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★　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

文学作品には、その時代の人々の精神が色濃く反映されています。本書では、1990年のドイツ統一後10年

間に書かれた文学作品を通し、東ドイツ社会の混乱と葛藤を読み解いています。ベルリンの壁崩壊直前の

諦観から、統一後の焦燥感、そして次世代におけるアイデンティティーと過去に対する問いかけまで、文学

作品に現れる人々の描写を解説しながら、DDR（ドイツ民主共和国）市民の心情を現代史としてまとめてい

ます。

岡山県立図書館　7月の新着図書紹介

すっかり夏の暑さとなったこの頃、涼やかな風鈴の音が恋しくなりますね。館内は暑さを吹き飛ばす爽やか

な展示や飾りが増えてきました。図書館で本を開いてちょっとひと休みしてみてはいかがでしょうか。

『壁が崩れた後　文学で読むドイツ統一後の東ドイツ社会』　【人文科学資料部門】

國重 裕／著　郁文堂／発行　2022年　請求記号 940.27/ｸﾆ22/　資料番号 0015482896

小さなくまのぬいぐるみのピエールは、スティーヌの家で暮らしています。夜空の月をお金だと思い込んで

取りに行こうとしたり、自転車のサドルがおじいちゃんに見えたり、勘違いからおかしなハプニングが巻き起

こります。原書は、1971年に発表され、50年の歳月を経て日本で初めて翻訳出版されました。おとぼけ屋の

くまの楽しい日常を描いた、7つのストーリーをお楽しみください。

『恐竜学博物館図鑑』　【郷土資料部門】

幼少期に視力を失った「目で見ない族」の著者は触る・聞く・空気を感じるなどの方法で世界を見ます。「目

で見る族」には超能力のように思えますが、著者にとっては視力こそ超能力。そんな違いを面白がる話から

始まる本書は、点字新聞「点字毎日」の連載記事を編んだエッセイ集です。皮肉を交えた言葉の数々には

つい笑いがこみあげてきますが、その内容は切実で重要なものばかり。目で見ない族として、言語学者とし

て、教師として、幅広い視点からメッセージを発信します。「見る」の見え方がきっと変わる一冊です。

『世界を手で見る、耳で見る　目で見ない族からのメッセージ』　【社会科学資料部門】

『くまのピエール』　【児童資料部門】

イブ・スパング・オルセン／著　こぐま社／発行　2022年　請求記号 C949/ｵﾙ/　資料番号0016049843

『スマートフォンと○○の世界』　【自然科学・産業資料部門】

正司 哲朗,  中原 洪二郎, 中坊 勇太[ほか]／著　ナカニシヤ出版／発行　2022年　請求記号 007.3/ﾅﾗ22/　資料番号 0016083958

本書では、岡山理科大学にある恐竜学博物館の展示を写真とともに案内しながら、恐竜研究について紹介

しています。この博物館では、標本だけでなく恐竜研究のプロセスも展示されており、作業中の人を見ること

もできるそうです。鳥類を恐竜の仲間とする仮説や、新種として発見・命名された「ヤマトサウルス・イザナギ

イ」、ゴビ砂漠恐竜調査の最前線など、注目のトピックについての解説も充実しています。恐竜研究の魅力

を知ることができる一冊です。

2008年のiPhone3G発売以来、わずか十数年でスマートフォンは私たちの生活に不可欠なものとなりました。

本書は、人と世界のつながりについて考えるべく、スマートフォンの普及が世の中をどう変えたのかを紹介し

た本です。インターネット依存、SNSが人間関係に及ぼす影響、意思決定に関する行動経済学、インター

ネットを用いた社会調査、家電メーカーの企業間国際競争、情報のパーソナル化が民主主義に与える影響

の6つの観点で、調査・研究結果をもとにそれぞれの専門家がわかりやすく分析しています。

堀越 喜晴／著　毎日新聞出版／発行　2022年　請求記号 369.275/ﾎﾘ22/　資料番号 0016102832

岡山理科大学恐竜学博物館／編　日本文教出版／発行　2022年　請求記号 K457/13B/　資料番号 0015893183



【人文科学資料部門】 岡山県立図書館

書　　　　名 著　　　者 出　版　者 請求記号 資料番号

バレットジャーナル活用術　好きを詰め込
んで手帳時間を楽しく!

