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『天に問う手紙−無実の戦犯救済に半生をささげた植木信吉』
小林 弘忠／著 毎日新聞社発行 2008年 ラベル記号 329.67/ｺﾊ08 資料番号 0008685927
【内容】
フィリピンのモンテンルパ刑務所で次々に死刑を宣告されるＢ・Ｃ級戦犯たち。元日本兵にとって裁判は苛烈をきわめ，
現場に居合わせなかったものにまで死刑判決がくだっていた。その状況を知った復員局の役人・植木信吉氏は戦犯の救
済に立ち上がった。家族会を結成し，会報誌「問天」を発行。情報収集のために高野山の僧，加賀尾秀忍師を教誨師
（きょうかいし）としてフィリピンに派遣し，連絡を取り合った。４年間の助命嘆願活動の末，昭和28年に108名の死刑囚が
日本への帰国を許されたのである。戦犯救済のため給与のほとんどをフィリピンとの通信費や会報誌の発行に費やした
一人の官吏の生き様を取り上げている。元死刑囚たちの心の支えとなった加賀尾教誨師は岡山県落合町極楽寺の出身
である。

『創業家物語』
有森 隆／著 講談社発行 2008年 ラベル記号 332.8/ｱﾘ08 資料番号 0008695447
【内容】
創業者が苦労して作り上げた事業を代々引き継いでいくのは並大抵の苦労ではない。本書では，ブリヂストン・スズキ・ト
ヨタ自動車・ソニー・大正製薬など，一流企業５１社のトップ交代の歴史をたどりながら，創業家の事業継承パターンを「男
子継承型」「娘婿・養子継承型」「兄弟継承型」「パートナー継承型」「途中登板型」の５つに分けて分析している。事業継
承の脱世襲が進んでいるのが確実な中で世襲を堅持してきた企業も存在する一方，創業者の一族が現在では全く経営
に携わっていない企業もある。2007年4月から「日刊ゲンダイ」に「創業家物語」として連載したものを書籍化したものであ
る。

『実践！プロジェクト・マネジメント 目標を最短距離で達成する最強のスキル』
中嶋 秀隆，津曲 公ニ／著 ＰＨＰ研究所発行 2008年 ラベル記号 336/ﾅｶ08 資料番号 0008642902
【内容】
いかにしたら効率よく目標を達成できるか。著者は，プロジェクト・マネジメントを行うことで，目標達成を効率よく行えると
本書の中で述べている。「目標を明確にする」「作業を分解する」「役割を分担し所要時間を見積もる」などの計画はもち
ろんのこと，「リスクに備える」「事後の見直しをする」など１０のステップにわけて，具体的に説明が行われている。やりっぱ
なし，計画だけはしてみたということでは上手く目標達成はできないと指摘する。日頃の業務を改善したいと考えている人
は，一読してみてはいかがだろうか。

『技能五輪メダリストの群像 ものつくり日本を支える若者たちの挑戦』
西澤 紘一／著 オプトロニクス社発行 2008年 ラベル記号 366.29/ﾆｼ08 資料番号 0008667818
【内容】
「技能五輪」とは，国際技能五輪のことで毎年世界各国から職業訓練の結果を競う競技大会のことである。本書は，2007
年第39回技能五輪大会（静岡）に参加した日本の若者たちの奮闘について，記録した一冊である。若い職人達の駆使
する技の素晴らしさや，そこに至るまでの不断の努力の様子が，著者の「ものつくりの面白さ，素晴らしさを描き出したい」
という願いとともに紹介されている。左官・石工・洋菓子製造・情報ネットワーク施工・配管など，24種の職人達が登場する
が，どの人も仕事や技術に誇りを持って取り組んでいる姿が伝わってくる。また，選手達を支える人々にも，技術を伝え残
していこうとする「ものつくり日本」を支える職人の気迫があふれている。

