県立図書館１０月の新着図書紹介
（人文科学編）
岡山県立図書館

2019.10.10

発行

『東大流「元号」でつかむ日本史』
山本 博文／著 河出書房新社／発行 2019年 請求番号 210.1/ﾔﾏ19/ 資料番号 0014986475

【内容】
岡山県生まれの著者が、飛鳥時代から現代までの代表的な元号について時代順に解説しながら、日本の歩みを一気に読
みときます。それぞれの時代ごとに、時代の概要・使用された元号・改元にまつわるエピソード・元号の特徴などについてまと
めています。巻末には「大化」から「令和」までの改元理由が一覧で載っており、ハレー彗星・月食・地震などの自然現象でも
改元されたことがわかります。２０１９年４月に令和が新元号に選ばれた理由や背景を知り、あらためて元号に思いをはせてみ
てはいかがでしょうか。
、
『父親の科学 見直される男親の子育て』
ポール・レイバーン／著 東 竜ノ介／訳 白揚社／発行 2019年 請求記号 598.2/ﾚｲ19/ 資料番号 0014948541

【内容】
本書は、５人の子どもの父親である著者が、「父親は子育てに必要か」というテーマで、これまで見過ごされることの多かった
男性の育児における役割を、科学的な視点から検証した一冊です。母親を研究した文献は昔から数多くありますが、父親を
研究した文献はまだそれほど多くありません。本書では、受精から妊娠期間、子どもの各成長過程において父親の必要性を
掘り下げ、父親の不在が子どもに与える影響についても論じています。全米育児出版賞金賞を受賞した作品です。
『なんてったって邦楽 おもしろ日本音楽』
釣谷 真弓／著 東京堂出版／発行 2019年 請求記号 768/ﾂﾘ19/ 資料番号 0014945075

【内容】
現在では邦楽は中学校の音楽授業で必須となり、国際的な注目を集める場も増えています。本書では邦楽の琴・箏・三味
線・尺八について、Ｑ＆Ａを交えながら歴史や楽器についての知識を親しみやすく解説しています。２０２０年には東京オリン
ピック・パラリンピック、２０２４年には大阪万博が開催され、世界に日本の文化を発信する機会が訪れます。訪日外国人の
方々に日本の伝統文化を知ってもらうことが一番の「おもてなし」となるのではないでしょうか。
『奇跡の朗読教室 人生を変えた21の話』
斉藤 ゆき子／著 新泉社／発行 2019年 請求記号 809.4/ｻｲ19/ 資料番号 0014948087

【内容】
2017年NHKのドラマ「この声をきみに」のモデルの一つとなったのが、著者が朗読指導を行っている朗読塾「ソフィアの森ボイ
スアカデミー」です。かつてフリーアナウンサーであった著者は、2011年の東日本大震災の後「声を通して人に元気になって
もらいたい」という思いから朗読教室を開きました。本書では、朗読がきっかけで人生が好転した生徒のエピソードの他に、朗
読指導の解説や登場した朗読作品の紹介もあり、朗読の力の素晴らしさが実感できることでしょう。
『「ハイジ」が見たヨーロッパ』
森田 安一／著 河出書房新社／発行 2019年 請求記号 943.6/ｽﾋ19/ 資料番号 0014945729

【内容】
小説『ハイジ』は、これまでたくさんの言語に翻訳され読み継がれている作品で、日本でもＴＶアニメ「アルプスの少女ハイジ」
の原作となりました。本書には、アニメでおなじみのおじいさんの話からハイジの白パン、ペーターのお駄賃やクララの療養な
どが話題として取り上げられています。また、それらの背景であるスイス特有の傭兵制度や食糧事情、コインの歴史や教育事
情についても解説されています。小説の舞台となった１９世紀ヨーロッパの社会的背景が浮かびあがってくる一冊です。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
『ラグビーワールドカップ』（１０月２２日～１１月１７日）、『岡山芸術交流２０１９』（１０月２２日～１１月２４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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北海道大学出版会