mone／著
エムディエヌコーポレー
ション

002.7/ﾓﾈ22/ 0015481260

<自分>を知りたい君たちへ　読書の壁 養老 孟司／著 毎日新聞出版 019.9/ﾖｳ22/ 0015480817

パブリッシング・スタディーズ 日本出版学会／編 印刷学会出版部 023/ﾆﾎ22/ 0016089807

カント講義 高峯 一愚／著 論創社 134.2/ﾀｶ22/ 0016088445

ふと感じる寂しさ、孤独感を癒す本 根本 裕幸／著 清流出版 146.8/ﾈﾓ22/ 0016057655

教養としての神道　生きのびる神々 島薗 進／著 東洋経済新報社 170/ｼﾏ22/ 0016088429

比較革命史の新地平　イギリス革命・フラ
ンス革命・明治維新

岩井 淳／編 山川出版社 209.5/ｲﾜ22/ 0016088593

女系で読み解く天皇の古代史 関 裕二／著 PHP研究所 210.3/ｾｷ22/ 0016088528

物語スコットランドの歴史　イギリスのな
かにある「誇り高き国」

中村 隆文／著 中央公論新社 233.2/ﾅｶ22/ 0016089898

公認会計士が教えるお金の増やし方大
全

金川 顕教／著 ポプラ社 591/ｶﾅ22/ 0016088932

50歳からの髪と頭皮のお悩みQ&A MAYUMI／著 徳間書店 595.4/ﾏﾕ22/ 0015481138

旅するクリームソーダ tsunekawa／著
ハーパーコリンズ・ジャ
パン

596.7/ﾂﾈ22/ 0015480866

マンガメディア文化論　フレームを越えて
生きる方法

鈴木 雅雄／編 水声社 726.101/ｽｽ22/ 0016088684

日本刀が見た日本史　深くておもしろい刀
の歴史

「刀剣ファン」編集部／
著

天夢人 756.6/ﾃﾑ22/ 0015480874

演奏家が語る音楽の哲学 大嶋 義実／著 講談社 760.4/ｵｵ22/ 0016088635

言語の標準化を考える　日中英独仏「対
照言語史」の試み

高田 博行／編著 大修館書店 802/ｹﾝ22/ 0016088726

聞き出す力　「まさか」「ウソでしょう」で秘
密の話が聞ける

近藤 勝重／著 幻冬舎 809.5/ｺﾝ22/ 0015481153

口にするほどきらめくときめく美しい言葉
印象、心持ち、人生-世界が変わる

高橋 こうじ／著 三笠書房 810.4/ﾀｶ22/ 0015481161

「満洲文学」の発掘 西田 勝／著 法政大学出版局 910.263/ﾆｼ22/ 0016088817

人生、山あり谷あり家族あり 岸田 ひろ実／著 新潮社 914.6/ｷｼ22/ 0016088759

ロシア文学からの旅　交錯する人と言葉 中村 唯史／編著 ミネルヴァ書房 980/ﾅｶ22/ 0016088841

【児童資料部門】

ありがとうなかよし しもかわら ゆみ／作 講談社 E/ｼﾓ/ 0016087611

ことりのデパート 苅田 澄子／文
世界文化ワンダークリ
エイト

E/ﾏﾙ/ 0016074304

かえるのほんや やぎ たみこ／作・絵 PHP研究所 E/ﾔｷ/ 0016087652

東京タワーに住む少年 山口 理／作 国土社 C913/ﾔﾏ/ 0016067563

一冊の絵本が子どもを変える 多賀 一郎／著 黎明書房 019.2/ﾀｶ22/ 0016084873



【社会科学資料部門】 岡山県立図書館

書　　　　名 著　　　者 出　版　者 請求記号 資料番号

それでも、世界はよくなっている
ラシュミ・サーデシュパ
ンデ／著

亜紀書房 304/ｻﾃ22/ 0016102626

ただしさに殺されないために  声なき者へ
の社会論

御田寺 圭／著 大和書房 304/ﾐﾀ22/ 0016087694

政治家のレトリック  言葉と表情が示す心
理

木下 健／著 勁草書房 311.14/ｷﾉ22/ 0016083669

日本一バズる公務員 守時 健／著 扶桑社 318.584/ﾓﾘ22/ 0016102980

地域おこし協力隊の強化書  12人の奮闘
から学ぶ

畠田 千鶴／監修 ビジネス社 318.6/ﾊﾀ22/ 0016089450

その規約、読みますか?  義務的情報開
示の失敗

オムリ・ベン=シャハー
／著

勁草書房 321.3/ﾍﾝ22/ 0016102758

非戦の誓い  「憲法9条の碑」を歩く 伊藤 千尋／著 あけび書房 323.142/ｲﾄ22/ 0016083453

そのビジネス課題、最新の経済学で「す
でに解決」しています。

今井 誠／編著 日経BP 331/ｲﾏ22/ 0016083552

起業がうまくいった人は一年目に何をした
か?

