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『横浜の産業とマチづくり』
齋藤 毅憲／監修，横浜市立大学国際総合科学部ヨコハマ起業戦略コース／編著 2008年 学文社発行 318.737/ｻｲ08 0008580664

【内容】
横浜の産業力や企業力が拡充していくことで、市民生活の充実が図られることを求めて発足した横浜産業学の研究成果
をまとめたもの。横浜の戦略的産業やコミュニティビジネス、地域貢献や企業支援事業の展開など、具体的な事例をあげ
ながら、横浜におけるマチづくりの状況が紹介されている。「戦略的産業」と「生活充実産業」という視点は、マチの産業振
興という側面だけではなく、都市生活の質を向上させるようなサービスの必要性を指摘している。

『これ一冊で裁判員制度がわかる』
読売新聞社会部裁判員制度取材班／著 2008年 中央公論新社発行 ラベル記号 327.67/ﾖﾐ08 資料番号 0008579112
【内容】
平成２１年５月から開始される裁判員制度。その制度の詳しい説明や、実際に自分が裁判員に選ばれた時にどうしたらよ
いのかなどが、Q&A形式で１００項目にわたり書かれている。「どんな服装で裁判所にいけばよいのか」、「遅刻したらどう
なるのか」などの初歩的な質問から、「死刑も判断しなければならないのか」、「深刻な被害状況を見て精神的ショックを受
けてしまったらどうするのか」など重大な質問まで想定されている。量刑の手がかりになる資料も入っており、実際に自身
が裁判員に任命された時にも役に立つ一冊である。

『偽装管理職』
東京管理職ユニオン／監修 ポプラ社発行 2008年 ラベル記号 366.021/ﾄｳ08 資料番号 0008587057
【内容】
2008年1月に東京地方裁判所で出された日本マクドナルドと店長との裁判の判決は、店長が管理職なのかどうかという点
が注目され新聞・テレビ・雑誌などで数多く取り上げられた。管理職は、法制上「管理監督者」のことをさすが、果たして店
長がそれにあたるかどうかを問われたのである。判決はまだ確定していないが、同じような問題は全国各地で起きている
ことを本書は訴えている。「成果主義」がグローバルスタンダードなのか、「企業の論理」と個人の幸福を追求する民主主
義とをどのように折り合わせるのかが大切だと指摘している。

『働くこととジェンダー』
倉地 克直，沢山 美果子／編 2008年 世界思想社発行 ラベル記号 366.38/ｸﾗ08 資料番号 0008579054
【内容】
2001〜2007年に岡山大学で行われた講義内容を再現したもの。原因や過程を知るために過去を調べる、失われた過去
の経験を現在に生かすといった、歴史学の営みを学び現代社会の諸問題についてまとめている。少子化や男女参画社
会の実現、勤労機会の保証など、現代社会において課題となっている事柄が、10のテーマに分けて述べられている。学
生向け講義だが、実際にその問題に携わっている人たちにも役立つ内容がちりばめられた一冊である。

『嗜好品文化を学ぶ人のために』
高田公理，嗜好品文化研究会／編 2008年 世界思想社発行 ラベル記号 383.8/ﾀｶ08 資料番号 0008580169
【内容】
本書によれば、嗜好品とは「遊びと楽しみの要素をはらむ飲食物」であるという。本書は嗜好品自体、またそれらの嗜好
品を愛好する人々が作り出した文化等をテーマとする多様な研究への入門となる一冊である。第１章では、コーヒー・茶・
酒・たばこなど伝統的な嗜好品について、第２章では、香水・ケータイなど従来の嗜好品とされてきたものより範囲を広げ
ての紹介がなされている。また、第３章では、歴史学・文化人類学・経済学・文学・生理学などのさまざまな学問領域から
の嗜好品研究へのアプローチが、第４章では、古典として岡倉天心『茶の本』ほか内外の著作が紹介されておりいずれも
興味深い。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
５月のテーマ展示は、「法律情報を調べる本」「裁判」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4月に受け入れた本の一部です。
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地域切り捨て

