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『部下を上手に伸ばすＯＪＴ −元気な公務組織の処方箋ー』
高嶋 直人・渡邊 直一／著 公務研修協議会発行 2008年 ラベル記号 317.3/ﾀｶ09 資料番号 0009242264
【内容】
公務員批判が厳しさを増し、公務員自らも変わろうとしている今、組織のパフォーマンスを向上させるために、構成員一人ひと
りが意識を改革し、仕事に関係するスキルを向上させることが不可欠である。ＯＪＴはそのために最適な手段と言えよう。本書で
は、ＯＪＴに関してして知っておきたい知識やＯＪＴを使っての課題解決方法などについて具体的に解説している。管理職として
日常の業務を通してどのように部下の育成化を図るかという課題に対しても真正面から回答を示していてわかりやすくなってい
る。地方公務員・国家公務員を始め、広く公共部門の管理的立場の方々にお薦めしたい。

『子どもの遊び・自立と公共空間 「安心･安全」のまちづくりを見直すイギリスからのレポート 』
ギル・ヴァレンタイン/著 明石書店発行 2009年 ラベル記号 379.3/ﾊﾚ09 資料番号 0009281619
【内容】
道路で遊ぶ子どもたちの姿をあまり見かけなくなり、たむろする若者を「モスキート音」で撃退する装置が飛ぶように売れてい
る。子どもに対する保護が過剰になる一方、大人は若者たちを恐れ、過剰に厄介者扱いしている。その結果、公共空間から
徐々に子どもやティーンエイジャーがしめ出されている。著者の国イギリスでも似たような状況であり、公共空間の場における
子どもの成長の機会が奪われているという。本書は、このような現状を詳細に分析しており、現状を改善するためには、子ども
自身を参画させ考えさせるという方法を提案している。これからのまちづくり、公共空間づくりに役立つ一冊である。

『ものがたり東北大学の至宝』
『ものがたり東北大学の至宝』編集委員会／著 東北大学出版会発行 2009年 ラベル記号 / 資料番号 0009016064
【内容】
歴史ある大学の研究資料は、その遍歴とともに多彩で深みのあるコレクションを形成するものである。本書は、東北大学創立百
周年記念事業として開催された、国宝や重要文化財を含む特別展「東北大学の至宝−資料が語る1世紀」の記録である。「江
戸学の宝庫」とも呼ばれる狩野文庫、化石などの古生物学標本、考古学の発掘品、チベット資料や秋田家資料など同学が所
蔵している様々な分野にわたる多様な資料が展示された。なお、同展示は昨年終了しているが、本書でそのアカデミックな雰
囲気を十分に感じることができる。

『すごい社長の頭の中』
松崎 隆司／著 ぱる出版発行 2009年 ラベル記号 335.13/ﾏﾂ09 資料番号 0009016635
【内容】
人生だれもが夢をかなえたい。しかし夢を実現するというのは簡単なことではない。大多数の人は「どうせ人生なんてこんなもん
だ」とタカをくくり、妥協してしまう。確実に夢を実現する方法などあるわけもないが、それでも成功者から学ぶことはできるはず
だ。仕事で成功した人たちの間には共通した哲学、方程式のようなものがある。こうした哲学や方程式を学ぶことで、あなたの
人生を大きく変えることができるかもしれない。ただし、それらをただ学んだだけで夢が実現するほど人生甘くないことは周知の
通りであると筆者は言う。本書は、ゼロどころかマイナスからスタートし、逆境を乗り越えてきた「すごい社長たち」の人生模様を
紹介してくれており、若者たちの「挑戦心」をくすぐる一冊となっている。
『幸せになる家づくりの法則』
外川 秀之/著 エル書房発行 2009年 ラベル記号 365.3/ﾄｶ09 資料番号 0009281643
【内容】
「マイホームを建てる！」初めて家を建てる時は、うれしい反面、不安なもの。知らない道を地図なしに歩くような感じに似ている
のかもしれない。「不動産売買」、「設計」、「ローン」・・・・、素人には分かりにくい壁がたくさんある。本書は、「マイホーム建築ま
での道案内をする地図」を目指して、特に「資金計画」、「信頼できる住宅会社選び」、「土地選び」等を詳しく説明している。
「マイホーム」を考えている人にとっては、本書がよき「道しるべ」となって行き止まりや落とし穴に落ちるのを防ぎ、「新築のマイ
ホームで暮らす幸せ」を夢見させてくれることだろう。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は『 Time is money.〜効率化のススメ〜』『 お父さん 』（5/22〜6/17）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5月に受け入れた本の一部です。
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政策システムの公共性と政策文化

