県立図書館12月の新着図書紹介
（社会科学編）
岡山県立図書館 2015.12 .10 発行
『協創力が稼ぐ時代 ビジネス思考の日本創生・地方創生』
笹谷 秀光／著 ウィズワークス／発行 2015年 請求記号 318.6/ｻｻ15 資料番号 0013214192
【内容】
「協創力」とは、課題解決に向けてみんなで連携・協働して新たな価値を生み出す力のことです。近江商人の経営理念「三方
よし」（自分よし、相手よし、世間よし）を、社会対応力、共有価値想像力、発信力の三要素で補正した「発信型三方よし」によ
る「協創力」の発揮が、地方創生と日本創生の要諦だと著者は述べています。本書では、地域の強みを活かした「ご当地キャ
ラ」、食のイベント、自転車シェアなど多種多様な事例とポイントが「ビジネス思考」を元に紹介・分析されており、地方創生に
興味がある方はもちろん、企業や自治体、各関係者にもおすすめの一冊です。
『「家栽の人」から君への遺言 佐世保高一同級生殺害事件と少年法 』
毛利 甚八／著 講談社／発行 2015年 請求記号 327.8/ﾓｳ15 資料番号 0013218672
【内容】
本書は植物と人間を愛し、常に当事者が抱える問題の本質を見極めようとする家庭裁判所の判事を描いて人気を博したコ
ミック『家栽の人』の原作者・毛利甚八が、死を前にしながら少年法と向き合った一冊です。少年院で非行少年の更生のため
に取り組んだ「授業」のみならず、非行少年の就労支援を続けるガソリンスタンドの経営者や自ら非行から立ち直った経験か
ら非行少年に大学進学をすすめる学習塾社長を紹介しながら、少年法を叩くだけで問題は解決しないと述べます。また、佐
世保高一同級生殺害事件の加害者少女へも目を向け、本当の更正とは何かを考慮しています。
、
『CSRは社会を変えるか “企業の社会的責任”をめぐるJ-POWER社会貢献チームの挑戦』
藤木 勇光／著 みくに出版／発行 2015年 請求記号 335.15/ﾌｼ15 資料番号 0012889770
【内容】
様々な企業が取り組む「CSR（企業の社会的責任）」について、著者は「本業とは別の慈善活動でも奉仕活動でもなく、（中
略）企業が本業を含めたあらゆる企業活動を通じて、よりよい社会づくりのために自発的に取り組む責任のことではないのか」
と述べています。その実現のため、卸電気事業者であるJ-POWERが取り組んでいるのが「エコ×エネ体験プロジェクト」という
体験型の環境教育活動です。この本では、プロジェクトの概要のほか、「本業の壁」といえる利益の認識や多忙感などの課
題、ISO26000やCSVなど今後の展望についても触れられており、CSRに興味がある方、企業でCSRに携わる方におすすめの
一冊です。
『地方都市を考える 「消費社会」の先端から』
貞包 英之／著 花伝社／発行 2015年 請求記号 361.78/ｻﾀ15 資料番号 0013218656
【内容】
「地方消滅」や「地方創生」といった課題を考える前に知っておきたい、地方都市の現状を主に「消費」の面から分析するのが
本書です。地方都市が農水産物や工業製品、人材の「生産」地だった時代は終わり、今ではより「消費」に比重を置いた社会
に変わりつつあると著者は述べています。その特徴をよく示している東北地方のY市を例に、空き家や高層マンション、鉄道
や自動車、観光やまちづくり、ロードサイドビジネスやショッピングモール、流動化する労働といったキーワードから、地方都市
の「現在」、そして日本社会が向かうであろう「未来」を探ります。
『知的障害者の大学創造への道 ゆたか「カレッジ」グループの挑戦』
長谷川正人／著 クリエイツかもがわ／発行 2015年 請求記号 378.6/ﾊｾ15 資料番号 0013214259
【内容】
知的障害があっても青年期以降の長い人生をより豊かに、幸せに暮らしていける力を育むための高等教育権を保障するた
めに生まれたのが福祉型大学「カレッジ」です。アメリカやオーストラリアなどでは、知的障害者であっても普通の大学のキャ
ンパスで学んでいます。けれども日本では特別支援学校高等部を卒業後、進学する選択肢がありませんでした。本書では、
「カレッジ」での学びを通しての学生たちの成長や「カレッジ」設立の経緯とその存在意義について書かれています。知的障
害者の学びの可能性と必要性を考えさせられる一冊です。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『おかやま創業応援フェア』『ボランティア』です。（12月22日～1月17日）
お問い合わせ先：岡山県立図書館 2階 社会科学科学班 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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小学館

