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発行

『かんたん！かわいい！０１２歳児の布おもちゃ＆布えほん』
いしかわ まりこ／著 2007年 チャイルド本社発行 ラベル記号 594/ｲｼ07 資料番号 0008171209
【内容】
子どもの頃だけでなく大人になってからも、布の優しい手触りや気持ちよさに安心感を覚えたことはないだろうか。本書
は、靴下やタオル等の家庭にあるものや、100円ショップ等で売られているものを材料にした、布おもちゃや布えほんの
作り方を紹介したものである。どの作品にも、0〜2歳までの子どもたちが興味を持つようなしかけがほどこされているが、
タイトルにもあるように作り方が かんたん！ なので、初心者でも気軽に挑戦できそうだ。汚れがちな布おもちゃや布え
ほんを長く使えるよう、手入れや保管の仕方も紹介されている。それぞれの作品についている対象年齢も、作る際の参
考になるのではないだろうか。

『バイオリンおもしろ雑学事典』
奥田 佳道，山田 治生／著 2007年 ヤマハミュージックメディア発行 ラベル記号 763.42/ｵｸ07 資料番号 0008171597

【内容】
オーケストラで管弦楽作品のメロディの大部分を奏でる第一バイオリン。それゆえ、オーケストラで最大の人数を擁する
のが第一バイオリン・パートであり、そのリーダーはコンサートマスターと呼ばれている。本書はそんなオーケストラの顔
であるバイオリンにまつわる様々な事柄を紹介したものである。バイオリンの歴史に始まって、タメになる知識、役割、バ
イオリンの不思議からバイオリニスト物語まで、知っているようで知らなかった知識が得られる。皆さんは、もともとバイオリ
ンの弦の素材が何であったのかご存知だろうか。また、ストラディヴァリ以外の名匠についてはどうだろうか。これらの質
問に興味を持たれた方は、本書をご一読いただきたい。

『言葉はなぜ通じないのか』
小浜 逸郎／著 2007年 ＰＨＰ研究所発行 ラベル記号 801/ｺﾊ07 資料番号 0008168569
【内容】
自分の真意が相手に伝わらなくて誤解されたり、「言った」「言わない」の口論になったりして困惑した経験はないだろう
か。かと思えば、文法的に間違ったことを言ったにも関わらず、相手にきちんと真意が伝わったという経験を持つ人もい
るだろう。言葉というものは実に不思議なものである。本書では、言葉が通じるというメカニズムを考えることによって、言
葉が通じない場合の原因やその克服方法を探っている。論理的に話すためのスキルを磨くことばかりを重視するのでは
なく、意をつくして語ろうとする姿勢こそが大切であるということに気づかされる一冊である。

『ラストメッセージ −ガラスのうさぎとともに生きて−』
高木 敏子／著 2007年 メディアパル発行 ラベル記号 910.268/ﾀｶ07 資料番号 0008168411
【内容】
自らの戦争体験を綴った『ガラスのうさぎ』を出版して今年で30年が経ち、著者は75歳になった。これまで各地の講演
で、多くの人々に戦争への思いを伝えてきた著者だが、体力の衰えによりその活動も困難になってきたという。そんな著
者が、戦争の惨さや悲しみが忘れ去られることのないよう、身を削る思いで書き綴ったのが本書である。『ガラスのうさぎ』
の著者が語るラストメッセージは、皆さんの心にどう響くだろうか。

『The monster at the door: the global threat of avian flu』
Mike Davis／著 2005年 The New Press発行 ラベル記号 636.5/D06 資料番号 0007109432
【内容】
近年アジアの各地で多数の死者をだし、最近はヨーロッパでも感染拡大の兆しがみられる「鳥インフルエンザ」の正体と
は何なのか？人には感染しないと言われてきた鳥インフルエンザが、なぜ人や豚への感染力をもつように進化をとげた
のか？著者マイク・デイヴィスは、鳥インフルエンザを進化させたのは紛れもなく人類であるとし、その解決のために
我々が何をすべきなのかを提示している。人類への警鐘を鳴らす書として、アメリカで大きな話題を呼んだ本である。本
書の日本語訳は「感染爆発−鳥インフルエンザの脅威」であり、紀伊国屋書店から2006年に出版されている。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「司馬遼太郎（時代小説の愉しみ その２）」「理系出身の作家たち〜森鴎外から手塚治虫まで〜」 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８月に受け入れた本の一部です。
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