金子 勝／編著

岩波書店

0008593154 312.1/ｶﾈ08

韓国の品格

重村 智計／著

三笠書房

0008593162 312.21/ｼｹ08

世界の行政簡素化政策

ＯＥＣＤ／編

日本経済評論社

0008563751 317.9/ｹｲ08

地域づくり新戦略

片木 淳／編

一芸社

0008585929 318.6/ｶﾀ08

日本版スローシティ

久繁 哲之介／著

学陽書房

0008594707 318.7/ﾋｻ08

ウラン兵器なき世界をめざして

ＮＯ ＤＵヒロシマ・プロ
ジェクト／編

ＮＯ ＤＵヒロシマ・プロ
ジェクト

0008587354 L319.8/ﾚﾂ08

わかりやすい戸籍の見方・読み方・
伊波 喜一郎／共著
とり方

日本法令

0008588907 324.87/ｲﾅ08

日本の刑罰は重いか軽いか

王 雲海／著

集英社

0008586737 326.4/ｵｳ08

訴えられたらどうする！！

高島 秀行／著

税務経理協会

0008569444 327.2/ﾀｶ08

裁判員時代の法廷用語

後藤 昭／監修

三省堂

0008580227 327.6/ｺﾄ08

産経新聞メディックス

0008587388 L329.38/ﾎﾂ08

北海道洞爺湖サミットガイド
中国の経済大論争

関 志雄／編

勁草書房

0008564585 332.22/ｶﾝ08

ニューカマー定住ハンドブック

有道 出人／著

明石書店

0008556227 334.41/ｱﾙ08

ひとりビジネス

大宮 知信／著

平凡社

0008586711 335/ｵｵ08

会社を替えても、あなたは変わらない 海老根 智仁／著

光文社

0008589012 336.1/ｴﾋ08

社長の時間の使い方

吉沢 大／著

日本実業出版社

0008536427 336.2/ﾖｼ08

限界自治夕張検証

読売新聞東京本社北海道支
社夕張支局／編著

梧桐書院

0008565103 349.211/ﾖﾐ08

社会学の名著３０

竹内 洋／著

筑摩書房

0008579450 361/ﾀｹ08

人間関係で悩まない６つの法則

渋谷 昌三／著

ワック

0008596140 361.4/ｼﾌ08

ふるさとの誘因

武田 圭太／著

学文社

0008580961 361.7/ﾀｹ08

ワーキングプアは自己責任か

門倉 貴史／著

大和書房

0008551962 361.85/ｶﾄ08

若者が求める年金改革

植村 尚史／著

中央法規出版

0008594657 364.6/ｳｴ08

働く人の夢

日本ドリームプロジェクト／編

いろは出版

0008595886 366.29/ｲﾛ08

学校裏サイト

渋井 哲也／著

晋遊舎

0008579534 367.61/ｼﾌ08

グループホームの基礎知識

上田 理人／著

リヨン社

0008550659 369.263/ｳｴ08

乳幼児とその家族への早期支援

福井 逸子／編著

北大路書房

0008596165 369.4/ﾌｸ08

こんな募金箱に寄付してはいけない 筑波 君枝／著

青春出版社

0008579500 369.7/ﾂｸ08

はじめてのひきこもり外来

中垣内 正和／著

ハート出版

0008580011 371.42/ﾅｶ08

目指せ！プロフェッショナルエンジ
ニア

国立高等専門学校機構産学連携・地
域連携委員会「社会で活躍する高専
卒業生たち」編集委員会／編

日刊工業新聞社

0008568594 377.3/ｺｸ08

お菓子の世界・世界のお菓子

吉田 菊次郎／著

時事通信出版局

0008594715 383.8/ﾖｼ08

自然葬と世界の宗教

中村 生雄／編

凱風社

0008589053 385.6/ﾅｶ08

教科書・日本の防衛政策

田村 重信／編著

芙蓉書房出版

0008571432 392.107/ﾀﾑ08

