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『公務員の改革力 住民が満足する７７の法則』
白沢 節子／著 ぎょうせい発行 2008年 ラベル記号 318.3/ｼﾗ08 資料番号 0008758161
【内容】
「公務員気質」，「お役所仕事」などと言われるが，何をどのように改善すれば，よりよい住民サービスが提供できるかに
ついて書いてある。「住民満足度」を高める１３のポイントなど，６つの章に分けて構成されている。例えば，「マナーと倫
理を正す」１３の掟では，サンダル履きの非について取り上げている。サンダルは私生活の場面で使うものであって，公
的な場のものではないことから，勤務中でのサンダル履きは「非」である。公私の区別がつけられない人，身だしなみが
だらしない人が，満足いく住民サービスはできないと筆者は指摘する。
中堅クラスの職員に対して書いてあるが，それ以外の年代・職種の方でも参考になる一冊である。

『それでも不祥事は起こる 「価値浸透」が変えるコンプライアンスと内部統制』
秋山 進／著 日本能率協会マネジメントセンター発行 2008年 ラベル記号 335.15/ｱｷ08 資料番号 0008716706
【内容】
外国からの食品や，金融商品の問題など，様々な不祥事が起こっている今日，コンプライアンスの重要性が叫ばれて久
しい。問題が起きてから組織の体質を変えるのではなく，問題が起きる前に体質を変えていくためには，時間をかけて
組織の風土を変えていく必要がある。本書は，コンサルタントとして企業理念や規範の作成や，コンプライアンス体制の
整備に携わった筆者が，不祥事や内部統制に関して，具体的な事例に基づきながら説明が加えられている。理想的な
内部統制としては，それぞれの立場の人間が自身の責任の所在を明確に把握して，それを越えるような事態が起きた
場合には上の立場の人間に速やかに相談する体制（エスカレーション・ルール）をあげている。

『格差社会のサバイバル術 生き残りを賭ける人と企業』
三浦 展／著 学習研究社発行 2008年 ラベル記号 361.8/ﾐｳ08 資料番号 0008726754
【内容】
フリーター，派遣の立場は不安定だ。彼らを「下流」の一言で片づけるのはたやすいが，それでは社会不安の温床にな
る格差拡大はなくならない。正社員になりたいのになれない人をどうするのか？また，現在の正社員の働きすぎの状況
を見ると，なる気が失せるという人をどうするか？希望を取り戻すために，人と企業がたどるべき道とはどうあるべきなの
か？著者は，2005年にベストセラーとなった『下流社会』を発表した後も，『団塊格差』，『難民世代』，『ファスト風土化す
る日本』，『マイホームレス・チャイルド』などの著作を書き続けている三浦展氏。本書では，11人の著名人との格差を
テーマにした対談により格差社会のゆがみ・ひずみを分析し，そこからの脱出法を提言している。

『〈女性職〉の時代 ソフトインテリジェンスの力』
中川 美紀／著 角川ＳＳコミュニケーションズ発行 2008年 ラベル記号 366.38/ﾅｶ08 資料番号 0008726655
【内容】
本書でいう「女性職」とは，「女性の強みと能力特性」を活かしやすい職業のことを指している。男性のスタンダードにもと
づいて評価するのではなく，自然な形で創造的な仕事を行っていくことの大切さである。そのためには，「女性である前
に職業人である」ことや，人間の心理に関わる心理を司る知性＝ソフトインテリジェンスを活用していくことが求められて
いる。
例えば，小学校教諭の事例では，子供の無限大の可能性を拓くためには，常に臨機応変に子供に関わる必要があり，
ソフトインテリジェンスが重要な要素となってくる。看護師や秘書などの職務においても，同様のことが考えられると筆者
は言う。
論理的思考や合理性を追求 がちだが
度立ち止ま
も大切な とな
な だろう
『緊急地震速報 そのとき，あなたは，どうしますか？』
渡辺 実／著 角川ＳＳコミュニケーションズ発行 2008年 ラベル記号 369.31/ﾜﾀ08 資料番号 0008726689
【内容】
緊急地震速報とは，震度５弱以上の地震が発生した直後，揺れが襲ってくる前に気象庁が発表する警報をテレビやラ
ジオ，携帯電話などで発表するというもので，2007年10月1日から運用されている。緊急地震速報は日本にしかない画
期的なシステムであるが，本運用から一年たらずのため，問題点や改善すべき点もたくさんある。しかし，地震の大きな
揺れが襲ってくる数秒から数十秒前にそれを知ることができれば，多くの人が自分自身の生命を守ることも可能である。
本書では，緊急地震速報が発表されたときにとるべき「ワン・アクション」や，防災・減災にかかわる最先端の情報・ノウハ
ウも述べられている。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「世界の国のために 国際協力」「統計 １０／１８は統計の日」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9月に受け入れた本の一部です。
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埋没する国家

