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発行

『タラブックス インドのちいさな出版社、まっすぐに本をつくる』
野瀬奈津子、松岡宏大、矢萩多聞／共著 玄光社／発行 2017年 請求記号 023.067 /ﾉｾ17/ 資料番号 0014055362

【内容】
タラブックスの本作りは、紙をすくところから始まります。少数民族に伝わる話を元に物語を構成し、デザインし、シルクスク
リーンで作った版に何度も色を乗せ、刷っては乾かし、ようやく一枚のページが完成します。製本も一冊ずつ糸でかがって仕
上げます。ハンドメイドの美しい絵本は国内外で高い評価を受け、世界各国で翻訳、出版されました。本書で紹介された本作
りの様子やタラブックスで働く人びとの伸びやかな表情、経営者のこだわりを読むと、「働く」ことの意味を考えさせられます。巻
末にタラブックスがこれまでに出版した本の紹介と、日本語版ブックリストが付いています。
『世界鳥類神話』
篠田 知和基／著 八坂書房／発行 2017年 請求記号 164/ｼﾉ17/ 資料番号 0014030837

【内容】
神話とよばれるもの、民話、古今の文学作品には、鳥が多く登場します。しかし、神話学などにおいて、蛇や馬に比べると、
鳥の論考はあまりみかけないといいます。そこで、本書では、その欠落をおぎなうべく、「鳥をめぐる神話伝承」を物語や詩の
領域まで概観しています。日本だけではなく、世界の神話、民話、文学など、鳥が出てくるものを取り上げ、その意味や世界
観を考察します。図版も充実した一冊で、神話世界の奥深さを垣間見ることができます。
、
『命みじかし恋せよ乙女 大正恋愛事件簿』
中村 圭子／編 河出書房新社／発行 2017年 請求記号 281.04/ﾅｶ17/ 資料番号 0014031124

【内容】
現代とは違い、恋愛による結婚は「野合」と呼ばれ、良家の子女がすべきことではなかったといいます。そのような時代にお
いて、旧来の恋愛観、結婚観に変化をもたらす女性たちが現れます。結婚制度に縛られない平塚らいてう、恋愛を高らかにう
たう与謝野晶子、障害を乗り越え結ばれた白蓮など、本書は、恋愛が自由でなかった時代に、旧来制度にとらわれることなく、
愛に生きる女性たちを取り上げています。写真や当時の新聞記事などの資料も多く掲載されています。
『ドキュメント家庭料理が幸せを呼ぶ瞬間 忘れられないわが家の味』
木部 克彦／編著 言視舎／発行 2017年 請求記号 596 /ｷﾍ17/ 資料番号0014055040

【内容】
忘れられない家庭の味は何ですか。料理をしない人が増えているという昨今の風潮から家庭料理の衰退を危惧した著者
が、自らが教鞭をとる明和学園短大で「食文化」を学ぶ学生に課したミニレポート「忘れられない我が家の味」を元にまとめた
家庭料理を考える一冊です。前半にはおばあちゃんのきんぴらごぼう、家族で作る餃子、お母さんの厚焼き玉子などにまつ
わる学生のミニレポートが、著者のコメント付きで紹介されています。後半には「文化としての食」についての考察が書かれて
います。
『民俗の記憶 俳諧・俳句からみる近江』
篠原 徹／著 社会評論社／発行 2017年 請求記号 911.304/ｼﾉ17/ 資料番号 0014028245

【内容】
五・七・五のたった十七文字の中に季語を入れ、目に映る情景と感情の機微を表現する、簡単そうに見えて難しく、そして奥
深い俳諧・俳句 。著者で民俗学者の篠原徹氏は、俳諧・俳句を「記憶を喚起する装置＝キオクのヒキダシ」と記しています。
琵琶湖を中心とした自然豊かで多くの文化を持つ近江で、松尾芭蕉や与謝蕪村たち多くの俳人はどのように記憶にとどめて
いったのか。そして先人の詠んだ句は現代の私たちに何を示しているのか。俳諧・俳句の新たな魅力を発見できる一冊です。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『世界のことば』『海外文学で世界を旅する～アメリカ・アフリカ編～』です。（8月22日～9月24日）
お問い合わせ先：岡山県立図書館 １階 人文科学班 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7月に受け入れた本の一部です。
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8割捨てる!情報術

