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『創刊の社会史』
難波 功士／著 筑摩書房発行 2009年 ラベル記号 051/ﾅﾝ09/ 資料番号 0008873739
【内容】
出版不況といわれる近年、とりわけ雑誌の販売不振が叫ばれている。1997年をピークとした販売額も、現在では20年前と
同水準の売上まで落ち込みを見せ、廃刊する雑誌も年々増加傾向が続いている。しかし、そんな状況でも年間200誌近
い雑誌が創刊されている事実は見逃せない。雑誌の創刊号をこよなく愛する著者は、70年代以降の若者向けファッショ
ン誌・ライフスタイル誌に焦点をあて、社会学者ならではの視点で流行雑誌の栄枯盛衰を概観し、雑誌メディアが読者に
どのように受け入れられていったのかを明らかにする。時代の空気を閉じ込めた創刊号の魅力がわかる一冊である。

『あなたはなぜ値札にダマされるのか？ 〜不合理な意思決定にひそむスウェイの法則〜』
オリ・ブラフマン／ほか著 NHK出版発行 2008年 ラベル記号 141.5.4/ﾌﾗ08/ 資料番号 0008959959
【内容】
ジーンズ姿で野球帽をかぶった世界屈指の名演奏家が、朝のラッシュ時に地下鉄構内で最高級のヴァイオリン・ストラ
ディヴァリウスの音色を響かせた。周囲の乗客たちは、そのときどのような反応を見せたのか。自分では論理的で理性的
な判断を常々心がけているつもりの人でも、結果として理性を失い、合理的な判断を下せないことがある。本書では、そう
した一連の心理的要因を「スウェイ」と呼び、意思決定の過程で陥りやすい誤った選択の理由を身近な事例で紹介しなが
ら検証する。一見、正しいと思える価値基準こそ疑ってみることが大切であるというメッセージが興味深い。

『怒れる女たち』
八坂 裕子／著 集英社発行 2008年 ラベル記号 280.4/ﾔｻ09/ 資料番号 0008931123
【内容】
喜怒哀楽の中で最も行動性が強く、エネルギッシュな反応を見せる 怒り の感情、人はその 怒り と常に寄り添って、共
感を覚えたり、反発を招いたりして磨かれていくものである。本書は、ナイチンゲール、マリー・キュリー、マリア・カラス、
オードリー・ヘップバーンなど、異なる分野にありながら、人々の記憶に刻まれる偉業をなしとげた１０人の女性たちにつ
いて、 怒り をキーワードに紹介した伝記である。激動の世紀を生き抜いた彼女たちの輝かしい人生も、艱難辛苦を乗り
越え、実はさまざまな 怒り に支配されながら、それが強烈な個性の一部として昇華されている様子が見てとれる。

『机』
ヒヨコ舎／編 アスペクト発行 2009年 ラベル記号 702.16/ﾋﾖ09/ 資料番号 0008874331
【内容】
創作的な仕事を生業とする人にとって、机は何を意味するものであろうか。資料に目を通し、ペンを走らせ、ひたすらキー
ボードを打つこともあれば、ときおり眺める窓の風景に新たな着想を得ることもある。そこは単なる作業場である以上に、そ
の人の仕事に対する考え方が如実にあらわれた空間ともいえる。効率を考え、机上には何も置かない人もいれば、山積
みとなったモノや書類に囲まれた雑然とした環境の中で作業をこなす人もいる。ルアービルダーからプラネタリウムクリエ
イターまで普段見ることのできないプロの職業人たちの仕事場を公開した本書は、クリエイターを目指す人ならずとも参考
になる内容となっている。

