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『みる わかる 伝える』
畑村 洋太郎／著 2008年 講談社発行 ラベル記号 141.5/ﾊﾀ08/ 資料番号 0008554032
【内容】
マニュアルはなぜ、形骸化するのか。「暗黙知」と「共有知」の違いとは何か。ベストセラー『失敗学のすすめ』で知られ
る著者によれば、「トラブルの多くは、情報や知識、感情などの伝達がうまくいかないこと」に起因するという。物事の理
解に欠かせない「みる」、「わかる」、「伝える」という一連の行為も、その本質をとらえなければ「みたつもり」、「わかった
ふり」、「伝わったはず」に終始してしまいがちである。本書では、ある対象から要素を取り出し、それらを構造化し、概
念づけていくことの重要性を説く。学習技術の習得に限らず、さまざまな仕事の局面においても役立てられる１冊。

『掃苔しましょう 〜風流と酔狂の墓誌紀行〜』
小栗 結一／著 2008年 集英社発行 ラベル記号 281.02/ｵｸ08/ 資料番号 0008549578
【内容】
タイトルにある「掃苔」（そうたい）とは、墓石の苔を掃くこと。転じて墓参りのことを指す。現在では耳慣れなくなってし
まった言葉ではあるものの、江戸時代にはこうした墓石探訪が文人趣味の一つであったという。蜀山人・太田南畝や森
鴎外など、墓歩きを好んだ著名人も少なくない。本書では、東京都内の霊園に眠る幕末から近・現代に活躍した人物
の墓所を紹介するとともに、その略歴も紹介した人物誌となっている。掲載人物数は総勢３００名を超え、岡山ゆかりの
竹久夢二や柴田練三郎、横綱・常ノ花まで意外な人物の墓石も発見することができる。（集英社新書）

『地名の社会学』
今尾 恵介／著 2008年 角川書店発行 ラベル記号 291.018/ｲﾏ08/ 資料番号 0008578650
【内容】
平成の大合併が一段落し、全国各地に新たな市が誕生した。その中には北アルプス市や四国中央市など、従来親し
まれてきた土地固有の歴史的な名称が消滅するケースもあり、物議を醸すことがある。そもそも地名はなぜ生まれ、ど
のように決められてきたのか。本書の第1章では、全国に分布する地名の具体例を挙げながら、その歴史的な成立事
情を明らかにしていく。また、「地名は過去と現在をつなぐ糸である」と主張する著者は「地名を付ける思想の原点」とし
て全国に約１万を数える駅の命名傾向にも注目する。自治体の名称決定のあり方について考えさせる１冊である。

『本物にごちそうさま』
向笠 千恵子／著 2008年 ポプラ社発行 ラベル記号 596.04/ﾑｶ08/ 資料番号 0008581449
【内容】
本物の味とは、どのような食品を指すのだろうか。「地産地消」や「スローフード」といった言葉に代表される食の安全に
対する消費者の関心は、生活に最も身近な問題としてますます高まりを見せている。長年、日本の食づくりの現場を取
材してきた著者は、おいしさだけではなく、安心して食べられるものこそが「本物の食べもの」と自認する。本書では、昆
布、醤油、豆腐など、日本の風土が育み、つくり手の思いがこもる全国の伝統的で素朴な食品を中心に紹介する。読
んでいて思わず舌鼓を打ちたくなるような温かみのある文章から、そのおいしさが読者にも伝わってくる。

