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発行

『市民社会と〈私〉と法 Ⅱ 高校生のための民法入門』
大村 敦志/著 商事法務発行 ２０１０年 ラベル記号324/ｵｵ08/2 資料番号0009639311
【内容】
「法」と言われてまず思い浮かべるのは何だろうか。国の仕組みを定める憲法や、犯罪を処罰する刑法など、いろいろな法が
あるが、本書で扱っているのは、もっとも身近な事柄についての法「民法」である。本書は、法教育の高校生向け副読本シ
リーズとして企画され、小説の形式を使って易しい言葉遣いで書かれており、法律の初心者にもわかりやすい内容になって
いる。著者は、〈私〉がよりよく生きるためには、〈私〉を守りはぐくむだけでなく〈私〉と〈私〉が関わりあい付き合っていく必要があ
るため、〈私〉たちが共存する空間、すなわち市民社会の仕組みを定めた「民法」が重要であると述べている。2008年にⅠが
出版されており、このⅡが続編である。

『なにがケインズを復活させたのか？ ポスト市場原理主義の経済学』
ロバート・スキデルスキー／著 山岡 洋一／訳 日本経済新聞出版社発行 2010年 ラベル記号331.74/ｽｷ10 資料番号0009644253

【内容】
世界経済が不況に陥っている今日、経済学者のジョン・メイナード・ケインズが再び注目を集めている。ケインズは、約７０年
前に、すでに大規模な経済の収縮を予測し、政府の関与による景気の浮揚と経済危機の回避を主張していたのだ。一時は
どの国も採用したケインズ経済学が、なぜ古典派経済学と自由市場原理に敗れたのか。そして今なぜ復活なのか。ケインズ
研究の第一人者として知られる英国のロバート・スキデルスキー名誉教授が、ケインズの理論と生涯、ケインズの今日的な意
義をわかりやすく解説しながら、今回の危機を生み出した制度的、理論的、道徳的失敗について論じている。

『自分の仕事を考える３日間 １』
西村 佳哲／著 弘文堂発行 2009年 ラベル記号366.04/ﾆｼ10/1 資料番号0009773722
【内容】
2009年1月、奈良県立図書情報館で「自分の仕事」というテーマで三日間に渡ってフォーラムが行われ、全国から数百人の
人が集まった。著者は、このフォーラムの企画者である。フォーラムに招かれたゲストは、作家・明川哲也氏、映画作家・河瀨
直美氏などの８名であった。本書には、フォーラムの記録ではなく、フォーラムに先駆けて著者が各ゲストと交わした事前イン
タビューと、それを通じて著者が感じ、考えたことが書かれている。まえがきの中で、著者は「仕事とは特定の職業や職能では
なく、自分の中心から生まれてくる力を「働き」にして社会化する、ひとつながりの営みだ。」と述べている。自分にとっての「仕
事」の意味をとらえ直すきっかけになりそうな一冊である。

『ぼくは１２歳、路上で暮らしはじめたわけ。 私には何ができますか？その悲しみがなくなる日を夢見て』
国境なき子どもたち／編著 合同出版発行 2010年 ラベル記号369.4/ｺﾂ10 資料番号0009639758
【内容】
パキスタン・インド・バングラデシュ・タイ・ベトナム・カンボジアなどのアジアの国々でストリート・チルドレンとして生きる子どもた
ちの現状とそれに対するＮＰＯ「国境なき子どもたち」の活動を紹介している本である。ストリート・チルドレンを生み出す最大
の原因は貧困であり、世界中の恵まれない子どもたちすべてを救うことは不可能に近いが、一人ひとりの人間が行動を起こし
目の前のできることをするだけだというスタンスで、ＮＰＯスタッフが子どもたちとの出会いと体験を綴っている。深刻な問題が
日常的に存在している世界の現状を知り、私たちに今何ができるかを考える契機を与えてくれている。

『教え上手 “自ら伸びる”人を育てる』
有田 和正／著 サンマーク出版発行 2009年 ラベル記号375.1/ｱﾘ10 資料番号0009764515
【内容】
「教え上手」とはいったいどのような人なのか。著書は、“「教え上手」な人とは、「技術」を「人間性」のように見せる人”とし、ま
た、“教師・人間としての生き方まで視野に入れた人”と述べている。本書には、著者自身が挫折をくり返しながら、長年努力
を重ねた中から見出した様々な教育技術（教育に対するエキス）が包み隠さず紹介されている。本書の内容は、学校教育以
外にも広く応用でき、会社や家庭で教えることに関心をもっている方の指針となるであろう。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は『法律超入門』『お母さん』（4/16～5/19）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３月に受け入れた本の一部です。
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