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『親が子どもを本嫌いにする』
嶋路 和夫／著 グラフ社発行 2008年 ラベル記号 019.2/ｼﾏ08/ 資料番号 0008738155
【内容】
豊かな人間性を育む読書の重要性が叫ばれて久しい。子どもに向けて本の魅力を感じさせるための本が存在する一
方、子どもを本嫌いにする環境について解説した本はあまり例を見ない。本書は読書に適応できない子どもたちがいる
現実に着目し、具体的に読書嫌いにさせる親の実例を紹介するとともに、読み方に問題のある子に対してはタイプ別の
解決策を提示する。「良書より適書を」という言葉どおり、その子の家庭環境や個性により、本への接し方は千差万別で
あり、その対処法も異なる様子が理解できる。

『空腹について』
雑賀 恵子／著 青土社発行 2008年 ラベル記号 141.74/ｻｲ08/ 資料番号 0008738312
【内容】
豊かさは数えきれないほどのひとびとの空腹に支えられている (本書p111）。人間にとって「空腹」とは何か。また、「美
味しい」という感情はどんな意味を持つのか。本書では、食人論をはじめ、日本の残飯史から世界の貧困など、生理的
な観点だけではなく「空腹」をテーマとした多岐にわたる論考・評論を収録。巻末に収録された「空腹の孤独と分け前」に
おいて、著者は宗教者たちが行う断食の意図を解釈した上で、食べるという行為が他者との交通、衝突、干渉が欠かせ
ないものであり、「空腹」こそが外部の生への関心を向けるための重要な要素であると主張する。飽食の現代社会に一
石を投じる一冊である。

『号外でわかる日本近代史 〜厳選１００枚で振り返る激動の１３０年〜』
羽島 知之／監修 KKベストブック発行 2008年 ラベル記号 210.6/ﾊｼ08/ 資料番号 0008738486
【内容】
明治以降、現代に至るまで日本国民の関心を毎日のように集めてきた新聞。なかでも世の中の一大事を速報で伝えて
きた号外は、日本の近現代史を彩る大きな1ページとして貴重な史料でもある。関東大震災、満州国建国、真珠湾攻
撃、終戦、ケネディ暗殺、ベルリンの壁崩壊など、多くの国民に衝撃を与え、歴史に深く刻まれた１日を号外はどのよう
に伝えてきたのか。本書は中学生時代から号外を収集してきたという監修者が、日本で現在まで発行された130年分の
号外のうち、厳選した100枚をピックアップし、それぞれのニュースに時事解説を加える。学校の教科書にはない視点か
ら近現代史を学べるユニークな解説書。

『マリア・シビラ・メーリアン 〜１７世紀、昆虫を求めて新大陸へ渡ったナチュラリスト〜』
キム・トッド／著 みすず書房発行 2008年 ラベル記号 723.359/ﾄﾂ08/ 資料番号 0008738056
【内容】
今よりおよそ300年以上前のドイツ・フランクフルトに印刷工房の娘として生まれたマリア・シビラ・メーリアン。在野の昆虫
学者にして科学の目を持ち続けた画家の彼女は幼少時より昆虫の変態の様子に関心を寄せてきた。晩年には生涯を
かけてきた研究のため、自らの絵を売り、52歳で単身南アメリカに渡り、その成果を「スリナム産昆虫変態図譜」にまとめ
あげた。一般にあまり広く知られることのなかった彼女の功績と波乱に満ちた人生、本書は残された当時の数少ない資
料をもとに浮き上がらせた評伝となっている。

『日本語の正体』
町田 健／著 研究社発行 2008年 ラベル記号 810.１/ﾏﾁ08/ 資料番号 0008733040
【内容】
漢字や仮名、複雑な敬語を駆使する日本語は世界の言語の中でも、とりわけ習得が困難な言語だとされることがある。
はたしてこれは本当なのか。日本語を母語とする人々がコミュニケーションの手段として日本語を駆使することがあって
も、言語としての特質を説明することは容易ではない。本書では、そうした疑問に答えるため、日本語の構造と規則性に
ついて音、文字、単語、文法、そして語順の観点からその特徴をそれぞれ説明する。日本語の効率的な言語処理の様
子がわかる日本語入門書。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「和と洋の骨董（アンティーク）」、「Food and Culture」 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10月に受け入れた本の一部です。
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山口 昌男／著

右文書院

0008902272

019.9/ﾔﾏ08

カントの航跡のなかで

トム・ロックモア／著

法政大学出版局

0008902298

133/ﾛﾂ08

自己論を学ぶ人のために

アンソニー・エリオット／著 世界思想社

0008744955

141.93/ｴﾘ08

高校生のための精神分析入門

清田 友則／著

筑摩書房

0008902355

146.1/ｷﾖ08

息の発見

五木 寛之／著

平凡社

0008902397

180.4/ｲﾂ08

偽善入門

小池 竜之介／著

サンガ

0008744948

184/ｺｲ08

横浜開港と宣教師たち

横浜プロテスタント史研究会／編

有隣堂

0008744930

198.321/ﾖｺ08

江戸の備忘録

磯田 道史／著

朝日新聞出版

0008902520

210.04/ｲｿ08

戦争責任とは何か

清水 正義／著

かもがわ出版

0008745317

210.75/ｼﾐ08

１９９５年 未了の問題圏

中西 新太郎／編

大月書店

0008745135

210.77/ﾅｶ08

好戦の共和国アメリカ

油井 大三郎／著

岩波書店

0008678542

253.01/ﾕｲ08

白洲次郎と白洲正子

牧山 桂子／著

新潮社

0008903437

289.1/ｼﾗ08

ウィリアム・ハーヴィ

ジョール・シャケルフォード／著

大月書店

0008745101

289.3/ﾊﾋ08

タクラマカンの農村を行く

加藤 公夫／写真・文

連合出版

0008902496

292.28/ｶﾄ08

明るい食品偽装入門

魚柄 仁之助／著

サンガ

0008745960

596/ｳｵ08

週末書斎術

成美堂出版編集部／編 成美堂出版

0008745903

597/ｾｲ08

出産力

雪野 智世／著

主婦と生活社

0008745853

598.2/ﾕｷ08

柳宗悦と朝鮮

韓 永大／著

明石書店

0008745705

702.21/ﾊﾝ08

贋作王ダリ

スタン・ラウリセンス／著 アスペクト

0008745689

723.36/ﾗｳ08

タタラでつくる

『つくる陶磁郎』編集部／編 双葉社

0008745796

751/ﾌﾀ08

映像編集の理論と実践

金井 明人／編著

法政大学出版局

0008902702

778.4/ｶﾅ08

大島渚著作集 第１巻

大島 渚／著

現代思潮新社

0008902777

778.08/ｵｵ08/1

錦織圭１５−０

神 仁司／著

実業之日本社

0008745648

783.5/ｺｳ08

外国語学習の科学

白井 恭弘／著

岩波書店

0008678559

807/ｼﾗ08

「運がひらく人」はなぜかみんな声がいい 小林 光恵／著

新講社

0008745408

809.2/ｺﾊ08

ライトノベル創作教室

ライトノベル作法研究所／著

秀和システム

0008903197

901.307/ﾗｲ08

自己中心の文学

青木 正美／著

博文館新社

0008728966

915.6/ｱｵ08

犯罪小説家

雫井 脩介／著

双葉社

0008746018

F35-33/ﾊﾝ08

