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『マイクロトレンド 世の中を動かす１％の人びと』
ﾏｰｸ J.ﾍﾟﾝ E..ｷﾆｰ・ｻﾞﾚｽﾝ／著 2008年 日本放送出版協会発行 ラベル記号 304/ﾍﾝ08 資料番号 0008603383
【内容】
本書は2007年8月にアメリカで出版されてからメディアに大きく取り上げられ、「マイクロトレンド」という新しい言葉を生み出
した Ｍｉｃｒｏｔｒｅｎｄｓ の抄訳である。著者は2008年アメリカ大統領選でヒラリー・クリントン陣営の参謀を務め、ＣＥＯや社
長として企業経営も行っているマーク Ｊ.ﾍﾟﾝ氏。誰もが知っている「メガトレンド」ではなく、小さなトレンド「マイクロトレン
ド」を見つけることこそが、明日の社会・ビジネス・投資に大きな影響を与え成功につながることを、41の例をあげながら紹
介している。

『おみくじの原価は１円！ 時代を超えて生き残るビジネス』
金子 哲雄／著 2008年 宝島社発行 ラベル記号 336.85/ｶﾈ08 資料番号 0008463069
【内容】
ビジネスで成功するための秘訣は、商品の原価を常に気にしていることである。本書では「おみくじビジネスはなぜ1000
年以上も続いているのか？」「１杯390円のラーメン店はなぜもうかるのか？」など、ものやサービスの原価を切り口に現代
の消費を分析しながら、長続きするビジネスのもうけのからくりを解き明かし、ビジネス成功のヒントを提示している。著者
は経営コンサルタントで流通ジャーナリストの金子哲雄氏。起業したい方、新サービスや新商品のヒントを探している方に
おすすめの本である。

『サブプライム問題の正しい考え方』
倉橋 透，小林 正宏／著 2008年 中央公論新社発行 ラベル記号 338.253/ｸﾗ08 資料番号 0008603649
【内容】
２００７年にアメリカのサブプライムローンの焦げ付きを発端に起きた、全世界的な金融不安。日々のニュースで取り上げら
れることの多い単語となったが、その原因や背景、どこに行き着くのかなど不透明な部分はまだ残されている。経済学、
住宅金融の専門家である著者たちが、「きちんと返済ができそうもない人に、お金を貸してはいけない」という当たり前のこ
とを行わなかったことが一番問題だと指摘する。本書は、これから起きてくるだろう問題を予想するとともに、それに対して
日本がしておくべきことも提案している。自分の身近な問題ではないというのではなく、降りかかってくるかもしれない問題
を未然に回避するためにも、一読してはいかがだろうか。

『個人情報・営業秘密・公益通報Ｑ＆Ａ』
浜辺 陽一郎／著 2008年 労務行政発行 366.14/ﾊﾏ08 0008602278
【内容】
情報漏えいなどが問題になる中、どのようにして個人情報や営業秘密を守秘したり、公益通報した人物を保護したりすれ
ばよいのかを、実務に精通した弁護士が３章、128項目にわたってQ&A形式で解説している一冊。人事担当者や職場の
マネジメントに関わる人たちを対象に書かれているが、情報管理や企業経営に関わる人たちにも情報管理体制の重要さ
を具体的に伝える内容となっている。（同様の資料は、社会棚10番（請求記号366）附近に配架しているのでご活用くださ
い。）

『江戸の捨て子たち その肖像』
沢山 美果子／著 吉川弘文館発行 2008年 ラベル記号 369.44/ｻﾜ08 資料番号 0008465189
【内容】
熊本県に設置された赤ちゃんポストが話題になったが、明治時代以前にも数多くの捨て子が行われた。著者は、捨てら
れた子どもたちの行く末は地域共同体による相互扶助によって守られ、養子として育てられていった事例を集め、そこか
ら当時の人々の子どもたちに対する愛情を見つけ出そうと試みている。現代社会よりも科学技術は圧倒的に遅れている
江戸時代だが、本書からはたくましく飢饉や災害、貧困を乗り越えようとしている人々の姿が浮かび上がってきている。現
井原市内であった捨て子の事例では、捨てた母親の愛情あふれる手紙や着物が紹介されている。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
６月のテーマ展示は、「まちづくりと道州制」「いじめをなくすために」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5月に受け入れた本の一部です。
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ドバイにはなぜお金持ちが集まるのか 福田 一郎／著

