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『地域おこし協力隊 日本を元気にする60人の挑戦』
椎川 忍ほか／編著 学芸出版社／発行 2015年 請求記号 318.6/ｼｲ16/ 資料番号 0013351143

【内容】
2009年に始まった地域おこし協力隊制度は、農山漁村が都市住民を受け入れ、「一定期間以上、農林漁業、交流・観光、住
民の生活支援などの『地域協力活動』に従事してもらい、任期後はその地域への定住を図りながら、地域をより充実させてい
くことを目指す」という取り組みです。「東京一極集中」傾向と「地方消滅」が危惧される中、任期を終えた最初の隊員の地域定
着率が6割になるなど、都市住民、特に若者と農山漁村という異色の組み合わせは地方に新風を呼び込みつつあります。本
書では、現役隊員やOB・行政職員による報告、協力隊に興味がある人や自治体のためのヒントが数多く紹介されています。
『週末移住からはじめよう 田舎に小さな家をもつ2拠点ライフ』
友枝 康二郎／著 草思社／発行 2016年 請求記号 365.3/ﾄﾓ16/ 資料番号 0013419213

【内容】
著者は41歳の時、平日を東京で働き、週末を家族が住む八ヶ岳で過ごす「2拠点ライフ」を始めました。12年間にわたるその
経験から、著者は現在では家の設計や移住希望者への土地紹介など「田舎暮らしプロデューサー＆ライフスタイルデザイ
ナー」を務めており、「自分の収入や休日に合わせた、“ちょうどいい田舎暮らし”」は決して夢物語ではないと力説していま
す。子育てや地元の人々との関わり、土地の選び方や買い方、ログハウスやセルフビルドなど、都会も田舎も両方味わい尽く
夢を「未来の現実」にするためのヒントが詰まった一冊です。
、
『同性パートナーシップ証明、はじまりました。 渋谷区・世田谷区の成立物語と手続きの方法』
エスムラルダ・KIRA／著 ポット出版／発行 2015年 請求記号 367.97/ｴｽ16/ 資料番号 0013358353

【内容】
2015年11月、渋谷区と世田谷区で同性パートナーシップ証明書の交付が始まりました。欧米で同性婚を認める動きが起こる
中、日本初となる「同性カップルに対する施策」です。本書の前半では、当事者によるロビー活動など「権利主張型のアプロー
チ」というよりは、ダイバーシティ（多様性）という切り口と「人と人との、偶然ともいえる出会いやつながりの中から生まれた」過
程が描かれています。後半では実際の手続きや両区の条例・要綱、相談先などの資料が掲載されているので、当事者だけで
なくLGBTやダイバーシティについて興味がある方にも参考になることでしょう。
『日本とフィリピンを生きる子どもたち ジャパニーズ・フィリピノ・チルドレン』
野口 和恵／著 あけび書房／発行 2015年 請求記号 369.44/ﾉｸ16/ 資料番号 0013362173

【内容】
日本人とフィリピン人の間に生まれた子どもは「ジャパニーズ・フィリピノ・チルドレン」（略称JFC）と呼ばれ、その数は10万人と
も20万人ともいわれています。残念なことに、日本人の父による養育放棄、日本国籍の取得困難、生活苦などの問題を抱える
JFCは少なくありません。一方、父親との対面を果たし、日本人として受け入れられたJFCや、両国をつなぐ研究を進めている
JFCも存在します。本書で綴られるエピソードの数々からは、JFCの問題が彼らのルーツではなく、あらゆる「違い」に寛容にな
れない日本社会の側にあるのではないかという著者の思いが伝わってきます。
『防災教育の不思議な力 子ども・学校・地域を変える』
諏訪 清二／著 岩波書店／発行 2015年 請求記号 374.92/ｽﾜ16/ 資料番号 0013358452

【内容】
地震や火山、台風など災害多発国・日本に暮らす私たちは、常に災害に遭う危険と隣り合わせです。これまで多様な防災教
育が行われ、事例やテクニックが蓄積されてきました。本書ではそれらを集めて「メソッドをつくり、メソッドを集めてアプローチ
をつくる作業」を組織的・機能的に行うことの必要性と拡大推進方法が示されています。特に、「未災地」「未災者」（まだ災害
の被害を受けていない、または災害の記憶が忘れられた地域と人々）は、その意識を持つことが防災を始める第一歩であると
著者は提案しています。被災地に対する防災教育の在り方も示されており、教職員、防災専門家におすすめしたい一冊で
す。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『新社会人に贈る本』『新社会人を迎える本』です。（4月19日～5月15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3月に受け入れた本の一部です。
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