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風かおる爽やかな季節となりました。今月も新しい本が続々と入っています。
ＧＷも終わり、あわただしい毎日を過ごされている方、新しい本を読んで気分転換しませんか。

『ディズニーと動物

王国の魔法をとく』

清水 知子／著

筑摩書房／発行

【人文科学資料部門】

2021年

請求記号 778.77/ｼﾐ21/

資料番号 0015737604

ウォルト・ディズニーが生きた時代は「アメリカの世紀」、映像の世紀であり、また戦争の時代、大衆文化が飛
躍的に発展した時代でもあります。本書では、ディズニーの物語にはどのような文化的文脈があるのか、そ
のメカニズムを解明し、それらの作品が現代において持つ意味について考えていきます。チャップリンを手
本として誕生したミッキー・マウスが、彼を凌ぐ「大衆のイコン」になり得た理由や、『バンビ』を巡る攻撃と擁護
など、私達に馴染み深い作品やキャラクターを題材に、ディズニー世界と動物との関わりを探ります。

『ギフトエコノミー
リーズル・クラーク,

買わない暮らしのつくり方』

レベッカ・ロックフェラー／著

【社会科学資料部門】

青土社／発行

2021年

請求記号 365/ｸﾗ21/

資料番号 0015756521

ギフトエコノミー（贈与経済）とは、お金を介さず、ゆずり合いによりモノが循環する経済のかたち。著者の
二人がごみを減らそうという意識から始めた「買わないプロジェクト」は、不要なものをゆずり、必要な人が
受け取り、互いに感謝することで人と人とのつながりをも深め、全世界に広まりました。本書では、今すぐ
簡単に始められる「買わない暮らし」の実践方法や、世界中のプロジェクト仲間のエピソードが紹介されて
います。地球環境を守りながら家計にもやさしい、一石二鳥のゆたかな生活のヒントが得られます。

『「音」を理解するための教科書』
米村 俊一／著

【自然科学・産業資料部門】

コロナ社／発行

2021年

請求記号 424/ﾖﾈ21/

資料番号 0015733637

本書では、「音」の不思議さや面白さ、「音」にまつわる技術の面白さについて、初学者向けに解説していま
す。前半は、「音」とは何か、人間が聴覚を獲得した過程、音・音楽が聴こえる仕組みなど、人間の高度な知
覚・認知機能について書かれています。後半は、音を記録し再生する方法、電話や音声合成・音声認識の
仕組みといった音響・音声処理技術について説明されています。また、楽器の仕組みや超音波技術など、
音響の応用技術にも触れています。安全で楽しい音響機器やサービスを考えるヒントが詰まった一冊です。

『ほとけと神々大集合

岡山宗教美術の名宝』

龍谷大学龍谷ミュージアム／編集

【郷土資料部門】

龍谷大学龍谷ミュージアム／発行

2020年

請求記号 ）K702/8B/

資料番号 0015657117

本書は、県立博物館の改修にあたり、京都の龍谷大学龍谷ミュージアムにて開催された企画展「ほとけと神々大集合―岡山宗
教美術の名宝」の図録集です。岡山には古い歴史をもつ寺社があり、仏像や神像といった数々の宗教美術の名品が伝えられ
ています。この企画展では、曼荼羅に代表される密教美術と、仏像の影響を受けて造形化された神像などの神仏習合の美術
が主軸となっており、国指定重要文化財の両界曼荼羅二揃も色鮮やかに掲載されています。展示品とともに、丁寧な解説やコ
ラムが楽しめ、令和4年秋ごろの県立博物館の再開館が待ち遠しくなる一冊です。

『うさぎのモニカのケーキ屋さん 』
小出鞠 るい／さく

【児童資料部門】

たかす かずみ／え

講談社／発行

2021年

請求記号 C913/ｺﾃ/

資料番号 0015728900

「さあ、開店のじかんよ。」今日も、モニカさんのケーキ屋さんがオープンしました。「ほんじつのスペシャル」
は、くるくるくるみのロールケーキ。リスの３人兄弟も、大喜びです。いつもの席でなかよく食べていると、くま
のおじいさんがお店に入ってきました。体がとても大きくて顔にけがの傷跡があるけれど、本当は困っている
人を助けてくれる心優しいくまのおじいさんと、仲良くなりたい３兄弟ですが…。お菓子屋さんのほんわか
あったかな雰囲気にぴったりの心温まる挿絵が見開きごとに描かれています。はじめての読み物にもぴった
りの１冊です。
★ 貸出は15日以内10冊までです。貸出中のものは予約できます。お問い合わせ先：岡山県立図書館 086-224-1288

【人文科学資料部門】
書

名
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※ リストは4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

自己肯定感を上げるOUTPUT読書術 アバタロー／[著]

