がある。しかし、差別の原因が「人間の本性」であったとしても、そ
れを抑えてなくしていく努力をすることも「本性」だと著者は言う。「差別された苦しみ」を客観的な問題として取り扱い、
大事なところの気持ちを理解しなくてはならない。差別克服の一つの方法がこれまでの歴史を知ることだという著者の指
摘には、長年この問題に取り組んできた研究者としての重みがある。グローバルな世界が広がっていく中で、どのように
して新しい差別をなくしていけばよいのかを考えるきっかけとなる。

『給食で育つ賢い子ども 全国おいしい学校給食マップ』
金丸 弘美／著 木楽舎発行 2008年 ラベル記号 374.94/ｶﾅ08 資料番号 0008632077
【内容】
日々、学校で提供されている給食は、栄養士・調理員・生産者・自治体の工夫と努力によって、栄養の偏りがなく、しか
もおいしく安全なものが提供されるようになっている。「給食は食育の柱」という著者が、全国で行われている意欲的な取
り組みの中から38の事例を紹介している。地産地消にこだわったり、伝統料理を取り入れたり、使う食器を磁器にしたりと
形は様々だが、「学校給食は子どもの健康には欠かせない」という熱意は一緒である。巻頭にある各事例のカラー写真
からは、その思いが伝わってくる。本書は、学校給食ではどのような取り組みがなされているのかを知る入門書である。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「夏日に読むビジネス本」「夏休みの自由研究」 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6月に受け入れた本の一部です。
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２７人のすごい議論

『日本の論点』編集部／編 文芸春秋

0008644627

304/ﾌﾝ08

グラムシとわれわれの時代

片桐 薫／著

論創社

0008643843

309.337/ｶﾀ08

アラブはなぜユダヤを嫌うのか

藤原 和彦／著

ミルトス

0008631970

316.88/ﾌｼ08

持続可能なまちは小さく、美しい

笠松 和市／著

学芸出版社

0008644445

318.281/ｶｻ08

チベット問題

山際 素男／著

光文社

0008644676

319.229/ﾔﾏ08

中世公武新制の研究

佐々木 文昭／著

吉川弘文館

0008632200

322.14/ｻｻ08

株券電子化と移行のポイント

三菱ＵＦＪ信託銀行証券代
商事法務
行部／編著

0008632168

325.242/ﾐﾂ08

冤罪をなくす

武藤 功／著

いりす

0008643546

327.6/ﾑﾄ08

Ｇ８サミット体制とはなにか

栗原 康／著

以文社

0008644544

329.38/ｸﾘ08

学生たちは国境を越える

大江 瑞絵／編

関西学院大学出版会

0008631962

329.39/ｵｵ08

デフレは終わらない

上野 泰也／著

東洋経済新報社

0008613721

332.107/ｳｴ08

モンゴルの光と風

岩田 伸人／編

日本地域社会研究所

0008643942

332.227/ｲﾜ08

日本型リーダーの研究

古野 庸一／編

日本経済新聞出版社

0008632093

335.13/ﾌﾙ08

小が大に勝つための会計学

笠原 清明／著

中央公論新社

0008643777

336.9/ｶｻ08

財政学をつかむ

畑農 鋭矢／著

有斐閣

0008644387

341/ﾊﾀ08

ヒロインたちの百年

岩見 照代／著

学芸書林

0008643892

367.21/ｲﾜ08

心が明るくなる室内ゲーム＆遊び４３

日本レクリエーション協会
創元社
／監修

0008644502

369.26/ﾆﾎ08

地震住まい生活

岸本 幸臣／著

彰国社

0008631723

369.31/ｷｼ08

子育て支援の危機

前原 寛／著

創成社

0008643686

369.4/ﾏｴ08

ユニセフではたらこう

和気 邦夫／著

白水社

0008631954

369.4/ﾜｷ08

障害をもつ子が育つということ

野辺 明子／編

中央法規出版

0008644619

369.49/ﾉﾍ08

養護教諭が担う「教育」とは何か

藤田 和也／著

農山漁村文化協会

0008631897

374.9/ﾌｼ08

新しい学力テストを読み解く

田中 耕治／編著

日本標準

0008644585

375.17/ﾀﾅ08

〈失われた時代〉の高校生の意識

海野 道郎／編

有斐閣

0008632184

376.41/ｳﾐ08

親子でできる就職活動突破法

杉山 由美子／著

洋泉社

0008643769

377.9/ｽｷ08

親の常識

大宅 映子／著

海竜社

0008643876

379.9/ｵｵ08

アマゾン源流「食」の冒険

高野 潤／著

平凡社

0008644700

383.862/ﾀｶ08

昔話を語る女性たち

石井 正己／編

三弥井書店

0008644395

388.04/ｲｼ08

空の戦争史

田中 利幸／著

講談社

0008644767

391.207/ﾀﾅ08

