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『サンデルの政治哲学 〈正義〉とは何か （平凡社新書 ５５３）』
小林 正弥／著 平凡社／発行 2010年 ラベル記号311.1/ｺﾊ10 資料番号0010212975
【内容】
マイケル・サンデル教授は、昨年ＮＨＫ教育テレビで放送された「ハーバード白熱教室」や著書『これからの「正義」の話をしよ
う』で知られるハーバード大学の政治哲学者です。本書の著者小林正弥氏は、サンデル教授が最も信頼を寄せる人物の一
人であり、サンデル教授が注目されるきっかけとなった「ハーバード白熱教室」の監修・解説を手がけています。本書には、昨
年巻き起こったサンデル･ブームや、サンデル教授の各著書についての解説もあり、これ一冊でサンデル教授の思想の概要
をつかむことができるようになっています。本書は、きっとサンデル哲学への心強い道案内となることでしょう。

『突撃！ロンドンに家を買う』
井形 慶子／著 講談社／発行 2010年 ラベル記号365.3/ｲｶ10 資料番号0010213205
【内容】
イギリスの暮らしをテーマにした情報誌の編集者である著者は、昨今のポンド安をきっかけにイギリスでの住宅購入を決意し
ます。そして、東京に住みながら数々の困難を乗り越え物件を探し、住宅を購入するまでの過程がつづられています。実際に
イギリスに家を買いたいと考える方は少ないかもしれませんが、日本とイギリスの住宅や住み方に関する価値観の違いなどを
知ることができる一冊です。

『なぜ日本の若者は自立できないのか』
岡田 尊司／著 小学館／発行 2010年 ラベル記号370.4/ｵｶ10 資料番号0010238749
【内容】
本書では、日本の教育の問題点が子どもの特性を無視した教育システムにあると指摘し、なぜ子どもたちに期待とは裏腹な
結果をもたらすのか。また、子どもが自立を成し遂げるにはどういう教育が必要なのかについての対策を提言しています。子
どもの特性を「視覚空間型」「聴覚言語型」「視覚言語型」の３つのタイプに分類し、それぞれの特性や指導の仕方についても
述べています。つねに子どもの心の問題に立ち向かい続けている精神科医が、子どもの自立の問題を教育の観点から考え
ています。

『「カタリバ」という授業 社会起業家と学生が生み出す“つながりづくり”の場としくみ』
上阪 徹／著，今村 久美・竹野 優花・ＮＰＯ法人カタリバ／話し手
英治出版／発行 2010年 ラベル記号375.6/ｳｴ10 資料番号0010067627
【内容】
「カタリバ」とは、組織化され、トレーニングを受けたボランティアの大学生がチームを組み、高校生の話を聞いたり、自分たち
の経験や思いを伝えたりする大規模な「授業」を行っているNPO法人です。現在、ボランティアに登録する大学生は4000人を
数え、教育現場からの注目を集め、メディアに取り上げられることも増えてきた「カタリバ」の魅力とは？高校生の目の色を変
え、大学や企業現場にも広がりを見せる、ゼロ年代起業家の10年の歩みが熱く書かれています。

『中国５５の少数民族を訪ねて』
市川 捷護・市橋 雄二／著 白水社／発行 2010年 ラベル記号382.22/ｲﾁ10 資料番号0010286839
【内容】
国際社会において中国の存在感は年々増大し、中国について報じられない日はないほどです。しかし、その内容のほとんど
は多数派である漢民族や、北京・上海などの大都市周辺についてであり、少数民族に関しての情報はきわめて少ない状況
です。本書は、著者たちが1992年から5年間かけて中国全土に少数民族の村を訪ね、暮らしの中に生きている芸能を映像と
して残すプロジェクトを実施したときの記録です。なお本書は1997年刊の同書の新装版ですが、その後の再訪に関する「新
装版あとがき」があり、参考になります。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
★ 当館は、「図書館業務システム更新」のため、平成２３年２月１４日（月）～２月２８日（月）休館いたします。
今月のテーマ展示は『こたつで読むビジネス本』『働く人の権利』（1/21～2/13）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12月に受け入れた本の一部です。
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二〇三〇年日本 「不安」の論点

