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『拉致対論』
蓮池 透／著，太田 昌国／著 太田出版発行 2009年 ラベル記号 391.61/ﾊｽ09 資料番号0009410796
【内容】
2004年５月に、５人の拉致被害者が帰国して５年。依然として後の交渉は進まず、拉致問題がマスコミに取り上げられる機会も
徐々に減ってきている。著者の太田氏は、南北問題研究家として第三者の立場から、もう一人の著者で「家族会」元事務局長
の蓮池透氏は、当事者の立場から、家族会の在り方の変化・自身の主張の変化について率直に語っている。現状を打開する
には経済制裁では効果がなく、閉塞したこの状況を打破するキーワードは、「対話」である、と二人の著者は述べている。

『マブイの往来 ニューカレドニア－日本 引き裂かれた家族と戦争の記憶』
津田 睦美／文 写真 人文書院発行 2009年 ラベル記号 334.473/ﾂﾀ09 資料番号0009410697
【内容】
明治元年以降、新天地を求め海外に移住した日本人は、主にハワイ・ブラジルに多く渡航したが、オーストラリアの東方にある
島国、ニューカレドニアに移住した人々もいた。太平洋戦争中、ニューカレドニア移民の日本人男性は、政府によって逮捕・強
制収容され、そのまま収容所で亡くなった人も少なくなかった。その一人で、沖縄出身移民の比嘉伝三氏とその家族につい
て、娘のセシル・ヒガ氏への聞き取りなどを元に、一家の姿を描き出したノンフィクション。途中に挟み込まれたニューカレドニ
アの風景写真が美しく、家族にまつわる物語を印象深いものにしている。
、

『民主党政権誕生 何が、どう変わるのか』
小林 吉弥／著 イースト･プレス発行 2009年 ラベル記号 312.1/ｺﾊ09 資料番号0009410895
【内容】
民主党政権の誕生、この国で野党が選挙で第一党となり、政権の座に就くまで、実に半世紀あまりを経た。著者は、民主党政
権の意気込みには「第２の明治維新」の期待もかかるが、圧倒的多くが政権を知らない集団だけに不安、疑念も去らない、ま
ずは１年間が勝負であると述べる。年金制度、子育て支援、高速道路無料化、政治とカネ、問題等・・・。政権交代により我々
の暮らしにどんな影響が出るのだろうか。本書は、鳩山由紀夫氏、岡田克也氏、小沢一郎氏の人物像に迫るとともに、分野･
業界別に新政策の方向性を総点検し、具体的に「何が、どう変わるのか。」について民主党議員の本音も加えながら解説して
いる。

『秋田県式家庭学習ノート』
主婦の友社／編 主婦の友社発行 2009年 ラベル記号 379.9/ｼﾕ09 資料番号0009068545
【内容】
文部科学省が行った小学生の全国学力テストでは、秋田県が２年連続（平成19年度、20年度）トップであった。本書は、秋田
県の多くの小学校で採用されている『家庭学習ノート』による学校と家庭の取組みに注目し、このノートが「学習習慣の定着」に
及ぼしている効果について検証している。子どもたちが実際に使っていたノートを掲載し、家庭学習の進め方や習慣づけ、親
のかかわり方などを紹介しており、子どもたちの学習意欲に良い刺激を与えるきっかけとなる一冊である。

『脱・排除社会 人が、人らしく生きられる社会にするために』
湯浅誠／著，関根秀一郎／著 サンガ発行 2009年 ラベル記号 368.2/ﾕｱ09 資料番号0009410606
【内容】
経済大国と言われる今日の日本で、ネットカフェ難民化やホームレス状態に陥ってしまう等、多くの人が現実に貧困状態に追
い込まれてしまっている。非正規雇用の増大、それに伴う貧困層の拡大・・・。日本の社会がなぜこのように変質してきたのか。
日本社会の先細りにSTOPをかけ、誰もが普通に働き、普通に家族を形成し、普通に生きていける社会にしていくために、今、
何をしなければならないのか。本書は、2008年末から2009年正月にかけて特設された「年越し派遣村」に取り組んだ湯浅氏と
関根氏が、貧困を生み出す「排除社会」の連鎖を断ち切るための道を検証している。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
★ 今月のテーマ展示は『教育の「今」を知る 11/1おかやま教育の日』『自衛隊のこと、知ってる？』（10/16～11/15）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９月に受け入れた本の一部です。
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「脱・官僚政権」樹立宣言 霞が関と闘う
ふたりの政治家

