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発行

『ロマンチックウイルス −ときめき感染症の女たち−』
島村 麻里／著 2007年 集英社 ラベル記号 143.5/ｼﾏ07 資料番号 0007982796
【内容】
2004年、『冬のソナタ』とペ・ヨンジュンに端を発し、それ以前とは異なる<おとなミーハー>の新集団が浮上した。ヨン様に
続けと、次々に韓国スターの人気が高まり、日本中に韓流ブームを巻き起こしたことは記憶に新しい。本書において著
者は、彼女たちを<ロマンチックウィルス>の感染者と定義し、大規模に拡がったおとなのミーハー現象について考察を
試みている。中高年女性<ときめき感染者>の大量発生。40年のミーハー歴を自認する著者が、日本のミーハー界に起
きた過去最大級の異変に迫る一冊である。

『きもの噺』
くまざわ あかね／文 長谷川 義史／絵 2007年 ポプラ社 ラベル記号 593.8/ｸﾏ07 資料番号 0007982077
【内容】
きものに興味はあっても、自分で着られないし、着たとしても出かける場所がわからない。そんな理由できものを敬遠し
ていないだろうか。そんな方に「ぜひ一度、着てみてください。で、どこにでも行っちゃってください。」と著者は言う。洋
服でお洒落を楽しむように、きものでも様々な着こなしが楽しめるようだが、そこは洋服と違っていろいろな決まりごとが
あるらしい。そんなことにも触れつつ、絵本作家の長谷川氏の絵とともに、きものの楽しみ方を軽快な文章で綴ったのが
本書である。著者が語る「お気楽きものライフ」を読むと、きものへのハードルが低くなるかもしれない。

『朗読日和 すぐに役立つ［実践的朗読］のススメ』
長谷 由子／著 2007年 彩流社 ラベル記号 809.4/ﾅｶ07 資料番号 0007970585
【内容】
普段は黙って読む本を声に出して読んでみると、それまでとは違う印象を受けることがある。そんな経験はないだろう
か。本書は朗読講師を務める著者が、朗読の魅力から練習方法、作品の選び方、そして具体的な作品を例にあげての
実践方法までを一冊にまとめたものである。巻末には発声・発音練習のための付録もあり、「水馬（アメンボ）赤いなアイ
ウエオ」でお馴染みの北原白秋の詩『五十音』も掲載されている。コラムで語られる「音声合成」の話も興味深い。朗読
の魅力に触れられる一冊である。

『本気で小説を書きたい人のためのガイドブック』
ダ・ヴィンチ編集部／著 2007年 メディアファクトリー ラベル記号 901.307/ﾘｸ07 資料番号 0007981939
【内容】
芥川賞や直木賞等、文学賞の受賞作家は実にバラエティーに富んでいる。何年も作品を書き続けている名の知れた作
家もいれば、無名に近い作家が脚光を浴びることもある。いったい小説とはどのようにして作られるものなのだろうか。本
書は「ダ・ヴィンチ」編集部が渾身の力で届ける、小説家をめざす人のためのガイドブックである。具体的なノウハウはも
ちろんだが、それだけでなく、現在活躍中の多くの作家がいかに書くことと向き合ってきたかについても紹介されてい
る。自分にしか書けないものを書くための、覚悟と準備と実践が、本書にはつまっている。

『The great deluge:Hurricane Katrina, New Orleans, and the Mississippi Gulf Coast』
Douglas Brinkley／著 2006年 William Morrow 出版 ラベル記号 976.3/B06 資料番号 0007106719
【内容】
2005年8月末にニューオリンズを壊滅状態にしたハリケーン・カトリーナは今も記憶に新しい。このカトリーナについて書
かれたのが本書である。著者は歴史家でベストセラー作家のダグラス・ブリンクリー教授（テュレイン大学）。教授はハリ
ケーンのニューオリンズ直撃を体験し、「このハリケーンは間違いなくアメリカ史上最悪の自然災害だ。」とコメントしてい
る。数々のインタビューと独自の調査をもとに、カトリーナによる被害は自然災害にとどまらず、アメリカ政府の怠慢による
人的災害だとも分析している。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「時代小説 ｐａｒｔ１ 藤沢周平・山本周五郎」「夢をつかむ本」 です。
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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和田 敦彦／著

新曜社

0007957376

010.253/ﾜﾀ07

児童図書館の誕生

赤星 隆子／著

理想社

0007941339

016.28/ｱｶ07

江戸の読書熱

鈴木 俊幸／著

平凡社

0007956527

023.1/ｽｽ07

メディアと政治

蒲島 郁夫／著

有斐閣

0007968951

070.14/ｶﾊ07

哲学の道具箱

ジュリアン・バッジーニ
／著

共立出版

0007959596

116/ﾊｼ07

視覚の謎

本田 仁視／著

福村出版

0007940844

141.21/ﾎﾝ07

これがほんまの四国遍路

大野 正義／著

講談社

0007950165

186.918/ｵｵ07

考古学入門

ジェーン・マッキントッ
シュ／著

あすなろ書房

0007959091

L202.5/ﾏﾂ07

戦国期武田氏領の形成

柴辻 俊六／著

校倉書房

0007952468

210.47/ｼﾊ07

愛と戦いのイギリス文化史

武藤 浩史／編

慶応義塾大学出版会

0007952732

233.07/ﾑﾄ07

最後の将軍徳川慶喜の無念

星 亮一／著

光人社

0007907769

289.1/ﾄｸ07

知られざる科学者ペッテンコーフェ カール・ヴィーニンゲル
風人社
ル
／著

0007951833

289.3/ﾍﾂ07

ベリーダンス・エクササイズ

ｔａｅ／著

山海堂

0007941826

595.6/ﾀｴ07

スリングで抱っこ。

ふじわら よしこ／〔著〕 雄鶏社

0007909302

599/ﾌｼ07

醜の美学

カール・ローゼンクラン
未知谷
ツ／著

0007951122

701.1/ﾛｾ07

クラシックカメラへの誘い

高島 鎮雄／著

朝日ソノラマ

0007956618

742.5/ﾀｶ07

伊万里に魅せられて

鹿野 則彦／著

毎日新聞社

0007956592

751.1/ｶﾉ07

クワタを聴け！

中山 康樹／著

集英社

0007940463

767.8/ﾅｶ07

「戦争映画」が教えてくれる現代史
福井 次郎／著
の読み方

彩流社

0007959356

778.2/ﾌｸ07

茶人たちの日本文化史

講談社

0007950439

791.2/ﾀﾆ07

朝日新聞で見つけたちょっとヘンな
飯島 英一／著
日本語

朱鳥社 星雲社（発売） 0007969017

810.4/ｲｲ07

金田一先生の日本語レッスン

金田一 秀穂／監修

学研

0007952260

810.4/ｷﾝ07

小説の面白さを語ろう

佐藤 和正／著

和泉書院

0007959141

901.3/ｻﾄ07

漢文脈と近代日本

斎藤 希史／著

日本放送出版協会

0007956857

919.6/ｻｲ07

フランス中世文学を学ぶ人のため
原野 昇／編
に

世界思想社

0007882848

950.24/ﾊﾗ07

Hello, I'm Special

Hal Niedzviecki

City Lights

0007106222

306/N06

With Liberty and Justice for All

Kate Michelman

Hudson Street Press

0007106990

363.4/M06

谷 晃／著

