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『物語の海を泳いで』
角田 光代／著 小学館／発行 2020年 請求記号 019.9/ｶｸ20/ 資料番号 0015542137

【内容】
本書は、直木賞受賞作家である角田光代さんの本をめぐるエッセイ集です。著者の心に残っている本や読書日記が紹介され
ています。その中には著者を「作家になりたい」と思わせた一冊もあり、読書をすることで気付かされたこと、学んだこと、感動し
たことなどが書かれています。同じ一冊でも読む人によって感じ方や体験は違ってくるものです。だからこそ、本書を読み、著
者のものの見方や考え方に触れながら、あなた自身の素敵な一冊を見つけてみませんか。
『礼とは何か 日本の文化と歴史の鍵』
桃崎 有一郎／著 人文書院／発行 2020年 請求記号 121.3/ﾓﾓ20/ 資料番号 0015558190

【内容】
教室での礼や、貰い物への返礼など、日本社会には「礼」が溢れています。しかし私たち日本人は、何を、なぜ、礼儀正しい
と思っているのでしょう。「礼」は古代中国に生まれた概念ですが、歴史学的に「礼」を解明することはこれまでにあまりされてき
ませんでした。古代日本の朝廷では、「礼」は儒教の一部として学ばれ、大学寮での儒教経典の読解・研究が「礼」の理解の
原点でした。本書では『礼記』と『春秋左氏伝』のうち、「礼」に直接言及した部分を抜粋し、唐代までの解釈の歴史を視野に入
れて読み解きながら、「礼」の根源に迫っていきます。
、
『世界史を変えた戦い』
DK社／編著 トニー・ロビンソン /序文 甲斐 理恵子/訳 原書房／発行 2020年 請求記号 209/ﾄﾘ20/ 資料番号 0015536477

【内容】
本書は、古代の「マラトンの戦い」から湾岸戦争の「砂漠の嵐作戦」までの、歴史を動かした戦いを網羅し、簡潔に紹介してい
ます。また、描きおろしの地図や写真、図版が多数収録されており、史上最も重大な戦闘の背景や結果、その余波までも知る
ことができます。王国や帝国が戦場でいかに勝利し、いかに敗北したかを読み解きながら、歴史が作られる瞬間を垣間見てみ
ませんか。戦闘がもたらす深刻な政治的、社会的、経済的影響を理解することで、歴史的戦いの結果が現代の人々の暮らし
や文化をどう変えていったかが見えてきます。
『パパは脳研究者 子どもを育てる脳科学』
池谷裕二／著 扶桑社／発行 2020年 請求記号599/ｲｹ20/ 資料番号0015348972

【内容】
「脳」がわかると、子育てはもっと楽しくなるかもしれません。本書は、脳研究者・池谷裕二氏が、娘の成長を生後１か月から４
歳まで毎月１コラムずつ綴った新しい形の育児書です。父親目線では、等身大の子育て奮闘が語られており、リアルな子ども
の成長過程を月単位で追うことができます。また、脳研究者の目線では、脳の発達と機能の原理から分析した子育てのポイン
トが綴られています。子育て中の方はもちろん、それ以外の方でも子どもの成長や脳の発達に関して新たな気づきもたせてく
れる一冊です。
『夢をかなえる教科書 トップアスリートに学ぶ39のヒント』
テレビ朝日「Dream Challenger～夢に挑む者たち～」／編 文化工房／発行 2020年 請求記号 780.21/ﾃﾚ20/ 資料番号 0015558745

