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発行

『司書はふたたび魔女になる』
大島 真理／著 2007年 郵研社発行 ラベル記号 010.4/ｵｵ07 資料番号 0008080541
【内容】
本書は『無口な本と司書のおしゃべり』『司書はときどき魔女になる』に続く司書シリーズ第3弾である。大学図書館を経
て、現在大学で図書館学の講師を務める著者が、図書館や本、そして映画について語っている。昨年訪れた岡山の街
についての印象や、大原美術館について語られている箇所は身近で興味深い。またインターネットの便利さは諸刃の
剣であること等、コンピュータに頼ることの危うさについての指摘はうなづける。図書館にまつわる様々な話を楽しむこと
ができる一冊である。

『おてんばば女将の祇園昔ばなし』
小川 智恵子，鈴木 美代子／著 2007年 草思社発行 ラベル記号 289.1/ｵｶ07 資料番号 0008085854
【内容】
天保年間（1830-1843）から続く祇園のお茶屋「新近江」の四代目女将、それが本書の語り手小川智恵子さんである。お
智恵さんは2歳半で三代目女将の養女となり、厳しく躾けられながらも明るくおてんばに育った。そんなお智恵さんが語
る祇園の話を聞き書きしてまとめたのが本書である。お智恵さんの話す京言葉は実に小気味よく、文章を目で追ってい
る筈なのに傍で話を聞いているような気にさせられる。おてんばな少女からおてんばばになったお智恵さんの話に、み
なさんも耳を傾けてみてはどうだろうか。

『世界最高のオーケストラ ベルリン・フィル』
アンネマリー・クライネルト／著 2007年 アルファベータ発行 ラベル記号 764.3/ｸﾗ07 資料番号 0008085581
【内容】
オーケストラについてさほど詳しくない人でも、ベルリン・フィルという名に聞き覚えはあるのではないだろうか。ベルリン・
フィルは1882年に設立されたというから、今年で設立125年を迎えることになる。かの有名な指揮者ヘルベルト・フォン・
カラヤンは、35年間にわたってこのオーケストラの指揮者を務めた。本書はそんな歴史あるオーケストラ、ベルリン・フィ
ルについて解説されたものである。楽しく読み進めながらベルリン・フィルに関する情報が得られるよう、構成には初心
者への配慮もなされている。本書を機に、オーケストラの世界に足を踏み入れるてみるのもいいかもしれない。

『ボッシュの子 ナチス・ドイツ兵とフランス人との間に生まれて』
ジョジアーヌ・クリュゲール／著 2007年 祥伝社発行 ラベル記号 956/ｸﾘ07 資料番号 0008085052
【内容】
フランス人にとって、ナチスによる占領時代は忌まわしい古傷とされている。ナチスからの解放後フランスでは、戦時中
にドイツ人と結ばれた女性が報復行為を受けた。そしてドイツ人とフランス人の間に生まれた子どもたちは、ボッシュ（ド
イツ人）の子として蔑まれ、苦痛を味わいながら成長したという。本書の著者もその一人である。著者は自分の出生につ
いて、母の口から真実を聞くことはなかったという。ボッシュの子として生きてきた彼女の半生を通して、フランス戦後史
の一面をかいま見ることのできる一冊である。

『The Toyota way:14 management principles from the world's greatest manufacturer 』
Jeffery K.Liker／著 2004年 McGraw-Hill発行 ラベル記号 658.5/L06 資料番号 0007109499
【内容】
純利益1兆円を突破した世界最強メーカー・トヨタ自動車の強さの秘密を、トヨタが生み出した生産方式とそれを支える
事業哲学「トヨタウェイ」の14原則から徹底的に解明し、製造業におけるビジネスプロセスの迅速化、質の向上、コスト削
減方法を示している。著者はトヨタ研究の第一人者として知られるミシガン大学教授、ジェフリー・Ｋ・ライカー氏。邦訳が
2004年に日経ＢＰ社から「ザ・トヨタウェイ」上・下として発売されている。世界に誇るトヨタの経営方針とビジネス哲学を解
説した、初の一般読者向けの本である。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「できる絵手紙2007」「岩波文庫 創刊80年」 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6月に受け入れた本の一部です。
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長沢 雅男／共著

日本図書館協会

0007628878

015.2/ﾅｶ07

読書通

谷沢 永一／著

学研

0008081978

021.3/ﾀﾆ07

作家の値段

出久根 達郎／著

講談社

0008011017

024.8/ﾃｸ07

ＧＨＱの没収を免れた本

占領史研究会／編著

サワズ＆出版

0007965783

027.6/ｾﾝ07

記憶・思考・脳

横山 詔一／著

新曜社

0008076481

141.34/ﾖｺ07

この人の言っていることは本当
か？

渋谷 昌三／著

ＰＨＰ研究所

0008077281

141.6/ｼﾌ07

三種の神器

稲田 智宏／著

学研

0008082075

172.9/ｲﾅ07

海賊

森村 宗冬／著

新紀元社

0007636871

209/ﾓﾘ07

歌〈和歌〉で知る日本史

河岸 健吉／著

図書新聞

0008077232

210.04/ｶﾜ07

戦国の城

小和田 哲男／著

学研

0008082000

210.47/ｵﾜ07

昭和天皇とラストエンペラー

波多野 勝／著

草思社

0008076309

222.5/ﾊﾀ07

レイチェル・カーソン

上岡 克己／編著

ミネルヴァ書房

0008078693

289.3/ｶｿ07

ロシア四季暦

小宮 豊／編著

東京書籍

0008078230

293.8/ｺﾐ07

大学卒業までに必要な「子どもに
かかる」お金

山田 静江／監修

オレンジページ

0008080939

591/ﾔﾏ07

「老後のお金」の備えかた

山田 静江／監修

オレンジページ

0008080905

591/ﾔﾏ07

淡交社

0008077133

702.16/ﾌﾝ07

文明開化の日本改造

ラベル記号

晴れたらライカ、雨ならデジカメ

田中 長徳／著

岩波書店

0008081994

742.5/ﾀﾅ07

デコチェン

平岡 さつき／著

青心社

0008081317

750/ﾋﾗ07

日本刀を研ぐ

永山 光幹／著

雄山閣

0008080004

756.6/ﾅｶ07

雑談の技術

長住 哲雄／著

こう書房

0008081507

809.2/ﾅｶ07

ハングルの歴史

朴 永濬／〔ほか著〕

白水社

0007629595

829.11/ﾊｸ07

「村上春樹」を聴く。

小西 慶太／著

阪急コミュニケーション
0007629652
ズ

910.268/ﾑﾗ07

接続する中也

疋田 雅昭／著

笠間書院

0008078206

911.52/ﾋｷ07

「高村光太郎」という生き方

平居 高志／著

三一書房

0008077265

911.52/ﾋﾗ07

シャーロット・ブロンテの世界

白井 義昭／著

彩流社

0008077760

930.268/ｼﾗ07

Mayflower

Nathaniel Philbrick

Viking

0007108228

973.2/P06

Surviving James Dean

William Bast

Barricade Books

0007108194

B/Dea06