『拍手のルール 〜秘伝クラシック鑑賞術〜』
茂木 大輔／著 中央公論新社発行 2008年 ラベル記号：760.4/ﾓｷ08/ 資料番号：0008580565
【内容】
クラシック音楽というと、どこか堅苦しく、敷居が高い。たとえ演奏会に足を運んでみても、周囲の誰もがクラシックに精
通したお客さんに見えてくる。自分だけ拍手のタイミングを間違えそうになる。そんな体験をしたことはないだろうか。
オーボエ奏者であり、指揮者経験も長い著者は、そんな初心者の視点にあくまでこだわり、クラシック演奏会の楽しみ
方をユーモアを交えて伝授する。コンサートのチケットはなぜ高いのか。なぜ楽団員は楽しそうな顔で演奏しないの
か。指揮者によって演奏にはどのような違いが出るのか。クラシックにまつわる素朴な疑問への回答も興味深い。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「顔の情報学〜人間にとって顔とは何か」「自転車生活のススメ」 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4月に受け入れた本の一部です。
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読むのが怖い！帰ってきた書評漫才〜激闘編

北上 次郎／著

ロッキング・オン

0008578593

019.9/ｷﾀ08

知っ得発禁・近代文学誌

国文学編集部／編

学灯社

0008563801

023.8/ｶｸ08

ミュージアムと生涯学習

神野 善治／監修

武蔵野美術大学出版局

0008563496

069/ｶﾐ08

歴史と文化の根底へ

中 敬夫／著

世界思想社

0008553984

112/ﾅｶ08

心に突き刺さるショーペンハウアーの言葉 アルトゥール・ショーペンハ
ＰＨＰ研究所

0008563207

134.6/ｼﾖ08

言葉を撮る デリダ 映画 自伝

ジャック・デリダ／著

青土社

0008561706

135.5/ﾃﾘ08

心理学に興味を持ったあなたへ
大学で学ぶ心理学

境 敦史／編著

学研

0008564981

140/ｻｶ08

〈考える〉とはどういうことか？

井崎 正敏／著

洋泉社

0008580896

141.5/ｲｻ08

なぜ、いいことを考えると「いいことが起こる」のか

和田 秀樹／著

新講社

0008564528

159/ﾜﾀ08

自分の品格

渡部 昇一／著

三笠書房

0008575540

159/ﾜﾀ08

日本国家の形成と東アジア世界

川勝 守／著

吉川弘文館

0008561037

210.3/ｶﾜ08

日本古代都城制の研究

井上 和人／著

吉川弘文館

0008554784

210.34/ｲﾉ08

「赤い土器のクニ」の考古学

川崎 保／編

雄山閣

0008578577

215.2/ｶﾜ08

魔女の誕生と衰退

田中 雅志／編訳・解説 三交社

0008568461

230/ﾀﾅ08

評伝大鳥圭介

高崎 哲郎／著

鹿島出版会

0008580797

289.1/ｵｵ08

小栗忠順のすべて

村上 泰賢／編

新人物往来社

0008562613

289.1/ｵｸ08

直江兼続のすべて

花ケ前 盛明／編

新人物往来社

0008561441

289.1/ﾅｵ08

オバマの孤独

シェルビー・スティール／著

青志社

0008580557

289.3/ｵﾊ08

高級家具作りを楽しむ

高橋 甫／著

技術評論社

0008554222

592.7/ﾀｶ08

おいしさの科学味を良くする科学

河野 友美／著

旭屋出版

0008565434

596.04/ｺｳ08

ぬか床づくり

下田 敏子／著

家の光協会

0008563827

596.3/ｼﾓ08

ひとり暮らしさんの上手な自炊生活 成美堂出版編集部／編 成美堂出版

0008549693

596/ｾｲ08

ベルリンの大人の部屋

久保田 由希／著

0008564015

597/ｸﾎ08

イラストでわかる！
寝たきりにしない自宅介護

峯村 良子／著 イラスト小学館

0008580771

598.4/ﾐﾈ08

怖い絵２

中野 京子／著

朝日出版社

0008580516

723/ﾅｶ07/2

ＤＶＤですぐわかる
かんたんギターの弾き方

諏訪 光風／著

成美堂出版

0008571523

763.55/ｽﾜ08

小説新人賞の傾向と対策

若桜木 虔／著

雷鳥社

0008567760

901.307/ﾜｶ08

辰巳出版

