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『対米交渉のすごい国 カナダ・メキシコ・NZに学ぶ』
櫻田 大造／著 光文社発行 2009年 ラベル記号 319.53/ｻｸ09 資料番号0009326968
【内容】
日本はオバマ政権下のアメリカと今後どのようにつきあっていけばよいのか。アメリカとの友好・同盟関係を悪化させずに日本
の国益を守りつつ、時にはNOと言い張り、時には相手を操縦するにはどうしたらよいのか。著者は、アメリカに比べれば弱小
国といえるカナダ・メキシコ・ニュージーランドの対米交渉での成功例に焦点をあてて述べている。そこにはアメリカの弱点を見
抜くことによって、国益という実利を得るしたたかな手法が分析を交えながら例示されている。日本の外交も捨てたモノではな
いと日本外交の勝利の実例にも触れているのも興味深い。本書に挙げられた「２１の鉄則」は、今後の日本の外交交渉にとっ
て役立つ教訓となるかもしれない。

『できる人の「会話術」 1週間で人間関係が20倍よくなる』
安堂 達也／著 学研発行 2009年 ラベル記号 336.49/ｱﾝ 資料番号0009027251
【内容】
あなたには、あなた自身が見えているだろうか？あなたの他人に対する態度に問題点はないだろうか？人は、他人のことはよ
く見えるが、自分のことは思った以上に見えていないものである。著者は、「どんな業種、職種、ステージでも、仕事を成功させ
ている＝『デキる人』に共通しているのは、良好な人間関係をつくること＝コミュニケーションに、非常に長けている」と断言す
る。本書はタイトルが示すとおり、自分を知り、相手の気持ちを理解し、特に職場の上司、同僚、部下との強い信頼関係を築
き、仕事を成功に導くための会話術（コミュニケーション術）について、5本指（５C)心理学という著者が考案した心理学ツール
を使って、事例を挙げながら分かりやすくまとめている。

『マジで使える労働法 賢く働くためのサバイバル術』
今野 晴貴／著 イースト・プレス発行 2009年 ラベル記号 366.14/ｺﾝ09 資料番号0009310277
【内容】
世界的不況の昨今、労働に関する悩みは誰にとっても身近なもの。残業代を払ってもらえない、解雇を言い渡された、給料が
全く上がらないなどの問題は、労働法を賢く使って解決していこう、と提案しているのが本書である。「しごとダイアリーをつけ
る」「セクハラ・パワハラを受けたらメモをとる」「辞める時は極力『会社都合』にする」など、具体的な方法を分かりやすく提示し
つつ、いちばん大切なのは、本人が諦めずに声をあげ、自らを守ることだ、と説いている。

『ケアマネ白書 現場の声が介護保険を変える』
よりよい介護をめざすケアマネジャーの会／編 日本機関紙出版センター発行 2009年 ラベル記号 366.17/ﾖﾘ09 資料番号0009303884

【内容】
介護保険制度が始まって９年。介護保険は、介護を必要とする高齢者が、その尊厳を保持し、自立した日常生活を送るため
に作られた制度のはずだった。しかし、実施直後から様々な問題点が指摘され、２００６年度からの制度見直しで、更に要介護
認定率の低下・軽度者の切り捨て・介護報酬の引き下げなどが行われた。本書は、このような現状を改善するため、サービス
を必要とする高齢者の生の声を掬い上げ、介護保険制度の現状を洗い出し、よりよい制度を勝ち取る目的で書かれている。
理不尽な制度と真っ向から戦うケアマネジャー他現場の方々の熱意が、高齢者をかろうじて支えているということを改めて知ら
される一冊である。
『結婚学 あなたの結婚をもっと幸せにする５つの教養』
島田 薫/著 自由国民社発行 2009年 ラベル記号 367.4/ｼﾏ09 資料番号0009027590
【内容】
「結婚」は、男女が出会い恋に落ちることから始まるが、それがいつ起こるかわからない。若いときの「出会い」よりも、その後の
人生にさらに素晴らしい「出会い」があるかもしれない。未来の予測はできないのだ。大事なことはひたむきに自分の考えを
持って生きていくことである。結婚後は出産、子育てがあり、その後の長い夫婦だけの生活が待っている。結婚や出産につい
てのライフプランを立てることが必要である。長い人生に確実なものなど何もない。結婚の幸せを持続するのはお互いの思い
やりと努力につきるようである。本書は、人生を幸せに生きるための「結婚」の知識をたくさん紹介してくれている。そして、
「愛」ってなんだろう、「幸せ」ってなんだろうと考えるきっかけとなる一冊となっている。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は『働き方イロイロ～Let's work！～ 』『ためになる！ことわざ 』（6/19～7/15）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6月に受け入れた本の一部です。
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格差大国中国

