
2021.9.10　発行

★　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

主人公の「ぼく」は、図書館が大好き。日曜日には、妹と弟といっしょにいろいろな本を読みに行きます。い

つものように図書館で過ごしていると、自分の背よりも大きな本を見つけました。表紙を開いてみると、なんと

そこは、古代の恐竜と現代の動物たちがいっしょにいる世界でした！水辺に集まって水を飲む姿や、角の形

の違いなど、昔の恐竜と今いる動物たちを比べながら見ていくと、恐竜がどんな生き物だったのかを知ること

ができます。今までとは違った視点で見ることで、新たな発見につながる恐竜絵本です。

『広島岡山の怖い話』　【郷土資料部門】

岡 利昌／著　竹書房／発行　2021年　請求記号 K930/91B/　資料番号  0015689409

『としょかんのきょうりゅう』　【児童資料部門】

鈴木 まもる／作・絵　徳間書店／発行　2021年　請求記号 E/ｽｽ　資料番号 0015837461

本書では、AIとロボットの歴史、現状、将来展望がまとめられています。特に新型コロナウイルス禍の今、医

療や混雑緩和、物流などの幅広い場面でAIとロボットが活躍している事例が紹介されています。第3章では

ピックアップされた関連論文の概要とURLが記載されているほか、全体を通して随所に情報の出典が明示さ

れており、読者の関心に合わせて知識を深めていくことができます。巻末には、台湾のデジタル担当大臣

オードリー・タン氏のインタビューが収録されており、現場の声に触れることもできます。

『コロナvs.AI 　最新テクノロジーで感染症に挑む』　【自然科学・産業資料部門】

石井 大輔，河野 健一，小西功記，清水祐一郎／著　翔泳社／発行　2021年　請求記号 007.13/ｲｼ21/　資料番号 0015431109

ネイサン・ラーブ, ルーク・バール／著　草思社／発行　2021年　請求記号 204/ﾗﾌ21/　資料番号 0015867740

本書には、岡山県の10話を含む21の怖い話が収録されています。岡山市をはじめ、倉敷市、津山市、総社

市、瀬戸内市、新見市といった県内の様々な心霊スポットと言われる場所へ、著者が実際に足を運んで体

験したという恐怖の出来事が綴られています。岡山と広島が舞台の怖い話ということで、より恐怖が身近に感

じられるかもしれません。まだまだ暑さの残る季節に涼を得るのにおすすめの一冊です。

当代きっての歴史文書鑑定家であるネイサン・ラープのもとには、鑑定や売買に関する問い合わせが、日々

世界中から届きます。多くは取るに足らないものや偽物で、その中からわずかの逸品をより分けるのが彼の

仕事です。彼は、父の見習いから始まった鑑定家の道の中で、キング牧師が刑務所で書いた恋文、ジョン・

F・ケネディ暗殺時の録音テープなど、様々な歴史的遺物の鑑定や売買に携わってきました。彼が扱ってき

た貴重な品々にまつわる知られざる事実や、オークションでのかけひきなどを、臨場感たっぷりに綴ります。

『ジャポニズム産業史1945-2020』　【社会科学資料部門】

マット・アルト／著　日経BP／発行　2021年　請求記号 361.5/ｱﾙ21/　資料番号 0015880081

ハローキティ、ウォークマン、カラオケ、新世紀エヴァンゲリオン、ポケモン。どれも日本で生まれ、世界的にも

多くの人々を魅了してきたものです。これらがどのような背景で生まれ、世界にどのような影響を与えたのか

を解説したのが本書です。日本のポップカルチャーを研究するアメリカ人ライターがアメリカ人に向けて書い

た本ですが、日本の私たちにとっても、日本の文化に対するアメリカや世界の視点を知ることができる興味深

い内容です。日本ではおなじみのキャラクターや作品の意外な姿が見えてくるかもしれません。

岡山県立図書館　9月の新着図書紹介

やっと暑さも和らぎ、すがすがしい季節になってきました。秋の夜長にゆっくりと読書を楽しんでみてはい

かがでしょう。ウェブサイトからも新着図書をぜひチェックしてみてください。

『歴史の鑑定人』　【人文科学資料部門】



【人文科学資料部門】 岡山県立図書館

書　　　　名 著　　　者 出　版　者 資料番号 請求記号

「本の寺子屋」新時代へ
「信州しおじり本の寺子
屋」研究会／編

東洋出版 0015878762 016.215/ｼﾝ21/

獲る・守る・稼ぐ 週刊文春「危機突
破」リーダー論

新谷 学／著 光文社 0015878770 051.6/ｼﾝ21/

ミュージアムグッズのチカラ 大澤 夏美／著 国書刊行会 0015878788 069.021/ｵｵ21/

墨子よみがえる 半藤 一利／著 平凡社 0015440662 124.3/ﾎｸ21/

退屈の心理学
