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『江戸の名奉行 人物・事績・仕置きのすべて』
丹野 顕／著 新人物往来社発行 2008年 ラベル記号 322.15/ﾀﾝ08 資料番号 0008743908
【内容】
江戸幕府の中で「奉行」という役職は90種存在した。寺社奉行、町奉行、勘定奉行などは耳にしたことがある人も多いだ
ろうが、宇治山田奉行、遠国奉行など耳慣れないものもあった。本書は、三奉行といわれた寺社奉行、町奉行、勘定奉
行に就任した人物を中心に44名のエピソードを紹介したものである。敗訴した者も納得した板倉伊賀守勝重などのエピ
ソードからは、政治に携わる人たちのしんしな思いが伝わってくる。類書として、南 和男著『江戸の町奉行』（資料番号
0008604171）や、西沢 淳男著『代官の日常生活』（資料番号0006078034）などがある。

『目標達成力が１０倍アップする！技術 目標設定＆達成ルート攻略法』
藤森 将昭／著 すばる舎発行 2008年 ラベル記号 336/ﾌｼ08 資料番号 0008730301
【内容】
日々の仕事を確実にこなすのはもちろん重要だが、より速く確実に行うためのエッセンスがまとめられている。多くのベ
ンチャー企業の創業に携わってきた著者が、図などを用いてわかりやすく解説している。ロジックツリーという、物事を構
成要素に分けて、それぞれの関係を図示したものを活用する事例では、自身のホームページアクセス数がなぜ減少し
たのかという問題を、「なぜそうなるのか？」という自問を繰り返して課題を発見・解決する様子を簡潔に説明してある。す
ぐにでも仕事に役立てられるように、テーマごとに構成されている。目標達成ができている人にとっても、自身のアプロー
チを見直すよいきっかけになる一冊である。

『どこへ行く！？介護難民 フィリピン人介護士にケアを受けるということ』
稲葉 敬子／著 ぺりかん社発行 2008年 ラベル記号 369.26/ｲﾅ08 資料番号 0008742926
【内容】
今年度から本格的にはじまったフィリピン人介護士の受け入れ。「外国人が介護ができるのか」、「人材が不足している
福祉現場にとって朗報」などと様々な報道がされているが、具体的にはどのようなことがメリット・デメリットとして出てくるの
かはあまり語られていない。本書は、フィリピンで介護福祉士を養成する大学を直接訪ねたり、在日フィリピン人で介護
福祉士として活躍している方々をインタビューしたりすることで、フィリピン人介護士の可能性についてまとめた一冊であ
る。
フィリピンでは、日本のニーズに合わせた人材養成体制が確立されつつある。受け入れ側の日本でも、「受け入れてや
る」ではなく、「来ていただいて介護していただく」という立場での啓蒙・支援が必要ではないかと著者は指摘している。

『駄菓子屋楽校 あなたのあの頃、読んで語って未来を見つめて』
松田 道雄／著 新評論発行 2008年 ラベル記号 371.45/ﾅｶ08 資料番号 0008744096
【内容】
かつては子供たちの第二の学校として日本中の至るところに存在した駄菓子屋。放課後の子どものたまり場であった駄
菓子屋の歴史と駄菓子屋の持つ社会的・文化的な魅力が語られている。駄菓子屋を拠点とした遊びの中には、学校と
は異なる性質の「学び」と「教育的意義」が存在した。しかし、社会が大きく変容した今日、 昔ながらの駄菓子屋はほと
んど見られなくなり、かつての子どもの居場所を求めることが困難になりつつある。本書は人間文化や個々の人生の糧と
なる人文書を「生涯学習の書物」として活用できるように輪読会版として再編集され、毎月１回の輪読会により１年で読み
語り合えるように構成されている。著者は「駄菓子屋楽校」により豊かな世界観を取り戻し、次の世代と共に未来の社会
を作っていくよう提案している。

