岡山県立図書館

４月の新着図書紹介

2021.4.10 発行

春の陽気がここちよく感じられる今日この頃です。今月から、新着図書紹介を新たな形で発行します。
県立図書館のウェブサイトでも新着図書をチェックできます。新しい本を、どしどしご利用くださいね。

『阿闍梨さまの料理番

もっと知りたい精進料理』

鳥居本 幸代／著

春秋社／発行

2020年

【人文科学資料部門】

請求記号 596.21/ﾄﾘ21/ 資料番号 0015719065

お寺の料理番も務める著者が精進料理とはどのようなものなのか、その基本や歴史、使われている食材に
ついて解説します。「精進料理で人気の食材」「おにぎりの歴史」など、様々な話題を出しており、『古事記』
や『源氏物語』などの古典も織り交ぜながら説明がされています。また、各章の末尾には本書に登場する料
理、お寺で人気のレシピが紹介されています。日本人の心と体、歴史を作ってきた精進料理の魅力を知るこ
とのできる一冊です。

『世界一ポップな国際ニュースの授業』
藤原 帰一／著

石田 衣良／著

文藝春秋／発行

【社会科学資料部門】

2021年

請求記号 319.04/ﾌｼ21/ 資料番号 0015726839

本書は、映画を1本観るように、2時間で世界の今のカタチがわかる本というコンセプトで作られています。
直木賞受賞作家の石田衣良氏と東大教授の藤原帰一氏の対談形式で綴られており、博識な彼らの会話
を通して、国際情勢をその背景から楽しく学ぶことができます。映画好きの2人ならではの視点で、各国の
映画に見られる国民性などの話題が散りばめられており、映画に興味がある方にもおすすめの一冊で
す。

『イノベーションはいかに起こすか
坂村 健／著

AI・IoT時代の社会革新』

NHK出版／発行

2020年

請求記号 007.3/ｻｶ20/

【自然科学・産業資料部門】
資料番号 0015612120

本書では、ネット時代にイノベーションを起こすための考え方を紹介しています。まず「オープン性」という考
え方が重要であり、著者が構築したTRONを例に説明しています。TRONはIoTのための組込み型OSとして
世界で利用されており、広く使われるようになった理由として「オープン性」があるといいます。その他にも多
様なアイデアが生まれる環境づくりや、社会人に対する再教育などが重要だとして詳しく説明されていま
す。これからの時代に必要となる考え方が分かります。

『津山・美作・真庭の昭和』
折居 克比古／編集・制作

【郷土資料部門】

樹林舎／発行

2020年

請求記号 KL250/11B

資料番号 0015684145

岡山県北東部（10市町村）の昭和時代の様子を写した写真集です。年代ごとだけでなく、街並みや交通
事情、校舎などといったテーマ別に紹介したものがあり、写された背景が１点１点わかりやすく解説されて
います。また、真庭・久世の牛市、旧柵原町（現・美咲町）の月の輪古墳など、その土地ならではの歴史文
化を伝える写真も多く取り上げられています。平成の大合併前は32あった市町村の特色豊かな地域の様
子がわかる、貴重な一冊です。

『ウィルとはるのおきゃくさん 』
リンダ・アシュマン／文

チャック・グルニンク／絵

【児童資料部門】
ふしみ みさを／訳

光村教育図書／発行

2021年

請求記号 E/ｸﾙ/

資料番号 0015703291

長い冬が終わり、森に春がやってきました。主人公のウィルは、「ほら、おきて!はるがきたよ!」と言って、まだ
眠っている仲間たちを起こします。最初に起きてきたのはリスです。早速ウィルとリスはバターと砂糖と卵を混
ぜてお祝いのケーキを作り、パーティーの準備を始めます。ハリネズミにマーモット、クマたちも次々と起きて
きて手伝いますが、アライグマはいつまでたっても夢の中。とうとうお客の春告げ鳥さんがやってきてしまいま
したが、パーティーは無事にできるのでしょうか。春のぬくもりを感じる絵本です。
全ての新着図書は、各部門の新着図書コーナーにあります。 ウェブサイト
また、県立図書館ウェブサイトの新着資料情報はコチラ→ 掲載場所

