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★　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

本書は、翻訳家であり、学校司書でもある筆者が、三十年以上参加してきた読書会について「本を語ること

は人生を語ること」をテーマに綴ったエッセイです。人と接することが苦手という筆者が、文学を通して人と繋

がり、文学を介することで人生のどんな話題でも語り合うことができるという、読書会の魅力を存分に語って

います。また、筆者が学校司書として読書会を運営する奮闘ぶりや、翻訳家の視点から「翻訳家が多めの

読書会」ならではの本の味わい方についても述べており、様々な読書会の楽しさを知ることができます。

岡山県立図書館　8月の新着図書紹介

照りつける日差しと降りそそぐ蝉時雨、外は夏真っ盛り。でも図書館に入ると落ち着いた雰囲気で別世界の

ようです。夏休みになりました。お子さんの自由研究や読書感想文の題材探しにもぜひご利用ください。

『読書会という幸福』　【人文科学資料部門】

向井 和美／著　岩波書店／発行　2022年　請求記号 015.6/ﾑｶ22/　資料番号 0016041212

私たちの身の周りには、カビや酵母、細菌とよばれるたくさんの微生物であふれています。小麦を発酵させ

るとパンに、ブドウを発酵させるとワインに、大豆を発酵させると醤油や味噌、納豆になることはよく知られて

います。本書には、最近の胞子や、マッシュルームの菌糸がのびた様子、カビでおおわれた鰹節など、食

べ物が微生物によって発酵し変身していく様子が、写真でたっぷり紹介されています。暮らしの中で活躍す

る微生物の驚くべき世界をお楽しみください。

『まにわブックス　大切にしたい郷土の伝統と未来』　【郷土資料部門】

本書は落語家の妻である著者が、江戸の怪談について成立や社会背景とともに深く掘り下げていきます。

例えば、井戸から皿を数えて出てくるお菊は、全国にあった怪異伝承に始まり、落語「皿屋敷」では面白お

かしく登場するなど、作家や時代によって変化していると言います。この他、四谷怪談のお岩、牡丹灯籠の

お露、真景累ヶ淵の累など、歌舞伎や落語で有名な怪談・幽霊が多数紹介されます。怪談好きの人はもち

ろん、よく知らないという人も、こんな話だったのかという発見や、なじみ深い幽霊の意外な姿を楽しめます。

『江戸の怪談がいかにして歌舞伎と落語の名作となったか』　【社会科学資料部門】

『はっこう　地球は微生物でいっぱい』　【児童資料部門】

小川 忠博／写真・文　あすなろ書房／発行　2022年　請求記号 C588/ｵｶ/　資料番号0016082869

『脳の地図を書き換える　神経科学の冒険』　【自然科学・産業資料部門】

デイヴィッド・イーグルマン／著　梶山 あゆみ／訳　早川書房／発行　2022年　請求記号 491.371/ｲｸ22/　資料番号 0016103251

スタンフォード大学所属の神経科学者である著者が、人間が視覚や身体の一部を失った時に脳内で起こる

変化を具体例を示しながら記述しています。脳は「環境の変化に適応するために常に自らを再構築し続け

るライブワイヤリングな性質」を持つシステムであり、失われた脳機能を補完し、別の脳領域を発達させる柔

軟性を備えているそうです。脳の潜在能力の解明に挑む脳科学の最前線が垣間見える一冊です。

櫻庭 由紀子／著　笠間書院／発行　2022年　請求記号 388.1/ｻｸ22/　資料番号 0016119521

真庭市といえば何が思い浮かぶでしょう。真っ先に思い浮かぶのは蒜山高原のジャージー牛でしょうか。真庭市には多くの魅力

があると教えてくれるのがこの『まにわブックス』です。本書では、真庭市について、歴史・文化、自然、産業の分野で29のトピック

が紹介されています。醍醐桜やはんざき、がま細工、水力発電やSDGsの取組など真庭市の昔と今、そして未来に向けて知ること

ができます。子どもたちに真庭市をもっと知ってもらいたいという趣旨で作られているので、カラー写真が豊富で、文章の表現も

