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『なぜ、江戸の庶民は時間に正確だったのか？ −時代考証でみる江戸モノ６５の謎−』
山田 順子／著 2008年 実業之日本社発行 ラベル記号 210.5/ﾔﾏ08 資料番号 0008528481
【内容】
時代考証という仕事は、時代劇のストーリーや台詞、セットや衣装、小道具などが舞台となった時代のものとして正しい
のかどうかを判断し、分からない時には実際はどうだったのかを調べる仕事である。本書はそんな仕事を手がける著者
が、時代劇でお馴染みの江戸時代中期から幕末までを中心に、テレビ時代劇を見るうえで参考になるようなことをまとめ
たものである。目次には ねずみ小僧は盗んだ千両箱を担げたか 「所払い」を命じられた罪人が喜ぶ理由 等、思わ
ずページをめくってみたくなるような項目が並んでいる。皆さんはまずどの項目に興味を持たれるだろうか。

『家で病気を治した時代 −昭和の家庭看護−』
小泉 和子／編著 2008年 農山漁村文化協会発行 ラベル記号 598/ｺｲ08 資料番号 0008512865
【内容】
現在では出産も、死を迎えるのも病院であることが多い。しかし戦前までは入院設備のあるような病院も少なく、出産は
もちろん、よほどの重病か伝染病でもないかぎり病気も家庭で治していた。それゆえ、昭和の戦前という時代は家庭看
護が最も充実していた時代であったと言えよう。当時の人々は家族全員で力を合わせて病人を看護し、病気と闘うこと
によって生老病死に立ち会い、命を守ることの難しさを身に沁みて実感していた。医療機関の発達によって家の中で人
の病気や生死に向き合うことが少なくなった今、病気も生も死も自分のこととして立ち向かっていた時代を振り返り、そこ
から学ぶべきことを考える一冊である。

『２１世紀世界遺産の旅』
2007年 小学館発行 ラベル記号 709/ﾆｼ08 資料番号 0008427502
【内容】
昨年、島根県の石見銀山遺跡がユネスコ世界遺産に登録されたことは記憶に新しい。世界中に数多くある世界遺産だ
が、どれくらいの数が登録されているのか皆さんはご存知だろうか。世界遺産の登録件数は2007年７月現在で851件に
上る。本書はユネスコ世界遺産全851件を日本、ヨーロッパ、アジア、アフリカ・オセアニア、南北アメリカの5章に分けて
カラー写真とともに紹介したものである。さらに2007年10月現在の世界遺産未登録である日本の暫定リスト物件等も紹
介されており、世界遺産について様々な情報を得られる一冊となっている。

『一夜漬け文章教室』
宮部 修／著 2008年 ＰＨＰ研究所発行 ラベル記号 816/ﾐﾔ08 資料番号 0008517609
【内容】
文章を書くことに苦痛を感じない人は果たしてどのくらいいるだろうか。何を書いたらいいのか、どう書いたらいいのか、
文章を書くに当たって悩みは尽きない。本書は新聞記者として30年余りを過ごし、大学の文章教室や文化センターの文
章講座で講師を担当した著者が、文章を書くコツを紹介したものである。文章を書く際の定説となっている「序論、本
論、結論」「起承転結」で書くといった構成面の問題ではなく、「ポイントをおさえて書く」コツが実例を交えて紹介されて
いる。文章を書くポイントとは何か、気になる方は本書をご一読いただければと思う。

『Spice:flavors of the Eastern Mediterranean』
Ana Sortun／著 Susie Cushner／写真 2006年 ReganBooks発行 ラベル記号 641.6/S07 資料番号 0008178709
【内容】
2005年に料理界のオスカー賞と言われるJames Beard Awardsを受賞し、"Best Chef : Northeast" と称されるアナ・ソー
トゥンシェフ。トルコへの旅行をきっかけにトルコ料理に魅せられ、地中海地方で使われているスパイスとハーブをうまく
融合させて独自の料理を生み出すことに成功した。現在マサチューセッツ州のケンブリッジにあるレストラン・オリアナの
オーナー兼シェフを務めている。100種類以上のレシピが紹介されていて、スパイスとハーブをふんだんに使うことが、
家庭でもうまく地中海風の豊かな香りを添え、いかに料理に深みを増すのかを解説した美しい料理本である。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「時代小説の愉しみPart.3 鳥羽亮×池波正太郎×佐伯泰英」「横山大観〜没後50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2月に受け入れた本の一部です。
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知識だけあるバカになるな！

仲正 昌樹／著

大和書房

0008516908

002/ﾅｶ08

打たれ強くなるための読書術

東郷 雄二／著

筑摩書房

0008511594

019.12/ﾄｳ08

物語が生きる力を育てる

脇 明子／著

岩波書店

0008504771

019.5/ﾜｷ08

テキスト現代ジャーナリズム論

石沢 靖治／著

ミネルヴァ書房

0008505786

070.1/ｲｼ08

思考の補助線

茂木 健一郎／著

筑摩書房

0008511727

104/ﾓｷ08

規則のパラドックス

大石 敏広／著

晃洋書房

0008504664

115.8/ｵｵ08

においの心理学

綾部 早穂／編著

フレグランスジャーナル社 0008408486

141.23/ｱﾔ08

ダンス・セラピーの理論と方法

八木 ありさ／著

彩流社

0008505604

146.8/ﾔｷ08

成功本５０冊「勝ち抜け」案内

水野 俊哉／著

光文社

0008503617

159/ﾐｽ08

日本列島に映る「古代出雲」紀行

保高 英児／著

明石書店

0008511081

210.3/ﾔｽ08

物語イスラエルの歴史

高橋 正男／著

中央公論新社

0008504656

227.9/ﾀｶ08

イギリス・ミドルクラスの世界

岩間 俊彦／著

ミネルヴァ書房

0008511313

233.3/ｲﾜ08

大統領への道

ジェフ・ガース／著

バジリコ

0008505505

289.3/ｸﾘ08

絵本の中のかわいい雑貨

高橋 恵美子／著

二見書房

0008504714

594/ﾀｶ08

ミュージアムの仕事

太陽レクチャー・ブック
編集部／編

平凡社

0008504847

706.9/ﾍｲ08

音楽を動員せよ

戸ノ下 達也／著

青弓社

0008516882

762.1/ﾄﾉ08

禁じられた歌

田 月仙／著

中央公論新社

0008517112

767.8/ﾁﾖ08

バレエの歴史

佐々木 涼子／著

学研

0008504805

769.935/ｻｻ08

ビリヤードゲームブック

大井 直幸／監修

成美堂出版

0008425159

794/ｵｵ08

言語学が輝いていた時代

鈴木 孝夫／著

岩波書店

0008513046

804/ｽｽ08

東大の国語力

川淵 圭一／著

イースト・プレス

0008510950

810/ｶﾜ08

ＫＹ式日本語

北原 保雄／編著

大修館書店

0008511206

814.7/ｷﾀ08

良寛の生き方と晩年の漱石

安田 未知夫／著

幻冬舎ルネッサンス

0008511453

910.268/ﾅﾂ08

古事記の世界観

神野志 隆光／著

吉川弘文館

0008518201

913.2/ｺｳ08

エコトピアと環境正義の文学

スコット・スロヴィック／
晃洋書房
編著

0008503450

930.29/ｽﾛ08

Obsession

Jonathan Kellerman／著 Ballantine book

0007131097

F/Kel07

Lisey's story

Stephen King／著

0008179459

F/Kin07

Scriber