産経新聞社会部／著

産経新聞出版 日本工業新
聞社（発売）

0010238194 304/ｻﾝ10

いつまで官僚の「日本破壊」を許すのか 官
製デフレから惨敗外交まで国を衰退させる悪
のシステムを打ち破れ

渡辺 喜美／著

徳間書店

0010245637 310.4/ﾜﾀ10

戦後政治史

石川 真澄／著

岩波書店

0009947391 312.1/ｲｼ10

全国のあいつぐ差別事件 ２０１０年 部落解放・人権政策確立要
求中央実行委員会／編
度版

部落解放・人権政策確立要求中
央実行委員会 解放出版社（発
売）

0010193191 316.36/156/29

国際問題がわかる！世界地図の読
み方

小学館

0010238368 319.04/ｲｹ10

尖閣戦争 米中はさみ撃ちにあった
西尾 幹二／〔著〕
日本

祥伝社

0010230761 319.102/ﾆｼ10

日本国憲法の論じ方

渋谷 秀樹／著

有斐閣

0010286946 323.14/ｼﾌ10

Ｑ＆Ａ法人登記の実務ＮＰＯ法人

吉岡 誠一／著

日本加除出版

0010079036 324.12/ﾖｼ10

自分を守る経済学

徳川 家広／著

筑摩書房

0010286847 331.04/ﾄｸ10

日経キーワード重要５００

日経就職ナビ編集部／
日経ＨＲ
編著

池上 彰／著

0010084036 332.107/ﾆﾂ03/2012

ゼロから会社をつくる方法 ５人の女
平林 亮子／著
神があなたを救う！

税務経理協会

0010238467 335/ﾋﾗ10

なるほど図解Ｍ＆Ａのしくみ

中央経済社

0010084135 335.46/ｺﾓ10

生命保険で損をしたくないならこの１
三田村 京／著
冊

自由国民社

0010084721 339.4/ﾐﾀ10

Ｑ＆Ａ相続税の申告・調査・手続相談
安部 和彦／著
事例集

税務経理協会

0010076107 345.53/ｱﾝ10

地図が読めないアラブ人、道を聞け
ない日本人
組織を動かすコミュニケーション力
企業・学校・サークル－あらゆる組織の円滑
な運営のために

小本 恵照／編著

アルモーメン・アブドーラ
小学館
／著

0010079267 361.42/ｱﾌ10

高橋 真知子／著

0010077642 361.45/ﾀｶ10

実教出版

Ｑ＆Ａ女性と労働１１０番 働く女性の 職場の女性問題研究会
民事法研究会
権利を守るために
／編
世界中から人身売買がなくならないのは
なぜ？ 子どもからおとなまで売り買いされ 小島 優／著

0010084937 366.38/ｼﾖ10

合同出版

0010238814 368.4/ｺｼ10

ホームレス総合相談ネット
ワーク 大学図書（発売）

0010076230 369.2/ﾎﾑ10

黎明書房

0010287381 369.263/ｻｲ10

新曜社

0010287290 376.11/ｽｶ10

江戸グルメ誕生 時代考証で見る江
山田 順子／著
戸の味

講談社

0010238756 383.813/ﾔﾏ10

必ず成功する！司会・幹事パーフェ
クトブック

ひぐち まり／監修

ナツメ社

0010085405 385.4/ﾋｸ10

幕末・明治の日本海軍 海戦・艦艇
写真集

中川 務／編著

ベストセラーズ

0010076404 397.21/ﾅｶ10

自由国民社

0010262384 L379.9/ﾊﾊ10/1

ているという真実

路上からできる生活保護申請ガイド

ホームレス総合相談
ネットワーク／監修

車椅子の人も片麻痺の人もいっしょ
にできる楽しいレク３０＆支援のヒント 斎藤 道雄／著
１０
エピソードで学ぶ赤ちゃんの発達と子
菅野 幸恵／著
育て いのちのリレーの心理学

パパの本 今日から“自慢のパパ”に
なる！ こどもの夢を応援しよう！