わかりやすく工夫されており、子どもも大人もしっかり学べる内容になっています。

まにわブックス編集委員会／編集　真庭市教育委員会／発行　2022年　請求記号 KL295.7/11B/　資料番号 0016095861



【人文科学資料部門】 岡山県立図書館

書　　　　名 著　　　者 出　版　者 請求記号 資料番号

ゆっくり学ぶ　人生が変わる知の作り方 岸見 一郎／著 集英社クリエイティブ 002/ｷｼ22/ 0016104689

本屋という仕事 三砂 慶明／編 世界思想社 024/ﾐｻ22/ 0016109597

ミュージアムグッズのチカラ　2 大澤 夏美／著 国書刊行会 069.021/ｵｵ21/2 0016090656

食の哲学　「食べること」に潜む深い意味 サラ E.ウォース／著 バジリコ 104/ｳｵ22/ 0016109704

老いの品格　品よく、賢く、おもしろく 和田 秀樹／著 PHP研究所 159.79/ﾜﾀ22/ 0016090664

日本人の神道　神・祭祀・神社の謎を解く 島田 裕巳／著 筑摩書房 170/ｼﾏ22/ 0016107468

文化財が語る日本の歴史 會田 康範／編 雄山閣 210.04/ｱｲ22/ 0016107617

戦国ラン　手柄は足にあり 黒澤 はゆま／著
集英社インターナショナ
ル

210.47/ｸﾛ22/ 0016106288

アウシュヴィッツのお針子
ルーシー・アドリントン／
著

河出書房新社 234.074/ｱﾄ22/ 0016090805

スラヴの十字路　新装増補版 嵐田 浩吉／著 里文出版 293/ｱﾗ22/ 0016107559

かぎ針編み刺しゅう糸で編む昆虫図鑑 アップルミンツ 594.3/ｶｷ22/ 0016102592

いちじくのお菓子づくり 今井 ようこ／著 誠文堂新光社 596.65/ｲﾏ22/ 0016106486

生き抜く力をはぐくむ愛着の子育て
ダニエル・J.シーゲル／
著

大和書房 599/ｼｹ22/ 0016102568

美術作品の修復保存入門　古美術から
現代アートまで

宮津 大輔／著 青幻舎 709/ﾐﾔ22/ 0016108037

ミュージカルの歴史　なぜ突然歌いだす
のか

宮本 直美／著 中央公論新社 775.4/ﾐﾔ22/ 0016109936

車いすでも、車いすじゃなくても、僕は最
高にかっこいい。

古澤 拓也／著 小学館 783.1/ﾌﾙ22/ 0016107641

あなたの知らない、世界の希少言語　世
界6大陸、100言語を全力調査!

ゾラン・ニコリッチ／著
日経ナショナルジオグラ
フィック

802/ﾆｺ22/ 0016118333

新しい公用文作成ガイドブック　わかりや
すく伝えるための考え方

岩田 一成／著 日本加除出版 816.4/ｲﾜ22/ 0016103756

やりなおし世界文学 津村 記久子／著 新潮社 904/ﾂﾑ22/ 0016106528

「私」という男の生涯 石原 愼太郎／著 幻冬舎 910.268/ｲｼ22/ 0016118366

シャーロック・ホームズのすべて
ロジャー・ジョンスン／
著

集英社インターナショナ
ル

930.268/ｼﾖ22/ 0016106494

【児童資料部門】

いい一日ってなあに?
ミーシャ・アーチャー／
作

BL出版 E/ｱﾁ/ 0015270713

バスが来ましたよ 由美村 嬉々／文 アリス館 E/ﾏﾂ/ 0015573207

おさほうえほん 高濱 正伸／監修 日本図書センター C385/ﾀｶ/ 0015270630

じいちゃんの山小屋 佐和 みずえ／作 小峰書店 C913/ｻﾜ/ 0015573074

100年後も読み継がれる児童文学の書き
方

村山 早紀／著 立東舎 909.3/ﾑﾗ22/ 0016082828



【社会科学資料部門】 岡山県立図書館

書　　　　名 著　　　者 出　版　者 請求記号 資料番号

JAPAN TRANSFORMATION  日本の未
来戦略

新経済連盟／著 KADOKAWA 304/ｼﾝ22/ 0016104309

そもそも民主主義ってなんですか?  知識
ゼロからわかる!