王 文亮／著

旬報社

302.22/ｵｳ09

0009306275

ポスト新自由主義 民主主義の地平を広げる

山口 二郎／編著

七つ森書館

304/ﾔﾏ09

0009290578

人権で世界を変える３０の方法

ヒューマンライツ・ナウ
／編

合同出版

316.1/ﾋﾕ09

0009326703

日本評論社

318.8/ﾅﾜ09

0009327214

コミュニティの自治 自治体内分権と協働の国
名和田 是彦／編
際比較
軍事力と現代外交 現代における外交的課題

ポール・ゴードン・ローレ
有斐閣
ン／著

319/ﾛﾚ09

0009326307

エッセンシャル実定法学

佐藤 邦憲／編著

芦書房

321/ｻﾄ09

0009306044

図解契約のしくみと法律がわかる事典

大門 則亮／監修

三修社

324.52/ﾀｲ09

0009310426

罪と罰の事典 「裁判員時代」の法律ガイド

長嶺 超輝／著

小学館

326.4/ﾅｶ09

0009027038

それでも裁判員、やりますか？ 裁判員制度
というファシズム

井上 薫／著

集英社

327.67/ｲﾉ09

0009258195

危機の日本経済

福岡 正夫／編

ＮＴＴ出版

330.4/ﾌｸ09

0009310301

「今」がわかる！日本経済ダイジェスト
２００９年版

高橋 進／監修

高橋書店

332.107/ﾀｶ
09/2009

0009027053

中学生ベンのｅ起業奮闘記 あなたもやれ
る！まず一歩を踏み出そう

ベン・カスノーカ／著

一灯舎 オーム社（発売）

335/ｶｽ09

0009274697

言葉の化粧 働く女性のすてきな会話術

北原 保雄／著

ホーム社 集英社（発売）

336.49/ｷﾀ09

0009258484

銀行がホイホイお金を貸したくなる社長になる
川北 英貴／著
方法！ 銀行とのつきあい方

すばる舎リンケージ すば
336.82/ｶﾜ09
る舎（発売）

0009247214

経営にカウンセリングを活かす インテグラル
松村 一生／著
産業カウンセリング

コスモス・ライブラリー 星
雲社（発売）

336/ﾏﾂ09

0009310921

すぐに役立つ土地建物の税金と活用法実践
マニュアル

三修社

345/ｲｼ09

0009306176

産経新聞出版 日本工業
新聞社（発売）

361.4/ｵｶ09

0009310830

公人の友社

364/ｶﾈ09

0009306366

恋するまえに デートＤＶしない・されない １０
バリー・レビィ／著
代のためのガイドブック

梨の木舎

367.1/ﾚﾋ09

0009326679

海の向こうの被爆者たち 在外被爆者問題の
平野 伸人／編著
理解のために

八月書館

369.37/ﾋﾗ09

0009326752

科学的根拠で示す学習意欲を高める１２の方
辰野 千寿／著
法

図書文化社

371.41/ﾀﾂ09

0009310335

学校から見える子どもの貧困

大月書店

373.4/ﾌｼ09

0009306143

小１プロブレムを克服する！幼小連携活動プ
小林 宏己／編著
ラン 考え方と実践アイディア

明治図書出版

376.1/ｺﾊ09

0009326190

全国地名手話マップ 都道府県・市・東京２３
区の表現を収録！

全日本ろうあ連盟出版局 378.28/ｾﾝ09

0009273293

明治図書出版

379.91/ｱｶ09

0009327073

383.8/ﾍﾝ09

0009326620

石丸 喜博／編著

嘘つきは鼻をこする ニュースに見るしぐさの
岡村 美奈／著
リスク
格差・貧困社会における市民の権利擁護

金子 勝／著

藤本 典裕／編

全国手話研修センター日本手話
研究所／手話監修

子どもの規範意識を育てる 子育て支援の方
明石 要一／著
程式
いわゆる嗜好品 酒類、タバコ、茶、コーヒー

逸見 謙三／著

筑波書房

この身、死すとも「これだけは言いたい」

田母神 俊雄／著

李白社 フォレスト出版（発
392.107/ﾀﾓ09
売）

0009290982

なぜ、あの会社は儲かるのか？

山田 英夫／著

日本経済新聞出版社

0009310871

B336.9/ﾔﾏ09

