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『植民地時代の古本屋たち 樺太・朝鮮・台湾・満州・中華民国―空白の庶民史』
沖田 信悦／著 2007年 寿郎社発行 ラベル記号 024.8/ｵｷ08 資料番号 0008249799
【内容】
本書は、かつて日本・日本軍の統治下にあった地域における、古本屋の活動状況を調査し記録したものである。本書で
いうところの古本屋とは日本人が経営していたものを指しているのだが、その数は意外にも多く、日本と外地との間で多
くの書物が往来していたことがわかる。各地における状況が、店舗の所在を記した地図や街の写真、古書籍商組合の
名簿等によって詳細に示されており、外地での読書文化の形成に古本屋が重要な役割を果たしていたことがわかる。
古書業界史の空白を埋める画期的な一冊と言えよう。

『心の貌 昭和事件史発掘』
柳田 邦男／編 2008年 文藝春秋発行 ラベル記号 210.76/ﾔﾅ08 資料番号 0008331084
【内容】
本書は、光クラブ事件や金閣寺放火事件、下山事件等、戦後社会が形成されていった時代に起きた12の事件を、今の
時代に引き寄せて見直したものである。それぞれの事件を論ずるにふさわしい論客を招いての座談会の中から、著者
は事件の真相に迫る新たな視点や、昨今の事件につながる問題点等を浮かび上がらせている。最近人々の耳目を集
める事件は、表面的には新奇に見えても、本質的なところではかつて類似の事件が起きていたように思えるとは著者の
言葉である。本質的な部分、すなわち「心の貌」を発掘することによって、事件が今に語りかけるものをより明確にとらえ
ようと試みた戦後事件史である。

『現代すし学 すしの歴史と、すしの今がわかる』
大川 智彦／著 2008年 旭屋出版発行 ラベル記号 596.21/ｵｵ08 資料番号 0008331126
【内容】
すしは稲作文化と魚食文化の結合により生まれ、歴史的変容を経て結実していった日本の食文化の代表である。本書
はすしに関する様々な事柄について書かれたものであるが、取り上げられている事項の多さに驚かされる。すしのルー
ツに始まって、鮨・鮓等の「すしの字考」、酢・醤油・海苔の歴史、全国各地の郷土ずしやすし駅弁について、さらにすし
調理師の仕事と心得や、すしの上手な食べ方と健康に至るまで、すしにまつわるあらゆることが一冊にまとめられてい
る。巻末の資料編には、江戸前ずしの系譜、魚へんの漢字、すし関連英語や、すし関連古文献一覧等、すしについて
調べる際に役立つ資料が数多く紹介されて参考になる。すしに興味のある方には、ぜひご一読いただきたい。

『書の見方 日本の美と心を読む』
名児耶 明／著 2008年 角川学芸出版発行 ラベル記号 728.21/ﾅｺ08 資料番号 0008331639
【内容】
みなさんが身近に感じる美術と言えば、絵画や工芸ではないだろうか。自分では絵を描かない人でも、絵画鑑賞を好む
人は多い。それに比べて書の鑑賞は、筆を持つ人だけの世界であるとの先入観から、一般の人には敬遠されがちだと
著者は言う。本書は、美術館で書道に関する講義を20年以上続けてきた著者が、書の見方について記したものである。
わが国古代における文字との出会いから江戸期に至るまで、日本の書を代表する書風をたどりつつ、「和様」という視点
で書の世界を読み解いている。書を通じて、日本の美と心を読む一冊である。

『The audacity of hope: thoughts on reclaiming the American dream』
Barack Obama／著 2006年 Crown Publishers発行 ラベル記号 320.6/Oba07 資料番号 0007123565
【内容】
著者は46才という若さで2008年アメリカ合衆国大統領候補者として民主党から正式に出馬した、イリノイ州選出の上院
議員バラク・オバマ氏。本書で彼はアメリカ政治へのマニフェストを提案し、建国当初のフロンティア精神への回帰を呼
びかけ支持を集めている。ヒラリー・クリントン氏と民主党大統領候補への指名をめぐってデッドヒートを続け、今後の動
向が注目されるだけに、彼の理想と希望を述べた本書は一読に値するであろう。ベストセラーとなった彼の自伝、
Dreams for my father （日本語タイトル「マイ・ドリーム」）も彼の生い立ちを知る上で興味深い。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「なぜ、○○なのか。」「たのしいお菓子づくり」 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1月に受け入れた本の一部です。
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手帳進化論

舘神 竜彦／著

ＰＨＰ研究所

0008381949

002.7/ﾀﾃ07

新入社員に贈る一冊

日本経団連出版／編

日本経団連出版

0008297053

019.9/ﾆﾎ08

0008382699

031.3/ｷﾖ03/2008

0008331563

070.4/ﾖﾐ08

共同通信ニュース予定
読売ＶＳ朝日

共同通信社編集局予定
共同通信社
センター／編集
読売新聞論説委員会／
中央公論新社
編著

世界を語るということ

清水 哲郎／著

岩波書店

0008338386

104/ｼﾐ08

できる大人はこう考える

高瀬 淳一／著

筑摩書房

0008330458

141.5/ﾀｶ08

フロイトで自己管理

斎藤 孝／〔著〕

角川書店 角川グループ
0008330466
パブリッシング（発売）

146.8/ｻｲ08

空海密教の宇宙

宮坂 宥勝／著

大法輪閣

0008330631

188.5/ﾐﾔ08

村上水軍全史

森本 繁／著

新人物往来社

0008330540

210.4/ﾓﾘ08

文禄・慶長の役

中野 等／著

吉川弘文館

0008337412

210.49/ﾅｶ08

維新外交秘録神戸事件

矢野 恒男／著

フォーラム・Ａ

0008330474

210.61/ﾔﾉ08

日本人の遺書

勢古 浩爾／著

洋泉社

0008331209

281.04/ｾｺ08

日本列島海景色

三国 隆三／著

展望社

0008336836

291.09/ﾐｸ08

雄鶏社

0008379299

594.3/ｾﾝ07

洗剤なしでピッカピカ☆アクリル毛
糸のエコたわし
匠の国日本

北 康利／著

ＰＨＰ研究所

0008338493

750.21/ｷﾀ08

京きものデザイン下絵集

山岡 古都／編

東方出版

0008331860

753.8/ﾔﾏ07/2

ジャズに生きた女たち

中川 ヨウ／著

平凡社

0008337248

764.7/ﾅｶ08

魅惑のオペラ

日本アート・センター／
小学館
編集

0008297475

766.1/ﾆﾎ07/14

映像メディアのつくり方

久保田 賢一／編著

北大路書房

0008330599

778.4/ｸﾎ08

日本語の歴史

亀井 孝／編集委員

平凡社

0008338642

810.2/ｶﾒ07/8

世にも美しい文語入門

愛甲 次郎／著

海竜社

0008338089

816/ｱｲ08

白川静さんに学ぶ漢字は怖い

小山 鉄郎／著

共同通信社

0008332058

821.2/ｺﾔ08

探偵小説のクリティカル・ターン

限界小説研究会／編

南雲堂

0008337214

910.264/ｹﾝ08

村上春樹の本文改稿研究

山崎 真紀子／著

若草書房

0008337883

910.268/ﾑﾗ08

日本ペンクラブ名スピーチ集

日本ペンクラブ／編

創美社 集英社（発売）

0008297483

914.68/ﾆﾎ08

China shakes the world

James Kynge

Houghton Mifflin
Company

0008178758

330.951/K07

Leaving Microsoft to change the
world

John Wood

Collins

0008178725

370.9/W07