宇野 重規／著 東京新聞 311.7/ｳﾉ22/ 0016119190

地経学の時代  米中対立と国家・企業・価
値

大矢 伸／著 実業之日本社 312.9/ｵｵ22/ 0016109092

アンネ・フランクはひとりじゃなかった  ア
ムステルダムの小さな広場1933-1945

リアン・フェルフーフェン
／[著]

みすず書房 316.88/ﾌｴ22/ 0016109035

お白洲から見る江戸時代　「身分の上下」
はどう可視化されたか

尾脇 秀和／著 NHK出版 322.15/ｵﾜ22/ 0016107179

コロナ対応にみる法と民主主義 市橋 克哉／著 自治体研究社 323.9/ｻｶ22/ 0016123226

無国籍と複数国籍  あなたは「ナニジン」
ですか?

陳 天璽／著 光文社 329.91/ﾁｴ22/ 0016108839

経済指標読み方がわかる事典  日本&世
界の景気を把握し先読みする

森永 康平／著 日本実業出版社 331.19/ﾓﾘ22/ 0016119471

グローバル開発史  もう一つの冷戦
サラ・ロレンツィーニ／
著

名古屋大学出版会 333.8/ﾛﾚ22/ 0015614084

両利きの経営  「二兎を追う」戦略が未来
を切り拓く

チャールズ・A.オライ
リー／著

東洋経済新報社 336.1/ｵﾗ22/ 0016119406

共に働くことの意味を問い直す  職場の
現象学入門

露木 恵美子／編著 白桃書房 336.49/ﾂﾕ22/ 0016109217

今日から使える企業のSNS危機管理マ
ニュアル  炎上しても大丈夫!

小木曽 健／著 晶文社 336/ｵｷ22/ 0016119323

バフェットの教え見るだけノート  毎朝5分
で学ぶ投資の神様「ゼロ」からの心得!

