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『ニュースが伝えない 政治と官僚』
三宅 久之／著 青春出版社発行 2009年 ラベル記号 312.1/ﾐﾔ09 資料番号 0009479338
【内容】
今、政治の世界が燃えている。連日、メディアでも大きく報じられ、今までにないくらい政治の世界に注目が集まっている。鳩
山内閣の政権担当能力はどうなのか。首相直属の「国家戦略局」「行政刷新会議」で果たして政治主導の実現は図れるのか。
したたかな官僚たちを若手が多い民主党の政治家たちがコントロールしていけるのか。谷垣総裁率いる野党自民党が政権奪
還のためにどう国会論戦を挑んでいくのか等々、注目点は数多い。本書は、「１００年に一度の政変」という壮大なドラマの舞台
ウラと、鳩山政権への期待と懸案を診断した“臨床政治学”であり、政治をより身近なものとして感じることができる一冊となって
いる。

『ルワンダ・ワンダフル！ 』
伊東 乾／著 解放出版社発行 2009年 ラベル記号 302.455/ｲﾄ09 資料番号0009479387
【内容】
１９９４年、ルワンダで内戦に端を発した大量虐殺が行われてから１０年余り。その引き金となったのは、ラジオから流れる音楽
番組であったという。著者は、音楽とメディアを悪用したマインドコントロールに、ナチスのホロコースト、オウム真理教の地下鉄
サリン事件と通ずるものがあると感じた。音楽家である著者は、現代に生きる音楽の作り手として、これらの問題に向き合うため
に、実際にルワンダを訪れなければと考えたのである。訪問前にはルワンダに対して内戦後の荒れた状況を想像していた著
者だが、人々が、大量虐殺で受けた深い傷から立ち上がり、新しい国と人を育てている姿を目の当たりにして、ルワンダに
徐々に魅了されていく様子が記されており、復興途上のこの国の社会や教育の現状を鮮やかに伝えている。

『ヒューマンエラーは裁けるか 安全で公正な文化を築くには』
シドニー・デッカー／著 芳賀 繁／監訳 東京大学出版会発行 2009年 326.14/ﾃﾂ09 資料番号0009479171
【内容】
医師やパイロットのような専門職に就いている人が仕事の中でエラーをし、そのため事故が起こって被害者が出たとする。その
ような場合医師やパイロットは、精一杯努力していたとしても業務上致死（致傷）罪の容疑者として扱われ、罪に問われてしま
う。しかし、同じ事故を繰り返さないためには、エラーをした人を告発するより、告発される恐れがない状態で起こってしまった
エラーを正確に報告・開示できる仕組み作りを行う方がより有効であろう、と著者は述べている。事故原因の究明や事故の再
発防止について、よりよいシステムとそれを支える社会状況を作る手がかりになる一冊である。
『薬物依存をのり越えて』
和田明美／著 新水社発行 2009年 ラベル記号 367.68/ﾜﾀ09 資料番号 0009490194
【内容】
2009年秋、酒井法子さんの覚醒剤使用事件により、薬物依存への関心が日本で一気に広まった。薬物依存という病気は、一
旦かかると一生治らないのだろうか。筆者は、薬物依存には治癒はないが、身体的・心理的・社会的つまりは全人的援助に
よって、ゆるやかに回復することが可能であるという。本書は、薬物依存・摂食障害・援助交際などの依存症をのりこえた人々
を取材し、家族の機能不全が実は親の抱えている問題であることを浮かび上がらせている。
『「子ども」語りの社会学 近現代日本における教育言説の歴史』
元森絵里子／著 勁草書房発行 2009年 ラベル記号 371.45/ﾓﾄ09 資料番号 0009479015
【内容】
本書は、近現代日本の教育の文脈において、「子ども」語り－「子ども」が語ることも含みこんだ「子ども」に関する語りのありよう
－とその変容を記述しようと試みている。近現代日本において、「子ども」をめぐって、諸観念と教育制度がどのように関係性を
切り結び、変容していったか。「子ども」語りはどのようなもので、いつ成立し、どのように変容し、どのような効果を持ち、今どう
なっているか－。そしてこれらを通して、近現代日本において「子ども」は何であったか、それは今後何であり続けるのかを明ら
かにしている。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は『年末・年始に読むビジネス本』『日本の年中行事』（12/18～1/20）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11月に受け入れた本の一部です。
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日本との比較でわかる中国のしくみ 図解雑学－絵
と文章でわかりやすい！－