クロスメディア・パブリッ
0015680390 019.12/ｱﾊ21/
シング

コロナとバカ

ビートたけし／著

小学館

0015680762 049/ﾋﾄ21/

メディア支配

松田 浩／著

新日本出版社

0015681158 070.21/ﾏﾂ21/

考える術

藤原 麻里菜／著

ダイヤモンド社

0015550817 141.5/ﾌｼ21/

斎藤一人 明るい未来の作り方

斎藤 一人／著

ぴあ

0015681331 159/ｻｲ21/

人生、何を成したかよりどう生きるか 内村 鑑三／著

文響社

0015681018 198.994/ｳﾁ21/

東大寺の考古学

鶴見 泰寿／著

吉川弘文館

0015417256 210.35/ﾂﾙ21/

家老の忠義

林 千寿／著

吉川弘文館

0015417264 289.1/ﾏﾂ21/

半藤一利の昭和史

文藝春秋

0015686793 L289.1/ﾊﾝ21/

ミニマリスト、41歳で4000万円貯める 森 秋子／著

KADOKAWA

0015749468 590.4/ﾓﾘ21/

くびれ母ちゃんの骨からボディメイク

村田 友美子／著

ワニブックス

0015680770 595.6/ﾑﾗ21/

arikoの副菜の鬼

ariko／著

主婦の友社

0015749476 596/ｱﾘ21/

美術史と考古学

淺湫 毅／編

雄山閣

0015686694 702.1/ｱｻ21/

ふるさとの交差点

柳川 侑那／音楽･文

ニコモ

0015236219 726.6/ﾔﾅ21/

教えないスキル

佐伯 夕利子／著

小学館

0015680689 783.47/ｻｴ21/

日本語の隠された謎

溝渕 康記／著

文芸社

0015749484 810.4/ﾐｿ21/

見るだけで英語ペラペラになるA4一
枚英語勉強法

ニック・ウィリアムソン／
SBクリエイティブ
著

ヒット曲で楽しく学ぶ英語

高橋 基治／著

学研プラス

0015747488 837.5/ﾀｶ21/

「女」が語る平安文学

原 豊二／編

和泉書院

0015680580 910.23/ﾊﾗ21/

美を伴侶として生きる歓び

伊藤 謙介／著

文源庫

0015749252 914.6/ｲﾄ21/

そして、ニューヨーク

鈴木 ふさ子／著

鳥影社

0015681091 930.29/ｽｽ21/

ありがとう

谷川 俊太郎／詩

講談社

0015739717 E/ｴｶ/

なんでもない

鈴木 のりたけ／作・絵

アリス館

0015739659 E/ｽｽ/

ちかてつサブちゃん

みやにし たつや／作・絵ほるぷ出版

0015736622 E/ﾐﾔ/

未来を変えるレストラン

小林 深雪／作

講談社

0015739584 C611/ｺﾊ/

たまごのはなし

しおたに まみこ／作

ブロンズ新社

0015734817 C913/ｼｵ/

0015680382 830.7/ｳｲ21/

【児童資料部門】

【社会科学資料部門】
書

名

ナッジ・行動インサイトガイドブック
エビデンスを踏まえた公共政策

岡山県立図書館

※ リストは4月に受け入れた本の一部です。
著

者

白岩 祐子／編著

日本の構造 50の統計データで読む
橘木 俊詔／著
国のかたち

出 版 者

資料番号

請求記号

勁草書房

0015744634 301/ﾅﾂ21/

講談社

0015762321 302.1/ﾀﾁ21/

つながり過ぎた世界の先に

マルクス・ガブリエル／
PHP研究所
著

0015763238 304/ｶﾌ21/

私たちはどこにいるのか? 政治とし
てのエピデミック

ジョルジョ・アガンベン／
青土社
著

0015749757 311.1/ｱｶ21/

鳥取力 新型コロナに挑む小さな県
の奮闘

平井 伸治／著

中央公論新社

0015763220 318.272/ﾋﾗ21/

住民に伝わる自治体情報の届け方
誰ひとり取り残さない

佐久間 智之／著

学陽書房

0015744501 318.5/ｻｸ21/

公図・不動産登記簿の読み方・調べ
方

山本 芳治／著

ビジネス教育出版社

0015744428 324.86/ﾔﾏ21/

中華人民共和国民法典 2021年1月
胡 光輝／著
施行ー立法経緯・概要・邦訳

日本加除出版

0015745664 324.922/ｺ21/

安いニッポン 「価格」が示す停滞

日経BP日本経済新聞
出版本部

0015756406 332.107/ﾅｶ21/

多文化共生の社会への条件 日本と
宮島 喬／著
ヨーロッパ、移民政策を問いなおす

東京大学出版会

0015744733 334.41/ﾐﾔ21/

ルールメイキングの戦略と実務

官澤 康平／編著

商事法務

0015756281 335/ﾙﾙ21/

株式市場の本当の話

前田 昌孝／著

日経BP日本経済新聞
出版本部

0015756398 338.155/ﾏｴ21/

難しいこと分からなくてもフリーランスがお得
に節税できる申告の仕方教えてください!

益田 あゆみ／監修

つちや書店

0015744824 345/ﾏｽ21/

初任者・職場管理者のための労働基
労務行政研究所／編
準法の本

労務行政

0015744881 366.15/ﾛｳ21/

なんで家族を続けるの?

