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『図書館利用の達人 〜インターネット時代を勝ち抜く〜』
久慈 力／著 現代書館発行 2008年 ラベル記号 015/ｸｼ08/ 資料番号 0008968786
【内容】
インターネットの登場により、さまざまな情報が手早く簡単に調べられる今、「情報の宝の山」といわれる図書館を上手に
活用するにはどうすればよいのか。本書では、「日本の図書館を最大限に、多面的に、あるいは最も効率的に経済的に
利用」したと自負する著者が最新の図書館事情を交えつつ、本人訴訟や自身の著作活動を通じて培った図書館利用の
極意を伝授する。誰もが気軽に訪れる公共図書館だけではなく、全国有数の雑誌専門図書館やあまり知られていない省
庁、議会図書館など、多種多様な専門図書館の様子も紹介する。

『黒死病 〜ペストの中世史〜』
ジョン・ケリー／著 中央公論新社発行 2008年 ラベル記号 230.4/ｹﾘ08/ 資料番号 0008956237
【内容】
ＳＡＲＳ（重症急性呼吸器症候群）、鳥インフルエンザ、スペインかぜ、世界的な伝染病の蔓延に対する恐怖は今も昔も
変わらない。とりわけ、およそ７００年前の１４世紀、ヨーロッパ全土を恐怖に陥れた黒死病（ペスト）の流行は、その人口の
３分の１を犠牲にする歴史上類のない惨事であった。この絶え間なく続く大量死を前に、当時の人々は何を思い、どのよ
うなまなざしで見つめていたのか。本書では、ペストの発生源から感染ルートをたどりながら、日常風景の一部として死に
臨んでいた人々の様子とその歴史的意義を中世の一次史料をもとに明らかにする。

『〈貧乏道〉を往く』
川上 卓也／著 春秋社発行 2008年 ラベル記号 590.4/ｶﾜ08/ 資料番号 0008958076
【内容】
全日本貧乏協議会を設立し、２１世紀における「貧乏」の定義の確立を目指す著者が、究極のシンプルライフについて解
説する。本書は、単なる貧乏自慢や節約術を紹介した内容ではなく、「生活」自体が自分の邪魔にならないために、どの
ような発想を持てば良いのか、また生きるために必要なベクトルを明確に定め、物事を単純化し、過剰な消費欲を満たす
ことを目的にするのではなく、「ほどよく足りない」という生活への転換を促すことが大切であると論理的に説いている。読
後、著者が実践する月７万円の豊かな生活に思わず共感を覚えてしまう一冊となっている。

『マークの秘密がわかる本』
全国素朴な疑問研究会／編 日東書院発行 2008年 ラベル記号 727/ｾﾝ08/ 資料番号 0008975955
【内容】
現在、街のあちこちで見かけるようになった非常口のマークも、実は日本発祥のデザインとして登場し、国際標準となって
から２０数年しか経過していない。このような日常生活に溶け込み、普段から接する機会に恵まれているマークでありなが
ら、デザイン一つ一つが持つ意味を正確に把握している人は、それほど多くないのではないだろうか。身近なマークを
「地球にやさしいマーク」、「人にやさしいマーク」、「生活に密着したマーク」、「国際社会を考えるマーク」の４つのテーマ
に分け、その意味をわかりやすく解説した本書は、思わず誰かに教えたくなる雑学に満ちた一冊である。

『大いに笑い、大いに歌う 〜東大名誉教授、デイ・サービスに通う〜』
辻村 明／著 日本経済新聞出版社発行 2008年 ラベル記号 916/ﾂｼ08/ 資料番号 0008973182
【内容】
勤務先の大学退任時には、最長老であった東京大学名誉教授の辻村さん。そんな昭和生まれの辻村さんご夫婦が明
治・大正生まれの大先輩たちに囲まれたデイサービスに通うことになって２年あまり。その間、どのような介護サービスを受
けることができたのか。ご自身により語られる体験談に加え、同じ入所者の方々の暮らしぶりにも目を配った介護サービス
体験記。８０歳を超え、リンパ腫の診断を受けながらも、前向きで充実した毎日を送っている様子からは「生きがい」を持つ
ことの大切さが伝わってくる。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「大人の○○」、「マーティン・ルーサー・キング・デー」 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12月に受け入れた本の一部です。
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蟹瀬 誠一／著

三笠書房

0008994105

002.7/ｶﾆ08

すごい本屋！

井原 万見子／著

朝日新聞出版

0008994113

024.067/ｲﾊ08

哲学するって、こんなこと？

篠原 駿一郎／著

未知谷

0008975500

104/ｼﾉ08

底の底まで「相手の心」がわかる本 樺 旦純／著

大和書房

0008994667

140.4/ｶﾝ08

サブリミナル・インパクト

下条 信輔／著

筑摩書房

0008985590

145.1/ｼﾓ08

サラリーマン「再起動」マニュアル

大前 研一／著

小学館

0008930380

159.4/ｵｵ08

諸国東照宮の史的研究

中野 光浩／著

名著刊行会

0008975476

175.9/ﾅｶ08

悟りの牛の見つけかた
十牛図にみる関東と関西

福井 栄一／著

技報堂出版

0008994675

188.84/ﾌｸ08

日本近代化の構造的特質

北条 浩／著

御茶の水書房

0008975708

210.6/ﾎｳ08

誰も「戦後」を覚えていない
昭和30年代篇

鴨下 信一／著

文芸春秋

0008994907

210.76/ｶﾓ08

0008994881

233/ﾊｸ08

市民と礼儀−初期近代イギリス社会史 ピーター・バーク／編集 牧歌舎 星雲社（発売）

アジア英雄伝

坪内 隆彦／著

展転社

0008975625

282.04/ﾂﾎ08

直江兼続９９の謎

吉田 浩／著

泰文堂

0008994915

289.1/ﾅｵ08

暮らしの知恵と生活マナー

栗田 孝子／著

ほんの木（発売）

0008995342

590/ｸﾘ08

雄鶏社

0008988735

594.7/ｶﾜ08

日本人なら知っておきたい25人の志士たち

かわいい通園・通学バッグ
ミネラルウォーター・ガイドブック

早川 光／著

新潮社

0008799751

596.7/ﾊﾔ08

重曹＋酢でおばあちゃんの節約ワザエコ掃除

泉書房編集部／編

泉書房

0008988776

597.9/ｲｽ08

西岡 文彦／著

マガジンハウス

0008994949

720.79/ﾆｼ08

大久保 文夫／著

日貿出版社

0008798498

724/ｵｵ08

絶頂美術館
名画に描かれた愛と情熱のクライマックス

絵手紙マラソン３６５日

ネコカメ かわいく撮れるフォトレッスン 板東 寛司／著

ソフトバンククリエイティブ 0008985806

743.6/ﾊﾝ08

市川崑大全

映画秘宝編集部／編

洋泉社

0008975948

778.21/ﾖｳ08

監督と大学駅伝

生島 淳／著

日刊スポーツ出版社

0008995151

782.3/ｲｸ08

優雅に駆ける！乗馬上達のポイント５０ 乗馬クラブクレイン／監修 メイツ出版

0008798811

789.6/ｼﾖ08

漢和辞典に訊け！

円満字 二郎／著

筑摩書房

0008988883

813.2/ｴﾝ08

都市空間の文学

深沢 徹／著

新典社

0008995706

910.23/ﾌｶ08

岡山大学病院発、ガン闘病列車

浜本 なおこ／著

文芸社

0008911398

916/ﾊﾏ08

聖家族

古川 日出男／著

集英社

0008930414

F73-24/ｾｲ08

