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『「中立」新聞の形成』
有山 輝雄／著 世界思想社発行 2008年 ラベル記号 070.21/ｱﾘ08/ 資料番号 0008632895
【内容】
黒船来航の衝撃から明治初頭にかけて、政治・経済・技術など、日本社会の枠組みは劇的な変化をもたらされた。同
時にそれまで統制されていた社会的コミュニケーションもまた活発化し、開国政策は大量の情報や意見を往来させる
一因ともなった。とりわけ新たに登場した新聞・雑誌メディアは言論・思想生成の役割を担う一方で、そのコミュニケー
ション秩序の形成については政治権力が巧妙に関与してきたと著者は指摘する。現在も流布する「中立」「事実」と
いったジャーナリズムの基本概念が歴史的過程においていかに成立し、定着していったのか。揺籃期の新聞の成立
事情を政府との関わりとともに俯瞰できる一冊。
シマンチュ

『約束の島、約束の祭 〜祈り踊る沖縄島人が僕にくれたもの〜』
箭内 博行／著 情報センター出版局発行 2008年 ラベル記号 291.99/ﾔﾅ08/ 資料番号 0008628158
【内容】
大学を卒業し、わずか2年の会社勤務の後にリストラ勧告を受けた著者は、かねてからの夢であったカメラマンを目指
す。初めて訪れた沖縄県の竹富島、その地で出会った「おばあ」と約束した「種子取祭」への参加をきっかけに、日本
各地で脈々と受け継がれる祭の魅力にとりつかれ、全国行脚を開始する。本書では「祭を通して人間を見つめる」と
いうテーマのもと、９年間にわたり、著者が巡り歩いた八重山諸島の「離島の祭」の様子を豊富な写真を交えて紹介す
る。日本最西端の島々で内地の人間の目を通じて語られる地元の人々の暖かさ、家族の大切さ。幸せの意味をあら
ためて考えさせられる一冊である。

『ロハス夢工房 〜２１世紀を心豊かに生きる人々〜』
藤原 直哉／著 あ・うん発行 2008年 ラベル記号 590/ﾌｼ08/ 資料番号 0008627614
【内容】
ロハス（LOHAS:Lifestyles Of Health And Sustainability）とは、健康で持続可能性を重視するライフスタイルのこと。
「健康と環境を大切にしながら、みんなでずっと心豊かに過ごそう」と主張する著者は、日本のロハス啓蒙のため、長
野県・南アルプスの西麓にある山村・遠山郷に「遠山藤原学校」を開設。その土地で、都会の中で暮らす人々に昔な
がらの山村の暮らしと伝統を体験してもらうツアーを開催してきた。地球温暖化や食料自給率の低下など、現代社会
が直面するさまざまな問題に対し、ロハスをキーワードとして2１世紀に向けた豊かな生き方を提案する。

『観衆の成立 〜美術展・美術雑誌・美術史〜』
五十殿 利治／著 東京大学出版会発行 2008年 ラベル記号 702.16/ｵﾑ08/ 資料番号 0008632762
【内容】
美術史といえば、作品および作家を中心に展開される言説、あるいは美術運動がもたらした一連の現象に対する論
評が主体となって構成される。一方、大正期新興美術運動を研究してきた著者は、当時の難解な美術が、いかにして
鑑賞者を獲得し、人々がどのような興味を示したのか、受容者側＝「観衆」の問題に強い関心を寄せてきた。本書に
おける「観衆」とは、近代以降、社会制度として確立された「展覧会」観客だけではなく、美術家予備軍ともいうべき、
新聞・雑誌における美術投稿者から批評家まで広範に及んでいる。「観衆」の誕生というユニークな視点によって再
構築される、もうひとつの近代日本美術史。