0014975593 041/ｽｽ19/

支配の構造 国家とメディア-世論は 堤 未果／著
いかに操られるか
中島 岳志／著

SBクリエイティブ

0014965420 070.1/ﾂﾂ19/

西尾幹二全集

西尾 幹二／著

国書刊行会

0014925440 081.6/ﾆｼ11/19

神性と経験 ディンカ人の宗教

ゴドフリー・リーンハート／著
出口 顯／監訳

法政大学出版局

0014975478 163/ﾘﾝ19/

英雄の神話的諸相

フィリップ・ヴァルテール／著
渡邉 浩司／訳

中央大学出版部

0014975619 164/ﾜﾙ19/

禅の知恵に学ぶ

山川 宗玄／著

NHK出版

0015062557 188.8/ﾔﾏ19/

古代の地域支配と渡来人

大橋 信弥／著

吉川弘文館

0014965933 210.3/ｵｵ19/

古代の都 なぜ都は動いたのか

吉村 武彦／編
吉川 真司／編

岩波書店

0014959746 210.3/ﾖｼ19/

田中角栄のふろしき 首相秘書官の
前野 雅弥／著
証言

日本経済新聞出版社

0015025109 289.1/ﾀﾅ19/

国際線機長の履歴書

田村 貞雄／著

幻冬舎メディアコンサル
0014959498 289.1/ﾀﾑ19/
ティング

週末香港大人手帖

甲斐 美也子／著

講談社

0014959738 292.239/ｶｲ19/

ミニマリストな暮らしのつくり方 何か
主婦の友社／編
ら減らす?どうやめる?

主婦の友社

0014966493 590/ｼﾕ19/

40歳からカラダを変えた料理家の筋 牛尾 理恵／著
肉をつくる最強メソッド
清水 忍／監修

朝日新聞出版

0014959357 595.6/ｳｼ19/

予約の取れない家政婦makoの世界一かん
たん!糖質オフのやせるつくりおき

mako／著
西脇 俊二／監修

KADOKAWA

0014959407 596/ﾏｺ19/

メスティン自動レシピ

メスティン愛好会／著

山と溪谷社

0015062565 596.4/ﾒｽ19/

現代美術茶話

海上 雅臣／著

藤原書店

0014973564 704/ｳﾅ19/

「大家さんと僕」と僕

矢部 太郎／ほか著

新潮社

0014975601 726.101/ﾔﾍ19/

この世を生き切る醍醐味

樹木 希林／著
石飛 徳樹／聞き手

朝日新聞出版

0014966519 778.21/ｷｷ19/

<やさしい日本語>と多文化共生

庵 功雄／編
岩田 一成／編

ココ出版

0014959894 810.7/ｲｵ19/

日本語教育への道しるべ

坂本 正／監修
川崎 直子／監修

凡人社

0014974620 810.7/ｻｶ17/4

CNNニュース・リスニング 1本30秒だ 『CNN English Express』
朝日出版社
から、聞きやすい!
編集部／編集

0014959308 831.1/ｱｻ14/2019-1

辻邦生 永遠のアルカディアへ

学習院大学史料館／編 中央公論新社

0014945687 910.268/ﾂｼ19/

兵部卿物語全釈

秋本 吉徳／編著
藤井 由紀子／編著

武蔵野書院

0014972517 913.41/ｱｷ19/

千一夜物語 ガラン版

西尾 哲夫／訳

岩波書店

0014973671 929.763/ﾆｼ19/1

ある作家の夕刻 フィッツジェラルド
後期作品集

スコット・フィッツジェラルド／
著
村上 春樹／編訳

中央公論新社

0014945786 933.7/ﾌｲ19/

東京大学出版会

0014975627 980.2/ﾀｶ19/

ロシア近代文学の青春 反省と直接
高橋 知之／著
性のあいだで

