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『日本の公文書 開かれたアーカイブズが社会システムを支える』
松岡 資明／著 ポット出版発行 2010年 ラベル記号317.6/ﾏﾂ10 資料番号0009578436
【内容】
自分が払った税金がどのように使われているか確かめるためには、行政機関がどう意思決定し、行動したかを、公文書に
よって判断する以外に適当な手段がない。近年、薬害エイズ事件・年金記録問題のように、記録が隠蔽されたりずさんに扱
われたりして問題になった例もある。そんな中、公文書を適切に保存・公開することを保障した「公文書管理法」が2009年6
月24日に成立した。本書は、日経新聞記者が、公文書管理法成立の背景及び日本の公文書保存の現状について、取材
体験に基づいて書いたものである。ちなみに、岡山県では2005年に県立記録資料館が開館しており、岡山県で作成・収受
された廃棄される公文書の中で重要なものを収集公開している。巻末に日本の公文書館一覧あり。

『読顔力 コミュニケーション・プロファイルの作り方』
佐藤 親次／他著 小学館発行 2009年 ラベル記号361.454/ｻﾄ10 資料番号0009757964
【内容】
「表情」は人間だけが持っている感情表現のひとつであり、１万種類以上の表情を作ることができるという。本書でいう「読顔
力」とは、相手の「表情」を読み取る能力のこと。「読顔力」を鍛え、読み取った情報をデータ化する方法を紹介している。筆
者は、そのデータ「コミュニケーション・プロファイル」が会社や学校、地域などの対人関係をスムーズにし、危険から守ってく
れるツールになると述べている。また、本書には、著者が開発した「ＮＯＨ感情評価システム」のしくみを使った簡易診断テス
トも掲載されており、あなたの「読顔力」をチェックすることができる。

『日本でいちばん働きやすい会社 障害者が思いっきり仕事できる ＯＫＩネットワーカーズ物語』
土屋 竜一／著 中経出版発行 2010年 ラベル記号366.28/ﾂﾁ10 資料番号0009578576
【内容】
筋ジストロフィーのため、重度の身体障害がある著者は、在宅でＩＴ企業に勤務している。著者の勤務するその企業は「ＯＫＩ
ネットワーカーズ」。１０年余り前、親会社の社会貢献推進室から始まり、社内の重度障害者在宅雇用制度作りを経て、徐々
に障害者雇用を進め、現在の形となるまでのルポルタージュとして書かれている。本書は、会社の発展を紹介するとともに、
特に若い障害者に向け、各社員がどのようにして障害の受容やＩＴの学習、就職への思いを醸成してきたか、またどんな気
持ちで仕事をし人生を楽しんでいるかを伝えようとしている。重度の障害で移動が困難でも、確かなＩＴ技術を身につければ
就業のチャンスがあり、このようにやりがいのある仕事ができるのだと実感できる。

『いま親にいちばん必要なこと 「わからせる」より「わかる」こと』
春日 耕夫／著 東信堂発行 2010年 ラベル記号367.3/ｶｽ10 資料番号0009592130
【内容】
「ああなってほしい」「こうなってほしい」と子どもの幸せを願う親ごころ。しかし、期待をかけるあまり「そうしてはダメ！」「こうし
なきゃダメ！」になってはいないだろうか。著者によれば、親ごころを持てば持つほど、親は子どもにいらだちを覚え、子ども
は親に怒りを覚え、親子関係そのものを不幸にしてしまう「落とし穴」があるという。さらに、《否定＝対決型》の親子関係では
なく、《共感＝対話型》の親子関係を作っていくために必要なことは、子どもに「わからせよう」とするのではなく、まず子どもの
ことを「わかろう」としてみることだと述べている。「この人が自分の親であってくれてうれしいな」と子どもが感じる一方で、「こ
の子がいてくれてうれしいな」と親も感じることができるような親子関係をどうすれば作っていけるのか、あらためて考えてみる
きっかけとなる一冊である。
、

『漬けもの博物誌』
小川 敏男／著 八坂書房発行 2010年 ラベル記号383.81/ｵｶ10 資料番号0009592148
【内容】
漬けものは、みそ、しょうゆと並んで、日本人の食卓には欠かせない食品のひとつといえる。著者は、漬けものは古い昔か
ら、わが国の国民性をそのまま反映して、民族的嗜好とでもいうべきものをつくりあげ、さらに各地方の特産、気候、風土など
が細かく入り組んで、今日の豊かな風味をつくり上げたと述べている。本書は、漬けもの風土記をはじめ、日本各地の漬けも
の、四季の漬けもの、漬けものと健康、漬けものの知識や原理などを掲載しており、漬けものの奥深さを感じることができる一
冊である。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は『社会人一年生へ』『新しいこと始めよう～○○入門の本～』（3/19～4/14）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２月に受け入れた本の一部です。
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中国 巨大国家の底流