理央 周／著

日本経済新聞出版社

0014049332 002.7/ﾘｵ17/

江戸の瓦版

森田 健司／著

洋泉社

0014055388 070.21/ﾓﾘ17/

事実と価値

北村 実／著

本の泉社

0014057293 117/ｷﾀ17/

図解モチベーション大百科

池田 貴将／編著

サンクチュアリ出版

0014049167 141.72/ｲｹ17/

忘れる力

平井 正修／著

三笠書房

0014057327 188.84/ﾋﾗ17/

地政学で読み解く!海がつくった世界
村山 秀太郎／監修
史

実業之日本社

0014056584 209/ﾑﾗ17/

熊本城物語

自由社

0014056675 219.4/ﾅｶ17/

実業之日本社

0014056592 222.043/ﾐｽ17/

中村 彰彦／著

英雄たちの装備、武器、戦略三国志
水野 大樹／監修
武器事典
キャリバンと魔女

シルヴィア・フェデリーチ
以文社
／著

0013873187 230.5/ﾌｴ17/

名字でわかるあなたのルーツ

森岡 浩／著

小学館

0014056659 288.1/ﾓﾘ17/

世界の果てのありえない場所

トラビス・エルボラフ／
著

日経ナショナルジオグ
ラフィック社

0014020770 290.93/ｴﾙ17/

玲子さんのシニアというエレガンス

西村 玲子／著

海竜社

0014058598 590.4/ﾆｼ17/

はじめてでもファスナーつけがちゃん
野木 陽子／著
とできるバッグとウエアの本

日本文芸社

0013876479 594.7/ﾉｷ17/

おいしい雑草料理

サンルクス

0014058606 596.37/ｵｻ17/

123人の家

アクタス

0014020432 597/ﾋﾔ13/2

ふたりで授かる体をつくる妊活レシピ 森本 義晴／監修

主婦の友社

0013876529 598.2/ﾓﾘ17/

芸術の終焉のあと

小崎 順子／著

アーサー・C.ダントー／
三元社
著

0013876727 701.1/ﾀﾝ17/

はじめてでもすぐに描けるデッサン入
藤森 詔子／著
門

ソシム

0014055131 725/ﾌｼ17/

美文字の法則さっと書く一枚の手紙

根本 知／著

さくら舎

0014065239 728/ﾈﾓ17/

食べる・動かす・もてなす折り紙

鈴木 恵美子／著

日貿出版社

0013876826 754.9/ｽｽ17/

ビートルズ語辞典

藤本 国彦／著

誠文堂新光社

0014055123 764.7/ﾌｼ17/

ちゃぶ台返しの歌舞伎入門

矢内 賢二／著

新潮社

0013995550 774/ﾔﾅ17/

ナダル・ノートすべては訓練次第

トニ・ナダル／著

東邦出版

0014020564 783.5/ﾅﾀ17/

大相撲横綱が残す100の言葉

横綱名言研究会／編

カンゼン

0014056709 788.1/ﾖｺ17/

人見知りアナウンサーに学ぶドキドキ
樋田 かおり／[著]
に負けない話し方

文響社

0014049340 809.2/ﾄｲ17/

お化けの愛し方

ポプラ社

0014057111 902.3/ｱﾗ17/

荒俣 宏／著

タイトルコード
1009812129451
1009812131434
1009812130921
1009812125487
1009812131796
1009812132806
1009812132717
1009812132811
1009812089573
1009812132872
1009812110218
1009812133648
1009812091458
1009812134125
1009812123023
1009812091140
1009812092994
1009812131068
1009812124291
1009812092006
1009812132140
1009812128866
1009812123591
1009812134506
1009812128961
1009812133753