【内容】
本書は、アスリート応援番組「Dream Challenger ～夢に挑む者たち～」を書籍化したものです。サッカー界からは中山雅史、
野球界からは松井秀喜などのレジェンド達が、スポーツの種目の枠を超え、悩みを抱える若きアスリートからの質問に対し、夢
を叶えるための「金言」を贈るという形で本書は書き進められています。様々な困難を乗り越え、並々ならぬ努力をしてきた彼
らの言葉は、アスリートだけでなく、夢の実現に向けて頑張るすべての人にとって前進するヒントを与えてくれます。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『折り紙で何作る？』『ベートーベン 生誕250年』です。（11月17日～12月20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10月に受け入れた本の一部です。
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究極の独学術 世界のすべての情報
瀬木 比呂志／[著]
と対話し学ぶための技術

ディスカヴァー・トゥエン
0015354988 002/ｾｷ20/
ティワン

書評の仕事

ワニブックス

0015265895 019.9/ｲﾝ20/

ミュージアムの憂鬱 揺れる展示とコ
川口 幸也／編
レクション

水声社

0015530587 069.04/ｶﾜ20/

メディアが動かすアメリカ 民主政治
渡辺 将人／著
とジャーナリズム

筑摩書房

0015572118 070.253/ﾜﾀ20/

名著ではじめる哲学入門

萱野 稔人／著

NHK出版

0015572134 130/ｶﾔ20/

頭のいい継続こそ力なり。

塚本 亮／著

すばる舎

0015572225 159/ﾂｶ20/

ビジネスマンの教養

佐々木 常夫／著

ポプラ社

0015572217 159.8/ｻｻ20/

老いて、自由になる。 智慧と安らぎ
平井 正修／著
を生む「禅」のある生活

幻冬舎

0015572175 188.84/ﾋﾗ20/

関ケ原大乱、本当の勝者

朝日新聞出版

0015363930 210.48/ｼﾗ20/

闘う村落 近代中国華南の民衆と国
蒲 豊彦／著
家

名古屋大学出版会

0015350226 222.32/ｶﾊ20/

アメリカと銃 銃と生きた4人のアメリ
大橋 義輝／著
カ人

共栄書房

0015565773 253/ｵｵ20/

江戸時代の明智光秀

村上 紀夫／著

創元社

0015565492 289.1/ｱｹ20/

働く母の暮らしマネジメント

主婦の友社／編

主婦の友社

0015309107 590/ｼﾕ20/

マザーボイス こどもをはぐくむまぁる
田所 雅子／著
い声

みらいパブリッシング

0015308786 599/ﾀﾄ20/

モナ・リザと最後の晩餐 解き明かさ
下田 幸知／著
れるダ・ヴィンチの暗号

ヒカルランド

0015572548 723.37/ﾚｵ20/

ベートーベンの真実

谷 克二／著

KADOKAWA

0015558695 762.34/ﾍﾄ20/

日本アニメ誕生

豊田 有恒／著

勉誠出版

0015569635 778.77/ﾄﾖ20/

たった一人のオリンピック

山際 淳司／[著]

KADOKAWA

0015558711 780.69/ﾔﾏ20/

「地方」と「努力」の現代史 アイドル
ホースと戦後日本

石岡 学／著

青土社

0015308851 788.5/ｲｼ20/

今そこにある多言語なニッポン

柿原 武史／編

くろしお出版

0015364292 802.1/ｶｷ20/

オンラインでズバリ伝える力

佐藤 綾子／著

幻冬舎

0015572597 809.6/ｻﾄ20/

「文」とは何か 愉しい日本語文法の
橋本 陽介／著
はなし

光文社

0015566169 815/ﾊｼ20/

文学のトリセツ 「桃太郎」で文学が
わかる!

五月書房新社

0015260375 901.01/ｺﾊ20/

引き裂かれた世界の文学案内 境界
都甲 幸治／著
から響く声たち

大修館書店

0015566318 902.3/ﾄｺ20/

文豪たちの口説き本

彩図社文芸部／編

彩図社

0015341985 910.26/ｻｲ20/

本とあるく旅

森 まゆみ／著

産業編集センター

0015569882 915.6/ﾓﾘ20/

印南 敦史／著

白峰 旬／編著

小林 真大／著