『散歩の学校』
赤瀬川 原平／著 毎日新聞社発行 2008年 ラベル記号 915.6/ｱｶ09/ 資料番号 0008874158
【内容】
目的地に向かうわけでもなく、ある界隈を気ままに歩きまわる散歩。ふと足を止めて空を眺めたり、猫のいる路地裏に迷い
込んでみたり、楽しみ方は千差万別である。本書は、芥川賞作家の赤瀬川原平さんが浅草から表参道ヒルズまで東京都
内の各地をめぐる一風変わった散歩記録である。昼食は千円以下、カメラを持てば町を見る目が変わるなど、ちょっとし
た散歩の極意も伝授してくれる。たまの休日には遠くの旅行よりも近所の散歩に出かけたくなる一冊である。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「手作りで楽しむお菓子・パン」、「小林多喜二」 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1月に受け入れた本の一部です。
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だから言わんこっちゃない

爆笑問題／著

小学館

0008931743

049/ﾊｸ09

相対主義の極北

入不二 基義／著

筑摩書房

0008873796

104/ｲﾘ09

日本人はなぜ「さようなら」と別れるのか 竹内 整一／著

筑摩書房

0008873762

121.04/ﾀｹ09

ユダヤ人の頭脳活性法

手島 佑郎／著

ＰＨＰ研究所

0008948291

141.5/ﾃｼ09

秘伝江戸の占いとおまじない

主婦と生活社／編

主婦と生活社

0008931602

148/ｼﾕ09

ひとりの時間の楽しみ方

吉元 由美／監修

ＰＨＰ研究所

0008873754

159.6/ﾖｼ09

忘れかけていた人生の名言・名句 森村 誠一／〔著〕

角川春樹事務所

0008934465

159.8/ﾓﾘ09

日本文化のかたち百科

小町谷 朝生／編

丸善

0008959199

210.036/ｺﾏ09

日本史の中の世界一

田中 英道／責任編集 育鵬社 扶桑社（発売）

0008874182

210.04/ﾀﾅ09

近世公文書論

大石 学／編

岩田書院

0008944670

210.5/ｵｵ09

敦煌文書にみる学校教育

伊藤 美重子／著

汲古書院

0008996217

222.17/ｲﾄ08

超効率勉強法

船井 幸雄／著

ビジネス社

0008999252

280.4/ﾌﾅ09

オムロン創業者立石一真「できません」と云うな

湯谷 昇羊／著

ダイヤモンド社

0008934408

289.1/ﾀﾃ09

勝間和代成功を呼ぶ７つの法則

勝間 和代／著

マガジンハウス

0008999153

L289.1/ｶﾂ09

地球建築士

松本 洋／著

柏艪舎 星雲社（発売）

0008874174

289.1/ﾏﾂ09

ホームベーカリーだから簡単！天然酵母パン

飯田 順子／著

世界文化社

0008931222

596.63/ｲｲ09

画商の「眼」力

長谷川 徳七／著

講談社

0008874406

720.67/ﾊｾ09

からくり切り絵

小宮山 逢邦／著

エム・ピー・シー

0008877961

726.9/ｺﾐ09

万華鏡博物館

大熊 進一／著

ベアーズ・日本万華鏡博物
0008952582

ありがとう王監督

スポーツニッポン新聞社西
海鳥社

アマの弱点徹底分析

山下 敬吾／著

毎日コミュニケーションズ 0008948861

795/ﾔﾏ09

オバマ演説集

オバマ／〔述〕

朝日出版社

0008948853

837.7/ｵﾊ09

『百年小説』の愉しみ

秋山 稔／著

ポプラ社

0008965899

910.26/ｱｷ09

子どもたちの遺言

谷川 俊太郎／詩

佼成出版社

0008875445

911.56/ﾀﾆ09

世の中にひとこと

池内 紀／著

ＮＴＴ出版

0008882839

914.6/ｲｹ09

スパイと公安警察

泉 修三／著

バジリコ

0008875536

916/ｲｽ09

大金星

水野 敬也／著

小学館

0008930927

F81-138/ﾀｲ09

0008874273

759/ｵｵ08
L783.7/ｽﾎ09

