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『鳥の仏教』
中沢 新一／著 新潮社発行 2008年 ラベル記号 183.79/ﾅｶ09/ 資料番号 0008931628
【内容】
「鳥の仏教」は近代以降、チベットにおいて「偽作」として誕生した仏教経典といわれている。鳥たちが優しくさえずり、ブッ
ダの教えを美しく説いていくこの経典の世界では、カラスは「キョットン、キョットン」、セキレイは「ティンリン、ティンリン」とい
う奇妙な鳴き声を持っている。前者には「救いが来ます」、後者には「広く深い」、そんな意味が込められ、カッコウに姿を
変えた観音菩薩に対して、さまざまな鳥たちが世界の無常や幸福のあり方について問答を繰り返す。仏教のエッセンスが
難しい専門用語を用いられずに学べる一風変わった仏教入門書である。

『東アジアの文芸共和国 〜通信使・北学派・蒹葭堂〜』
高橋 博巳／著 新典社発行 2009年 ラベル記号 210.5/ﾀｶ09/ 資料番号 0008876906
【内容】
室町時代に端を発し、数百年にわたって李氏朝鮮と日本との外交関係を築きあげた朝鮮通信使たち。鎖国政策の続い
た江戸時代においても、将軍の代替わりを中心に合計１２回もの使節を日本は迎え入れていた。ことばの壁が立ちはだ
かる状況の中、相互の意思疎通を図るために用いられたのは筆談による漢詩でのやりとりであった。李氏朝鮮の通信使メ
ンバーの一人、成大中らが残した旅の記録と書簡に現代訳を加え、当時の交流の実際を克明に読み解いていく本書か
らは、両国代表の文化的素養の高さをうかがい知ることができる。

『おとなのねこまんま 〜あったかごはんを極うまに食べる１３６〜』
ねこまんま地位向上委員会／編 泰文堂発行 2009年 ラベル記号 596.3/ﾈｺ09/ 資料番号 0008885048
【内容】
熱々のご飯に好みの具材をかけて楽しむ「ねこまんま」。残り物OK、分量適当、あとは載せるだけのルール無用の調理法
は、おもてなし料理とはいえなくとも、自分だけの味を追求する楽しみがそこにある。専用の醤油が販売されるほど人気を
博している卵かけごはんも本書のレシピにかかれば、そのバリエーションの豊富さに目を奪われる。「ミルクとチーズのバ
ターまんま」、「キャベツたっぷりねこまんま」など、ユニークな「まんま」食も紹介され、見ているだけではなく実際に試食し
てみたくなる。一杯のご飯を贅沢に味わえる一冊だ。

『一緒に見上げた空 〜[自閉症児×元不登校児]武蔵野東ラグビー部の軌跡〜』
大元 よしき／著 扶桑社発行 2009年 ラベル記号 783.48/ﾀｲ09/ 資料番号 0008898348
【内容】
全校生徒数約２３０名、「混合教育」を掲げる武蔵野東技能高等専修学校は、自閉症を抱える生徒、不登校経験のある
生徒など、さまざまな背景を持つ子どもたちが集い、ともに学びあう学校である。武蔵野東ラグビー部は練習用グラウンド
なき環境ながらも、個性派揃いの部員約８０名の大所帯で活動を続けている。監督を務める天宮一大氏は自身の現役時
代の挫折を糧に教職を志し、ラグビーを通じた教育実践を続けてきた一人である。生徒と指導者の垣根を超え、ともに泣
き、ともに喜びあう信頼関係を築きあげてきた様子が描かれた本書は、「人間教育と最短距離にあるスポーツ」（p276）とい
われるラグビーの魅力が伝わってくる。

