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発行

『先賢諸聖のことば 〜直筆の格言・名言コレクション〜』
田中 大／著 PHP研究所発行 2008年 ラベル記号 159.8/ﾀﾅ08/ 資料番号 0008683542
【内容】
日本の歴史に足跡を残した先人たちが揮毫した「書」を集め、その略歴とともに解説した名言集。墨蹟だけでは意を汲み
とりにくい作品も、書下し文に加えて解釈も併記されているため、鑑賞をやさしくしている。例えば、本書で紹介される徳
川慶喜の墨蹟は「論語」の一節である「温故而知新」。耳慣れた言葉も、幕末から明治へと橋渡し役をつとめた最後の将
軍だからこそ、その清廉な書風に見る者は胸を打たれる。また、一つ一つの「書」には参考価格が付けられ、なかには５０
０万円を超える作品も含まれており、テレビ番組の書画鑑定士としても活躍する著者ならではの視点としても楽しめる。

『昭和 〜失われた風景・人情〜』
秋山 真志／著 ポプラ社発行 2008年 ラベル記号 213.61/ｱｷ08/ 資料番号 0008670259
【内容】
昭和 という一つの時代が幕を閉じ、早くも２０年の月日が経過しようとしている。戦後、高度経済成長の只中にあった昭
和３０〜4０年代、力道山、東京オリンピック、大阪万博など、熱気に満ちた元気な日本を象徴する姿がそこにはあった。
かつて昭和の輝きを放ったものは今なお、鮮明に人々の記憶に忘れられず刻まれている。新聞社で通信手段として活躍
した伝書鳩、子どもたちの笑顔にあふれたデパートの屋上遊園地はその後、どうなったのか。本書は都内を中心に昭和
の時代から失われた光景をテーマに、昭和の全盛期を振り返りながら人々の証言を集め、現在と重ね合わせる。庶民の
視点から見た、もう一つの昭和史。

『魂の仕事人 〜限界に挑み続ける１４人の異端者たち〜』
【人材バンクネット】編集部／編 河出書房新社発行 2008年 ラベル記号 281.04/ｱｲ08/ 資料番号 0008670424
【内容】
仕事に携わる人間が一度は頭をよぎらせる疑問がある。何のために働くのか、自分にとって仕事とは何か。本書は、こうし
た問いかけに対し、さまざまな分野の第一線で活躍してきた職業人が答えるインタビュー集。「魂の仕事人」とは、自分の
魂の声に従い、大勢の人のためになっている「すごい人」のこと。どん底から這い上がってきた元プロボクサー、２度のクビ
を経験したことのある弁護士、人命救助に命を懸けるハイパーレスキュー隊隊長など、誰もが憧れを抱きそうな職業も深
い挫折と数多くの失敗を糧に前進し続けた結果が現在に結びつくことが伝わってくる。一人ひとりが持つ言葉の重みに勇
気づけられる一冊である。

『Ｂ級コレクションのススメ 〜しあわせの集め方〜』
森永 卓郎／著 産経新聞社発行 2008年 ラベル記号 790.4/ﾓﾘ08/ 資料番号 00008482945
【内容】
物を集めることを趣味とする人々がいる。例えば、骨董・美術品のような鑑賞目的のコレクターがいる一方で、一見誰も見
向きもしないような物ばかりを執拗に収集する好事家たちが存在する。著者の『年収３００万円時代を生き抜く経済学』で
有名な森永卓郎氏もまた、そんな収集癖をもったＢ級コレクターの一人。ミニカー、お菓子のおまけから、ゴミとして捨てら
れてしまうペットボトルのふた、魚型醤油入れまで幅広い収集対象を持つ著者のコレクション数は10万点を超えるという。
本書は、コレクション初心者にとってはネットオークション活用方法など、実用的な内容であると同時に、そうした行為を通
じて自分なりの価値を見出し、生きがいを持つことの大切さを教えてくれる一冊である。

