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『なぜ本屋さんでトイレに行きたくなるのか』
高橋 恭一／著 主婦と生活社発行 2008年 ラベル記号 1４5.１/ﾀｶ08/ 資料番号 0008710444
【内容】
行列のできるお店に並んでしまう。衝動買いを繰り返しては後悔する。陸上のトラックは左回りで走る。特に明確な理由が
あるわけでもないのに、気づけば行動を起こしている現象が身のまわりにはあふれている。タイトルに掲げられた「本屋さ
んでトイレに行きたくなる」理由もまたその一つ。本書では脳科学、心理学、健康医学などの分野の研究者に取材を重ね
てきた著者が従来、考えられてきたこうした無意識行動に関するさまざまな要因をとりあげ、その一つ一つを検証しなが
ら、「なんとなく」の行動の裏にも何らかの意図が隠されていることを明らかにする。普段、見慣れた物事に対する見方を
変えてくれる一冊である。

『写真・ポスターから学ぶ戦争の百年 〜二十世紀初頭から現代まで〜』
鳥飼 行博／著 青弓社発行 2008年 ラベル記号 209.71/ﾄﾘ08/ 資料番号 0008712143
【内容】
２０世紀以降、世界の歴史は戦争の歴史でもあった。帝国主義列強による植民地をめぐる戦争をはじめ、第一・二次世界
大戦、あるいは記憶に新しい湾岸戦争や国際テロ戦争など、世界各国は、その戦局において常に新たな課題をつきつ
けられてきた。本書では、これらの戦争にまつわる写真・ポスター、ビラなどを「愚行の表象」として取り上げ、その時代背
景を読み解いていく。いずれのメディアも国家統制のため、ときには「大義」を掲げ、国威を発揚し、新兵を募る手段として
戦争プロパガンダの一翼を担ってきたものばかりである。１００年後の今、２１世紀への非戦の誓いとして目で見て学べる
近・現代史入門書。

『奇天烈食道楽』
【村松 友視／編 河出書房新社発行 2008年 ラベル記号 596.04/ﾑﾗ08/ 資料番号 0008709966
【内容】
直木賞作家で元・出版編集者の著者が出会った食に関するさまざまなエピソードを語るエッセイ集。「食道楽」と聞くと、
素材や調理法にこだわりを持った通人が連想されるものの、本書が題材に挙げるのは、レトルトカレーにラーメン、サンマ
の内臓など、ありふれた食事であり、特定の料理を礼賛するものではない。 基本は人の味に在り という本文の言葉どお
り、著者自身が人間と食との交流を通じ、記憶に残っている味のエピソードを描き出す。納豆を食べるときに宙で箸をくる
くるとまわす仕種に日本の文化を感じたり、チャーハンに添えられたスープに醍醐味を感じたりと、郷愁を誘う庶民の視線
が読者を喜ばせる。

『過激な隠遁 〜高島野十郎評伝〜』
川崎 浹／著 求龍堂発行 2008年 ラベル記号 723.1/ｶﾜ08/ 資料番号 0008711335
【内容】
日本近代絵画史上、その名を刻むことがなかった明治生まれの画人がいた。男の名は高島野十郎、東京帝国大学水産
学科を首席で卒業後、美術学校や画壇に入ることなく隠遁生活を送りながら、独学で絵画技法を習得した異例の経歴を
持つ人物である。夜空の暗闇に上がる満月の光、一筋の蝋燭の炎など、自らの絵画制作を「研究」と称し、生涯にわたり
「写実」を追究した彼の絵は静謐で素朴ながら、実物以上に見る者を作品に釘づけにしていく。本書は、著者が大学院
時代に偶然出会った野十郎との出会いに始まり、生前21年間続いた深い交流を描いた評伝である。知られざる画家の半
生とその求道的思想を図版を交えて紹介する。