村山 皓／著

有斐閣

301/ﾑﾗ09

マルクス主義の解縛

千石 好郎／著

ロゴス

309.3/ｾﾝ09 0009015389

技あり！

神取 忍／著

中央アート出版社

310.4/ｶﾝ09

個人情報保護法の逐条解説

宇賀 克也／著

有斐閣

316.1/ｳｶ09 0009281072

政令指定都市がめざすもの

高寄 昇三／著

公人の友社

318.11/ﾀｶ09 0009281494

実務に役立つ最新判例７７選

江原 伸一／著

東京法令出版

320.981/ｴﾊ
0009015454
09

９条は生かせる

９条世界会議国際法律家パ
ネル／編

日本評論社

323.142/ｷﾕ
0009287640
09

ニッポン刑務所大全

斎藤 充功／監修

学研

326.52/ｻｲ09 0009015496

痴漢冤罪の弁護

秋山 賢三／編

現代人文社 大学図書（発 327.6/ｱｷ
売）
05/2

0009016551

マクロ経済学入門

二神 孝一／著

日本評論社

331/ﾌﾀ09

0009281809

世界銀行経済成長レポート すべての人々に
恩恵のある開発と安定成長のための戦略

成長開発委員会／編

一灯舎 オーム社（発
売）

333.8/ｾｲ09 0009281593

ビジネス・インサイト 創造の知とは何
石井 淳蔵／著
か

岩波書店

336.1/ｲｼ09 0008888067

図解でわかる内部統制の評価

中原 国尋／〔著〕

ＴＡＣ株式会社出版事業部 336.84/ﾅｶ09 0009015736

公共選択の経済分析

小西 秀樹／著

東京大学出版会

341/ｺﾆ09

0009280884

市民が財政白書をつくったら…

大和田 一紘／編

自治体研究社

349/ｵｵ09

0009287467

アメリカ文化と日本 「拝米」と「排米」を超
亀井 俊介／著
えて

岩波書店

361.5/ｶﾒ00

0009284696

環境にいい買いもの戦略

シアン・ベリー／著

ガイアブックス 産調出版
（発売）

365/ﾍﾘ09

0009017245

たった１％の賃下げが９９％を幸せにする 雇
用再生へのシナリオ

城 繁幸／著

東洋経済新報社

366.21/ｼﾖ09 0009186743

稼ぐ妻・育てる夫 夫婦の戦略的役割交
治部 れんげ／著
換

勁草書房

367.3/ｼﾌ09

ひきこもりつつ育つ 若者の発達危機と解き放
ちのソーシャルワーク

かもがわ出版

371.42/ﾔﾏ09 0009017369

現場発！小学校英語 子どもと親と先生
小泉 清裕／著
に伝えたい

文渓堂

375.893/ｺｲ
09

語りの再生

清文堂出版

376.159/ﾔｸ
0009246075
09

塾長が教える塾に行かなくていい勉強法 井上 哲夫／著

エル書房 星雲社（発
売）

379.7/ｲﾉ09

口頭伝承と文字文化 文字の民俗学 声
笹原 亮二／編
の歴史学

思文閣出版

380.1/ｻｻ09 0009017518

大日本絵画

391.207/ﾗｲ
09

硫黄島の戦い１９４５ 海兵隊が掲げた星条旗

山本 耕平／著

矢口 裕康／著

デリック・ライト／著

0009016395

0009281056

0009281106

0009017419

0009281395

0009017559

