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『音楽療法士になろう！』
加藤 博之，藤江 美香／著 2007年 青弓社発行 ラベル記号 146.8/ｶﾄ07 資料番号 0008034704
【内容】
音楽療法とは、音楽のもつ様々な働きを用いて、心身の障害の回復や機能の維持改善等に向けて、音楽を意図的・計
画的に使用することとされている。日本における音楽療法の歴史はさほど長くないが、その有効性が徐々に認められ、
様々な領域で取り入れられるようになっているとのこと。本書は音楽療法士である著者が、音楽療法とは何か、その歴
史、各国の事情、音楽療法士に求められる資質等についてまとめたものである。巻末には音楽療法を知るための参考
文献や、音楽療法を学べる学校一覧も掲載されている。音楽療法に必要な情報が、コンパクトにまとまった一冊である。

『偽史と奇書の日本史』
佐伯 修／著 2007年 現代書館発行 ラベル記号 210.04/ｻｴ07 資料番号 0008032096
【内容】
本書は古代から明治までの偽史や奇書といわれるもの100篇を一冊にまとめたものである。各項目は、もともと講談社か
ら毎週刊行されていた歴史ムック「再現日本史」に連載されていたコラムであるため、短く読みやすい構成となってい
る。「竹内文書」や「コロポックル論争」、「成吉思汗ハ源義経也」等についての検証はもちろんだが、あとがきで触れられ
ている「偽史」の成立や、捏造された歴史が及ぼす危険性についての記述も興味深い。これまでとは違う視点で日本史
を見直すことができるかもしれない。

『「殺陣」という文化 −チャンバラ時代劇映画を探る−』
小川 順子／著 2007年 世界思想社発行 ラベル記号 778.21/ｵｶ07 資料番号 0008035826
【内容】
「剣とは人殺し、それ以上のものではない」と言った市川雷蔵との出会いが、それまで時代劇に興味のなかった著者を
チャンバラ映画へと誘った。チャンバラ映画から日本映画全体へ、そして日本文化へと興味が広がる中で、殺陣という
言葉に捕えられた著者は、居合道を始め、イメージどおりに動かない自分の体に驚愕したという。そんな著者が殺陣に
ついて語ったのが本書である。殺陣とは何かに始まり、歴史的展開、映画作品にみられる殺陣の分析、そして殺陣の現
在にいたるまでが丁寧に書かれている。時代劇映画にみられる殺陣の変遷を辿る一冊と言えよう。

『四字熟語ひとくち話』
岩波書店辞典編集部／編 2007年 岩波書店発行 ラベル記号 814.4/ｲﾜ07 資料番号 0008021727
【内容】
うんちく
本書は『岩波四字熟語辞典』の編集者が、読む愉しみがいっそう増すような蘊蓄を披露したものである。例えば「危機一
髪」の解説は「漢字の書き取りテストによく出題されたなあ。」で始まり、「『007』も、『ゼロゼロセブン』ではなく『ダブル
オーセブン』と読むのだそうな。」で終わっており、辞典で知識を得る楽しさとは違う楽しみ方ができるようになっている。
巻末には四字熟語索引があり、興味のある言葉を探して読むことができるようになっているところは、さすが辞典編集者
によるものと思われる。皆さんが気になる熟語は掲載されているだろうか。手軽に楽しく知識が得られる一冊である。

『Why men never remember and women never forget』
Marianne J. Legato／著 2005年 Rodale Press発行 ラベル記号 155.3/L06 資料番号 0007399041
【内容】
男性と女性はなぜなかなか理解しあえないのか？男性と女性のからだの仕組みについての解明が進むと、男女の関係
は変化するのだろうか？本書では、今アメリカで注目されている「性差に配慮した医療」の観点から男女の脳と行動の違
いを解明している。著者は、性差研究の権威であるコロンビア大学教授のマリアン・レガト博士。本書の日本語訳が、
2007年4月に朝日新聞社から「すぐ忘れる男決して忘れない女」として出版されている。男性と女性がよきパートナーと
して協力しあうのに役立つ書である。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「大人もぐっとくる絵本」「日本の文様」 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4月に受け入れた本の一部です。
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大学での学び方

東谷 護／著

勁草書房

0008037442

002.7/ﾄｳ07

小説を読みながら考えた

養老 孟司／著

双葉社

0008038010

019.9/ﾖｳ07

こんな本があった！江戸珍奇本の
塩村 耕／著
世界

家の光協会

0008018236

026.7/ｼｵ07

官僚とメディア

魚住 昭／〔著〕

角川書店 角川グルー
0008032294
プパブリッシング（発売）

070.14/ｳｵ07

哲学がはじまるとき

斎藤 慶典／著

筑摩書房

0008031718

104/ｻｲ07

父フロイトとその時代

マルティン・フロイト／著 白水社

0008015489

146.13/ﾌﾛ07

思いやりの日本人

佐藤 綾子／著

講談社

0008038358

150.4/ｻﾄ07

近代日本の宗教家１０１

井上 順孝／編

新書館

0008005878

162.1/ｲﾉ07

古事記のひみつ

三浦 佑之／著

吉川弘文館

0007597115

210.3/ﾐｳ07

江戸が大好きになる古文書

油井 宏子／著

柏書房

0008003444

210.5/ｱﾌ07

可能性としての「戦後」

桜井 哲夫／著

平凡社

0008032302

210.76/ｻｸ07

第四の十字軍
徳川慶喜家カメラマン二代目
からだをいたわる服づくり

ジョナサン・フィリップス
中央公論新社
0008031650
／著
角川書店 角川グルー
徳川 慶朝／〔著〕
0008032336
プパブリッシング（発売）
森 南海子／著

情報センター出版局

0008017931

230.45/ﾌｲ07
289.1/ﾄｸ07
593.3/ﾓﾘ07

卵・乳製品ゼロのホームベーカリー
上田 まり子／著
レシピ

パルコエンタテインメン
0008035537
ト事業局

596.63/ｳｴ07

大名と町衆の文化

淡交社

0008002776

702.15/ﾀｲ07

主婦と生活社

0008035743

740.21/ｱﾗ07

人間、泣かなくちゃ。

荒木 経惟／著

マイセンの誘惑

村田 朱実子／〔編〕著 日貿出版社

0008017071

751.3/ﾑﾗ07

吉本興業の正体

増田 晶文／著

0008029696

770.67/ﾏｽ07

日本語の味覚

岡田 純快／著

できる人の「書きかた」「話しかた」 吉野 秀／著

草思社

武田出版 星雲社（発
0008015372
売）
ソフトバンククリエイティ
0008037822
ブ

810.4/ｵｶ07
816/ﾖｼ07

どれだけ読めば、気がすむの？

豊崎 由美／著

アスペクト

0008005340

902.3/ﾄﾖ07

子どもといっしょに楽しむことばあ
そびの詩１００

水内 喜久雄／編著

たんぽぽ出版

0008003097

911.568/ﾐｽ07

出会いの国の「アリス」

楠本 君恵／著

未知谷

0008031643

930.268/ｸｽ07

The thunder of angels

Donnie Williams／著

Lawrence Hill Books

0007399058

323/W06

The city of falling angels

John Berendt／著

Penguin Press

0007104722

945.31/B06