『森鴎外と日清・日露戦争』
末延 芳晴／著 平凡社発行 2008年 ラベル記号 910.268/ﾓﾘ08/ 資料番号 0008710253
【内容】
正岡子規、国木田独歩、田山花袋、従軍記者の顔を持つ日清・日露戦争を体験した近代文学者たち。彼らは書くことを
通じて、いかに戦争と向かいあったのか。あるいは向かい合えなかったのか。その多くが戦争への明確な批判的態度を
示さない一方、文学者でも従軍記者でもなく、陸軍軍医として指導的な立場で内部から戦争を見続けてきた森鴎外。本
書では鴎外作品および書簡から「非戦」の通奏低音が流れたテクストを掘り起こし、「私」と「官」の間で揺れる鴎外の戦争
に対するまなざしを分析する。晩年、歴史小説と史伝において優れた数多くの作品を残した文学者のもうひとつの顔が浮
かびあがる一冊である。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「本の本〜読む知識と書く知識〜」、「１０月３日は登山の日」 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9月に受け入れた本の一部です。
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かならず成功する読みきかせの本 赤木 かん子／著

自由国民社

0008718892

019.2/ｱｶ08

ジャーナリズム崩壊

上杉 隆／著

幻冬舎

0008687162

070.21/ｳｴ08

カントの読み方

中島 義道／著

筑摩書房

0008726937

134.2/ﾅｶ08

生きられる歴史的世界

塚本 正明／著

法政大学出版局

0008718959

134.9/ﾂｶ08

心理援助のネットワークづくり

中釜 洋子／著

東京大学出版会

0008718942

146.04/ﾅｶ08

愛着臨床と子ども虐待

藤岡 孝志／著

ミネルヴァ書房

0008718934

146.82/ﾌｼ08

ナポレオンで仕事上達

斎藤 孝／〔著〕

角川書店

0008726903

159.4/ｻｲ08

グローバル・ヒストリーの挑戦

水島 司／編

山川出版社

0008727042

201.16/ﾐｽ08

新人物往来社

0008723207

210.52/ｻﾅ08

真田幸村と大坂の陣
写真が語る日本空襲

工藤 洋三／編著

現代史料出版

0008719163

210.75/ｸﾄ08

藩地域の政策主体と藩政

渡辺 尚志／編

岩田書院

0008701559

215.2/ﾜﾀ08

近世京都の都市と社会

杉森 哲也／著

東京大学出版会

0008727117

216.2/ｽｷ08

燃えるジンバブウェ

吉国 恒雄／著

晃洋書房

0008719056

248.3/ﾖｼ08

日本における唯物論の開拓者
永田広志の生涯と業績

鯵坂 真／編著

学習の友社

0008719072

289.1/ﾅｶ08

浦賀与力中島三郎助伝

木村 紀八郎／著

鳥影社

0008727018

289.1/ﾅｶ08

伊勢・熊野路を歩く

森本 剛史／著

ウェッジ

0008728479

291.56/ﾓﾘ08

手間をかけない ものぐさ美肌法

島野 孝子／著

主婦と生活社

0008719445

595.5/ｼﾏ08

本格メキシコ料理の調理技術タコス＆サルサ

渡辺 庸生／著

旭屋出版

0008727521

L596.23/ﾜﾀ08

全国五つ星の手みやげ

岸 朝子／選

東京書籍

0008690497

596.65/ｷｼ08

英国流ビスケット図鑑

スチュアート・ペイン／著 バベルプレス

0008719452

596.65/ﾍｲ08

ケンタロウの白いご飯に合うおかずだけ！

ケンタロウ／著

日本放送出版協会

0008690661

596/ｹﾝ08

遊べる浮世絵 体験版・江戸文化入門 藤沢 紫／著

東京書籍

0008719536

721.8/ﾌｼ08

赤塚不二夫 (ＫＡＷＡＤＥ夢ムック)

河出書房新社

0008690695

726.101/ｱｶ08

たちばな出版

0008727414

768.16/ｱﾍ08

雅楽篳篥千年の秘伝

安倍 季昌／著

ヤンキー・スタジアム物語

スコット・ピトニアック／著早川書房

0008727257

783.7/ﾋﾄ08

村上式シンプル英語勉強法

村上 憲郎／著

ダイヤモンド社

0008723066

830.7/ﾑﾗ08

死体があった部屋から見えること

中岡 隆／著

角川書店

0008681827

916/ﾅｶ08