『舞踏会に行きたくなったら』
畑中 由利江／著 青春出版社発行 2008年 ラベル記号 385.93/ﾊﾀ08 資料番号 0008778334
【内容】
もしも舞踏会に誘われたらあなたはどうするのか。誘われるなんてありえないと笑うだろうか。「いいえ、夢のような別世界
の扉は、あなたにも開かれている。」と言うのは、現在「エコール・ド・プロトコール・モナコ」を主宰し、南青山、銀座、大阪
にて、プロトコール・マナー（世界基準マナー）を教えながら、日本とモナコ公国を行き来し、両国の文化交流にも努めて
いる国際マナー研究家の畑中由利江氏。私たちを華やかなモナコ王室「薔薇の舞踏会」の世界へと招待してくれる。美
しい歩き方、食事の作法、ダンス、しゃれた会話を学んで上流マナーを身につけ、オーストリアやハンガリーでの一般参
加が可能な舞踏会へ行ってみるようにも提案している。著者の魔法にかかってシンデレラになり、日常生活を離れて華
やかな世界を垣間みるのも一興かもしれない。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は『「教育」について考える 11/1おかやま教育の日』『外で遊ぼう！』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10月に受け入れた本の一部です。
書

名

出 版 社

資料番号

人間の科学新社

0008744195

304/ﾂｶ08

行政における「実験」の機能・方法と限界 白取 耕一郎／著

東京大学２１世紀ＣＯＥプログラ
ム「先進国における《政策システ
ム》の創出」

0008741001

317.1/ｼﾗ08

霞ケ関官庁フロア＆ダイヤルガイド

国政情報センター

0008767881

317.2/ｶｽ02
/2008(館内利用)

成文堂

0008772089

318.04/ｳｴ08

議員が提案する政策条例のポイント 牧瀬 稔／著

東京法令出版

0008767204

318.1/ﾏｷ08

知事の世界

幻冬舎

0008767212

318.296/ﾋｶ08

市民と自治体の協働研修ハンドブック 土山 希美枝／著

公人の友社

0008766735

318.6/ﾂﾁ08

はじめての民法総則

尾崎 哲夫／著

自由国民社

0008777336

324.1/ｵｻ08

土地・建物の法律がわかる本

藤森法律事務所／著

かんき出版

0008777344

324.2/ﾌｼ08

実務区分所有法ハンドブック

山畑 哲世／著

民事法研究会

0008777351

324.23/ﾔﾏ08

はじめての債権各論

尾崎 哲夫／著

自由国民社

0008777369

324.5/ｵｻ08

契約のしくみ

大門 則亮／監修

三修社

0008777377

324.52/ﾀｲ08

後見六法

成年後見センター・リー
民事法研究会
ガルサポート／編

0008777385

324.65/ｾｲ06/2008

実務解説借地借家法

沢野 順彦／編

青林書院

0008743965

324.81/ｻﾜ08

図説日本の税制

川上 尚貴／編著

財経詳報社

0008774283

345.1/ｲｹ02/2008

所得税入門の入門

藤本 清一／著

税務研究会出版局

0008768228

345.33/ﾌｼ08/2008

源泉徴収税額表とその見方

矢野 拓司／編

日本法令

0008771784

345.33/ﾔﾉ08/2008

自治体再生

井熊 均／編著

学陽書房

0008744567

349.21/ｲｸ08

自治体増収大作戦

堀 博晴／著

ぎょうせい

0008768251

349.5/ﾎﾘ08

図説地方財政データブック

出井 信夫／編

学陽書房

0008744625

349/ｲﾃ06/2008

地方財政

林 宜嗣／著

有斐閣

0008744617

349/ﾊﾔ08

労働保険の実務相談

全国社会保険労務士会
中央経済社
連合会／編

0008777930

364.5/ｾﾝ06/2008

労働法の基本がわかる

佐々木 力／著

自由国民社

0008777955

366.14/ｻｻ02/2008

質の高いケアマネジメント

篠田 道子／著

中央法規出版

0008768400

369.26/ｼﾉ08

ぎょうせい

0008744559

369.26/ﾁｼ08/4

劇場政治 の因果

地方分権と道州制

著

者

塚本 三郎／著

上野 真也／編

東国原 英夫／著

知識・技能が身につく実践・高齢者介護

ラベル記号

豪雨の災害情報学

牛山 素行／著

古今書院

0008902207

369.33/ｳｼ08

自立援助ホームの現状と課題

長谷川 真人／編著

三学出版

0008772196

369.43/ﾊｾ08

