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『ＴＯＫＹＯ図書館日和』
冨澤 良子／著 2007年 アスペクト発行 ラベル記号 010.213/ﾄﾐ07 資料番号 0008071813
【内容】
本書は東京にある公立の総合図書館や博物館、美術館に併設している図書館を中心に、個性ある蔵書が魅力的で、
建物、空間、雰囲気など、読書以外にも楽しめるような図書館を紹介したものである。各図書館内の様子がカラー写真
で紹介されており、一口に図書館と言っても実に様々な表情を見せていることに感心する。「食の図書館」や「広告図書
館」などの専門図書館は、ある特定のジャンルの資料のみを集めた図書館であるため、総合図書館とは違った驚きと発
見がありそうだ。東京に出張や旅行で行った際に、どこかの図書館に立ち寄ってみたいと思うような一冊である。

『コテコテ論序説 〜「なんば」はニッポンの右脳である〜』
上田 賢一／著 2007年 新潮社発行 ラベル記号 291.63/ｳｴ07 資料番号 0008062945
【内容】
「なんば」とは大阪のミナミの中心となる街のことである。吉本興業や道頓堀、そこに飛び込む阪神ファンなど、多くの人
が「大阪」と聞いたときにイメージするものは、ミナミに集中しているといっても過言ではない。本書は、「コテコテ」を嗤い
つつも惹きつけられてしまう、大阪「なんば」の魅力を様々な視点から論じたものである。鴨南蛮と「なんば」の関係や南
海ホークスの興亡、もちろん吉本興業のことまで、本書を読んで「コテコテ」の魅力を探ってみてはどうだろうか。

『手はいつ生えてくるの 〜手のない書家の回想〜』
小畑 延子／著 2007年 バジリコ発行 ラベル記号 728.21/ｵﾊ07 資料番号 0008062119
【内容】
著者である小畑延子氏は5歳の時、事故で両手の肘から下を失った。本書のタイトルにもなった「いつお手手生えてくる
の？」は、入院中に幼い著者が母に向かって問いかけた言葉である。現在書家である小畑氏は、画家である夫と夫婦
展を開催するなどして活躍しており、その様子はドキュメンタリー番組で取りあげられた。事故で両手を失ってから60年
近くを経た著者が、自身の半生を振り返って綴った一冊である。

『山口瞳の行きつけの店』
山口 正介／著 2007年 ランダムハウス講談社発行 ラベル記号 910.268/ﾔﾏ07 資料番号 0008010688
【内容】
小説「居酒屋兆治」やエッセイ「男性自身シリーズ」で知られる作家、山口瞳が他界して10年以上が経つ。本書は、作家
であり映画評論家でもある山口瞳の息子が、父が生前愛した行きつけの店を巡って紹介したものである。妻が軽い神経
症のため一人で留守番できないこともあって、山口瞳は行きつけの酒場にも家族を伴って出向いたという。最高の食材
を最高の技術で調理しても、そこに人間味がなければよしとしなかった山口瞳。彼の愛した店と、そこで働く愛すべき人
たちに出会える一冊である。

『The other side of me』
Sidney Sheldon／著 2005年 Warner Books 発行 ラベル記号 813.54/She06 資料番号 0007106123
【内容】
「真夜中は別の顔」「ゲームの達人」「血族」「女医」などの数多くのベストセラーや英語学習教材「イングリッシュ・アドベ
ンチャー」の作者として日本でもよく知られているアメリカの作家シドニー・シェルダン。彼が2007年1月末に89歳で亡く
なったというニュースはまだ記憶に新しい。本書は彼の自伝であり、シカゴの貧しい家庭に育ったこと、感情の起伏が激
しくうつ病と診断されたこと、劇作家として長くハリウッドで活躍したこと、著名人との交友関係のことなどを率直に綴って
いる。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「風景を読む。」「世界の文様」 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5月に受け入れた本の一部です。
書
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資料番号

ラベル記号

古本暮らし

荻原 魚雷／著

晶文社

0008046765

020.4/ｵｷ07

日本でいちばん小さな出版社

佃 由美子／著

晶文社

0008043366

023.067/ﾂｸ07

大人のための世界の「なぞなぞ」

稲葉 茂勝／著

青春出版社

0008049983

031.7/ｲﾅ07

ちくま評論選

岩間 輝生／編

筑摩書房

0008063125

041/ｲﾜ07

人間は一生学ぶことができる

谷沢 永一／著

ＰＨＰ研究所

0008043333

121.55/ﾀﾆ07

方向音痴の研究

日垣 隆／著

ワック

0008043242

141.2/ﾋｶ07

日本人の死者の書

大角 修／著

日本放送出版協会

0008049942

188.61/ｵｵ07

マザー・テレサの真実

五十嵐 薫／著

ＰＨＰ研究所

0008043564

198.22/ｲｶ07

考古学の基礎知識

広瀬 和雄／編著

角川学芸出版 角川ｸﾞ
0008050031
ﾙｰﾌﾟﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ（発売）

210.025/ﾋﾛ07

王朝貴族の悪だくみ

繁田 信一／著

柏書房

0008043150

210.37/ｼｹ07

私の昭和の戦争

半藤 一利／編・著

アスコム

0008046823

210.75/ﾊﾝ07

武将が信じた神々と仏

八幡 和郎／監修

青春出版社

0008050171

281.04/ﾔﾜ07

視力３ｃｍ

小川 明浩／著

グラフ社

0008047201

289.1/ｵｶ07

「食」の雑学達人になる本

旭屋出版編集部／編

旭屋出版

0008046831

596.04/ｱｻ07

修繕の女王

平野 恵理子／著

超・美術館革命

蓑 豊／〔著〕

すぐわかる女性画家の魅力

千足 伸行／監修

東京美術

0008046682

720.28/ｾﾝ07

タータンチェックの文化史

奥田 実紀／著

白水社

0008047144

753.3/ｵｸ07

噺家の手ぬぐい

五明楼 玉の輔／文

日東書院本社

0008046971

753.8/ｺﾒ07

力士はなぜ四股を踏むのか？

工藤 隆一／著

日東書院本社

0008050189

788.1/ｸﾄ07

大人の漢字再入門

宮腰 賢／著

インデックス・コミュニ
ケーションズ

0008050528

811.2/ﾐﾔ07

その敬語では恥をかく！

井上 史雄／著

ＰＨＰ研究所

0008043069

815.8/ｲﾉ07

近代日本の戦争と文学

西田 勝／著

法政大学出版局

0008050411

910.26/ﾆｼ07

誰も語らなかった中原中也

福島 泰樹／著

ＰＨＰ研究所

0008063539

911.52/ﾌｸ07

いのちのレッスン

新藤 兼人／著

青草書房

0008043762

914.6/ｼﾝ07

Memories of John Lennon

Yoko Ono／著

HarperCollins

0007106099

782.42/O06

President Reagan

Richard Reeves／著

Simon & Schuster

0007106784

B/Rea06

ヴィレッジブックス ソ
0008050270
ニー・マガジンズ（発売）
角川書店 角川ｸﾞﾙｰﾌﾟ
0008050437
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ（発売）

597/ﾋﾗ07
706.9/ﾐﾉ07

