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『お寺に嫁いでしまった。』
青江 美智子／著 2007年 扶桑社発行 ラベル記号 188.75/ｱｵ07 資料番号 0008278699
【内容】
どこにでもいるような平凡なOLが、ある冬の日に恋をした。お相手は江戸時代から続くお寺のお坊さん。本書は、縁あっ
てお寺に嫁いだ著者が、四世帯同居という大家族の中で暮らしながら感じたことを綴ったものである。ごく普通の家庭に
育った著者にとって、やはりお寺の生活は特殊だと感じることもあるようだ。しかし大変ながらも、大家族に囲まれての暮
らしには「命の実感」があるという。後半に綴られている自身の二度の流産と、三度目の妊娠、そして出産前に逝った祖
母についての話からは、たしかに「命への愛情と希望」が感じられる。なお著者はWebサイト【彼岸寺】でも「お寺に嫁ぐと
いうこと」を連載中である。興味を持たれた方はそちらもご覧いただければと思う。 【彼岸寺】http://www.higan.net/

『野口英世とメリー・ダージス −明治・大正 偉人たちの国際結婚−』
飯沼 信子／著 2007年 水曜社発行 ラベル記号 281.04/ｲｲ07 資料番号 0008272114
【内容】
外国人男性と結婚した日本女性の、伝統的な忍耐強さや内助の功についてはよく耳にするが、日本男性と結婚した外
国人女性についてはどのようなイメージをお持ちだろうか。明治・大正期に黎明日本を背負って活躍した者たちの中に
は、国際結婚した者もいた。野口英世、高峰譲吉、松平忠厚、長井長義、鈴木大拙の5人の妻はいずれも外国人であ
る。外国人に嫁いだ日本女性がそうであったように、彼女たちもまた夫を支え夫の祖国を理解しようとした。本書はそん
な5組の夫婦の姿が描かれたものである。「彼女たちが日本男子と共に生きたすがすがしい姿を多くの人に知ってもらい
たい。」とは著者の言葉である。

『力士（ちからびと）の世界』
33代 木村 庄之助／著 2007年 文芸春秋発行 ラベル記号 788.1/ｷﾑ07 資料番号 0008287757
【内容】
木村庄之助の名を知らない人は少ないのではないだろうか。言わずと知れた大相撲の立行司の名である。著者である
33代木村庄之助は、13歳で高砂部屋に入門して以来52年間相撲の世界に身を置き、平成19年の春場所を最後にその
職を退いた。本書は大相撲を知り尽くした著者が、日本の古い伝統がそのまま生きている相撲界について書き綴ったも
のである。昨今の相撲界は、朝青龍問題に端を発して厳しい状況に晒されているが、そもそも横綱とはどういう存在であ
るべきなのだろうか。「相撲の美学」を知ることができる一冊である。

『にぎやかな外国語の世界』
黒田 龍之助／著 2007年 白水社発行 ラベル記号 804/ｸﾛ07 資料番号 0008276552
【内容】
私たちの身の回りには、英語はもちろん様々な外国語が溢れている。意味はわからないけど文字を眺めているだけで楽
しくなる、そう感じている方には本書をお勧めしたい。小さいころから外国語が好きだったという著者が、「かたち」「ひび
き」「かず」「なまえ」「いろいろ」というテーマで様々な言語を紹介しており、さらにテーマごと書かれたコラムも興味深いも
のとなっている。著者の名前は「リュウノスケ」だが、ロシア人の知り合いに半分冗談で「リュウノスケ・ケンノスケヴィチ」と
呼ばれるそうだ。その理由は…。知りたい方は本書をご一読いただきたい。