①トップページの調査研究と相談
から新着図書紹介へ

②蔵書検索画面の
新着資料タブから

【人文科学資料部門】
書

名

岡山県立図書館

※ リストは3月に受け入れた本の一部です。
著

者

出 版 者

資料番号

請求記号

たまたま、図書館長。 それはドイツ
からはじまった

鳥越 美奈／著

郵研社

0015704638 010.4/ﾄﾘ21/

文庫本千秋楽

坪内 祐三／著

本の雑誌社

0015617269 019.9/ﾂﾎ21/

日本学術会議の研究

白川 司／著

ワック

0015699226 061/ｼﾗ21/

感情の哲学入門講義

源河 亨／著

慶應義塾大学出版会

0015643141 141.6/ｹﾝ21/

ブッダの獅子吼 原始仏典・法華経
の仏教入門

北川 達也／著

COBOL

0015680101 183/ｷﾀ21/

世界遺産キリシタンの里 長崎・天草
本馬 貞夫／著
の信仰史をたずねる

九州大学出版会

0015643018 198.221/ﾎﾝ21/

上杉鷹山 「富国安民」の政治

岩波書店

0015678030 212.5/ｺｾ21/

小関 悠一郎／著

渋沢栄一と同時代を生きたキーパー 「渋沢栄一と同時代を生きた
キーパーソン100」製作委員 東京ニュース通信社
ソン100 幕末・維新・明治の偉人たち 会／著

0015727753 281.04/ｼﾌ21/

扶桑社

0015730542 291.09/ﾔﾏ21/

日経BP

0015691082 590/ｲｿ21/

お金の基本ゆる図鑑 使い方から貯
平野 敦士カール／監修 宝島社
め方、増やし方まで1時間でわかる

0015588387 591/ﾋﾗ21/

大人気レストラン「然の膳」の世界一 然の膳／著、田中 奏多
アスコム
美味しいカンタン薬膳ごはん
／監修

0015590128 596/ﾌﾄ21/

新しい「日本の歩き方」

山谷 えり子／著

忙しくても毎日が整うシンプルライフ
入門

ホビージャパン

0015730948 742.6/ｻﾜ21/

指揮を磨こう! 吹奏楽レベルアップの
武田 晃／著
ために

ヤマハミュージックエンタテイ
ンメントホールディングス

0015700099 761.9/ﾀｹ21/

柳家さん喬一門本 世にも奇妙なお弟子
さん喬と弟子たち／著
たち

秀和システム

0015724164 779.13/ﾔﾅ21/

はじめよう!ソロキャンプ

山と溪谷社

0015727886 786.3/ﾓﾘ21/

英文法再入門 10のハードルの飛び
澤井 康佑／著
越え方

中央公論新社

0015588163 835/ｻﾜ21/

3パターンで決める日常イタリア語会
森口 いずみ／著
話ネイティブ表現

語研

0015404882 877.8/ﾓﾘ21/

次の東京オリンピックが来てしまう前に 菊地 成孔／著

平凡社

0015724255 914.6/ｷｸ21/

夜ふけに読みたい動物たちのグリム
グリム兄弟／著
童話

平凡社

0015728116 943.6/ｸﾘ21/

詩人の恋 アラブの歌姫ウンム・クル セリム・ナスィーブ／
スーム物語
著、水野 信男／監修

スタイルノート

0015691561 953.7/ﾅｽ21/

オールドレンズはバベルの塔

澤村 徹／著

森 風美／著

【児童資料部門】
バジとあかいボール

松丘 コウ／作・絵

フレーベル館

0015726029 E/ﾏﾂ/

しあわせなクレヨン

丸山 陽子／作

BL出版

0015634975 E/ﾏﾙ/