柏木 理佳／著

ナツメ社

0009100108 302.22/ｶｼ09

図解２０年後の日本 暮らしはどうなる？社会はどう
なる？

ニッセイ基礎研究所／
編

日本経済新聞出版社

0009100132 304/ﾆﾂ09

本当は怖い漢字 起源からわかる政治の本質

板垣 英憲／著

ごま書房新社

0009490210 310.4/ｲﾀ09

１４歳からの日本の選挙。 １票が国を動かす選挙の
仕組みと政権交代。

三宅 久之／著

マガジンハウス

0009096611 312.1/ﾐﾔ09

石原慎太郎よ、退場せよ！

斎藤 貴男ほか／著

洋泉社

0009095720 318.236/ｻｲ09

これだけは知っておきたい日中問題２０のポイント 東シナ
海ガス田開発・「南京大虐殺」・チベット人弾圧－日中関係の
現状と課題とは

勝岡 寛次／著

明成社

0009095746 319.102/ｶﾂ09

保証人１１０番 Ｑ＆Ａ

新潟県弁護士会／編

民事法研究会

0009096637 324.52/ﾆｲ09

新保険法でこう変わる！告知義務から説明責任へ

羽成 守／編著

第一法規

0009100280 325.41/ﾊﾅ09

裁判官になるには

三木 賢治／著

ぺりかん社

0009096652 327.124/ﾐｷ09

Ｑ＆Ａこれだけは知っておきたい裁判員制度ハンド
ブック 企業の対応から個人の心構えまで

小原 健／著

日本経済新聞出版社

0009092610 327.67/ｵﾊ09

人は勘定より感情で決める “直感のワナ”を味方に
変える行動経済学７つのフレームワーク

柏木 吉基／著

技術評論社

0009100306 331/ｶｼ09

内閣府経済社会総合研究所

慶応義塾大学出版会

0009490350

すごいぞ日本人！ 海を渡ったご先祖様たち 続

熊田 忠雄／著

新潮社

0009100355 334.51/ｸﾏ09

はじめて社長になるときに読む本 読めば必ずトクを
する

中村 健一郎／著

アントレ 星雲社（発売） 0009103417 335.4/ﾅｶ09

戦略の失敗学 経営判断に潜む「落とし穴」をどう避
けるか

森谷 正規／著

東洋経済新報社

0009103888 336.1/ﾓﾘ09

確率論的思考 金融市場のプロが教える最後に勝つ
ための哲学

田淵 直也／著

日本実業出版社

0009493941 338.01/ﾀﾌ09

図解所得税法「超」入門 平成２１年度改正 山口 暁弘／編著

税務経理協会

0009100777

すごいリーダーは「脳」がちがう 人を動かす３つの条
件

苫米地 英人／著

三才ブックス

0009096868 361.43/ﾄﾏ09

ワーキングプア時代 底抜けセーフティーネットを再
構築せよ

山田 昌弘／著

文芸春秋

0009100850 364/ﾔﾏ09

やっぱり一戸建てに住みたい！ 後悔したくないあな
たのための家選び

中田 裕二／著

幻冬舎メディアコンサルティング
幻冬舎（発売）

0009099292 365.3/ﾅｶ09

キャラ化する される子どもたち 排除型社会におけ
る新たな人間像

土井 隆義／著

岩波書店

0009100983 367.61/ﾄｲ09

教師をめざす人のための教育カウンセリン
楠本 恭久ほか／編
グ

日本文化科学社

0009095910 371.43/ｸｽ09

新型インフルエンザの学校対策 Ｈ５Ｎ１型ウイルス
から子どもたちを守る

東山書房

0009096926 374.96/ｵｶ09

格差社会への高校現場の挑戦 長田商業高校定時 兵庫県立長田商業高等学校創立
８０周年記念事業実行委員会／
制で学ぶ生徒たち
編著

学事出版

0009103607 376.48/ﾋﾖ09

最新最強の就職面接 ’１１年版 就活のプロが教え
る成功のコツ！

福沢 恵子／著

成美堂出版

0009103623

図説日本民俗学

福田 アジオほか／編

吉川弘文館

0009479098 382.1/ﾌｸ09

公開！世界の特殊部隊 極秘任務を遂行するテロ対
策エリート集団

笹川 英夫／監修

宝島社

0009233461 392/ｻｻ09

バブル デフレ期の日本経済と経済政策 2 ／企画・監修

岡田 晴恵／著

332.107/ｹｲ
09/2

345.33/ﾔﾏ
06/2009

377.9/ﾌｸ
08/2011