濱本 明／監修 宝島社 338.155/ﾊﾏ22/ 0016107369

誰も断らない　こちら神奈川県座間市生
活援護課

篠原 匡／著 朝日新聞出版 369.2/ｼﾉ22/ 0016108987

社会科学のための統計学入門  実例から
ていねいに学ぶ

毛塚 和宏／著 講談社 361.9/ｹｽ22/ 0016119455

闘病した医師からの提言iPadがあなたの生活をよ
り良くする  困っている障がい者・認知症・高齢者の
ためのアクセシビリティ活用術

安保 雅博／総指揮 日経BP 369.27/ｱﾎ22/ 0016109266

定年後にもう一度大学生になる 瀧本 哲哉／著 ダイヤモンド社 377.9/ﾀｷ22/ 0016108888

葬式消滅  お墓も戒名もいらない 島田 裕巳／著 G.B. 385.6/ｼﾏ22/ 0016119513

東京盆踊り天国  踊る・めぐる・楽しむ 佐藤 智彦／著 山と溪谷社 386.813/ｻﾄ22/ 0016122855

<図説>台湾の妖怪伝説 何 敬堯／著 原書房 388.224/ｶ22/ 0016109373

私は自衛官  九つの彼女たちの物語 杉山 隆男／著 扶桑社 392.107/ｽｷ22/ 0016109316

【郷土資料部門】

るるぶ岡山倉敷蒜山 '23 JTBパブリッシング
K290.9/81/2023
B

0016108102

山田方谷の通貨政策とマネジメント  備中
松山藩の財政再建とその本質

三宅 康久／著 大学教育出版 K337/22B/ 0016086746

くめなんの蝶  蝶遊撮影記 岸 清巳／著 吉備人出版 KL486/12B/ 0015893217

岡山県高校野球本 2022 グラウンドで追
い続けた甲子園への夢

テレビせとうち株式会社
／編

テレビせとうち
KL783/27/2022
B

0015893944

おかやま雑学ノート 第19集 赤井 克己／著 吉備人出版 K940/27/19B 0016105082



【自然科学資料部門】 岡山県立図書館

書　　　　名 著　　　者 出　版　者 請求記号 資料番号

ゼロからわかる量子コンピュータ 小林 雅一／著 講談社 007.1/ｺﾊ22/ 0016108490

AI・データ倫理の教科書 福岡 真之介／著 弘文堂 007.13/ﾌｸ22/ 0016108516

データ管理は私たちを幸福にするか? 自
己追跡の倫理学

堀内 進之介／著 光文社 007.3/ﾎﾘ22/ 0016108508

誰でもできる!Chromebook活用ガイド 井上 健語／著 日経BP 007.63/ｲﾉ22/ 0016108540

数の謎はどこまで解けたか オリヴァー・リントン／著 創元社 410/ﾘﾝ22/ 0016108219

太陽系の謎を解く
NHK「コズミックフロント」
制作班／著

新潮社 445/ﾆﾂ22/ 0016118614

身近な野鳥の観察図鑑 高野 丈／著・写真 ナツメ社 488.038/ﾀｶ22/ 0015487085

WHOLE BRAIN 心が軽くなる「脳」の動か
し方

ジル・ボルト・テイラー／
著

NHK出版 491.371/ﾃｲ22/ 0016118689

建築/かたちことば 市原 出／著 鹿島出版会 520.4/ｹﾝ22/ 0016108474

10,000tを動かす技術 岡田 晴彦／著
ダイヤモンド・ビジネス
企画

536.72/ｵｶ22/ 0016108391

原爆投下、米国人医師は何を見たか
ジェームズ・L.ノーラン
Jr.／著

原書房 559.7/ﾉﾗ22/ 0016118978

バイオエコノミーの時代 齊藤 三希子／著 金融財政事情研究会 579.9/ｻｲ22/ 0016108409

農家が教える酢とことん活用読本 農文協／編 農山漁村文化協会 615.8/ﾉｳ22/ 0016108706

簡単で素敵な寄せ植えづくり
グリーンギャラリーガー
デンズ／監修

ブティック社 627.83/ｸﾘ22/ 0015487168

カバノキの文化誌
アンナ・ルウィントン／
著

原書房 653.7/ﾙｳ22/ 0016108623

動機のデザイン 現場の人とデザイナーが
いっしょに歩む共創のプロセス

由井 真波／著 ビー・エヌ・エヌ 674.3/ﾖｼ22/ 0016108656

＜交通文化資料＞

秘境路線バスをゆくBEST 1 イカロス出版 291.093/ﾋｷ22/1 0015892953

さらに残念な鉄道車両たち 池口 英司／著 イカロス出版 536/ｲｹ22/ 0016075582

変わる!名鉄電車のゆくえ 徳田 耕一／著 交通新聞社 686.067/ﾄｸ22/ 0016075574

大垣夜行と快速「ムーンライト」のすべて 「旅と鉄道」編集部／編 天夢人 686.21/ﾃﾑ22/ 0016075608

＜視聴覚資料＞

日本ニュースが伝えた戦中・戦後 昭和・
激動期の首相たち 1（ＤＶＤ）

保阪 正康／監修,解説 NHKエンタープライズ V210/ﾆ/1 0200277804

ライ麦畑の反逆児（ＤＶＤ）
ダニー・ストロング／監
督,脚本

カルチュア・パブリッ
シャーズ

V778/ﾗ/ 0200274835

虎の牙 1（朗読ＣＤ） 江戸川 乱歩／著 ことのは出版 S640/ｴ/1 0200253862

 

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 !!!!


