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発行

『大好きな本 川上弘美［書評集］』
川上 弘美／著 2007年 朝日新聞社発行 ラベル記号 019.9/ｶﾜ07 資料番号 0008204208
【内容】
本書は芥川賞作家、川上弘美による初の書評集である。前半には著者がこれまで新聞紙上に書いた書評が、後半に
は文庫本や全集に寄せた解説文が集められており、その数はトータルで144冊分にも及ぶ。これらの作品の中には皆さ
んが既に読んだことのある作品もあれば、未だ読んだことのない作品もあると思うが、どの書評を読んでも「読み返して
みようか」「読んでみたい」と読書欲をかきたてられることだろう。読書の秋。何を読もうか迷ったら、本書を手にとって欲し
い。きっと読みたい本が見つかるはずである。

『知らなかった！驚いた！日本全国「県境」の謎』
浅井 健爾／著 2007年 実業之日本社発行 ラベル記号 291.04/ｱｻ07 資料番号 0008220386
【内容】
江戸幕府の崩壊によってそれまでの行政区分が解体され、新しい行政区分「県」が生まれた。それから今日まで県境は
時代と共にめまぐるしく移り変わってきたが、県境が確定するまでには全国各地で悲喜こもごものドラマが繰り広げられ
た。例えば、四国には愛媛と高知の2県しかなかった時代があったことや、ある時期、奈良県が地図から姿を消したこと
があるというから驚きである。本書にはそんな県境にまつわる様々なドラマや謎が書かれている。たかが県境、されど県
境。県境の謎から日本の歴史の一端に触れられる一冊である。

『優しい日本語 英語にできない「おかげさま」のこころ』
清 ルミ／著 2007年 太陽出版発行 ラベル記号 810.4/ｾｲ07 資料番号 0008218794
【内容】
我々が普段よく使う言葉の中には、外国語に翻訳するのが難しい言葉がある。「おつかれさま」や「縁（えん）」「けなげ
（健気）」等、それぞれに該当する外国語はあるものの、本来の意味を伝えきれないもどかしさは如何ともし難い。これま
で90ヵ国の外国人に日本語や日本人、日本文化について教えてきた著者が、そんな「翻訳できない日本語」について
綴ったのが本書である。曖昧であるとか論理性がないと言われがちな日本語だが、その表現や言葉にこめられた考え方
には人間関係を円滑にする可能性が秘められているのかもしれない。本書をきっかけに日本語の良さを改めて考えて
みてはどうだろうか。

『切り紙 もんきりあそび』
下中 菜穂／著 2007年 宝島社発行 ラベル記号 754.9/ｼﾓ07 資料番号 0008221061
【内容】
「もんきりあそび」をご存知だろうか。紙を折って型紙どおりに切り抜くと、そこには美しい紋が姿を現す。その種類は豊富
で、花や蝶、雪の結晶等、本当にこんな形になるのかと、実際に作ってみたくなる。型紙と折り方ガイドを参考にして紋を
作ったら、それを使った作品に挑戦するのもいいだろう。重ね紙袋や紙でつくるあんどんの他、素材を布に変えれば手
提げ袋等に貼り付けられる和の文様が出来上がる。また所々に「紋」についてのコラムもあり、読み物としても楽しめる本
となっている。芸術の秋。創作意欲がわいてきたら、もんきりあそびをしてみるのもいいかもしれない。

『Another day in the frontal lobe: a brain surgeon exposes life on the inside』
Katrina Firlik／著 2006年 Random House発行 ラベル記号 B/Fir 07 資料番号 0007132566
【内容】
高度な医療専門技術のみならず権威と重圧を伴う脳外科医は、依然として男性医師がほとんどを占めており、女性医
師はわずか200人ほどしかいない。そんな女性脳外科医の一人が、本書の著者カトリーナ・ファーリック医師である。彼
女は、外科医の娘としての環境、強靭な精神力と脳への強い関心からこの職業を選んだのである。本書には脳外科医
としての知られざる生活が大胆かつ簡潔につづられており、生命を救う達成感と共に患者の病気と向き合うストレスが伝
わってくるようだ。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「闘病記」「庶民に学ぶ江戸文化〜火事と喧嘩は江戸の華〜」 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9月に受け入れた本の一部です。
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坪内 祐三／〔著〕

みすず書房

0008215386

019.9/ﾂﾎ07

こんな企画ならあなたも本が出せ
る

吉木 稔朗／著

創芸社

0008215832

023/ﾖｼ07

雑学大全 Ｐａｒｔ２

東京雑学研究会／編

東京書籍

0008203929

049/ﾄｳ04/2

〈畳長さ〉が大切です

山内 志朗／著

岩波書店

0008215048

111/ﾔﾏ07

日曜日に読む『荘子』

山田 史生／著

筑摩書房

0008203127

124.25/ﾔﾏ07

もしもソクラテスに口説かれたら

土屋 賢二／著

岩波書店

0008216301

158/ﾂﾁ07

四国八十八カ所めぐり

宮崎 建樹／監修

ＪＴＢパブリッシング

0008203143

186.918/ﾐﾔ07

はじめての禅宗入門

村越 英裕／著

大法輪閣

0008213936

188.8/ﾑﾗ07

夢殿の闇

小椋 一葉／著

河出書房新社

0008216202

210.3/ｵｸ07

団塊世代の同時代史

天沼 香／著

吉川弘文館

0007673775

210.76/ｱﾏ07

最後のサムライ山岡鉄舟

円山 牧田／編

教育評論社

0008204828

289.1/ﾔﾏ07

マリー・アントワネットの調香師

エリザベット・ド・フェドー
原書房
／著

0008215121

289.3/ﾌｱ07

世界を見せた明治の写真帖

三木 理史／著

ナカニシヤ出版

0008214371

290.12/ﾐｷ07

河出書房新社

0008215394

594.3/ｲﾄ07

糸を変えて、色を変えて。スタイル
いろいろショール＆ストール
タニアのドイツ式部屋づくり

門倉 多仁亜／著

ソフトバンククリエイティブ 0008204380

597/ｶﾄ07

もっと知りたいミュシャ

千足 伸行／著

東京美術

0008202681

726.501/ｾﾝ07

景徳鎮の旅

陳 舜臣／著

たちばな出版

0008204646

751.2/ﾁﾝ07

日活アクション無頼帖

山崎 忠昭／著

ワイズ出版

0008203168

778.21/ﾔﾏ07

スポーツニュースは恐い

森田 浩之／著

日本放送出版協会

0008203796

780.13/ﾓﾘ07

日本語力を高める語源入門

杉本 つとむ／著

東京書籍

0008203366

812/ｽｷ07

ゴシックスピリット

高原 英理／著

朝日新聞社

0008204901

902.3/ﾀｶ07

日本幻想文学史

須永 朝彦／著

平凡社

0008215741

910.2/ｽﾅ07

朝鮮近代文学とナショナリズム

李 建志／著

作品社

0008204109

929.1/ﾘ07

0008216376

930.278/ﾎﾝ07

0008216319

973/ｲﾝ07

隠されたジェンダー
僕らは、ワーキング・プー

ケイト・ボーンスタイン／
新水社
著
アントニオ・インコルバイ
世界文化社
ア／著

The mighty and the almighty

Madeleine Albright／著 HarperCollins

0007130347

261.8/A07

American bee

James Maguire

0007130362

372.63/M07

Rodale

