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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

アーティストである著者は、日本のアートシーンが全体的に縮小傾向にあると考え、アートを産業とコミュニティ

（地域社会）に接続することで、経済的な裾野を広げ、アートそのものの社会的価値を機能させていく活動をし

ています。本書では、千代田区の遊休施設を再活用するプロジェクトとして「ちよだアートスクエア構想実施委

員会」を立ち上げ、「アーツ千代田3331」が誕生するまでの奮闘の様子や、東京ビエンナーレ市民委員会共

同代表としての取り組みを題材に、アートと社会と文化資本の未来について語ります。

岡山県立図書館　１１月の新着図書紹介

紅葉の美しい季節になりました。県立図書館の窓から見える木々の葉も色づき、秋の深まりを感じさせます。

だんだんと寒くなるこの時期、暖かい室内でじっくり本を読んでみるのも良いのではないでしょうか。

『アートプロジェクト文化資本論　3331から東京ビエンナーレへ』　【人文科学資料部門】

中村 政人／著　晶文社／発行　2021年　請求記号 709.1/ﾅｶ21/　資料番号 0015913163

著者の福野さんは、まちづくりの活動家の間で知る人ぞ知る存在。西粟倉村で活動する牧さんも「福野さんの

ような自治体職員が10人いれば日本は変わる」と言います。定年まで奈良県庁に勤めた著者は、転がる石の

ように各部署を渡り歩き、奥大和のブランディングをはじめ次々と改革を起こしてきました。本書は「めっちゃお

もろい！」という公務員人生を関西弁で親しみやすく語ります。持ち前の行動力と仕事を楽しむ前向き思考で

新たなことに挑み続ける姿は、働くすべての人に仕事を面白くするヒントを与えてくれるはずです。

『ライク・ア・ローリング公務員  まち思う故に我あり』　【社会科学資料部門】

福野 博昭／著　木楽舎／発行　2021年　請求記号 318.665/ﾌｸ21/　資料番号 0015914096

『10代の君に伝えたい学校で悩むぼくが見つけた未来を切りひらく思考』　【児童資料部門】

山崎聡一郎／著　朝日新聞出版／発行　2021年　請求記号 C159/ﾔﾏ　資料番号 0015903602

『気候変動に立ちむかう子どもたち』　【自然科学・産業資料部門】

今日、地球温暖化による気候変動に関して緊急の対応が求められています。2018年、当時15歳だったグレタ・トゥーンベリ氏による

「気候のための学校ストライキ」がソーシャルメディアで注目を集め、その抗議は世界中の若者へと広まっていきました。本書には、

41の国に住む60人の若い環境運動家たちの声が集まっています。皆、生まれ育った環境も考え方も異なるものの、「気候変動を止

めて地球で安心して暮らしたい」という同じ理想のために闘っています。彼らの声に耳を傾けてみませんか。

アクシャート・ラーティ／編　吉森 葉／訳　太田出版／発行　2021年　請求記号 519.04/ﾗﾃ21/　資料番号 0015437742

本書は、テレビせとうちで放送されている番組「おばあちゃんの台所」のレシピ集第4弾で、岡山・香川を中心に全国のおばあちゃ

んのレシピが収録されています。この番組は、懐かしいおばあちゃんの味を未来に残したいというコンセプトで2011年10月から放送

され、今年で10年の節目を迎えました。レシピだけでなく、おばあちゃんの笑顔の写真に思わずほっこりしてしまう一冊です。おうち

時間にどこか懐かしい味を作って味わってみてはいかがでしょうか。

本書は『こども六法』の著者、山崎聡一郎さんが子どもの頃、自身がいじめにあった経験をもとに、今、悩みを

抱えている子どもたちに向けて書いた本です。苦しい状況から抜け出すためにはどうしたらよいのか、自分らし

く生きるにはどうしたらよいのかなど、その具体的手段や考え方、そして、そこから抜け出すためのヒントなどを

紹介しています。「勉強する意味って？」「本当の友だちって？」など、学校生活や人間関係で、しんどさや不

安を抱えている小中学生のみなさんにぜひ手に取ってほしい一冊です。解決法が見つかるかもしれません。

『おばあちゃんの台所　想いが伝わるほっこりレシピ』　【郷土資料部門】

テレビせとうち『おばあちゃんの台所』プロジェクトチーム／編　テレビせとうち／発行　2021年　請求記号 K590/227/4B/　資料番号 0015887854



【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

新聞記者、本屋になる 落合 博／著 光文社 0015912827 024/ｵﾁ21/

2050年のジャーナリスト 下山 進／著 毎日新聞出版 0015912835 070.21/ｼﾓ21/

「隠す」心理を科学する　人の嘘から
動物のあざむきまで

太幡 直也／編著 北大路書房 0015912892 141.6/ﾀﾊ21/

心の免疫力　「先の見えない不安」に
立ち向かう

加藤 諦三／著 PHP研究所 0015912934 159/ｶﾄ21/

明治神宮 内と外から見た百年　鎮守
の森を訪れた外国人たち

今泉 宜子／著 平凡社 0015912843 175.936/ｲﾏ21/

世界の知性が語る「特別な日本」 会田 弘継／著 新潮社 0015913049 210.6/ｱｲ21/

オーストリア現代史
アンドレーアス・ピットラー
／[著]

