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『そろそろ「社会運動」の話をしよう -他人ゴトから自分ゴトへ。社会を変えるための実践論-』
田中 優子／ほか編 明石書店／発行 2014年 請求記号 309.04/ﾀﾅ14/ 資料番号 0012763827
【内容】
問題に直面したとき、我慢するだけ、何もせずに放置するだけでは、自分も周囲も社会も変わりません。困っているのが自分
自身とは限りません。家族、同僚などかもしれません。その原因が何なのかを考えることができる力こそが「知性」です。問題
に直面したとき、当事者として、その解決に向けて主体的に意欲と方法をもち、それを日常生活を営む隙間の中でどのように
学び、考え、行動していけばよいかを考える講義「社会を考える実践論」を書籍化したのが本書です。これからの大学教育の
あり方、キャリア教育のあり方を考えさせられる一冊です。
『みんなが幸せになるための公務員の働き方』
嶋田 暁文／著 学芸出版社 ／発行 2014年 請求記号 318.3/ｼﾏ14/ 資料番号 0012622882
【内容】
自治体職員の働き方改革は、外部からの要請だけでなく、自治体職員自身の内在的要求の中にもあります。ほとんどの自治
体職員がやりがいのある仕事を求めているにもかかわらず、それが十分実現できていない現状があるためです。人のために
何かしたい、地域を良くしていきたい。そんな思いの実現に向け、働き方をどう変えていけばよいのでしょうか。 本書ではそう
した現状を打破していくための第一歩として、自治体職員に求められる働き方や能力、意識改革と発想転換、提案実現の手
法などを具体的に解説しています。
、
『えんぴつの約束-一流コンサルタントだったぼくが、世界に200の学校を建てたわけ-』
アダム・ブラウン／著 関 美和／訳 飛鳥新社／発行 2014年 請求記号 335.8/ﾌﾗ14/ 資料番号 0012778155
【内容】
世界を変えようとするために、私たちは一体何ができるでしょうか。学生時代にインドで出会った少年の「えんぴつがほしい。」
という言葉に突き動かされ、一流企業を辞め、企業で学んだ経営戦略を駆使して、アジア、ラテンアメリカ、アフリカに200もの
「学校」を子ども達に届けてきた著者は、「夢を実現する人と夢見る人の違いは、最初のひらめきをすぐに行動に移すかどうか
だ。」と述べています。本書は、非営利の世界に営利の手法を持ち込んだ社会起業家のノンフィクションです。
『つながりっぱなしの日常を生きる-ソーシャルメディアが若者にもたらしたもの-』
ダナ・ボイド／著 野中 モモ／訳 草思社／発行 2014年 請求記号 367.653/ﾎｲ14/ 資料番号 0012764023
【内容】
政府や研究機関から誕生したインターネットがパソコンの低価格化と足並みを揃えて一般家庭にも普及しはじめたのは、20
世紀末のことです。さらに21世紀に入ると、携帯電話などのモバイル端末の進化、そしてソーシャルネットワーキングサービス
が、人々のネットとの関わりをさらに広く、継続的なものに変えていきました。本書は、米国SNS研究の第一人者である著者
が、生まれたときからネットが身近にある若者たちが「つながりっぱなしの日常」にどう対処し適応してきたのかを、インタビュー
調査を元に論じています。 ネットでつながりっぱなしの１０代の若者たちの社会生活をこの本で理解できるかもしれません。
『親子バトル解決ハンドブック-発達障害の子と奮闘するママ&パパのトークサロン-』
安藤 壽子／編著 安藤 正紀／編著 図書文化社／発行 2014年 請求記号 378/ｱﾝ14/ 資料番号 0012756276
【内容】
子どもの発達は多様で、一人一人の発達のスピードも違います。発達障害の行動特徴と背景要因を知識として知っておくこ
とも必要ですが、ただ枠組みに当てはめて子どもを理解しようとするのでは不十分です。目の前の子どもの状況を共感的に
理解することで、子どもが困っているとき、前から受けとめ後ろから支えることが必要となってくるのです。本書は、個性豊かな
子どもとママたちとの出会いから生まれた本です。発達障害あるいはグレーゾーンといわれる子どもの養育、保育、教育、支
援のヒントが満載の一冊です。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は『おかやま創業応援フェア』『ボランティア！！』 （12/16～1/18） 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11月に受け入れた本の一部です。
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トヨタ式「全員が強い」チームのつくり
若松 義人／著
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湊 義和／著

中央経済社
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林 仲宣／著
角田 敬子／著

日本加除出版

0012621165 345.53/ﾊﾔ14/
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阪東 恭一／編

産学社

0012628624 361.453/ﾊﾝ14/2016
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田中 章二／著
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菅原 正子／著
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鈴木 典比古／著
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