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発行

『パンデミック下の書店と教室 考える場所のために』
小笠原 博毅／著，福嶋 聡／著 新泉社／発行 2020年 請求記号002/ｵｶ20/ 資料番号0015662133

【内容】
新型コロナウイルスの感染拡大によってあらわになった知の分断や格差の問題。本書は、文化学研究を専門とする小笠原博
毅教授とジュンク堂の支店長である福嶋聡氏による往復書簡、対談を元に構成された評論集です。コロナ禍に本を読み、学
び、社会について考えることの意味を、書店や教室の現場から問い直します。昨年５月の緊急事態宣言下に交わされた二人
の往復書簡からは、パンデミック下における書店と教室の様子が生々しく伝わってきます。現場の声を捉えた臨場感ある一冊
です。
『はじめてのウィトゲンシュタイン』
古田 徹也／著 NHK出版／発行 2020年 請求記号 134.97/ﾋﾄ21/ 資料番号 0015699382

【内容】
ウィトゲンシュタインの哲学は、『論理哲学論考』に代表される若き日の思考（前期ウィトゲンシュタイン）と、壮年期にあらためて
彼が紡ぎ出した思考（後期ウィトゲンシュタイン）とに大別されます。この2種類の思考にどのような違いがあり、彼は自身のか
つての思考をなぜ、そしてどのように乗り越えようとしたのでしょうか。ウィトゲンシュタインの遺稿や講義録の翻訳を手掛けた著
者が、初学者に向けて彼の生涯の遍歴や思考の変遷を辿りながら、その哲学の全体像を描いていきます。
、
『経済戦争としての本能寺の変 光秀・信長ー「人」「カネ」「土地」の真実』
大村 大次郎／著 株式会社三栄／発行 2020年 請求記号 210.48/ｵｵ20/ 資料番号 0015655749

【内容】
「本能寺の変」といえば、織田信長を家臣の明智光秀が謀反を起こして襲撃した事件で、信長と光秀の人間関係や感情のも
つれといった点に焦点が当てられがちですが、本書は、経済的問題の視点から本能寺の変を追究しています。信長の改革、
光秀の人物像、領地に対する2人の認識の違いなど、本能寺の変に至るまでの歴史背景をたどっています。「武家社会」を壊
そうとした信長と、「武家社会」を守ろうとした光秀の考えや行動を知り、新しい視点から本能寺の変を見てみませんか。
『藤井聡太のいる時代』
朝日新聞将棋取材班／著 朝日新聞出版／発行 2020年 請求記号 796.021/ﾌｼ20/ 資料番号 0015654718

【内容】
本書は、藤井聡太氏が誕生した2002年から、幼少期、奨励会時代を経て2つのタイトルを獲得するまでの18年を綴っていま
す。公式戦29連勝を、デビューから無敗で達成し、全棋士が参加する朝日杯将棋オープン戦を中学3年生の時に優勝するな
ど、プロ入りした藤井氏は誰も予期しなかったような新記録を次々に打ち立てました。そんな彼はどのような環境で育ち、どの
ように将棋と出会い、そして強くなっていったのでしょうか。トップ棋士らの重要な証言も交えながら、棋士・藤井聡太の歩みを
追います。
『万葉樵話 教科書が教えない『万葉集』の世界』
多田 一臣／著 筑摩書房／発行 2020年 請求記号 911.12/ﾀﾀ21/ 資料番号 0015702129

【内容】
本書では『万葉集』の研究者たちが今まであまり取り上げてこなかったような話題を中心に、『万葉集』の世界の多様性や面白
さ、上代文学を代表する古典について紹介されています。誰もが一度は耳にしたことのある恋の和歌についても詠まれた背
景を考察したり、つながりのある和歌を紹介したりしながらより詳しく内容の分析をしています。『万葉集』の世界を読み解いて
いくことで、古の人々が大切にしていたものが見えてきます。古典を読む楽しさを感じることのできる一冊です。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『花を愛でに行こう』、『おめでとう』です。（3月16日～4月18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2月に受け入れた本の一部です。
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