渡辺 喜美／著

ミンシュラン 政権交代人物ガイド

出 版 社

ラベル記号

0009072141

310.4/ﾜﾀ09

ミンシュランリタイヤ（シ
第三書館
ンクタンク）／編

0009418898

315.1/ﾐﾝ09

得する法律Ｑ＆Ａ６０ 知らないと危な
い！

プレジデント編集部／著 プレジデント社

0009069642

320.4/ﾌﾚ09

裁判員トレーニングブック 実際に起きた３０の事
件。あなたならどう裁きますか。

仲 隆／監修

0009069675

327.6/ﾅｶ09

最新外国人よろず相談 事例と回答１２０

東京都外国人相談研究
日本加除出版
会／著

0009067711

329.9/ﾄｳ09

ねじれ脳の行動経済学

古川 雅一／著

日本経済新聞出版社

0009067729

331/ﾌﾙ09

トップ３０の新戦略と未来への知恵

大下 英治／著

アイシーメディックス 星
0009076480
雲社（発売）

335.13/ｵｵ09

日本を元気にするＮＰＯのつくり方 社会
起業家をめざすあなたへ

市村 浩一郎／著

ＰＨＰ研究所

0009072315

335.89/ｲﾁ09

翔泳社

0009067877

336.1/ﾋﾛ09

0009067901

336.3/ｸﾘ09

手を動かしながら考えるビジネスアイデア 広瀬 幸泰／著
「超」１分間マネジャー 上司の実践教科
書
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笠倉出版社

ホリー・Ｇ．グリーン／著 ＰＨＰ研究所

新型インフルエンザの企業対策 事業継
岡田 晴恵／編著
続と社会的責任

日本経済新聞出版社

0009067992

336.48/ｵｶ09

経理のおしごと手帖 イラスト版

日本実業出版社

0009072497

336.9/ｺｲ09

秘密結社の１ドル札 アメリカ国璽に封印 デイヴィッド・オーヴァソ
学研
された数秘術
ン／著

0009419151

337.4/ｵﾊ09

Ｑ＆Ａインサイダー取引 自分を守るため
和仁 亮裕／著
の必須知識

日本経済新聞出版社

0009073222

338.16/ﾜﾆ09

保険の神様が教える最強営業メソッド

トニー・ゴードン／著

アチーブメント出版

0009069758

339.43/ｺﾄ09

所得税入門の入門 平成２１年度版

藤本 清一／著

税務研究会出版局

0009070616

345.33/ﾌｼ
09/2009

小泉 禎久／著

なぜ、あの人の交渉はいつも上手く「まと
松戸 一浩／著
まる」のか？

アスカ・エフ・プロダクツ
0009070632
明日香出版社（発売）

361.3/ﾏﾂ09

リストラ・解雇・倒産に備える裏表防衛マニュア
北村 庄吾／編著
ル この一冊ですべての問題が一発解決！

日本実業出版社

0009068305

366.14/ｷﾀ09

負けるな姑！嫁怪獣（サウルス）に喰われ
小川 有里／著
るな

講談社

0009072653

367.3/ｵｶ09

教師のためのエンカウンター入門

図書文化社

0009418930

371.43/ｶﾀ09

中１ギャップ 中学校生活になじむ指導の
石川 晋／著
ポイント

学事出版

0009074824

375.2/ｲｼ09

出る杭を伸ばせ 教育実験校「茗渓学園」
柴谷 晋／著
プロジェクト

新潮社

0009072752

376.48/ｼﾊ09

0009068511

377.15/ﾄｳ09

いつのまにか「ＯＫ」を引き出す『魅きよせ』問題解決術

ファカルティ・ディベロップメントを超えて

片野 智治／著

日本・ア

メリカ・カナダ・イギリス・オーストラリアの国際比較

東北大学高等教育開発
東北大学出版会
推進センター／編

スローフードと地産地消 岐阜の食文化
形成

杉山 道雄／著

岐阜新聞社 岐阜新聞情
0009070327
報センター出版室（発売）

383.815/ｽｷ09

珠ちゃま流「マナー速習帖」

近藤 珠実／著

ＰＨＰパブリッシング

385.9/ｺﾝ09

0009418591