興梠 一郎／著

文芸春秋

0009756677

302.22/ｺｳ10

地球温暖化戦争

グウィン・ダイヤー／
〔著〕

新潮社

0009756719

304/ﾀｲ10

政治の終わり、政治の始まり
ポスト小泉から政権交代まで

御厨 貴／著

藤原書店

0009579947

312.1/ﾐｸ10

４７都道府県これマジ！？条例集

長嶺 超輝／著

幻冬舎

0009488313

318.1/ﾅｶ10

すぐに役立つ老後を安心して暮らすための暮らしの
法律知識とトラブル相談マニュアル

大門 則亮／監修

三修社

0009756842

320/ﾀｲ10

相続と遺言のことならこの１冊 はじ
めの一歩

石原 豊昭／監修

自由国民社

0009756917

324.7/ｲｼ10

裁く技術 無罪判決から死刑まで

森 炎／著

小学館

0009757006

327.6/ﾓﾘ10

金融恐慌からコモンズへ 資本主義
の現在的批判のために

ミッドナイト・ノーツ・コレク
以文社
ティブとその友人たち／著

0009757048

332.06/ﾐﾂ10

0009752726

334.522/ﾁﾝ10

輝く青年経営者３５人 若き獅子たち フジサンケイビジネスアイ 日本工業新聞新社
／編著
の挑戦
産経新聞出版（発売）

0009757162

335.13/ﾆﾎ10

社長！リーダーは「１年」で育て上げろ！！
中小企業経営者が求めていた超短期・人財促
成術

宮田 慶／著

すばる舎

0009757386

336.4/ﾐﾔ10

不況でも利益を生み出す会計力

中村 亨／著

東洋経済新報社

0009757451

336.8/ﾅｶ10

初めてでもよくわかる小さな会社の法
青木 広子／著
人税と経理処理がわかる本

日本実業出版社

0009757618

336.983/ｱｵ10

新・中国ビジネス投資Ｑ＆Ａ 中国ビ
水野 真澄／著
ジネスを勝ち抜くための５４のポイント

キョーハンブックス（発
売）

0009757782

338.922/ﾐｽ10

経営者のための生命保険徹底活用
法

染宮 勝己／共著

ぎょうせい

0009757832

339.4/ｿﾒ10

なぜ若者は保守化するのか
反転する現実と願望

山田 昌弘／著

東洋経済新報社

0009557125

360.4/ﾔﾏ10

「申請主義」の壁！
年金・介護・生活保護をめぐって

山口 道宏／編著

現代書館

0009568215

364.021/ﾔﾏ10

知らなきゃ損する！「２１世紀マンショ
桜井 幸雄／著
ン」の新常識

講談社

0009758095

365.35/ｻｸ10

４０歳からの崖っぷち求職術

砂山 拡三郎／著

ダイヤモンド・ビジネス企画
イヤモンド社（発売）

0009758137

366.29/ｽﾅ10

幸せになる！女の「婚活」バイブル
〈図解〉リアルにわかる

山田 昌弘／監修

ＰＨＰ研究所

0009447384

367.4/ﾔﾏ10

揺らぐ子育て基盤 少子化社会の現
松田 茂樹／著
状と困難

勁草書房

0009578048

369.4/ﾏﾂ10

子ども格差 壊れる子どもと教育現場 尾木 直樹／〔著〕

角川書店 角川グループ
0009591991
パブリッシング（発売）

371.42/ｵｷ10

現役東大生たちが実践している合格
東大勉強研究会／著
のための勉強法

ブックマン社

0009556598

379.7/ﾄｳ10

日本の食欲、世界で第何位？

岡崎 大五／著

新潮社

0009602244

383.8/ｵｶ10

孫子の兵法入門

湯浅 邦弘／著

角川学芸出版 角川グループパ
ブリッシング（発売）

0009591744

399.2/ﾕｱ10

ちゃんぽんと長崎華僑 美味しい日中
陳 優継／著
文化交流史

長崎新聞社

ダ