内田 也哉子／著

文藝春秋

0015762834 367.3/ｳﾁ21/

キツネ目 グリコ森永事件全真相

岩瀬 達哉／著

講談社

0015757685 368.6/ｲﾜ21/

おひとりさま介護 すぐに使える!介護
村田 くみ／著
の手続き情報付

河出書房新社

0015744964 369.261/ﾑﾗ21/

防災心理学入門 豪雨・地震・津波に
矢守 克也／著
備える

ナカニシヤ出版

0015745649 369.33/ﾔﾓ21/

スクールカウンセラーと担任教師の
協働

山本 渉／著

日本評論社

0015745151 371.43/ﾔﾏ21/

図説英国王室の食卓史

スーザン・グルーム／著 原書房

0015745318 383.833/ｸﾙ21/

民謡とは何か?

島添 貴美子／著

音楽之友社

0015745003 388.91/ｼﾏ21/

古々路の会／[編]

古々路の会

0015658859 K216/24B/

作陽実録 三星軍伝記読み下し 今、 森岡 照幸／企画・構
甦る美作の歴史･･･
成・編纂

二葉出版部

0015656788 KL250/10B/

吉備国の桃太郎 古代吉備王国歴史
土野 美惠子／作
秘話

本の泉社

0015415623 K388/260B/

中藤 玲／著

【郷土資料部門】
昔風と当世風 第105号

おかやまジビエガイド

岡山県農林水産部農村振 岡山県農林水産部農村
興課鳥獣害対策室／[編] 振興課鳥獣害対策室

0015641087 K590/287/2020B

おかやましみんのどうわ 2021

岡山市・岡山市文学賞
ふくろう出版
運営委員会／編

0015670433 K938/4/2021B

【自然科学資料部門】
書

名

岡山県立図書館

※ リストは4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

トコトンやさしい量子コンピュータの本 山崎 耕造／著

日刊工業新聞社

0015726664 007.1/ﾔﾏ21/

AIの雑談力

KADOKAWA

0015734551 007.13/ﾋｶ21/

今すぐ使えるかんたんExcelデータ
井上 香緒里／著
ベース完全(コンプリート)ガイドブック

技術評論社

0015726672 007.63/ｲﾉ21/

実習で身につく!新しいPythonの教科
境 祐司／著
書

エスシーシー

0015717358 007.64/ｻｶ21/

静岡新聞社

0015717044 406.9/ﾌｼ21/

東中 竜一郎／[著]

百年先 地方博物館の大きな挑戦

ふじのくに地球環境史
ミュージアム／編

<図解>数学の世界 理論を知ると面
白いほどよくわかる!

矢沢サイエンスオフィス
ワン・パブリッシング
／編著

0015677784 410/ﾔｻ21/

宇宙まるごとQ&A はやぶさ2からブ
ラックホールまで

北本 俊二／著

理工図書

0015733587 440.4/ｷﾀ21/

図説化石の文化史 神話、装身具、護
ケン・マクナマラ／著
符、そして薬まで

原書房

0015716913 457/ﾏｸ21/

大人の発達障害<ASD・ADHD>シー
ン別解決ブック 最新版

司馬 理英子／著

主婦の友社

0015678089 493.76/ｼﾊ21/

世界と日本の水事情

吉村 和就／著

水道産業新聞社

0015678097 517/ﾖｼ21/

図解「地形」と「戦術」で見る日本の城 風来堂／[編]

イースト・プレス

0015719446 521.823/ﾌｳ21/

きちんと知りたい!スポーツバイクメカ
菊地 武洋／著
ニズムの基礎知識

日刊工業新聞社

0015717267 536.86/ｷｸ21/

オンラインで集まろう!Zoom Google
Meetで始めるパーティーと教室

松下 典子／著

インプレス

0015677701 547.483/ﾏﾂ21/

大人の服選びの教科書

霜鳥 まき子／著

サンマーク出版

0015677974 589.2/ｼﾓ21/

農家が教えるトウモロコシつくりコツと
農文協／編
裏ワザ

農山漁村文化協会

0015704398 616.61/ﾉｳ21/

暮らしを彩る美しい牡丹と芍薬

ジェーン・イースト／著

グラフィック社

0015705593 627.79/ｲｽ21/

リモート営業で結果を出す人の48の
ルール

菊原 智明／著

河出書房新社

0015719628 673.3/ｷｸ21/

地場伝統企業のものづくりブランディ
長沢 伸也／著
ング

晃洋書房

0015690704 675/ﾅｶ21/

笑顔あふれるテーマパークの秘密

山本 雅史／著

幻冬舎メディアコンサル
0015678014 689.5/ﾔﾏ21/
ティング

寺本 光照／著

イカロス出版

＜交通文化資料＞
ディーゼル特急全史 国鉄・JR

0015684400 L536.2/ﾃﾗ21/

小田急LSEの伝説 美しき特急7000形
「旅と鉄道」編集部／編 天夢人
ロマンスカー

0015719677 546.5/ﾃﾑ21/

日本の鉄道365日

櫻田 純／監修

辰巳出版

0015699200 686.21/ｻｸ21/

JRフリーきっぷの旅

池口 英司／文

イカロス出版

0015726714 686.51/ｲｹ21/

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。