フレーベル館

0015669039 C590/ﾌﾛ/1

プロから学ぶ修理ずかん
もののけまもる森

藤原 幸一／写真・文

ポプラ社

0015312135 C650/ﾌｼ/

ネムノキをきらないで

岩瀬 成子／作

文研出版

0015700347 C913/ｲﾜ/

【社会科学資料部門】
書

名

著

スウェーデン福祉大国の深層
金持ち支配の影と真実

岡山県立図書館

※ リストは3月に受け入れた本の一部です。
者

出 版 者

資料番号

請求記号

近藤 浩一／著

水曜社

0015727399 302.389/ｺﾝ21/

コロナ対策各国リーダーたちの通信簿 栗田 路子／著

光文社

00015726805 312/ｺﾛ21/

フランクリン・ローズヴェルト 大恐慌
佐藤 千登勢／著
と大戦に挑んだ指導者

中央公論新社

0015588155 312.53/ｻﾄ21/

本気で、地域を変える 地域づくり3.0
岩崎 達也／著
の発想とマネジメント

晃洋書房

0015736457 318.6/ｲﾜ21/

ガザ、西岸地区、アンマン 「国境なき
いとう せいこう／著
医師団」を見に行く

講談社

0015726862 329.36/ｲﾄ21/I30

武器になる経済ニュースの読み方

高橋 洋一／著

マガジンハウス

0015736440 330.4/ﾀｶ21/

経済安全保障リスク 米中対立が
突き付けたビジネスの課題

平井 宏治／著

育鵬社

0015736408 332.107/ﾋﾗ21/

妄想する頭 思考する手 想像を超え
暦本 純一／編
るアイデアのつくり方

祥伝社

0015736465 336.2/ﾚｷ21/

タックス・ヘイヴンの経済学 グローバ
中村 雅秀／著
リズムと租税国家の危機

京都大学学術出版会

0015643174 345.1/ﾅｶ21/

社会人のためのデータサイエンス
演習オフィシャルスタディノート

日本統計協会

0015407083 L350.1/ｿｳ21/

私を振り回してくるあの人から自分を
Joe／著
守る本

WAVE出版

0015736382 361.4/ｼﾖ21/

あなたの会社、その働き方は幸せ
ですか?

出口 治明／著

祥伝社

0015703747 366.021/ﾃｸ21/

いつまでも親がいる 超長寿時代の
新・親子論

島田 裕巳／著

光文社

0015738966 367.3/ｼﾏ21/

在宅ひとり死のススメ

上野 千鶴子／著

文藝春秋

0015727423 367.75/ｳｴ21/

総務省統計局／編集

NO NUKES <ポスト3・11>映画の力・ ミツヨ・ワダ・マルシアー
名古屋大学出版会
アートの力
ノ／著

0015643158 369.36/ﾜﾀ21/

だから、みんなちがっていい

高濱 正伸／著

扶桑社

0015736358 370.4/ﾀｶ21/

日本の教育はダメじゃない 国際比
較データで問いなおす

小松 光／著

筑摩書房

0015736101 372.107/ｺﾏ21/

発達障害の子の療育が全部わかる本 原 哲也／著

講談社

0015736366 378.8/ﾊﾗ21/

LIMITLESS超加速学習 人生を変え
ジム・クウィック／著
る「学び方」の授業

東洋経済新報社

0015736325 379.7/ｸｳ21/

良家の子育て

諏内 えみ／著

毎日新聞出版

0015738982 379.9/ｽﾅ21/

日本人の原風景 風土と信心と
たつきの道

神崎 宣武／[著]