成文社 0015446750 234.6/ﾋﾂ21/

映画の旅びと　イランから日本へ
ショーレ・ゴルパリアン
／[著]

みすず書房 0015913080 289.2/ｺﾙ21/

本当に大事なことはほんの少し　料理も
人生も、すべてシンプルに考える生活術

ウー ウェン／著 大和書房 0015913627 590.4/ｳ21/

リフォームの魔法　捨てられない服が
よみがえる！

檀 正也／著 講談社 0015913585 593.3/ﾀﾝ21/

至福のチーズレシピ　毎日の食卓に、お
もてなしに新しいチーズの味わい63品

若山 曜子／著 家の光協会 0015913643 596.3/ﾜｶ21/

魂を撮ろう　ユージン・スミスとアイ
リーンの水俣

石井 妙子／著 文藝春秋 0015913254 740.253/ｲｼ21/

創造思考　起業とイノベーションを成
功させる方法はミュージシャンに学べ

パノス・A.パノイ／著 東洋経済新報社 0015913155 760.9/ﾊﾉ21/

子どもメントレ　スポーツの本番に強く
なる！

清水 利生／著 東洋館出版社 0015445729 780.7/ｼﾐ21/

「毎日音読」で人生を変える　活力が
出る、若くなる、美しくなる

寺田 理恵子／著 さくら舎 0015923410 809.4/ﾃﾗ21/

上品なことば選び辞典　大人のことば
選び辞典

学研プラス 0015446552 814.5/ｼﾖ21/

くらべてわかる英単語図鑑 牧野 高吉／著 主婦の友インフォス 0015445745 834.5/ﾏｷ21/

批評の教室　チョウのように読み、ハ
チのように書く

北村 紗衣／著 筑摩書房 0015913338 901.4/ｷﾀ21/

文豪きょうは何の日? 立東舎／編 立東舎 0015445752 910.26/ﾘﾂ21/

90歳、こんなに長生きするなんて。 曽野 綾子／著 ポプラ社 0015913494 914.6/ｿﾉ21/

合本すべては、本から。 マガジンハウス 0015915028 L019.9/ｶﾂ21/

【児童資料部門】

おもちゃびょういん 木島 誠悟／著 白泉社 0015911795 E/ｷｼ/

ねむたくないせんにん ナカオ マサトシ／さく 佼成出版社 0015911779 E/ﾊﾂ/

あんしんえほん 高濱 正伸／監修 日本図書センター 0015911696 C368/ﾀｶ/

もしもロボットとくらしたら 山本 省三／作 WAVE出版 0015905086 C548/ﾔﾏ/

介助犬チェリーのパピーウォーカー 山口 理／作 文研出版 0015910342 C913/ﾔﾏ/



【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

グッド・アンセスター  わたしたちは「よ
き祖先」になれるか

ローマン・クルツナリック
／著

あすなろ書房 0015924152 304/ｸﾙ21/

2030未来への分岐点 1
NHKスペシャル取材班
／編著

NHK出版 0015923568 304/ﾆﾂ21/1

プロテストってなに?  世界を変えたさ
まざまな社会運動

アリス・ハワース=ブース
／著

青幻舎インターナショナル 0015914989 309.02/ﾊﾜ21/

それでも選挙に行く理由
アダム・プシェヴォスキ
／著

白水社 0015923519 314.8/ﾌｼ21/

警視庁公安部外事課 勝丸 円覚／著 光文社 0015923600 317.74/ｶﾂ21/

13歳からの日米安保条約  戦争と同
盟の世界史の中で考える

松竹 伸幸／著 かもがわ出版 0015923733 319.105/ﾏﾂ21/

刑務所の精神科医  治療と刑罰のあ
いだで考えたこと

野村 俊明／[著] みすず書房 0015914138 326.54/ﾉﾑ21/

会社がなくなる! 丹羽 宇一郎／著 講談社 0015914849 335.04/ﾆﾜ21/

アフターデジタルセッションズ  最先端の
33人が語る、世界標準のコンセンサス

藤井 保文／監修 日経BP 0015914724 336.17/ﾌｼ21/

銭躍る東シナ海  貨幣と贅沢の一
五ー一六世紀

大田 由紀夫／著 講談社 0015914351 337.21/ｵｵ21/

税金の世界史 ドミニク・フリスビー／著 河出書房新社 0015914435 345.2/ﾌﾘ21/

メディアの未来 ジャック・アタリ／著 プレジデント社 0015914427 361.453/ｱﾀ21/

武器としての組織心理学  人を動か