ジェームズ・ダンカート
／著

ニュートンプレス 0015878879 141.6/ﾀﾝ21/

空海の言語哲学 竹村 牧男／著 春秋社 0015878838 188.51/ｸｳ21/

織田政権と本能寺の変 藤田 達生／編 塙書房 0015773328 210.48/ﾌｼ21/

古代ローマ人の都市管理 堀 賀貴／編 九州大学出版会 0015878952 232.8/ﾎﾘ21/

美智子さまいのちの旅 渡邉 みどり／著 講談社ビーシー 0015830680 288.44/ﾜﾀ21/

今日もコーヒーを淹れて。 Mocha／著 KADOKAWA 0015879406 590.4/ﾓｶ21/

めざせFIRE! ぽんちよ／著 主婦の友社 0015808231 591/ﾎﾝ21/

イタリア郷土料理美味紀行 平松 玲／著 講談社 0015879414 596.23/ﾋﾗ21/

音楽が変わる!魔法の言葉がけ 岩崎 由純／著 音楽之友社 0015879166 760.7/ｲﾜ21/

内村光良リーダー論 畑中 翔太／著 朝日新聞出版 0015855653 779.14/ｳﾁ21/

宮本武蔵『五輪書』 魚住 孝至／著 NHK出版 0015879182 789.3/ﾐﾔ21/

言語学バーリ・トゥード 川添 愛／著 東京大学出版会 0015879299 804/ｶﾜ21/1

使えば使うほど好かれる言葉 川上 徹也／著 三笠書房 0015855513 B810.4/ｶﾜ21/

ありがとうの手紙 こくみん共済coop／編 KADOKAWA 0015879307 816.8/ｾﾝ21/

九十八歳。戦いやまず日は暮れず 佐藤 愛子／著 小学館 0015881808 914.6/ｻﾄ21/

開戦と新聞 後藤 基治／著 毎日ワンズ 0015881790 916/ｺﾄ21/

自分自身を生きるには 牧野 森太郎／[著] 産業編集センター 0015441033 930.268/ｿﾛ21/

【児童資料部門】

せんろをまもる!ドクターイエロー 鎌田 歩／さく 小学館 0015864374 E/ｶﾏ/

おおきなかべがあったとさ サトシン／文 文溪堂 0015866296 E/ﾋﾛ/

自分のミライの見つけ方 児美川 孝一郎／著 旬報社 0015866148 C159/ｺﾐ/

数字でわかる!こどもSDGs 秋山 宏次郎／監修 カンゼン 0015834245 C333/ｱｷ/

かげろうのむこうで 斉藤 洋／作 偕成社 0015879661 C913/ｻｲ/



【社会科学資料部門】 岡山県立図書館

書　　　　名 著　　　者 出　版　者 資料番号 請求記号

知らないと恥をかく世界の大問題 12 池上 彰／[著] KADOKAWA 0015869381 304/ｲｹ09/12

コミュニティ自治の未来図  共創に向
けた地域人財づくりへ

大杉 覚／著 ぎょうせい 0015709710 318.8/ｵｵ21/

日韓関係史 木宮 正史／著 岩波書店 0015842966 319.102/ｷﾐ21/

70歳までに知っておきたい!認知症で
も困らない財産管理の方法

東向 勲／著 同友館 0015439698 324.65/ﾋｶ21/

稲盛和夫、かく語りき 稲盛 和夫／述 日経BP 0015879901 335.04/ｲﾅ21/

あなたの心に火をつける超一流たち
の「決断の瞬間」ストーリー

野地 秩嘉／著 ワニブックス 0015879851 335.13/ﾉｼ21/

社長の鬼100則 大坂 靖彦／著 明日香出版社 0015855703 335.35/ｵｵ21/

話すツボは7つ  営業担当者がいなく
ても会社を成長させる社長の極意

こささ やすし／著 ビジネス社 0015830979 336.49/ｺｻ21/

コンサル業界大研究
コンコードエグゼクティ
ブグループ／著

産学社 0015773427 336/ｺﾝ21/

徳川幕府の資金繰り 安藤 優一郎／著 彩図社 0015879919 342.1/ｱﾝ21/

デタラメ  データ社会の噓を見抜く
カール・T.バーグスト
ローム／著

日経BP日本経済新聞
出版本部

0015709777 350.1/ﾊｸ21/

環境社会学入門  持続可能な未来を
つくる

長谷川 公一／著 筑摩書房 0015869076 361.7/ﾊｾ21/

自由にはたらく副業アイデア事典
好きで稼ぐ100種の副業を紹介

中野 貴利人／著 SBクリエイティブ 0015880255 366.29/ﾅｶ21/

エンジョイ!終活 菊田 あや子／著
幻冬舎メディアコンサル
ティング

0015830607 367.7/ｷｸ21/

捕食者  全米を震撼させた、待ち伏せ
する連続殺人鬼

モーリーン・キャラハン／
著

亜紀書房 0015830912 368.61/ｷﾔ21/