講談社

0015404742 B382.1/ｶﾝ21/

評伝九津見房子

堀 和恵／著

郁朋社

0015725229 K289/K-343B/

岡山わらべ歌紀行

立石 憲利／著

吉備人出版

0015685621 K388/259B/

シネマ・クレール物語

浜田 高夫／編

吉備人出版

0015685654 K778/30B/

わたしは真備のここが好き

真備図書館を応援する
真備図書館を応援する会 0015672504 K808/143B/
会／編集

【郷土資料部門】

おでかけドライブ日和
情報おかやま別冊）

（月刊タウン ビザビコンテンツ開発局 ビザビコンテンツ開発
／編
局

0015684905 KL290.9/175B/

【自然科学資料部門】
書

名

岡山県立図書館

※ リストは3月に受け入れた本の一部です。
著

者

出 版 者

資料番号

請求記号

たった1日で基本が身に付く!Go言語
超入門

清水 美樹／著

技術評論社

0015587256 007.64/ｼﾐ21/

ゼロから学ぶPythonプログラミング
Google Colaboratoryでらくらく導入

渡辺 宙志／著

講談社

0015701634 007.64/ﾜﾀ21/

ひと目でわかるフォントが活きるデザ
伊達 千代／監修
インの基本。

エムディエヌコーポレー
0015701642 007.642/ﾀﾃ21/
ション

ゼロからわかる人工知能 仕事編
増補第2版

ニュートンプレス

0015312010 L007.13/ｾﾛ20/

AI時代に生きる数学力の鍛え方

芳沢 光雄／著

東洋経済新報社

0015701097 410/ﾖｼ21/

生物多様性を問いなおす 世界・自
然・未来との共生とSDGs

高橋 進／著

筑摩書房

0015717119 468/ﾀｶ21/

デイヴィッド・フー／著

化学同人

0015700826 481.36/ﾌ21/

空飛ぶヘビとアメンボロボット 動物た
ちのスゴ技から生まれたテクノロジー

人類は感染症とともに生きていく

ミーラ・センティリンガム
羊土社
／著

0015700917 493.8/ｾﾝ21/

中高生から知っておきたい「くすりの
正しい使い方」

齋藤 百枝美／編著

薬事日報社

0015677917 499.1/ｻｲ21/

リアルでゆかいなごみ事典 ごみ清
掃芸人は見た!

滝沢 秀一／著

大和書房

0015701154 518.52/ﾀｷ21/

エクスナレッジ

0015701246 527.1/ﾏﾄ21/
0015701311 537.067/ﾁﾕ21/

間取りのすごい新常識 美しい住ま
いと家づくり
マツダ100年 車づくりと地域

中国新聞社報道セン
ター経済担当／著

中国新聞社

1億人のWeb会議・動画配信

家子 史穂／著

エムディエヌコーポレー
0015587264 547.483/ｲｴ21/
ション

ウイスキーの愉しみ方 ビジネスエ
リートが身につける教養

橋口 孝司／著

あさ出版

0015701212 588.57/ﾊｼ21/

希望の一滴 中村哲、アフガン最期
の言葉

中村 哲／著

西日本新聞社

0015701485 614.327/ﾅｶ21/

幻冬舎

0015701451 673.7/ｺｸ21/

有元 伸一／著

日本評論社

0015701519 673.868/ｱﾘ21/

結川 昌憲／著

悟空出版

0015717465 681/ﾕｲ21/

講談社

0015701444 689.211/ﾀｶ21/

リユース革命 「使わない」モノは「今
木暮 康雄／著
すぐ」売りなさい
ローソンの人財育成 店舗で活躍する
新世代・外国人が輝く「働き方改革」

MaaSをめぐる冒険 ジョルダンの見
据える未来像

なぜニセコだけが世界リゾートになっ
高橋 克英／[著]
たのか
＜交通文化資料＞
「線」の思考 鉄道と宗教と天皇と

原 武史／著

新潮社

0015627821 686.21/ﾊﾗ20/

京王線、井の頭線古地図さんぽ

坂上 正一／著

フォト・パブリッシング

0015601545 686.213/ｻｶ20/

大阪環状線、御堂筋線古地図さんぽ 生田 誠／著

フォト・パブリッシング

0015601552 686.216/ｲｸ20/

追憶のローカル線 懐かしの鉄路を
旅する 2020

三栄

0015318280 L686.21/ﾂｲ20/2020

県立図書館 の 新着図書 を チェック !!!!
① 県立図書館ホームページ 【調査研究と相談】 → 【新着図書紹介】
② 蔵書検索画面で 「新着資料」をクリック （新着資料ジャンル一覧）
③ 図書館閲覧室内には、各部門ごとに新着図書コーナーがあります。

