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『東大生はどんな本を読んできたか 本郷・駒場の読書生活130年』
永嶺 重敏／著 2007年 平凡社発行 ラベル記号 019.021/ﾅｶ07 資料番号 0008237919
【内容】
学生の読書離れが声高に言われ始めて久しい。では歴史的に見て、学生の読書生活はどのように変化してきたのだろ
うか。本書は東大生を例に挙げて、東京大学草創期から現在に至る130年の間に、彼らの読書生活がどのように変化し
てきたのかを辿ったものである。大正12年の関東大震災によって東大の図書館が全焼し、蔵書の大半が灰燼に帰した
際にはバラック図書館が建てられた。そんな最悪の環境の中でも学生たちは熱心に図書館を利用したという。また戦時
中、学徒兵たちは外地出征の際にも数冊の愛読書を持って行った。当時の学生たちにとって読書とは一体何だったの
だろうか。東大生の読書文化を振り返る一冊である。

『神社のしきたり 日本人ならおさえておきたいルール』
浦山 明俊／著 2007年 角川マガジンズ発行 ラベル記号 170/ｳﾗ07 資料番号 0008247686
【内容】
初もうでで神社に行った時や、旅先でふと立ち寄った神社にお参りする時等、私たちはしきたりを守って正しく参拝でき
ているだろうか。「手水舎」で柄杓から直接水を飲んだことはないだろうか。そもそも正しい参拝の方法とはどうするものな
のか。そんな疑問を持ったなら本書を開いてみて欲しい。本書では「二礼二拍手一礼」の手順や「玉串の捧げ方」「お守
りはいつまで有効？」といったことについて、イラストを交えてわかりやすく解説されている。お参りの正しい作法から神
社の歴史、「七・五・三」という数字の謎や厄祓いのこと等、神社にまつわる疑問の答えが見つかる一冊である。

『定年バックパッカー読本 団塊は、世界をめざす！』
大嶋 まさひろ／著 2007年 集英社発行 ラベル記号 290.93/ｵｵ07 資料番号 0008122988
【内容】
今まで忙しくて一人の時間を楽しむ余裕がなかった団塊世代たちも、いよいよ仕事から解放される時がやってきた。
2007年問題等と世間では騒がれているが、当事者たちは退職後の生活に何を夢見ているのか…。本書はそんな団塊
世代たちに一人旅の楽しみ方を指南したものである。とは言え危険をともなう海外での一人旅。まずは冒頭の「定年バッ
クパッカー十一の心得」を読んで旅の手がかりを得てみてはどうだろうか。本書を手にしたときから旅は始まるとは、著者
の言葉である。

『最初の、ひとくち』
益田 ミリ／著 2007年 世界文化社発行 ラベル記号 596.04/ﾏｽ07 資料番号 0008237158
【内容】
新しい食べ物を初めて食べた時のことは、意外と長く記憶に残っているように思う。例えば給食の時に初めて食べた料
理やデザート、子供の頃に食べた新商品のお菓子のこと等は、大人になった今話題にしても会話が弾む。本書はそん
な「最初のひとくち」にまつわる読み物である。著者が、子供時代から今に至るまで、初めて出会った味をどういうふうに
感じたかが書きつづられており、読み進むにつれて面白さと同時に懐かしさを感じる。みなさんの印象に残っている「最
初のひとくち」はいつ食べたどんな料理だろうか。

『Mozart's women: his family, his friends, his music』
Jane Glover／著 2005年 HarperCollins発行 ラベル記号 780.92/G06 資料番号 0007106149
【内容】
クラシック音楽の作曲家として有名なヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトは、35年という短い生涯の中で、女性達
に勇気づけられ、魅了され、楽しまされると同時に失望させられ、傷つけられ、裏切られてきた。それでも、モーツァルト
は女性を敬愛してやまなかった。本書は、母、姉、妻、恋人などモーツァルトに関わり、影響を与えた多くの女性につい
ての話である。著書のジェーン・グローバーはイギリスのみならずアメリカ、ヨーロッパ、オーストラリアでも活躍している著
名な指揮者であり、2003年には大英帝国勲章を受章している。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「世界遺産」「うるしの話」 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10月に受け入れた本の一部です。
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朝日新聞社

0008237448

002.7/ｼﾝ07

移りゆく「教養」

苅部 直／著

ＮＴＴ出版

0008238511

002/ｶﾙ07

著作権法の解説

千野 直邦／著

一橋出版

0008234270

021.2/ﾁﾉ07

古本蘊蓄

八木 福次郎／著

平凡社

0008233447

024.8/ﾔｷ07

戦後腹ぺこ時代のシャッター音

赤瀬川 原平／著

岩波書店

0008233173

081/ｱｶ07

時間と絶対と相対と

入不二 基義／著

勁草書房

0008233306

112/ｲﾘ07

あなたは当事者ではない

宮内 洋／編著

北大路書房

0008233454

140.4/ﾐﾔ07

ひきこもりはなぜ「治る」のか？

斎藤 環／著

中央法規出版

0008234668

146.82/ｻｲ07

高松塚への道

網干 善教／著

草思社

0008234049

210.32/ｱﾎ07

大奥のおきて

由良 弥生／著

阪急コミュニケーション
0008238750
ズ

210.5/ﾕﾗ07

フランス東洋学ことはじめ

菊地 章太／著

研文出版

0008234015

220/ｷｸ07

僕の二人のおじさん、藤田嗣治と
小山内薫

蘆原 英了／著

新宿書房

0008247603

289.1/ｱｼ07

ダッチオーブン１００レシピ

みなくち なほこ／著

主婦と生活社

0008233017

596/ﾐﾅ07

竹久夢二名品１００選

竹久 夢二／〔画〕

東方出版

0008237836

L726.5/ﾀｹ07

一音入魂！全日本吹奏楽コンクー
富樫 鉄火／共著
ル名曲・名演５０

河出書房新社

0008237307

764.6/ﾄｶ07

レシピドシネマ

川端 麻祐子／著

ゴマブックス

0008234593

778.04/ｶﾜ07

プッシュ！プッシュ！

小錦 八十吉／著

東京新聞出版局

0008238594

788.1/ｺﾆ07

薀蓄好きのための格闘噺

夢枕 獏／著

毎日新聞社

0008233124

789.04/ﾕﾒ07

翻訳者はウソをつく！

福光 潤／著

青春出版社

0008234288

801.7/ﾌｸ07

日本語の源流を求めて

大野 晋／著

岩波書店

0008024309

810.29/ｵｵ07

国語力トレーニング４００問

ＮＨＫ放送文化研究所
日本放送出版協会
日本語プロジェクト／著

0008236960

810.4/ﾆﾂ07

昭和を騒がせた漢字たち

円満字 二郎／著

吉川弘文館

0007688443

811.92/ｴﾝ07

藤沢周平が愛した静謐な日本

松本 健一／著

朝日新聞社

0008237257

910.268/ﾌｼ07

清らかな厭世

阿久 悠／著

新潮社

0008123630

914.6/ｱｸ07

会社員の父から息子へ

勢古 浩爾／著

筑摩書房

0008237596

914.6/ｾｺ07

House of war

James Carroll／著

Houghton Mifflin
Company

0007110323

355/C07

Blog marketing

Jeremy Wright／著

McGraw-Hill

0007109515

658.8/W07

