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発行

『データ・リテラシー フェイクニュース時代を生き抜く』
マーティン・ファクラー／著 光文社／発行 2020年 請求記号 070/ﾌｱ20/ 資料番号 0015265903

【内容】
Dell EMCというアメリカの大手IT企業によると、2020年に地球上で暮らすすべての人類は、一人ひとりが1秒間につき平均1.7
メガバイトのデータを発信しているそうです。SNSの発達により、人々が情報の受け手と同時に作り手にもなってきていることか
ら、多量で、玉石混交の情報が私たちの周囲を飛び交っています。ニューヨーク・タイムズ元東京支局長である著者が、真実
を見極めるための力＝「データ・リテラシー」に不可欠なジャーナリズムの重要性や、メディア再興のヒントについて綴ります。
『まじないの文化史 日本の呪術を読み解く』
新潟県立歴史博物館／監修 河出書房新社／発行 2020年 請求記号147.1/ﾆｲ20/ 資料番号 0015291529

【内容】
神社の絵馬、神棚のおふだ、車に貼られた交通安全のステッカー、金運や健康運を願った開運グッズやお守りなど、私たち
の身の回りには「まじない」があふれています。本書は、新潟県立歴史博物館で開催された企画展「おふだにねがいを－呪
符」の図録をベースにした本です。呪い、祈祷、結界、疫病除けなど、古代から現代まで続く日本の呪術について学ぶことが
できます。土器、木簡、人形等、多種多様な呪具がカラー写真で一堂に会しており、ページをパラパラとめくるだけでも楽しめ
る一冊です。
、
『コロンブスの図書館』
エドワード・ウィルソン＝リー／著 五十嵐 加奈子／訳 柏書房／発行 2020年 請求記号289.3ｺﾛ20／ 資料番号0015281074

【内容】
コロンブスの息子、エルナンド・コロン。彼について知っている人は、一体どのぐらいいることでしょうか。本書には、エルナン
ド・コロンの生涯が著されています。エルナンドは、父の遺産を使い、欧州中の書籍や地図、版画を集めた世界最高水準の図
書館を創りました。大航海時代に世界のありとあらゆる情報を集めて目録化しようと試みたのです。当時、彼の築いた図書館
はヨーロッパ随一の規模を誇っていたようです。歴史の陰に隠れた、彼の知られざる大航海の物語が楽しめる一冊です。
『おいしくアレンジ！まいにち使える江戸レシピ 奥村彪生の豆腐百珍 卵百珍』
奥村 彪生／著 ＮＨＫ出版／発行 2020年 請求記号 596.3/ｵｸ20/ 資料番号 0015314545

【内容】
多くのレシピ本が現在次々と出版されていますが、江戸時代にもすでに豆腐と卵を使った料理書『豆腐百珍』や『卵百珍』が
出版されていました。飛鳥・万葉時代をはじめ、江戸時代などの様々な料理を文献に基づいて研究・再現している筆者が、こ
の２冊を現代的にアレンジしたのが本書です。本書のレシピを参考に、日々のおかずに江戸時代を生きた人々のアイディア
を盛り込んでみてはどうでしょうか。日本の食文化の奥深さにもふれることのできる一冊です。
『五輪と戦後 上演としての東京オリンピック』
吉見 俊哉／著 河出書房新社／発行 2020年 請求記号 780.69/ﾖｼ20/ 資料番号 0015281413

【内容】
日中戦争の激化から１９４０年の東京五輪は幻のものとなりましたが、日本は戦後平和を掲げ、様々な苦難を乗り越えながら１
９６４年の東京五輪を成功させました。この五輪を通し、日本国民は世界の中で自信を取り戻し、高度経済成長を実現させ、
やがて大阪万博に至ることになります。そもそも軍都だった東京がオリンピックシティとなった理由や、東アジアの首都で開か
れた五輪のモデル的な役割などは、東京五輪を知ることで見えてきます。社会学・文化研究の第一人者である筆者が五輪に
関するドラマを描き出し、１９６４年の東京五輪を問い直します。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『ＫＡ・ＷＡ・Ｉ・Ｉ』、『Let's 喫茶』です。（9月15日～10月15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8月に受け入れた本の一部です。
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レファレンスサービスの射程と展開