ニュー・チャイルドフッド  つながりあっ
た世界で生きる知恵を育む教育

ジョーダン・シャピロ／著 NTT出版 0015880156 370.4/ｼﾔ21/

校則を考える  歴史・現状・国際比較 大津 尚志／著 晃洋書房 0015880172 375.2/ｵｵ21/

「人に迷惑をかけるな」と言ってはい
けない

坪田 信貴／著 SBクリエイティブ 0015773435 379.9/ﾂﾎ21/

世界のグルメ図鑑
地球の歩き方編集室／
編集

地球の歩き方 0015880131 383.8/ﾁｷ21/

鬼と異形の民俗学  漂泊する異類異
形の正体

飯倉 義之／監修 ウェッジ 0015880032 388.1/ｲｲ21/

たぶん一生使わない?
異国のことわざ111

時田 昌瑞／著 イースト・プレス 0015869100 388.8/ﾄｷ21/

【郷土資料部門】

うたた良寛伝  玉島円通寺物語 器楽堂 ゆう子／著 考古堂書店 0015772478 K185/99B/

総社観光大学 神崎 宣武／監修 吉備人出版 0015688112 K293.4/23B/

どぼくのおしごと  おだがわさいがい
へん

中山 忍／さく・え 荒木組 0015848658 K510/63B/

「寄り添い型研究」による地域価値の
向上

井尻 昭夫／編著 大学教育出版 0015689508 K601/260B/

おかやま雑学ノート 第18集 赤井 克己／著 吉備人出版 0015848815 K940/27/18B/



【自然科学資料部門】 岡山県立図書館

書　　　　名 著　　　者 出　版　者 資料番号 請求記号

絵と図でわかるAIと社会 江間 有沙／著 技術評論社 0015820277 007.13/ｴﾏ21/

インターネットというリアル 岡嶋 裕史／著 ミネルヴァ書房 0015803885 007.3/ｵｶ21/

100倍「読者」が増える!「いいね」が付
く!文章・コラムの書き方

潮凪 洋介／編著 ぱる出版 0015431372 007.353/ｼｵ21/

図解まるわかりデータベースのしくみ 坂上 幸大／著 翔泳社 0015431380 007.609/ｻｶ21/

四角形の七不思議 細矢 治夫／著 講談社 0015819766 414.12/ﾎｿ21/

生物に学ぶガラパゴス・イノベーション 稲垣 栄洋／著 東京書籍 0015819840 467.5/ｲﾅ21/

寝てもサメても深層サメ学 佐藤 圭一／著 産業編集センター 0015819808 487.54/ｻﾄ21/

たいせつな家族を感染症から守る本 生田 和良／著 講談社 0015816267 493.8/ｲｸ21/

Letters～今を生きる「看護」の話を聞
こう～

白石 弓夏／著 メディカ出版 0015748262 498.14/ｼﾗ21/

IOCファミリーによるオリンピック商標
の違法ライセンス問題を考える

柴 大介／著 イマジン出版 0015708761 507.26/ｼﾊ21/

おとな世代の暮らし替え 岸本 葉子／著 海竜社 0015803638 527/ｷｼ21/

「物理数学」と「プログラム」でわかる
「音」の解析

君島 武志／著 工学社 0015803588 547.3/ｷﾐ21/

日本車は生き残れるか 桑島 浩彰／著 講談社 0015820046 537.09/ｸﾜ21/

おいしいダイバーシティ　美食ニッポ
ンを開国せよ

横山 真也／著 ころから 0015431505 588.09/ﾖｺ21/

自分の地域をつくる　ワーク・ライフ・
プレイミックス

菅原 和利／著 本の種出版 0015431539 601.136/ｽｶ21/

医・食・農は微生物が支える 幕内 秀夫／著 創森社 0015820202 615.71/ﾏｸ21/

これからの日本のジビエ 押田 敏雄／編著 緑書房 0015816531 659/ｵｼ21/

ナラティブカンパニー　企業を変革す
る「物語」の力

本田 哲也／著 東洋経済新報社 0015816499 674/ﾎﾝ21/

空港の解体新書 イカロス出版 0015748189 687.9/ｸｳ21/

＜交通文化資料＞

地図で考える中世　交通と社会 榎原 雅治／著 吉川弘文館 0015788151 210.4/ｴﾊ21/

東急電鉄完全ガイド　実物とNゲージ
で愉しむ東急

ネコ・パブリッシング 0015686280 L536.5/ﾄｳ21/

走れ、トロッコ!輝け!錆レール 笹田 昌宏／著 イカロス出版 0015686744 686.21/ｻｻ21/

駅スタンプの世界 坪内 政美／著 天夢人 0015760911 686.53/ﾂﾎ21/

 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。

県立図書館の新着図書をチェック !!!!