『ネット版わらしべ長者ものがたり 赤いクリップで家を手に入れた男』
カイル・マクドナルド／著 河出書房新社発行 2009年 ラベル記号 936/ﾏｸ09/ 資料番号 0008885238
【内容】
日本では「わらしべ長者」として親しまれている物々交換による成功譚。はるか遠く海を渡ったアメリカでは、赤いクリップ
を元手に家を手に入れた驚異の経験の持ち主が現実に存在する。著者であるカイル・マクドナルド氏は、インターネット
を活用し、１本のクリップを魚型のペン、ドアノブ、コンロなど、次々に「ビガー＆ベター」（より大きく、より良いもの）な物へ
の交換にこぎつけていく。途中、挫折しそうになりながらも交換者との交流を楽しみながら、あきらめず地道な活動が実を
結び、最後に家を手に入れる過程からはアメリカンドリームの醍醐味を感じさせる。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「人生の節目に贈る名言・名句・いい言葉」、「お人形あれこれ」 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2月に受け入れた本の一部です。
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藤井 雅子／著

出 版 社

資料番号

ラベル記号

幻冬舎

0009175746

141.6/ﾌｼ09

朱子 〈はたらき〉と〈つとめ〉の哲学 木下 鉄矢／著

岩波書店

0009183112

125.4/ｷﾉ09

哲学史の劇場 プラトンからヘーゲルまで 笹沢 豊／著

筑波大学出版会

0009166950

130.2/ｻｻ09

もっと時間があったなら！

シュテファン・クライン／〔著〕 岩波書店

0009166943

141.27/ｸﾗ09

パーソナリティとは何か

若林 明雄／著

培風館

0009166927

141.93/ﾜｶ09

アマテラスの誕生

溝口 睦子／著

岩波書店

0008886749

164.1/ﾐｿ09

近世領主支配と地域社会

高野 信治／著

校倉書房

0009167081

210.5/ﾀｶ09

ポスト戦後社会

吉見 俊哉／著

岩波書店

0008886723

210.76/ﾖｼ09

北斗遺跡

松田 猛／著

同成社

0009167123

211.2/ﾏﾂ09

スペインの黄金時代

ヘンリー・ケイメン／〔著〕 岩波書店

0009183070

236.05/ｶﾒ09

ゲバラ最期の時

戸井 十月／著

集英社

0009160284

289.3/ｹﾊ09

圧力鍋のもっと絶品おかず
ヘルシー編

枝元 なほみ／〔著〕

扶桑社

0008936197

596/ｴﾀ09

妊娠・出産のための漢方アロマセラピー 藤原 亜季／著

毎日コミュニケーションズ 0009167495

598.2/ﾌｼ09

朝日新聞報道写真集2009

朝日新聞社／編

朝日新聞出版

0008886780

747.07/1/51

静かな生活

南部 辰雄／著

風媒社

0009167263

748/ﾅﾝ09

うつぼ舟2

梅原 猛／著

角川学芸出版

0009167297

773/ｳﾒ08/2

肉体マネジメント

朝原 宣治／著

幻冬舎

0009176215

782.3/ｱｻ09

男道

清原 和博／著

幻冬舎

0008880023

783.7/ｷﾖ09

痛快！ゴルフ勉強法。

大井 静雄／著

ゴルフダイジェスト社

0009167404

783.8/ｵｵ09

麦わら帽子の釣り人が語る
へらぶな釣り場５０選

大崎 紀夫／著

三樹書房

0009167347

787.15/ｵｵ09

武術と生きる日々

長野 峻也／著

文芸社

0008878647

789/ﾅｶ09

小堀遠州の茶会

深谷 信子／著

柏書房

0008893612

791.2/ﾌｶ09

ことのは帖

佐藤 雄一／著

麗沢大学出版会

0009167198

810.4/ｻﾄ09

今がわかる最新時事用語 2010年版 成美堂出版編集部／編集 成美堂出版

0008932220

814.7/ｾｲ07/2010

みんなの赤い糸

0008932303

816.8/ｺﾏ09

0008936122

830.7/ﾁﾕ09

赤い糸＊おりおん☆／著 ゴマブックス

グーグル・ジャパンで働く１１人の英語勉強法 Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｚｏｎｅ編集部取材班／編

中経出版

名作時代小説１００選

アスキー・メディアワークス 0009183096

杉江 松恋／編

910.26/ｽｷ09