『日本の民俗 ６ 村の暮らし』
湯川 洋司，市川 秀之，和田 健／著 吉川弘文館発行 2008年 ラベル記号 382.1/ﾕｶ08/6 資料番号 0008674939
【内容】
「村」と聞いて，どのようなイメージを思い浮かべるだろうか。牧歌的・古風などイメージは様々だろうが，現代社会では失
われつつある生活や文化が村にはあり，都市型社会へと切り替わっている今こそ，失われつつある村の生活を点検して
みる必要があると著者達は主張する。現在の小字にほぼ該当する空間の中で，人々はどのように生活し，労働し，話し合
い，助け合ってきたのか。人と人との連帯が作り出す「まとまり」は，どのように日常生活で機能していたのだろうか。「村」
の持つ共生システムについて，3人の専門家が筆を振るう。

★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「日本の文化と和のこころ」「災害に備える」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8月に受け入れた本の一部です。
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面白いほどわかる！いまの中国

稲垣 清／著

中経出版

0008662538

302.22/ｲﾅ08

タイ社会の全体像

田中 忠治／著

日中出版

0008675225

302.237/ﾀﾅ08

議論好きなインド人

アマルティア・セン／著 明石書店

0008665564

302.25/ｾﾝ08

フィンランド豊かさのメソッド

堀内 都喜子／著

集英社

0008674756

302.389/ﾎﾘ08

官製ワーキングプア

布施 哲也／著

七つ森書館

0008667826

318.3/ﾌｾ08

統合型ＧＩＳが行政を変える

大場 亨／著

古今書院

0008695298

318.5/ｵｵ08

これからの地域振興

日本都市センター／企画・編集

日本都市センター

0008649808

318.6/ﾆﾎ08

政令指定都市をめざす地方都市

上野 真也／編

成文堂

0008614059

318.7/ｳｴ08

実践指定管理者モニタリング導入のすべて

大竹 弘和／編著

ぎょうせい

0008668022

318/ｵｵ08

地方自治自立へのシナリオ

穂坂 邦夫／監修

東洋経済新報社

0008489684

318/ﾎｻ08

公務改革の突破口

村松 岐夫／編著

東洋経済新報社

0008481756

318/ﾑﾗ08

日本の世界貢献とシヴィル・ソサエティ 渋沢 雅英／編

慶応義塾大学出版会

0008668030

319.1/ｼﾌ08

チベット問題とは何か

大西 広／著

かもがわ出版

0008662090

319.229/ｵｵ08

北京五輪後のバブル崩壊

ペマ・ギャルポ／著

あ・うん

0008667859

319.229/ﾍﾏ08

コンメンタール行政法

室井 力／編著

日本評論社

0008662595

323.9/ﾑﾛ06/1

国家による権利実現の基礎理論

宮沢 俊昭／著

勁草書房

0008683351

324.01/ﾐﾔ08

社会の「隠れた構造」を発見する

池 周一郎／著

学文社

0008489908

361.9/ｲｹ08

分布をみる・よむ・かく

沢口 恵一／著

学文社

0008489916

361.9/ｻﾜ08

社会をとらえるためのルール

嶋崎 尚子／著

学文社

0008489924

361.9/ｼﾏ08

公共性のパラドックス

平子 義雄／著

世界思想社

0008665515

361/ﾋﾗ08

ジェンダー学の最前線

Ｒ．コンネル／著

世界思想社

0008665465

367.1/ｺﾝ08

格差社会を生きる

杉井 静子／著

かもがわ出版

0008674897

367.1/ｽｷ08

男女共同参画のために−政策提言 辻村 みよ子／編

東北大学出版会

0008487605

367.1/ﾂｼ08

Ａｒｏｕｎｄ ４０アラフォー白書

毎日新聞社

0008695488

367.1/ﾖｼ08

いま〈生きる底力〉を子どもたちに！ 河野 美代子／著

十月舎 星雲社（発売）

0008662447

367.99/ｺｳ07/2

福祉がいまできること

前田 正子／著

岩波書店

0008662348

369.021/ﾏｴ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

吉田 みか／著

新小学校学習指導要領改訂のポイ
柴田 義松／監修
ント

