
★　貸出は15日以内10冊までです。貸出中のものは予約できます。お問い合わせ先：岡山県立図書館　086-224-1288

鳥が大好きなおじいちゃんは「わたし」たち兄弟に、大空を舞う鳥の魅力や、小さな命の持つ温かさなど、

たくさんのことを教えてくれます。ですが時が経つうちに、おじいちゃんの目は衰え、やがてベッドから起き

上がることもできなくなってしまいました。そして訪れたお別れの日、おじいちゃんのねがいごとは叶うので

しょうか。悲しい別れの後にも、その人が遺してくれたものを確かに感じられる、切なくも温かい物語。絵の

具の質感を活かした挿し絵も印象的です。

『読む旅のススメ　ふるさと岡山再発見』　【郷土資料部門】

宮尾 博躬／執筆　一粒書房／発行　2021年　請求記号 K290.9/480B/　資料番号 0015706344

『知ってるつもり 「問題発見力」を高める「知識システム」の作り方』　【社会科学資料部門】

西林 克彦／著　光文社／発行　2021年　請求記号 371.41/ﾆｼ21/　資料番号 0015934045

『おじいちゃんのねがいごと』　【児童資料部門】

パトリシア・マクラクラン／文　クリス・シーバン／絵　光村教育図書／発行　2021年　請求記号 E/ｼﾊ　資料番号 0015926918

世界最古の発酵食品であるヨーグルトの起源は、アナトリア（現在のトルコ）で牧畜が始まった新石器時代

にまでさかのぼると言われています。ヨーグルトは聖なる食べ物として主な宗教の信仰の対象となりました。

その後、多くの研究によりヨーグルトの健康効果や腸内環境への好影響などが広く知られるに至る歴史が

記されています。世界のヨーグルト事情や自家製ヨーグルトの作り方、料理のレシピも紹介されています。

『ヨーグルトの歴史』　【自然科学・産業資料部門】

ジューン・ハーシュ／著　富原 まさ江／訳　原書房／発行　2021年　請求記号 648.18/ﾊｼ21/　資料番号 0015925464

「昆虫を知っていますか」と問われたら多くの人が知っていると答えるでしょう。しかし、他の生き物とどう違うかと問われると困るか

もしれません。自分では「知ってる」と思い込んで、その周りにある知らないことの存在に気付かない状態。これを著者は「知って

るつもり」と呼び、そこから脱して「きっちりわからなくなれる」ことが必要だと言います。本書ではわからない点を見つけるために、

飛行機雲や面積の公式など「知ってるつもり」になりやすい例を用いながら、持っている知識を有機的に繋げて知識システムを

整備する方法を解説します。問題発見力を磨いたり、自らの思考力や知識を深めたりするのに役立つ一冊です。

本書は、岡山県内のバスツアーを読んで体験できるガイド本です。実際に行われた旅程が豊富な写真とともに、バスガイドの案

内口調で紹介されており、観光バスに乗っている気分を味わえるように工夫されています。ツアーは県内を巡る12コースと小豆

島編2コースが収録されています。豊富な知識が遺憾なく発揮されており、訪れたことがある場所でも新たな魅力を発見できるか

もしれません。お家で旅行気分を味わうのはもちろん、実際に県内を巡るお供にもおすすめの一冊です。

本書では世界中を旅してきた著者が、自分にとって「いちばん○○な国」を案内しています。世界でいちば

ん「美味しい国」「カラフルな国」「前向きな国」など、テーマごとに選んだ25ヵ国を著者の撮った写真と共に

紹介しています。また、現地の人とのコミュニケーションや、驚きのエピソードなども盛り込まれています。コ

ロナ禍でなかなか海外旅行に行けない今だからこそ、本書を読みながら世界の国々の良さを巡る旅に出

てみませんか。

岡山県立図書館　12月の新着図書紹介

すっかり寒くなり、県北では雪も降り始めました。今年もあっという間に師走です。やり残したこと、読み

忘れていた本はありませんか。年末は12月28日まで開館しています。ぜひご利用ください。

