県立図書館１月の新着図書紹介
（人文科学編）
岡山県立図書館

2020.1.10

発行

『東大教授が考えるあたらしい教養』
藤垣 裕子／著 柳川 範之／著 幻冬舎／発行 2019年 請求番号002/ﾌｼ19/ 資料番号 0014625313

【内容】
ネットで検索すればあらゆる情報が瞬時に手に入る現在、「教養＝知識量」という従来の考え方は通用しなくなってきていま
す。著者は、正解のない問いに対し意見の異なる他者との議論を通して思考を柔軟にし、自分がよりよいと考える答えにたど
り着くことが教養だと考え、東大の授業では自分で考えアウトプットすることを重視していると述べています。また、東大生では
ない私たちにもできる教養が身につく習慣として「『確からしいことは何か』を考えてみる」「思考を組み立てるために『しゃべ
る』」「本は『疑いながら読む』」などの5つの方法も紹介しています。
『「笑い」の解剖 経済学者が解く５０の疑問』
中島 隆信／著 慶應義塾大学出版会／発行 2019年 請求記号 141.6/ﾅｶ19/ 資料番号 0014976088

【内容】
経済学者である著者が「笑い」を研究対象とし、第１章では著者が考える「人間がどのようにして笑いに至るのか」という笑いの
仕組みが「四段階説」として解説されています。第２章以降は笑いに関して身近な問題、経済学者ならではのビジネスの観点
から落語や漫才など、さらに笑いと健康まで、さまざまな質問に答える形で笑いについて取り上げています。「笑い」をテーマ
にしながら”笑えない本”と著者は謙遜していますが、「笑い」に関して多くの知識を得ることができます。
、
『世界をおどらせた地図 欲望と蛮勇が生んだ冒険の物語』
エドワード・ブルック=ヒッチング／著 関谷 冬華／訳 日経ナショナルジオグラフィック社／発行 2019年 請求記号 290.38/ﾌﾙ19/ 資料番号 0015043706

【内容】
地図が現在のような形になるまでには、数々の冒険の積み重ねと壮絶なドラマがありました。地図に引かれた線の裏には、未
踏の地を巡る命知らずな冒険家たちの波瀾万丈の物語が隠されています。本書には、コロンブスの大西洋横断やマゼランの
世界一周航海などの有名な冒険物語から歴史には深く刻まれなかった大航海まで、世界地図に影響を与えた39の壮大なエ
ピソードが美しい古地図と共に紹介されています。冒険家たちのワクワクするような物語を皆さんも辿ってみませんか。
『時代劇でござる マゲモン作家ニヨル江戸ノ手引書』
柏田 道夫／著 春陽堂書店／発行 2019年 請求記号 778.8/ｶｼ19/ 資料番号 0014994792

【内容】
本書は時代劇の脚本家がシナリオ・センタースクールの月刊誌『シナリオ教室』で時代劇を書きたい人のために書かれた連載
を、「時代物」を詳しく読みたい・楽しみたい人向けに書き改めたものです。江戸時代についての学問的・専門的な解説書で
はなく、「時代劇が好き」な人のために映画、ドラマ、小説、落語といったジャンルから引用した、江戸時代を知るための入門的
な読み物です。時代劇の基礎知識を得ることでより時代劇を楽しむことができます。
『和歌と暮らした日本人 恋も仕事も日常も』
浅田 徹／著 淡交社／発行 2019年 請求記号 911.104/ｱｻ19/ 資料番号 0015036494

【内容】
和歌がどんな時に詠まれたかという背景を知らないために、和歌に対して格調高く難解なものという印象をもっていませんか。
この本では、平安時代から江戸時代の終わりまでの和歌を挙げ、和歌の持つ「気軽なメッセージ」「心情の吐露」「出世や政治
のための教養」「記録」「みんなで集まって詠んで楽しめる」などの特徴を解説しています。教科書などでは知ることのない「和
歌とはどういったもので、どう使われてきたのか」という和歌の果たしてきた役割について理解を深めることができます。巻末に
は、和歌の世界をもっと知りたい読者のためのブックリストも載っています。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
『明智光秀とその周辺、敵かな？味方かな？』『モーツァルト生誕３００年』です。（１月１８日～２月１６日）
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12月に受け入れた本の一部です。
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0015058266 774/ﾂｼ19/
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瀬戸内 寂聴／著
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人間の芯

曽野 綾子／著

青志社
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精選折口信夫
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