田中 直毅／著

講談社

0008666513

304/ﾀﾅ08

この国は議員にいくら使うのか

河村 たかし／著

角川ＳＳコミュニケーションズ（発売）

0008726663

314.18/ｶﾜ08

自律自治体の形成

西寺 雅也／著

公人の友社

0008718678

318.253/ﾆｼ08

公務員の改革力

白沢 節子／著

ぎょうせい

0008758161

318.3/ｼﾗ08

行政評価の導入と活用

稲沢 克祐／著

イマジン出版

0008718827

318/ｲﾅ08

日本を元気にする地域主権

江口 克彦／編

ＰＨＰ研究所

0008716086

318.04/ｴｸ08

図説日本の中小企業

商工総合研究所／編

商工総合研究所

0008713802

335.35/ｼﾖ07/2008

新規事業のための支援施策ガイド

中国経済産業局

0008714172

335.35/ｼﾝ05/2008

中小企業研究の今日的課題

同友館

0008755720

335.35/ﾁﾕ08

ビジネスプロフェッショナルの仕事力 岡島 悦子／監修

日本経済新聞出版社

0008690588

336.17/ｵｶ08

0008758245

336.2/ﾆﾎ08

「仮説」の作り方・活かし方

日本能率協会コンサルティング／著 日本能率協会マネジメントセンター

パート・派遣・業務委託等の法律実務 石嵜 信憲／編著

中央経済社

0008758278

336.4/ｲｼ08

ＦｉｌｅＭａｋｅｒ Ｓｅｒｖｅｒ大全

新居 雅行／著

ラトルズ

0008715559

336.57/ﾆｲ08

いきなりできる！経営分析

石島 洋一／著

ＰＨＰ研究所

0008723223

336.83/ｲｼ08

中小企業のための経営革新を実
現する７つのステップ

布施 鉄男／監修

日刊工業新聞社

0008754392

336/ﾌｾ08

地域金融機関の経営行動

堀江 康煕／著

勁草書房

0008726200

338.5/ﾎﾘ08

Ｑ＆Ａで読み解く財政の基礎知識 地方財政実務研究会／編集 ぎょうせい

0008751521

340/ﾁﾎ08

図説日本の財政

池田 篤彦／編著

東洋経済新報社

0008497323

342.1/17/51

税法としての所得課税

岸田 貞夫／著

税務経理協会

0008751554

345.3/ｷｼ08

ジェンダーの社会学入門

江原 由美子／著

岩波書店

0008759581

361/ｴﾊ08

名古屋の品格

岩中 祥史／著

学研

0008726762

361.42/ｲﾜ08

パート・派遣・契約社員の法律知識 藤永 伸一／著

日本実業出版社

0008751612

366.14/ﾌｼ08

男女共同参画社会を超えて

篠原 収／著

新水社

0008751646

367.1/ｼﾉ08

盲導犬キースのヒト観察記

星野 有史／著

相川書房

0008718793

369/ﾎｼ08

公立学校の底力

志水 宏吉／著

筑摩書房

0008726739

372.107/ｼﾐ08

官僚批判

寺脇 研／著

講談社

0008751737

373.2/ﾃﾗ08

生涯学習と市民社会

黒沢 惟昭／著

福村出版

0008726606

379/ｸﾛ08

品川区の「教育改革」何がどう変
わったか

若月 秀夫／著

明治図書出版

0008683328

373.2/ﾜｶ08

日本標準

0008674632

375.1/ｼﾊ08

新小学校学習指導要領改訂のポ
柴田 義松／監修
イント