『いちばん探しの世界旅』　【人文科学資料部門】

吉田 友和／著　産業編集センター／発行　2021年　請求記号 290.9/ﾖｼ21/　資料番号 0015931660

2021.12.10　発行



【人文科学資料部門】 岡山県立図書館

書　　　　名 著　　　者 出　版　者 資料番号 請求記号

東京の美しい図書館 立野井 一恵／著 エクスナレッジ 0015927783 010.213/ﾀﾃ21/

波の地図
原田 佳夏、なかひら ま
い／著

雷鳥社 0015925779 031/ﾊﾗ21/

権力者と愚か者　FT編集長が見た激
動の15年

ライオネル・バーバー／
著、高遠 裕子／訳

日経BP日本経済新聞
出版本部

0015925795 070.233/ﾊﾊ21/

ポスト・ヒューマニズム　テクノロジー
時代の哲学入門

岡本 裕一朗／著 NHK出版 0015931587 104/ｵｶ21/

ローマ皇帝のメンタルトレーニング
ドナルド・ロバートソン／
著、山田 雅久／訳

CCCメディアハウス 0015927809 131.5/ﾛﾊ21/

知識は身体からできている　身体化
された認知の心理学

レベッカ・フィンチャー‐キー
ファー／著、望月 正哉／訳 新曜社 0015931637 141.51/ﾌｲ21/

関西・幕末維新の史跡50選
木村 幸比古／文、三村
博史／写真

淡交社 0015931744 216.05/ｷﾑ21/

先住民のメキシコ　征服された人々
の歴史を訪ねて

阿部 修二／著 明石書店 0015931694 256.05/ｱﾍ21/

オリエント急行　究極の豪華寝台列
車のすべて

櫻井 寛／写真・文 世界文化社 0015450067 293.09/ｻｸ21/

パリの着せ替え人形と手編みニット
今野 はるえ、ル ゴル
ヴォン朋子／著

産業編集センター 0015932221 594.3/ｺﾝ21/

美容皮膚科医が教える大人のヘアケ
ア再入門

吉木 伸子／著 青春出版社 0015451420 595.4/ﾖｼ21/

はじめてでも簡単!毎日がラクになる
電気圧力鍋の絶品レシピ

上島 亜紀／著 主婦の友社 0015450158 596/ｶﾐ21/  

忘れられた祭り京都染織祭　恐慌・戦
争・復興を駆ける

北野 裕子／著、京都染
織文化協会／監修

思文閣出版 0015453459 753.216/ｷﾀ21/

手帳と手書き譜から辿るフランシス
コ・タレガ伝

手帳と手書き譜から辿
るフランシスコ・タレガ伝

現代ギター社 0015451438 762.36/ﾀﾚ21/

イップス　魔病を乗り越えたアスリート
たち

澤宮 優／[著] KADOKAWA 0015931819 780.14/ｻﾜ21/

ついスマホに頼ってしまう人のための
日本語入門

堀田 あけみ、村井 宏
栄／著

ナカニシヤ出版 0015451404 810/ﾎﾂ21/

ロジカルな文章の書き方超入門 別所 栄吾／[著]
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

0015450174 816/ﾍﾂ21/

英語でオノマトペ表現　日本語の豊
かな擬音語擬態語を英語でこう言う

ルーク・タニクリフ／著 アルク 0015450182 834/ﾀﾆ21/

谷崎潤一郎をめぐる人々と着物　事
実も小説も奇なり

中村 圭子、中川 春香
／著

東京美術 0015932080 910.268/ﾀﾆ21/

松本隆のことばの力
松本 隆／[著]、藤田 久
美子／インタビュー・編

集英社インターナショナ
ル

0015932007 911.66/ﾏﾂ21/

イン・マイ・ライフ 吉本 由美／著 亜紀書房 0015450216 914.6/ﾖｼ21/

【児童資料部門】

ありがとうのうたをうたえば
マイケル・モーパーゴ／
さく

小学館 0015926926 E/ｸﾗ/

もりにきたのは
