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発行

『奇妙な瓦版の世界 江戸のスクープ大集合』
森田 健司／著 青幻舎／発行 2019年 請求記号 070.21/ﾓﾘ20/ 資料番号 0015119456

【内容】
瓦版は庶民にとって最速のメディアでした。簡易な新聞とも言えますが、基本的に違法出版物で、作成者のジャーナリズム精
神がまず確認できないものでもあります。しかし、庶民にとってどうしても欲しかった情報が載っているため、著者は「瓦版を読
むことは近世庶民の生の声を聴くことに相当する」と述べています。また、瓦版はデザインが秀逸で、現代を生きる我々にも十
分学ぶところがあるとも考えています。「黒船来航」「赤穂浪士の討ち入り」などの有名な出来事から人魚が出現したといった話
まで、庶民の喜怒哀楽が詰まった瓦版を味わってみませんか。
『日本のイスラーム 歴史・宗教・文化を読み解く』
小村 明子／著 朝日新聞出版／発行 2019年 請求記号 167.2/ｺﾑ19/ 資料番号 0015108483

【内容】
「ハラール」という言葉がビジネス業界に定着するなど、少しずつ身近になりつつあるイスラーム。しかし、非ムスリムの多い日
本人にとってそれはまだまだ縁遠いものでもあります。この本は、「ムスリムの生き方を理解することで日本のイスラームの状況
を知り、今後の多様性のある共存社会の構築に役立ててもらえれば」と願う著者が、日本のムスリム社会を概観した一冊で
す。教義の基本事項に加え、「日本人ムスリム」「日本国内の外国人ムスリムと『難民ビザ』」「日本におけるハラール・ビジネス
の実態」などについて紹介しています。
、
『98歳、石窯じーじのいのちのパン 』
竹下 晃朗／著 筑摩書房／発行 2019年 請求記号 596.63/ﾀｹ19/ 資料番号 0015062367

【内容】
外皮はしっかり、中はしっとり。スチームを加えて焼き上げる業務用のパンオーヴン「ブースター」の開発者である、石窯じーじ
こと竹下晃朗氏。庭に石窯を築き、退職後も自分が理想とするおいしい全粒粉100パーセントのパンの研究に努めています。
本書には、竹下氏の９８年間のパン人生が熱く語られており、石窯パンのおいしさの秘密が、スチームにあることを発見した経
緯が綴られています。巻末には、じーじ特製の「竹爺パン」のレシピも紹介されています。思わずパンの香りが漂ってきそうな
温かい一冊です。
『宮廷楽長サリエーリのお菓子な食卓 時空を超えて味わうオペラ飯』
遠藤 雅司／著 春秋社／発行 2019年 請求記号 762.37/ｻﾘ19/ 資料番号 0015104334

【内容】
１８世紀後半にウィーンの宮廷楽長でモーツァルトのライバルと言われたサリエーリ。サリエーリが生きたヴェネツィア周辺や
ウィーンでは当時、食の大変革が行われつつあり、本書ではその食文化を体験したサリエーリに食という視点から迫っていま
す。世界の歴史とサリエーリたちの動きがリンクしており、フランス革命などの歴史的事件によってサリエーリたちがどのような
影響を受けたのかもわかりやすく書かれています。紹介されている、サリエーリに関する１０品、オペラに関する９品、映画に関
する１品のレシピは実際に現代の家庭で料理の再現することができます。
『素顔の文士たち』
田村 茂／写真 河出書房新社／発行 2019年 請求記号 910.264/ﾀﾑ19/ 資料番号 0015104276

【内容】
本書は、太宰治の有名な肖像を残した写真家・田村茂の写真集です。当時太宰治と交友のあった著者は、太宰治の晩年の
写真を数多く残した他、当時の文学者や作家の顔を数多く撮影しています。本書には、井伏鱒二、川端康成、志賀直哉、谷
崎潤一郎、三島由紀夫といった大物から、当時はまだ若かった手塚治虫、かこさとしまで、昭和の文士、総勢８１名の姿が収
められています。モノクロで味のある写真からは、当時の大物たちの素顔や当時の生活を垣間見ることができます。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『アニメーションの世界』『哲学者のことば』です。（4月21日～5月14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3月に受け入れた本の一部です。
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0015119522 022.57/ｸﾗ20/
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0015132202 024.067/ｷﾑ20/

ジャーナリズムなき国の、ジャーナリ
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彩流社

0015120058 070.21/ｵｵ20/
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古澤 聖子／著
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星和書店

0015145188 146.8/ﾌﾙ20/
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日本文芸社

0015132772 156/ﾔﾏ20/

弘文堂

0015118912 170.4/ｸﾛ20/
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吉村 武彦／編
吉川 真司／編

0015190069 210.3/ﾖｼ20/

英国人記者が見抜いた戦後史の正
体

ヘンリー・S.ストークス／著
SBクリエイティブ
藤田 裕行／訳・構成
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岩波書店

吉田書店

0015180649 210.76/ｽｺ20/
0015075609 210.77/ﾐｸ20/

千畝の記憶 岐阜からたどる「杉原リ 岐阜新聞社編集局「千
岐阜新聞社
スト」
畝の記憶」取材班／著

0015120256 289.1/ｽｷ20/
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生活、環境、それぞれの姿

アルファ社会科学株式
文芸社
会社／編著

0015132020 291.361/ｱﾙ20/

帰りたくなる家 家の整理は心の整
理

山崎 美津江／著

婦人之友社

0015138928 590/ﾔﾏ20/

日めくりパスタ プロのパスタアイデ
ア12カ月365品

柴田書店／編

柴田書店

0015129448 596.38/ｼﾊ20/

プロトコールと四季の愉しみ方

松井 聡子／著

学研プラス

0015139108 596.8/ﾏﾂ20/

水墨画入門

島尾 新／著

岩波書店

0015130693 721.3/ｼﾏ20/

文化を語る布 ラオスのテキスタイル 將積 厚子／著

染織と生活社

0015135320 753/ﾏｻ20/

ビジネスエリートがなぜか身につけて
立川 談慶／著
いる教養としての落語

サンマーク出版

0015120280 779.13/ﾀﾃ20/

アスレティックトレーニング学 アスリート 広瀬 統一／編集
支援に必要なクリニカル・エビデンス
泉 重樹／編集

文光堂

0015132707 780.19/ﾋﾛ20/

最高のリーダーは「命令なし」で人を
鈴木 颯人／著
動かす

KADOKAWA

0015190382 780.7/ｽｽ20/

超雑談力 人づきあいがラクになる
誰とでも信頼関係が築ける

ディスカヴァー・トゥエン
0015138886 809.2/ｲｵ20/
ティワン

五百田 達成／[著]

言葉で癒す人になる ユダヤの知恵 ジョーゼフ・テルシュキン／著
ミルトス
松宮 克昌／訳
に学ぶ言葉の賢い使い方

0015120298 809.2/ﾃﾙ20/

この英語、訳せない! headは頭?顔?
越前 敏弥／著
首?

0015132087 837.5/ｴﾁ20/

ジャパンタイムズ出版

ドイツのことば図鑑 見るだけで楽しく 野口 真南／著
KADOKAWA
学べる「暮らし」と「文化」
加茂 光和子／イラスト

0015132095 840.4/ﾉｸ20/

芥川賞直木賞秘話

青志社

0015120355 910.264/ﾀｶ20/

小鳥遊書房

0015132970 930.29/ﾎﾘ20/

高橋 一清／著

生きづらいこの世界で、アメリカ文学
堀内 正規／著
を読もう