『白』
原 研哉／著 中央公論新社発行 2008年 ラベル記号 757.04/ﾊﾗ08/ 資料番号 0008632721
【内容】
「白」という色彩を通じて人々がイメージするものとは何か。グラフィックデザイナーとして活躍する著者は、この問いか
けこそが「自分たちの文化の中にあるはずの感覚の資源を探り当てていく試み」であると説明する。それは生と死を連
想させる卵と骨の色であり、長い人類の歴史において人々の発想を触発し続けた紙の色でもある。本書では、さまざ
まなモノにまつわる「白」を足がかりとして、著者自らのデザイン活動のコンセプトの一つにもなっている「白」を哲学す
る。日常に最もありふれた色が、まるで初めて見るかのような新鮮さがよみがえる一冊となっている。英訳併録。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「図書館でできる世界旅行」、「夏のお便り」 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6月に受け入れた本の一部です。
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余 嘉錫／著

平凡社

0008614505

020.22/ﾖｶ08

中国を知る本 1

日外アソシエーツ株式会社／編集

日外アソシエーツ

0008622839

025.822/ﾆﾁ08/1

対象関係論の実践

祖父江 典人／著

新曜社

0008633034

146.8/ｿﾌ08

「できる人」の仕事術＆目標達成テクニック

箱田 忠昭／著

フォレスト出版

0008621666

159.4/ﾊｺ08

ビジネスで勝ち続ける男の思考法 村上 力／著

総合法令出版

0008617052

159.4/ﾑﾗ08

パーリ仏典入門

片山 一良／著

大法輪閣

0008633893

183/ｶﾀ08

十牛図入門

横山 紘一／著

幻冬舎

0008601106

188.84/ﾖｺ08

暗殺の政治史

リチャード・ベルフィールド／著

扶桑社

0008633398

209/ﾍﾙ08

「決戦」の世界史

ジェフリー・リーガン／著 原書房

0008633133

209/ﾘｶ08

幕末・英傑たちのヒーロー 靖国前史 一坂 太郎／著

朝日新聞社

0008621773

210.58/ｲﾁ08

朝鮮近代の歴史民族誌

板垣 竜太／著

明石書店

0008633372

221.06/ｲﾀ08

現代中国の歴史

久保 亨／著

東京大学出版会

0008633075

222.07/ｸﾎ08

景観の歴史学

Ｗ．Ｇ．ホスキンズ／著 東海大学出版会

0008633240

233.3/ﾎｽ08

たった一人の大きな力

蓮見 太郎／著

宝島社

0008633323

280.4/ﾊｽ08

風土記受容史研究

兼岡 理恵／著

笠間書院

0008617201

291/ｶﾈ08

北京グルメガイド

講談社北京文化有限公司／編

講談社

0008641854

596.22/ｺｳ08

米粉のスイーツ

のむら ゆかり／〔著〕

ブティック社

0008601114

596.65/ﾉﾑ08

アップオン

0008632697

596/ｷﾖ08

今日は冷凍保存の日。
美学綱要

ベネデット・クローチェ／〔著〕

中央公論美術出版

0008632788

701.1/ｸﾛ08

美術と展示の現場

秋元 雄史／著

新宿書房

0008640583

706.9/ｱｷ08

酒井駒子小さな世界

Ｐｏｏｋａ編集部／編

学研

0008633430

726/ｶｸ08

親子で楽しむ手づくりおもちゃ大集合Ｂｏｏｋ

木村 研／編著

いかだ社

0008632804

750/ｷﾑ08

柳模様の世界史

東田 雅博／著

大修館書店

0008632747

751.3/ﾄｳ08

漆百科

山本 勝巳／著

丸善

0008632861

752/ﾔﾏ08

車中泊がわかる本

地球丸

0008607244

786.3/ｼﾔ08

「カラマーゾフ兄弟」の翻訳をめぐって 大島 一矩／著

光陽出版社

0008471559

887.5/ｵｵ08

周防正行シナリオ作品集

シナリオ作家協会

0008617490

912.7/ｽｵ08

角川学芸出版

0008600967

914.6/ﾖﾈ08

周防 正行／著

心臓に毛が生えている理由（わけ） 米原 万里／著

