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『地方創生を考える 偽薬効果に終わらせないために』
諏訪 雄三／著 新評論／発行 2015年 請求記号 318.6/ｽﾜ15 資料番号 0013208921
【内容】
2014年9月に発足した第二次安倍改造内閣では「地方創生」が政権の最重要課題に掲げられました。本書は、共同通信社
で2012年4月から連載している「地域素描」などをベースにして大幅に加筆し、安倍政権の地方創生の動きをまとめたもので
す。高齢化や人口減少が引き起こす地域の問題、空き家の急増や外資による山林の買収、老朽化する公共施設の統合・整
理、コミュニティーの維持など、さまざまな課題を取材し、多くの自治体の試行錯誤の取り組みを紹介しています。
『国勢調査 日本社会の百年』
佐藤 正広／著 岩波書店／発行 2015年 請求記号 358.1/ｻﾄ15 資料番号 0012879516
【内容】
大正9年から始まり95年、今年で20回目となる国勢調査が行われました。今回から新たにインターネット回答ができるようにな
り話題を集めましたが、最初の国勢調査とはどのようなものだったのでしょうか。そして、5年に一度の調査で集められる氏名
や生年月日、家族構成や就業状態など私生活に関する様々な情報は、どのように処理され、使われているのでしょうか。この
本では、調査の歴史や制度的枠組み、各国の動向、調査をする側、被調査者である一般住民の意識変化、調査結果の利
用者について網羅的に解説されています。
、
『ルポ一緒に生きてく地域をつくる。』
生活クラブ連合会「生活と自治」編集委員会／編著 影書房／発行 2015年 請求記号 361.7/ｾｲ15 資料番号 0013208939
【内容】
東日本大震災の被災地や「限界集落」「消滅可能性自治体」と呼ばれる地域で、マイナスイメージを吹き飛ばす強い意志で
奮闘する人々がいます。キーワードは、しなやかで強い「個」が力を出し合う「協同」と「自治」。自主自立、住民主体で故郷の
再興に取り組む被災地の人々、太陽光や風水力、バイオマスなど地域の資源でエネルギーの自給自足と活用を目指す
人々、農林水産業を基盤とした地域再生、地域ぐるみの子育て応援体制、暮らしを支え合う地域コミュニティーづくりなど、北
海道から沖縄まで全国32の取り組みがまとめられています。
『日本的雇用慣行を打ち破れ 働き方改革の進め方』
八代 尚宏／著 日本経済新聞出版社／発行 2015年 請求記号 366.21/ﾔｼ15 資料番号 0012877981
【内容】
経済成長の減速と少子高齢化が進む現在、労働市場改革は日本が抱える大きな課題の一つといえます。労働力活用の妨
げとなるのが、正社員と非正社員、男性と女性、若年層と中高年層といった労働者間の利害対立＝「労・労対立」であり、これ
を調整するためには「均衡処遇ルール」の確立が必要だと筆者は述べています。効率的な労働時間規制、夫婦共に働き子
育てに励む「個人単位」のワークライフ・バランスへの改革、年齢にかかわらず仕事能力に応じた働き方と賃金を受け取れる
エイジ・フリーな雇用システムなど、「効率的で公平な働き方」への道筋を明らかにする一冊です。
『ブラック化する教育』
大内 裕和/著 青土社 /発行 2015年 請求記号 371.3/ｵｵ15 資料番号 0012878138

【内容】
本書は教育事象をとりあげた対談集です。「なぜ」から始まる対談は４章で構成されています。「なぜ格差は生まれ、教育はこ
んなに貧しくなったのか？」「なぜ生徒も先生もこんなにタイヘンになったのか？」「なぜ就活がこんなにタイヘンになったの
か？」「なぜ学生はブラックバイトをしなければならなくなったのか？」、それぞれの問題について、ジャーナリスト、教育の現
場経験者、キャリアデザイン学の大学教授、「ブラック企業対策プロジェクト」発起人が格差社会や労働問題などと教育とのか
かわりを語っています。これからの教育を考えるヒントとなる一冊です。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『犯罪被害についてともに考える』『人権』です。（11月17日～12月20日）
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10月に受け入れた本の一部です。
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海外の高校&大学へ行こう！
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佐藤 亮子／著
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杉本 直樹／著
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