『Billy Joel: the biography』
Mark Bego／著 2007年 Thunder's Mouth Press発行 ラベル記号 782.42/J07 資料番号 0007131154
【内容】
「オネスティー」「ピアノ・マン」などの曲で日本でも人気のある、アメリカのロック歌手でピアニストのビリー・ジョエル。ビ
リーはユダヤ系のニューヨーカーとして生まれ、ニューヨーク郊外の新興住宅地ロング・アイランドで幼少期を過ごした。
本書では、ピアノを通して音楽に目覚めた彼が、紆余曲折を経ながら音楽活動を続け「ニューヨーク５２番街」で全米
チャート１位を獲得し、グラミー賞の栄光をつかんだことが詳細に描かれている。また、彼の音楽やメンバー、家族をめぐ
る苦悩と確執についても、未公開写真やインタービューと共に紹介されている。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「追悼2007」「年賀状」 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11月に受け入れた本の一部です。
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権力に迎合する学者たち

早川 和男／著

三五館

0008352833

002/ﾊﾔ07

市場化の時代を生き抜く図書館

高山 正也／監修

時事通信出版局 時事
通信社（発売）

0008277667

013/ﾀｶ07

よい家相の家づくり

佐藤 秀海／著

主婦と生活社

0008264590

148.5/ｻﾄ07

中世寺院勢力論

衣川 仁／著

吉川弘文館

0008271611

182.1/ｷﾇ07

仏のモノサシ

久馬 慧忠／著

法蔵館

0008279200

188.82/ｷﾕ07

ニュートンの宗教

フランク・Ｅ．マニュエル
法政大学出版局
／著

0008272718

191/ﾏﾆ07

忠臣蔵四十七義士全名鑑

中央義士会／監修

小池書院

0008264517

210.52/ﾁﾕ07

エリゼ宮物語

山口 昌子／著

産経新聞出版 扶桑社
（発売）

0008273716

235/ﾔﾏ07

島津斉彬のすべて

村野 守治／編

新人物往来社

0008265928

289.1/ｼﾏ07

天璋院篤姫のすべて

芳 即正／編

新人物往来社

0008266256

289.1/ﾃﾝ07

日本ヴォーグ社

0008264699

594.3/ﾐﾝ07

マキノ出版

0008278723

597.9/ｲｹ07

みんなで楽しむあったか毛糸のぞ
うり
アレルギーを撃退する「おそうじ」マ
池谷 優子／著
ニュアル
かんたん押し絵

西本 典子／〔著〕

日本ヴォーグ社

0008264533

726.9/ﾆｼ07

いまからはじめる陶芸入門

上田 宗寿／著

新星出版社

0008272536

751/ｳｴ07

映画の中の昭和３０年代

片岡 義男／著

草思社

0008266843

778.21/ｶﾀ07

中高年から足腰力をつける本

石井 直方／監修

主婦と生活社

0008267072

780.7/ｲｼ07

渓流黄金記

佐々木 一男／著

つり人社

0008274110

787.15/ｻｻ07

〈性〉と日本語

中村 桃子／著

日本放送出版協会

0008264806

801.03/ﾅｶ07

へんな言葉の通になる

得猪 外明／〔著〕

祥伝社

0008359069

814/ﾄｸ07

文章のみがき方

辰濃 和男／著

岩波書店

0008024671

816/ﾀﾂ07

洋書事始は映画から

上岡 伸雄／著

日本放送出版協会

0008271934

837.5/ｶﾐ07

ミステリと東京

川本 三郎／著

平凡社

0008264939

910.26/ｶﾜ07

大日本帝国のクレオール

フェイ・阮・クリーマン／
慶応義塾大学出版会
著

0008271751

910.263/ｸﾘ07

女ひとり定年後を生きる

市川 泰子／著

インパクト出版会

0008273443

914.6/ｲﾁ07

韓国三人詩選

金 洙暎／〔著〕

彩流社

0008277444

929.11/ｷﾑ07

Richard Dawkins

Alan Grafen／著

Oxford university press 0007109457

591.5/G07

Cell

Stephen King／著

Scribner

F/Kin06

0007107733