サンドラ・ディークマン／
作

山烋 0015924814 E/ﾃｲ/

明日のカルタ 倉本 美津留／著 日本図書センター 0015934706 C159/ｸﾗ/

カティとつくりかけの家 福井 さとこ／作・絵 ポプラ社 0015933534 C913/ﾌｸ/

エヴィーのひみつと消えた動物たち マット・ヘイグ／作 ほるぷ出版 0015924764 C933/ﾍｲ/



【社会科学資料部門】 岡山県立図書館

書　　　　名 著　　　者 出　版　者 資料番号 請求記号

個人的なことは社会的なこと 貴戸 理恵／著 青土社 0015927429 304/ｷﾄ21/

何もしない ジェニー・オデル／著 早川書房 0015927445 309/ｵﾃ21/

The World  世界のしくみ リチャード・ハース／著
日経BP日本経済新聞
出版本部

0015934250 319/ﾊｽ21/

図解明日を生きるための「資本論」
超・格差社会に持っておきたい武器

的場 昭弘／監修 青春出版社 0015934102 331.6/ﾏﾄ21/

ゲームチェンジ日本 真壁 昭夫／著
エムディエヌコーポレー
ション

0015927353 332.107/ﾏｶ21/

イノベーションのDNA  破壊的イノ
ベータの5つのスキル

クレイトン・クリステンセ
ン／著

翔泳社 0015934276 336.17/ｸﾘ21/

仕事は1冊のノートで10倍差がつく 鈴木 進介／著 明日香出版社 0015930969 336.2/ｽｽ21/

ワークライフ・インテグレーション  未
来を拓く働き方

平澤 克彦／編著 ミネルヴァ書房 0015934615 336.4/ﾋﾗ21/

データエコノミー入門  激変するマ
ネー、銀行、企業

野口 悠紀雄／著 PHP研究所 0015934110 338/ﾉｸ21/

なぜあなたは自分の「偏見」に気づけ
ないのか

ハワード・J.ロス／著 原書房 0015934466 361.4/ﾛｽ21/

東京の生活史 岸 政彦／編 筑摩書房 0015846314 361.78/ｷｼ21/

やさしくない国ニッポンの政治経済学
日本人は困っている人を助けないのか

田中 世紀／著 講談社 0015934193 369.021/ﾀﾅ21/

健康と生きがいづくりに役立つ笑いの
力

田久 朋寛／著 セルバ出版 0015931140 369.26/ﾀｷ21/

はじめての地域防災マネジメント  災
害に強いコミュニティをつくる

長谷川 万由美／編著 北樹出版 0015931454 369.3/ﾊｾ21/

子どもたちへのまなざし 渡部 達也／著 エイデル研究所 0015927544 369.4/ﾜﾀ21/

アルバイトの誕生  学生と労働の社
会史

岩田 弘三／著 平凡社 0015934052 377.9/ｲﾜ21/

甲子園夢プロジェクトの原点 久保田 浩司／著 大学教育出版 0015934177 378.6/ｸﾎ21/

ジェンダーレス時代の男の子女の子
の育て方

佐藤 律子／著 秀和システム 0015927676 379.9/ｻﾄ21/

プディングの歴史 ジェリ・クィンジオ／著 原書房 0015934441 383.8/ｸｲ21/

仲人の近代  見合い結婚の歴史社会学 阪井 裕一郎／著 青弓社 0015936792 385.4/ｻｶ21/

世界の動きとつなげて学ぶ日本国防史 宗像 久男／著 並木書房 0015934425 392.1/ﾑﾅ21/

【郷土資料部門】

小野小町の子孫に生まれて・・・ 小野 浩一郎／著 [小野 浩一郎] 0015871478 K288/143B/

岡山県経済ダイジェスト 2021
Okayama economic digest

岡山経済研究所／[編] 岡山経済研究所 0015853815 KL330.5/3/2021B/

後月教育をきり開いた枝益六
後月郡教育会史研究会
／編集

[後月郡教育会史研究
会]