新井 一／著 総合法令出版 335/ｱﾗ22/ 0016086357

事件から読みとく日本企業史 武田 晴人／著 有斐閣 335.21/ﾀｹ22/ 0016087801

コンサルティング業界のしくみとビジネス
がこれ1冊でしっかりわかる教科書

コダワリ・ビジネス・コンサ
ルティング株式会社／著

技術評論社 336/ｺﾀ22/ 0016086340

仕事は自分ひとりでやらない 小田木 朝子／著 フォレスト出版 336.3/ｵﾀ22/ 0016083529

メディアとアーカイブ  地域でつくる・地域
をつくる

松本 恭幸／編 大月書店 361.453/ﾏﾂ22/ 0016083743

新しい声を聞くぼくたち 河野 真太郎／著 講談社 367.5/ｺｳ22/ 0016102857

「障害」ある人の「きょうだい」としての私 藤木 和子／著 岩波書店 369.27/ﾌｼ22/ 0015952542

どうして?  あたらしいおうちにいくまでのお
はなし

ひぐち あずさ／作 遠見書房 369.43/ﾋｸ22/ 0016087918

勉強が面白くなる瞬間  読んだらすぐ勉強
したくなる究極の勉強法

パク ソンヒョク／著 ダイヤモンド社 375/ﾊｸ22/ 0016089427

一億年の森の思考法  人類学を真剣に受
け取る

奥野 克巳／著 教育評論社 382.243/ｵｸ22/ 0016089666

失われゆく娯楽の図鑑 藤木TDC／監修 グラフィック社 384.8/ﾌｼ22/ 0016084071

護符図鑑  悪疫封じから願望成就まで 神
頼みは日本古来の意識科学

島田 裕巳／著 ビオ・マガジン 387/ｼﾏ22/ 0016086704

桃太郎は嫁探しに行ったのか? 倉持 よつば／著 新日本出版社 388.1/ｸﾗ22/ 0016087959

【郷土資料部門】

和気清麻呂・広虫  マンガふるさとの偉人 南 一平／マンガ
和気清麻呂公顕彰事業
審査委員会

K289/W-37B/ 0016091076

新設灌漑用水沿革記  岡山県赤坂郡周
匝村外二か村

大館 寛太／著 大学教育出版 K614/286B/ 0015893274

詩人井奥行彦なんば・みちこ夫妻ものが
たり

重光 はるみ／著 火片発行所 K915/61B/ 0015996960

苫勝八十八ヶ所霊場の調査と記録
苫勝八十八ヶ所霊場調
査委員会／編集

富田 敦士（金森山新善
光寺）

KL180/14B/ 0016105975

刀剣画報  小龍景光・大包平と桜田門外
の変

ホビージャパン KL756/36B/ 0015893092



【自然科学資料部門】 岡山県立図書館

書　　　　名 著　　　者 出　版　者 請求記号 資料番号

BODY SHARING 身体の制約なき未来 玉城 絵美／著 大和書房 007.1/ﾀﾏ22/ 0016071805

フォノ・サピエンス誕生 新デジタル時代の
勝ち残り方

チェ ジェブン／著 文響社 007.3/ﾁｴ22/ 0016070062

なぜ日本からGAFAは生まれないのか 山根 節／著 光文社 007.35/ﾔﾏ22/ 0016088320

SNS炎上なんてしないと思っている人が
読むべき本

宮下 由多加／著 ジャムハウス 007.353/ﾐﾔ22/ 0016087231

わかりやすく教える小学校6年間の算数 小澤 淳／著 ナツメ社 410/ｵｻ22/ 0015483027

知られざる温泉の秘密 齋藤 勝裕／著
シーアンドアール研究
所

453.9/ｻｲ22/ 0016089062

ウソをつく生きものたち 森 由民／著 緑書房 481.7/ﾓﾘ22/ 0016088155

農村医療から世界を診る 色平 哲郎／著 あけび書房 498.04/ｲﾛ22/ 0015980667

国土のリ・デザイン 中岡 義介／著 花伝社 510.921/ﾅｶ22/ 0016089138

閉ざされる建築、開かれる空間 社会と建
築の変容

中川 理／著 鹿島出版会 520.4/ﾅｶ22/ 0016089120

町田忍の懐かしの昭和家電百科 町田 忍／著 ウェッジ 545.88/ﾏﾁ22/ 0016089195

図解でわかるカーボンニュートラル燃料
CN[2]燃料の普及を考
える会／編著

技術評論社 575.15/ｼｴ22/ 0016089179

2030年「東京」未来予想図 市川 宏雄／著
クロスメディア・パブリッ
シング

601.136/ｲﾁ22/ 0016086951

病気と害虫を防ぐ 草間 祐輔／著 NHK出版 627.18/ｸｻ22/ 0016088262

ノーコスト林業のすすめ 戦後林業からの
脱却

荻 大陸／著 日本林業調査会 650.4/ｵｷ22/ 0015863558

日本のラベル 明治・大正・昭和 三好 一／著 IBCパブリッシング 675.18/ﾐﾖ22/ 0016089245

＜交通文化資料＞

北海道廃線紀行 芦原 伸／著 筑摩書房 291.1/ｱｼ22/ 0016088379

事業用車両の世界 検査・測定・保線・除
雪ではたらく鉄道車両

「旅と鉄道」編集部／編 天夢人 536/ﾃﾑ22/ 0016068181

地図鉄のすすめ 今尾 恵介／[著] 昭文社 686.21/ｲﾏ22/ 0015980378

進化する羽田空港 唯野 邦男／著 交通研究協会 687.913/ﾀﾀ22/ 0016068157

＜視聴覚資料＞

エリザベス2世 知られざる女王の素顔
（DVD）

アラン・バイロン／監督,
脚本,製作

ギャガ V289/ｴ/ 0200252161

種まく旅人 夢のつぎ木（DVD） 佐々部 清／監督 エネット V778/ﾀ/ 0200250835

中島勝祐創作賞 第8回 狐狸廓化競（CD） 日本伝統文化振興財団 S360/ﾅ/8 0200274298

 

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 !!!!