『１０１歳のアスリート』
下川原 孝／著 朝日新聞出版発行 2008年 ラベル記号 914.6/ｼﾓ08/ 資料番号 0008684243
【内容】
マスターズ陸上競技選手権大会に９９歳で初参加した岩手県釜石市出身の下川原孝さん。純粋に 青空に向かって腕を
高く伸ばしてみたい！ という願望から始まった陸上競技フィールド種目。わずか１年後には、国際・全日本マスターズ陸
上Ｍ１００(男性１００歳から１０４歳)やり投げ、円盤投げで世界記録の樹立に成功し、１０１歳になった今も、自らの記録更
新を目指している。そんな現役アスリートの下河原さんがこれまでの１００年の人生を振り返りながら、日常、実施している
トレーニングや健康の秘訣について語ったエッセイ。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「〜カメラを持ってお出かけしよう〜 PHOTO ＬＩＦＥ」、「Read Movies」 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8月に受け入れた本の一部です。
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闘う書評

福田 和也／著

新潮社

019.9/ﾌｸ08

0008680373

顔−百話

神津 拓夫／著

近代文芸社

104/ｺｳ08

0008686404

２０１２年１２月２１日に何が起こるのか？ パトリシア・マーシア／著 徳間書店

147.4/ﾏｼ08

0008666182

もう、不満は言わない

ウィル・ボウエン／著

159/ﾎｳ08

0008686131

脳が教える！１つの習慣

ロバート・マウラー／著 講談社

159/ﾏｳ08

0008686255

「自分のルール」の作り方

マーク・Ｍ・ムネヨシ／著 フォレスト出版

159/ﾏｸ08

0008641706

明日をみつめて

池田 大作／著

ジャパンタイムズ

188.984/ｲｹ08 0008665895

牧師室の窓から

小島 誠志／著

日本キリスト教団出版局 198.34/ｵｼ08

0008641664

戦争の世界史大図鑑

Ｒ．Ｇ．グラント／編著

河出書房新社

L203.6/ｸﾗ08

0008665978

「大化改新」隠された真相

谷口 雅一／著

ダイヤモンド社

210.34/ﾀﾆ08

0008680506

手にとるように幕末・維新がわかる本 岸 祐二／著

かんき出版

210.58/ｷｼ08

0008652448

紫禁城 清朝の歴史を歩く

入江 曜子／著

岩波書店

222.06/ｲﾘ08

0008677999

武装親衛隊とジェノサイド

芝 健介／著

有志舎

234.074/ｼﾊ08 0008692196

戦国武将の通知表

八幡 和郎／監修

宝島社

B281.04/ﾔﾜ08 0008680837

明治日本旅行案内 東京近郊編

アーネスト・サトウ／編著 平凡社

291.09/ｻﾄ08

0008677957

厨房の奇人たち

ビル・ビュフォード／〔著〕 白水社

596.23/ﾋﾕ08

0008641656

ホームベーカリーのパンとお菓子

坂田 阿希子／〔著〕

扶桑社

596.63/ｻｶ08

0008665945

主婦と生活社

L596.65/ｽｲ08 0008666232

Ｓｗｅｅｔｓ ａｔ ｈｏｍｅ

サンマーク出版

堪能故宮ｉｎ台北

小暮 満寿雄／著

まどか出版

706.9/ｺｸ08

非水百花譜

杉浦 非水／画

ランダムハウス講談社

733.087/ｽｷ08 0008680878

駅舎

日本風景写真協会会員／写真

光村推古書院

748/ﾆﾎ08

0008680423

クラシックバレエテクニック

グレッチェン・ワーレン／著 大修館書店

769.9/ﾜﾚ08

0008666224

映画でわかるイギリス文化入門

板倉 厳一郎／著

松柏社

778.233/ｲﾀ08 0008692139

仕事道楽 スタジオジブリの現場

鈴木 敏夫／著

岩波書店

778.77/ｽｽ08

0008677981

右ＯＢなのに、なぜボールは右へ飛ぶ 深田 香織／編

学研

783.8/ﾌｶ08

0008686289

依田流並べるだけで強くなる古碁名局集 依田 紀基／著

毎日コミュニケーションズ 795/ﾖﾀ08

0008686149

人間も偽装が好き

新潮社

0008689713

渡辺 淳一／著

914.6/ﾜﾀ08

0008652430

