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『現代のリベラルアーツとは何か』
小宮山 宏／ほか著 NHK出版／発行 2020年 請求記号 002/ｲﾏ20/ 資料番号 0015172380

【内容】
現代社会は莫大な情報が飛び交っており、一つの問題についても様々な分野の問題が絡んでくるので、解決しようとすると多
岐にわたる知識や発想力が必要です。だからこそ筆者は「知の全体像」を掴むことの重要性を述べています。本書は、オンラ
インの教養講座「テンミニッツTV」から、各学問に接する上での入門編として選ばれた六つの講義を収録しています。経済学
や科学、東洋思想などに精通する大学教授らが、それぞれの専門とする学問から、どのような発想や考え方を持つべきかに
ついて語り、学びを日常に取り入れる大切さを伝えてくれます。
『天変地異はどう語られてきたか』
串田 久治／著 東方書店／発行 2020年 請求記号220/ｸｼ20/ 資料番号0014669774

【内容】
地震・火災・水害・渇水・疫病・異常気象など、天変地異との付き合いは、古来から各地で語り継がれ、その記録が多数残され
ています。自然現象を政治のバロメーターとした儒教。地震は仏の吉祥であると説いた仏教。災害は神の意志のあらわれとし
たイスラム教やキリスト教。また、植民地支配さえも天変地異と見なした近代朝鮮。本書では、過去にアジア各地で記録された
「天変地異」を紐解くことで、災害と共に生きるヒントを探っています。天変地異における先人の教訓や知恵が分かる一冊で
す。
、
『毎日が最後の晩餐 玉村流レシピ&エッセイ』
玉村 豊男／著 天夢人／発行 2020年 請求記号 596.04/ﾀﾏ20/ 資料番号 0015171895

【内容】
「最後の晩餐には何を食べますか」という質問はよく耳にしますが、実際にはきょうの晩餐が最後の晩餐になると、あらかじめわ
かっている状況は稀です。趣味が高じて自宅の目の前にワイナリーをつくってレストランを営業するまでになった著者が、50年
間つくり続けた料理の中から選び抜いた「最後の晩餐」を一冊にまとめました。とにかく簡単で、間違いがなく、確実においし
い料理のレシピと、料理にまつわるエッセイが収録されています。
『はたらく浮世絵 大日本物産図会』
橋爪 節也・曽田 めぐみ／監修 青幻舎／発行 2019年 請求記号 721.9/ｱﾝ20/ 資料番号 0015119449

【内容】
「大日本物産図会」は、日本各地の産物を、それに携わる人々とともに描き出したシリーズものの錦絵です。絵師は三代目歌
川広重で、１１８図が確認されています。本書では、「はたらく人々」の視点から、「大日本物産図会」を絵として読み直します。
様々な物産品を並べたにぎやかな店、男女問わず協力してわきあいあいと働く仕事人たち、現代にも引き継がれる伝統の物
産品などを描いた図に解説を付け紹介しています。浮世絵から、今も昔も変わらない仕事ぶりや、親の仕事を手伝う子ども達
の様子を見つけたりと、様々な楽しみ方ができる一冊です。
『映画ノベライゼーションの世界 スクリーンから小説へ』
波戸岡 景太／著 小鳥遊書房／発行 2020年 請求記号 902.3/ﾊﾄ20/ 資料番号 0014669881

【内容】
本書は、映画が小説になるときに引き起こされるさまざまな事象を、米文学を中心に据えながら描いています。ノベライゼー
ションは、単に「映画を小説化した」だけのものではありません。ともすれば薄利多売のけばけばしいイメージで語られ、文学よ
り軽い存在とされがちなこれらの作品の歴史をひもときながら、『ゴジラ』『スター・ウォーズ』など実際の映画やノベライズ作品を
例に、ノベライゼーションの魅力と書き手であるノベライザーの苦悩に迫ります。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『写真を整理しよう』、『自宅でトレーニング』です。（6月16日～7月19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5月に受け入れた本の一部です。
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山崎 陽子／著

米澤 文雄／著

赤育本 EQWELチャイルドアカデミー
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ぶのか

松田 武／著

三和書籍

0015190168 830.7/ﾏﾂ20/

誰も見ていない書斎の松本清張

櫻井 秀勲／著

きずな出版
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