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『潜在(ポテンシャル)ワーカーが日本を豊かにする シニア、主婦(夫)、外国人…多様な働き方が救世主となる』
武井 繁／著 ダイヤモンド・ビジネス企画／発行 2015年 請求記号 366.21/ﾀｹ15/ 資料番号 0012898482
【内容】
人口減少が進む現代日本において、2050年の生産年齢人口は2000万人も減少するとされています。将来的に予想される需
要（求人）と供給（求職）のギャップ拡大を解決する策として著者が提唱するのが、潜在(ポテンシャル)ワーカー（シニア、主婦
（夫）、外国人）とされる人々の活用です。加えて必要なのが、潜在ワーカーの「働きたくても、働けない」状況に、企業側が個
人の希望や意志に合わせて柔軟な条件を提供する体制だと著者は述べています。本書は、成功を収めている企業の実例
や募集・採用のコツについても触れられており、潜在ワーカーを活用したいと考えている方におすすめしたい一冊です。
『誰も知らない領事の仕事 異国の空の下、邦人を守る』
大日方 和雄・船越 博・山本 譲／著 創土社／発行 2015年 請求記号 329.27/ｵﾋ15/ 資料番号 0012893749
【内容】
海外には、旅行や仕事、留学などで常時数百万人の日本人がいるとされています。これらの人々に何かあった場合、対処に
あたるのが領事と呼ばれる外交官です。その任務は、パスポートや証明書の発行・手続き、危険を避けるための情報提供、
健康問題や子供の教育問題への対応、有事の際には避難・援護活動を務めるなど、多岐にわたります。本書では、在外公
館に持ち込まれることが多い①安全、②健康、③子供の教育の話題を中心に、各種犯罪の手口と予防対策、バングラデシュ
独立戦争（1971年）直前の邦人脱出作戦などについて、三人の元・領事が在任当時の実話をそれぞれ語っています。
、
『子どもの権利 次世代につなぐ』
喜多 明人／著 エイデル研究所／発行 2015年 請求記号 369.4/ｷﾀ15/ 資料番号 0012898557
【内容】
日本政府が子どもの権利条約を批准し、国内法となって20年が経過しました。その間に、「子どもの権利」はわがまま、家庭
等が混乱、途上国向け、といった論調が膨らみつつあると著者は警告しています。しかし、子どもの権利は社会を動かす力で
あり、子どもの権利の視点こそが子ども・教育を取り巻く諸問題の解決に欠かせないと著者は主張します。「やる気（意欲）は
ないが結果を出す」子ども達の「自己肯定感の獲得と回復支援」、いじめや体罰など子どもへの暴力の防止と救済のあり方、
子どもの参加の権利などについて考察、子どもの権利に関する国内外の資料が豊富に掲載された一冊です。
『あなたの空き家問題』
上田 真一／著 日本経済新聞出版社／発行 2015年 請求記号 365.3/ｳｴ15 資料番号 0013182068
【内容】
最近、マスメディアなどで「空き家問題」が話題になっています。親の遺産で家を引き継ぐことになったものの、すでに自分も
家を持っていて住むことができなかったり、高齢になったため施設に入居することになったため住んでいた家が空き家になっ
たりするケースが増えています。住む人がいない家は管理が行き届かず、近隣トラブルになりがちです。本書は、空き家問題
とは何か、その原因、発生のメカニズムなどの空き家に関する現状を伝えるとともに、空き家の管理や解体、活用について具
体的な方法を紹介しています。他人事でない空き家の問題をどう考え、どう対処すべきかがわかる一冊です。
『ズレてる支援！ 知的障害／自閉の人たちの自立生活と重度訪問介護の対象拡大』
寺本 晃久[ほか]／著 生活書院／発行 2015年 請求記号 369.28/ﾃﾗ15 資料番号 0013257332
【内容】
人はある程度の年齢になると自立して生活するようになります。重度と言われる知的障害や自閉の人たちも入所施設でなく
地域で生活をするという形で自立していけるのではないか、そのための支援のあり方を考えるのが本書です。人それぞれ考
え方、生活の仕方が異なるのは当然ですが、知的障害や自閉の人たちにはそれを上回る予想外の思いも考えられます。そ
の予想外の思いに気づけるかどうかで支援のあり方も変わってきます。支援がうまくいっていると思っていても、それが実は誤
解だということもありますし、逆もあり得ます。障害をもつ人とのかかわりを考えるうえでヒントになる一冊です。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『若者就職支援』『領土問題』です。（1月19日～2月14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12月に受け入れた本の一部です。
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