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『転換期を生きるきみたちへ 中高生に伝えておきたいたいせつなこと』
内田 樹／編 岡田 憲治／著 晶文社／発行 2016年 請求記号 304/ｳﾁ16 資料番号 0013652573

【内容】
この本のタイトルにある「転換期」は「世の中の枠組みが大きく変化する時代」を意味し、私たちは今まさにその渦中にあるとい
えます。中でも、編者は「すぐ大人にならないと生き延びることが難しい」状況に置かれている少年少女たち＝中高生に目を
向けました。本書では、激動の歴史的転換期の中で成長していく彼らに必要な知恵や技術を、様々な立場の大人たちが伝え
ようとしています。言葉の力や憲法、人口減少社会、消費者マインドや科学的態度、中年の危機など、多種多様な知見の
数々は、中高生が広い視野で物事を考え、吟味する力を養うヒントとなることでしょう。
『原爆ドーム 物産陳列館から広島平和記念碑へ』
頴原 澄子／著 吉川弘文館／発行 2016年 請求記号 319.8/ｴﾊ16 資料番号 0013564141

【内容】
大正時代、各地の産業振興と販路拡大を狙って広島の中心部に建てられた「広島県物産陳列館」。現在、平和と核廃絶希求
の象徴として世界遺産にも登録された「原爆ドーム」の前身にあたります。しかし、廃墟となった物産陳列館の存廃論争が戦後
二十年余も続けられていたり、「原爆ドーム」という名称は1950年頃から「誰いうともなく」使われ始めたものだったりと、「象徴」と
して認知・承認されるまでには紆余曲折の歴史がありました。本書では、物産陳列館の誕生から、「用のものとしてではなく、
歴史を伝えるもの」として原爆ドームが保存され、「記憶」の在り拠となるまでの課程が丹念に描かれています。
、
『世代間交流施設の挑戦 保育と介護はどのように融合しているか』
日本事業所内保育団体連合会／編著 あっぷる出版社／発行 2016年 請求記号 369.263/ﾆﾎ16 資料番号 0013653308

【内容】
老いも若きも、健常者も障害者も、様々な人びとが関わり合って生きていくのが、社会のあるべき姿です。しかし、現在の日本
では、核家族化が進行し、地域社会との関係が薄れつつあるのが実情です。そんな中、高齢者だけの介護施設、子どもだけ
の保育園や幼稚園といった施設の在り方を脱した「世代間交流施設」に注目が集まっています。「保育と介護の融合は高齢
者問題の解決に一役買うだけでなく、子どもの教育にとっても大きな意義がある」と著者は述べており、実際に取り組みを進め
ている８つの施設から融合の影響と充実のためのヒントを探っています。
『子どもの心の育てかた』
佐々木 正美／著 河出書房新社／発行 2016年 請求記号 379.9/ｻｻ16 資料番号 0013653399

【内容】
今の時代の子どもたちは制限されることが多く、自由な気持ちの発散がしにくかったり、子どもの言い分に耳を傾ける大人が
少なくなってきているのではないでしょうか。しかし、子ども、家庭、育児、保育を巡る環境が時代によって変化しても、子ども
の成長や発達については、決して変わることのない大切なことがあると著者は述べています。本書は授乳期から思春期までの
子どもの成長について書かれていますが、読みたいところから読めるような構成となっているので、日々の暮らしや子育てに
役立つ項目から読み進めることも可能な子育て提案本です。
『年中行事としきたり 和食文化ブックレット2 ユネスコ無形文化遺産に登録された和食』
中村 羊一郞／著 思文閣出版／発行 2016年 請求記号 383.81/ﾅｶ16 資料番号 0013560883

【内容】
ご飯と汁を組み合わせた食事で成り立つ和食は、自然の命をいただくことに感謝の気持ちを持ち、食卓を囲んで皆で食べる
ということが家族や地域社会を結ぶ絆となる社会的意味を持つということで、ユネスコの無形文化遺産に登録されました。例え
ば、赤ちゃんが生まれると、近所に赤飯を配るなどして家に新しい家族が加わったことを知らせると共に、皆さんの仲間に入れ
ていただけるようにという思いを込めて赤飯を皆で食べることで、地域社会全体が結びつくという意義があります。この本では、
年中行事とお祝い事を中心に、和食の特色について解説しています。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『働き方いろいろ』『法律』です。（9月13日～10月16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8月に受け入れた本の一部です。
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ビジネス社
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0013558184 366.14/ﾀｲ16/

親の財産を100%引き継ぐ一番いい方 永峰 英太郎／著
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プレジデント社
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