根本 彰、齋藤 泰則／
編

日本図書館協会

0015216435 015.2/ﾈﾓ20/

『ひとり出版社』は人生の楽園

山中 伊知郎／著

飯塚書店

0015300734 023.067/ﾔﾏ20/

哲学大図鑑

アン・ルーニー／著、青
ニュートンプレス
木 滋之／監訳

図解心理学用語大全 人物と用語で 田中 正人／編著、齊藤
誠文堂新光社
たどる心の学問
勇／監修
無意識がわかれば人生が変わる

前野 隆司、由佐 美加
子／著

0015291495 130/ﾙﾆ20/
0015283385 140/ﾀﾅ20/

ワニ・プラス

0015300809 146.8/ﾏｴ20/

価値転倒の社会哲学 ド=ブロスを基
石塚 正英／著
点に

社会評論社

0015283351 163/ｲｼ20/

エゴ・ドキュメントの歴史学

長谷川 貴彦／編

岩波書店

0015306335 201/ﾊｾ20/

戦後日本の満洲記憶

佐藤 量、菅野 智博／
編

東方書店(発売)

0015306616 210.76/ｻﾄ20/

広島復興の戦後史 廃墟からの「声」
西井 麻里奈／著
と都市

人文書院

0015258148 217.6/ﾆｼ20/

十字軍国家の研究 エルサレム王国
櫻井 康人／著
の構造

名古屋大学出版会

0015349640 230.45/ｻｸ20/

スターリン時代の記憶 ソ連解体後ロ
立石 洋子／著
シアの歴史認識論争

慶應義塾大学出版会

0015219538 238.07/ﾀﾃ20/

死してこそ成し遂げる

前多 敬一郎／ほか著、
平凡社
束村 博子／編

0015306350 289.1/ﾏｴ20/

発酵学の革命 マイヤーホッフと酒の
木村 光／著
旅

京都大学学術出版会

0015219579 289.3/ﾏｲ20/

バッグ見本帖 定番もアレンジも。作
米田 亜里／著
りたくなるいろいろな形全58点

日本ヴォーグ社

0015283666 594.7/ﾖﾈ20/

弦齋夫人の料理談

村井 多嘉子／著、石塚
実業之日本社
月亭／編

小児科医が伝えるオンリーワンの花
松永 正訓／著
を咲かせる子育て

0015301120 596.04/ﾑﾗ20/

文藝春秋

0015301112 599/ﾏﾂ20/

芸術とその対象

リチャード・ウォルハイ
ム／著、松尾 大／訳

慶應義塾大学出版会

0015218076 701.1/ｳｵ20/

実践アクリルレッスン

松崎 祐哉／著

マガジンランド

0015281488 724.4/ﾏﾂ20/

ポール・サイモン音楽と人生を語る

ロバート・ヒルバーン／
DU BOOKS
著、奥田 祐士／訳

オルケゾグラフィ 全訳と理解のため トワノ・アルボー／著、
の手引き
今谷 和徳／編著

道和書院

0015306293 767.8/ｻｲ20/
0015306327 769/ｱﾙ20/

ジブリ美術館ものがたり

Kanyada Phatan／著、スタ ディスカヴァー・トゥエン
0015216773 778.77/ｶﾝ20/
ジオジブリ／企画・編集
ティワン

売茶翁の逍遙遊

馬 叢慧／著

駿河台出版社

0015216781 791.2/ｺｳ20/

声の文化を楽しむ 朗読のすすめ

好本 惠／著

日外アソシエーツ

0015233216 809.4/ﾖｼ20/

日本語聞き手待遇表現の社会語用
論的研究

呉 泰均／著

北海道大学出版会

0015219199 815.8/ｵﾃ20/

高橋和巳論
宗教と文学の格闘的契り

清 眞人／著

藤原書店

0015217151 910.268/ﾀｶ20/

対話性の境界
ウーヴェ・ヨーンゾンの詩学

金 志成／著

法政大学出版局

0015349723 940.278/ﾖﾝ20/