青春出版社

0008608929 302.278/ﾌｸ08

不可能性の時代

大沢 真幸／著

岩波書店

0008585457 304/ｵｵ08

道州制が見えてきた

鈴木 文熹／著

本の泉社

0008612343 318.18/ｽｽ08

図解地方議会改革

江藤 俊昭／著

学陽書房

0008608689 318.4/ｴﾄ08

知っていますか？トラブルからあな
飯野 たから／著
たを守るくらしの法律

自由国民社

0008612814 320/ｲｲ08

すぐに役立つ契約書・印鑑・領収
書・手形・小切手の法律知識

大門 則亮／監修

三修社

0008612608 324.52/ﾀｲ08

国策捜査

青木 理／著

金曜日

0008610602 327.13/ｱｵ08

裁判員のための刑法入門

船山 泰範／著

ミネルヴァ書房

0008617821 327.6/ﾌﾅ08

国際ビジネス紛争の解決

中村 達也／著

大学教育出版

0008618480 329.8/ﾅｶ08

２２歳からの日本経済入門

みずほ総合研究所／編 毎日新聞社

プロデューサーズ

プロデューサーズ制作チーム／編

誠文堂新光社

0008574667 336.1/ﾌﾛ08

京町家のしきたり

杉本 節子／著

光文社

0008576167 B336.162/ｽｷ08

部下を、暗闇の中で働かせていま
柴田 陽子／著
せんか？

インデックス・コミュニ
ケーションズ

0008618340 336.3/ｼﾊ08

頭痛のタネは新入社員

前川 孝雄／著

新潮社

0008618092 336.4/ﾏｴ08

市場と向き合う自治体

小西 砂千夫／著

公人の友社

0008610560 349.21/ｺﾆ08

地方財政健全化法監査

池田 昭義／著

一芸社

0008610404 349.38/ｲｹ08

実例・差別表現

堀田 貢得／著

ソフトバンククリエイティブ

0008618175 361.8/ﾎﾂ08

フリーター論争２．０

フリーターズフリー／編 人文書院

0008617979 366.021/ﾌﾘ08

天職への階段

週刊ＳＰＡ！編集部／編 扶桑社

0008575268 366.29/ﾌｿ08

学校裏サイト

下田 博次／著

東洋経済新報社

0008592636 367.61/ｼﾓ08

レズビアンである〈わたしたち〉のストーリー

飯野 由里子／著

生活書院

0008610503 367.97/ｲｲ08

福辺流力のいらない介助術

福辺 節子／著

中央法規出版

0008618308 369.26/ﾌｸ08

地域防災とまちづくり

滝本 浩一／著

イマジン出版

0008610826 369.3/ﾀｷ08

親が１ミリ変わると子どもは１メート
鳥山 敏子／著
ル変わる

カンゼン

0008608820 370.4/ﾄﾘ08

なぜ日本人は学ばなくなったのか

斎藤 孝／著

講談社

0008618209 372.107/ｻｲ08

横浜市教育行政の研究

竹岡 健治／著

スペース伽耶

0008617888 373.2/ﾀｹ08

教員免許更新制度

八尾坂 修／著

明治図書出版

0008618332 373.7/ﾔｵ08

よくわかる特別支援教育

湯浅 恭正／編

ミネルヴァ書房

0008601742 378/ﾕｱ08

大人のためのフィンランド式勉強法 小林 朝夫／著

ロングセラーズ

0008604357 379.7/ｺﾊ08

日本ＦＯＯＤ紀

古田 ゆかり／著

ダイヤモンド社

0008592560 383.81/ﾌﾙ08

カレーライスの謎

水野 仁輔／著

角川ＳＳコミュニケーションズ

0008610719 383.81/ﾐｽ08

米軍再編と日米安全保障協力

沖縄平和協力センター／監修

福村出版

0008618399 392.53/ｵｷ08

0008611022 332.107/ﾐｽ08