0015872179 K372/53B/

村上原野縄文造形作品集  縄文スパ
イラル・ノヴァ

村上 原野／著 猪風来美術館 0015845175 KL751/144B/

詠子の音楽散歩 三宅 詠子／著 三宅詠子 0015917214 K940/90B/



【自然科学資料部門】 岡山県立図書館

書　　　　名 著　　　者 出　版　者 資料番号 請求記号

ニヒリズムとテクノロジー ノーレン・ガーツ／著 翔泳社 0015882749 007.3/ｶﾂ21/

バングラデシュIT人材がもたらす日本
の地方創生

狩野 剛／著
佐伯印刷株式会社出版
事業部

0015709702 007.35/ｶﾉ21/

Google Cloudのしくみと技術がこれ1
冊でしっかりわかる教科書

grasys／著 技術評論社 0015912702 007.6/ｸﾗ21/

Pythonで学ぶ音声合成 山本 龍一／著 インプレス 0015905763 007.64/ﾔﾏ21/

アルキメデスの驚異の発想法 上垣 渉／著
集英社インターナショナ
ル

0015882269 410.23/ｳｴ21/

元素創造 93～118番元素をつくった
科学者たち

キット・チャップマン／著 白揚社 0015902901 431.11/ﾁﾔ21/

図説100のトピックでたどる月と人の
歴史と物語

デイヴィッド・ウォームフ
ラッシュ／著

原書房 0015902893 446/ｳｵ21/

虫のぬけがら図鑑 安田 守／著 ベレ出版 0015880529 486.1/ﾔｽ21/

425人の専門医が教える健康情報の
ウソ・ホント

Medical DOC／著
幻冬舎メディアコンサル
ティング

0015882418 498.3/ｼｴ21/

WMSで実現する中小製造業の物流
DX

東 聖也／著
幻冬舎メディアコンサル
ティング

0015882772 509.67/ﾋｶ21/

日本全国ゴミ清掃員とゴミのちょっと
いい話

滝沢 秀一／著 主婦の友社 0015882392 518.54/ﾀｷ21/

機械式時計大全 山田 五郎／著 講談社 0015903016 535.2/ﾔﾏ21/

タグボートのしごと
日本港湾タグ事業協会
／監修

成山堂書店 0015882624 556.74/ﾆﾎ21/

ウイスキー・ウーマン フレッド・ミニック／著 明石書店 0015903024 588.57/ﾐﾆ21/

農家が教えるゆずづくし 農山漁村文化協会／編 農山漁村文化協会 0015882939 625.37/ﾉｳ21/

○×写真でわかるおいしい野菜の生
育と診断

高橋 広樹／著 農山漁村文化協会 0015882913 626/ﾀｶ21/

山鳥の魔力 今井 雄一郎／著 共栄書房 0015882806 659/ｲﾏ21/

小田桐昭の「幸福なCM」。 小田桐 昭／著 辰巳出版 0015882780 674.6/ｵﾀ21/

良いFAQの書き方 樋口 恵一郎／著 技術評論社 0015910250 675/ﾋｸ21/

＜交通文化資料＞

終着駅の日は暮れて 服部 夏生／文 天夢人 0015830391 291.09/ﾊﾂ21/

最後の一両 最後に残った一両が魅
せる車両の命運と軌跡

池口 英司／著 イカロス出版 0015865116 536/ｲｹ21/

西日本JRバス中国JRバス BJエディターズ 0015835523 537.93/ﾆｼ21/

想い出の国鉄・JRアルバム 第1巻 非
電化時代の相模線各駅停車

山田 亮／著 フォト・パブリッシング 0015838535 686.21/ｵﾓ21/1

 ① 県立図書館ホームページ 【調査研究と相談】 → 【新着図書紹介】

② 蔵書検索画面で 「新着資料」をクリック （新着資料ジャンル一覧）

③ 図書館閲覧室内には、各部門ごとに新着図書コーナーがあります。

県立図書館 の 新着図書 を チェック !!!!


