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『自分で考える本 ～情報から創造へ～』
米山 優／著 NTT出版発行 2009年 ラベル記号 002/ﾖﾈ09 資料番号 0009168659
【内容】
読書法に始まり、情報の整理術にいたるまで知的生産技術に対する関心は学生、ビジネスマンに限らず、多くの人の注
目を集める話題である。本書は、哲学・情報学を専門とする著者が長年にわたって実践を続ける情報カードの活用、三
色ボールペン読書法、パーソナル・データベースの構築など、思考活性化のためのノウハウについて具体的事例とともに
解説する。実用書の側面を持ちながら、各所に引用される哲学者アランの言葉からは「自分で考える」という行為の意味
を読者は深く考えさせられる。

『涙の理由 ～人はなぜ涙を流すのか～』
重松 清ほか／著 宝島社発行 2009年 ラベル記号 141.6/ｼｹ09 資料番号 0009168782
【内容】
「泣ける」という不思議な表現が日本語として定着しつつある現代、人はなぜ涙を流し、いつから「泣く」という自発的行為
が「可能」な行為として期待すら寄せられるようになってしまったのか。本書は、こうした素朴な疑問に答えるべく、脳科学
者・茂木健一郎氏と直木賞作家・重松清氏が２年間にわたり実施した５回の対談の様子を収録する。「涙の理由」はあくま
で千差万別であるとしながらも公共化、商品化された涙を求めるばかりではなく、生涯を通じて「自分の涙」を持つことの
意義を説いている。

『やってくれるね、ロシア人 ～不思議ワールドとのつきあい方～』
亀山 哲郎／著 日本放送出版協会発行 2009年 ラベル記号 293.8/ｶﾒ09 資料番号 0009181165
【内容】
ロシアへの訪問を繰り返し、カメラのファインダーごしにロシアの日常・非日常の風景を眺め続けてきた写真家・亀山哲郎
氏による紀行エッセイ。世界中に数多くの読者を獲得したロシアの文豪・ドストエフスキーも、ロシア国内の評価としては意
外にも国民作家・プーシキンに及ばないという事実がある。このような著者の実体験に基づく興味深いエピソードを交えな
がら、ロシアの不思議な世界観を紹介する本書は「ロシア的」という言葉に込められた性質がどのようなものかが伝わって
くる。

『キュレーターになる！ ～アートを世に出す表現者～』
住友文彦ほか／編 フィルムアート社発行 2009年 ラベル記号 706.9/ｽﾐ09 資料番号 0009181454
【内容】
美術展覧会といえば、絵画や彫刻など個々の作品が一定のテーマのもとに集められ、主催者の企図によって再構成され
た展示イベントである。そこで活躍するキュレーター（学芸員）は、いわば美術館という空間を体験してもらうことで観衆に
何らかのメッセージを伝える総合プロデューサーの役割を担っている。本書は、一般に評価が難しいとされる現代アート
をとり扱うキュレーターの仕事の実際を現役キュレーターがＱ＆Ａ形式で解説する。キュレーターを目指す人に限らず、
美術に興味のある人には、その鑑賞のあり方に新たな観点を与えてくれる。

『ワイワイガヤガヤ教師の目、留学生の声 ～異文化交流の現場から～』
嶋田 和子／著 教育評論社発行 2009年 ラベル記号 810.77/ｼﾏ09 資料番号 0009168998
【内容】
イーストウエスト日本語学校で学ぶ外国人留学生たち。日本社会の現状はどのように彼らには映って見えるのか。挨拶の
一環として人前で頭を下げる「おじぎ」作法、電車の中でマンガを読みふける大人など、日本に対する「なぜ？」が彼らの
日常生活にはあふれている。日本文化に接触し、とまどいを感じながらも積極的に異文化理解に努めようとしている留学
生たちの生の声を集めた本書は、日本が多文化共生型社会を生きていくためのメッセージとして受けとめられる。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「春の訪れをことばにのせて ～桜～」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3月に受け入れた本の一部です。
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本は世につれ

植田 康夫／著

水曜社

0009192436

023.1/ｳｴ09

中国明末のメディア革命

大木 康／著

刀水書房

0009206210

023.22/ｵｵ09

徹底検証日本の五大新聞

奥村 宏／著

七つ森書館

0009206202

070.21/ｵｸ09

〈境域〉の実践宗教

林 行夫／編著

京都大学学術出版会

0009198417

162.23/ﾊﾔ09

伊勢神宮と出雲大社

新谷 尚紀／著

講談社

0009206350

175.8/ｼﾝ09

禅的生活のすすめ

高田 明和／著

角川学芸出版

0009206285

188.86/ﾀｶ09

風の旅人

葛井 康子／編著

朝日出版社

0009198367

190.4/ﾌｼ09

埴輪生産と地域社会

城倉 正祥／著

学生社

0009206566

210.32/ｼﾖ09

日本古代王権の支配論理

古市 晃／著

塙書房

0009198615

210.33/ﾌﾙ09

日本中世荘園制成立史論

鎌倉 佐保／著

塙書房

0009198607

210.4/ｶﾏ09

訪ねて見よう！日本の戦争遺産

安島 太佳由／著

角川ＳＳコミュニケーションズ 0009206392

210.6/ﾔｽ09

アンコール・ワットが眠る間に

北川 香子／著

連合出版

0009198581

223.5/ｷﾀ09

４０歳から成功した男たち

佐藤 光浩／〔著〕

アルファポリス 星雲社（発売）

0009198656

280.4/ｻﾄ09

脳科学者ラモン・イ・カハル自伝

サンティアゴ・ラモン・イ・カハル／著

里文出版

0009198490

289.3/ﾗﾓ09

材料使いこなし大全

荒井 章／著

エクスナレッジ

0009209008

592.7/ｱﾗ09

あの人の食器棚

伊藤 まさこ／著

新潮社

0009162694

596.9/ｲﾄ09

国宝源氏物語絵巻

徳川美術館／編

中央公論美術出版

0009157751

721.2/ﾄｸ09

三毛猫ホームズとオペラに行こう！ 赤川 次郎／著

朝日新聞出版

0009206756

766.1/ｱｶ09

梅蘭芳 世界を虜にした男

ビジネス社

0009206699

772.22/ｶﾄ09

今日から始めるランニング・レッスン 牧野 仁／監修

学研

0009206830

782/ﾏｷ09

すぐできる！野球スコアブックのつけ方 前藤 衛／著

東邦出版

0009206681

783.7/ﾏｴ09

英語の点と線

藤沢 晃治／著

角川ＳＳコミュニケーションズ 0009208711

837.8/ﾌｼ09

「蟹工船」の社会史

浜林 正夫／著

学習の友社

0009198904

910.268/ｺﾊ09

浄瑠璃本史研究

神津 武男／著

八木書店

0009161647

912.4/ｺｳ09

女の背ぼね

佐藤 愛子／著

海竜社

0009163015

914.6/ｻﾄ09

英文学の地下水脈

小森 健太朗／著

東京創元社

0009199126

930.26/ｺﾓ09

漁師と歌姫

又吉 栄喜／著

潮出版社

0009198714

F78-26/ﾘﾖ09

加藤 徹／著