0013257381 304/ｲｹ15/

文藝春秋

0013235056 304/ﾌﾝ12/2016

Q&Aマイナンバー制度で変わる企業 みらいコンサルティング
セルバ出版
の実務と対応策
グループ／編著

0012889580 317.6/ﾐﾗ15/

事業譲渡・会社分割による事業再生
村上 博一／編著
Q&A

中央経済社

0012889689 325.247/ﾑﾗ15/

スラップ訴訟とは何か 裁判制度の
悪用から言論の自由を守る

烏賀陽 弘道／著

現代人文社

0012889705 327.2/ｳｶ15/

物欲なき世界

菅付 雅信／著

平凡社

0013224431 331.87/ｽｶ15/

トコトンわかる個人事業の始め方

山條 隆史／著
松山 正光／著

新星出版社

0013235031 335/ﾔﾏ15/

日本企業のためのコーポレートガバ
藤田 勉／著
ナンス講座

東洋経済新報社

0012889796 335.4/ﾌｼ15/

現役総務さんの声を生かした総務の
池田 理恵子／著
お仕事がスイスイはかどる本

秀和システム

0012889820 336/ｲｹ15/

悪魔は細部に宿る 危機管理の落と
し穴

祥伝社

0012889838 336/ﾋｸ15/

樋口 晴彦／[著]

「速さ」と「質」を両立させるデッドライ
上野 佳恵／[著]
ン資料作成術

クロスメディア・パブリッ
0012889887 336.55/ｳｴ15/
シング

仮想通貨 技術・法律・制度

岡田 仁志／著
高橋 郁夫／著

東洋経済新報社

0012889911 338/ｵｶ15/

初心者でもわかる！中国ビジネス
担当者マニュアルステップワン

水野 真澄／著

キョーハンブックス(発
売)

0012889937 338.922/ﾐｽ15/1

相続税の申告と書面添付 安心の
相続を実現するために

TKC全国会相続税書面
TKC出版
添付検討チーム／編著

アイスブレイク 出会いの仕掛け人に
今村 光章／著
なる

0013310008 345.53/ﾃｲ15/

晶文社

0013243589 361.4/ｲﾏ14/

こども大国ニッポンのつくりかた
1 more Baby応援団

1more Baby応援団／編 木楽舎

0012889960 364.1/ﾜﾝ15/

ひとり暮らし自己防衛マニュアル

ひとり暮らし応援団／編 池田書店

1001225075 365/ﾋﾄ05/

世界で一番やさしい家づくりガイド

エクスナレッジ

0013235007 365.3/ｾｶ06/2015

既卒、フリーター、第二新卒の就活
はじめの一歩

岡本 啓毅／[著]

クロスメディア・パブリッ
0012889986 366.29/ｵｶ15/
シング

おひとりさまの最期

上野 千鶴子／著

朝日新聞出版

0013257449 367.75/ｳｴ15/

上手に活用！介護保険＆介護サー
ビス

学研パブリッシング

0012890034 369.26/ﾅｶ15/

研究授業のつくりかた 10年目までに
佐藤 明宏／著
マスターしたい

東洋館出版社

0012890067 375/ｻﾄ15/

SWOT分析で攻略する就活面接試験 長坂 有浩／著

滋慶出版/つちや書店 0012890109 377.9/ﾅｶ15/

母も娘も幸せになる女の子の育て方

洋泉社

0013198247 L379.9/ﾏﾂ15/

アメリカは食べる。 アメリカ食文化の
東 理夫／著
謎をめぐる旅

作品社

0013309893 383.853/ﾋｶ15/

暮らして見た普天間 沖縄米軍基地
問題を考える

吉田書店

0012890133 395.39/ｳｴ15/

植村 秀樹／著