すビジネスパーソン必須の心理学

山浦 一保／著 ダイヤモンド社 0015914336 366.94/ﾔﾏ21/

スマホ危機 親子の克服術 石川 結貴／著 文藝春秋 0015914245 367.61/ｲｼ21/

ノーベル文学賞が消えた日  スウェー
デンの#MeToo運動、女性たちの闘い

マティルダ・ヴォス・グス
タヴソン／著

平凡社 0015924269 368.64/ｸｽ21/

子ども介護者  ヤングケアラーの現実
と社会の壁

濱島 淑惠／[著] KADOKAWA 0015914260 369/ﾊﾏ21/

PTAモヤモヤの正体  役員決めから
会費、「親も知らない問題」まで

堀内 京子／著 筑摩書房 0015914674 374.6/ﾎﾘ21/

使える学力の育て方  すべての生徒
が自学自走できる授業づくり

冨塚 大輔／著 東洋館出版社 0015914310 375.1/ﾄﾐ21/

モノづくりは未来を拓く  学生プロジェ
クト奮闘記

田島 隆雄／著
幻冬舎メディアコンサル
ティング

0015924228 377.28/ﾀｼ21/

団体旅行の文化史  旅の大衆化とそ
の系譜

山本 志乃／著 創元社 0015924475 384.37/ﾔﾏ21/

自衛隊はアフリカのジブチで何をして
いるのか

小山 修一／著 育鵬社 0015914658 392.107/ｺﾔ21/

【郷土資料部門】
はるか良寛伝  玉島円通寺から備中
の寺々へ

器楽堂 ゆう子／著 考古堂書店 0015855943 K185/100B/

晴れの国おかやま検定過去問題集
2022版

岡山商工会議所／問題
作成

吉備人出版 0015887888 K290.9/270/2022B/

国立療養所長島愛生園 創立90周年
記念誌  令和ニ年

国立療養所長島愛生園
／[編]

国立療養所長島愛生園 0015782998 KL498/331B/

戦後の昭和期における岡山の近現代
建築  最終調査報告書

岡山近代建築研究会／
[編]

岡山近代建築研究会 0015840705 KL521/69/2021B/

華麗なる日本画コレクション名品選 新見美術館／編 新見美術館 0015769151 KL723/127B/



【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

ネット企業はなぜ免責されるのか ジェフ・コセフ／[著] みすず書房 0015864713 007.3/ｺｾ21/

中国オンラインビジネスモデル図鑑 王 沁／著 かんき出版 0015435555 007.35/ｵｳ21/

プロとして使うZoom 平田 幸一／著 インプレス 0015435571 007.353/ﾋﾗ21/

数万件のエクセルデータに困っている人のた
めのExcel多量データ自動化テクニック 村田 吉徳／著 秀和システム 0015866700 007.638/ﾑﾗ21/

宇宙を解く唯一の科学熱力学 ポール・セン／著 河出書房新社 0015864507 426.5/ｾﾝ21/

世界の天変地異
マッティン・ヘードベリ／
著

日経ナショナルジオグラ
フィック社

0015838311 451.98/ﾍﾄ21/

ウミガメは100キロ沖で恋をする 菅沼 弘行／著 方丈社 0015838105 487.95/ｽｶ21/

皮膚の秘密 ヤエル・アドラー／著 ソシム 0015689219 494.8/ｱﾄ21/

空間×ヘルスケア2030
日経BP総合研究所
Beyond Health／編

日経BP 0015838246 498/ﾆﾂ21/

海がやってくる
エリザベス・ラッシュ／
著

河出書房新社 0015864614 519/ﾗﾂ21/

松江の近代建築 足立 正智／著 ハーベスト出版 0015437247 523.173/ｱﾀ21/

中国のCASE革命 湯 進／著
日経BP日本経済新聞
出版本部

0015838352 537.09/ﾀﾝ21/

大橋慎の真空管・オーディオ理想の
音への「道」

大橋 慎／[著] 立東舎 0015689060 547.337/ｵｵ21/

言葉と衣服 蘆田 裕史／著 アダチプレス 0015438260 589.2/ｱｼ21/

食と農のプチ起業 小野 淳／著 イカロス出版 0015864663 611.7/ｵﾉ21/

長生きする鳥の育てかた 細川 博昭／著 誠文堂新光社 0015435795 646.8/ﾎｿ21/

森林で日本は蘇る 白井 裕子／著 新潮社 0015838410 651.1/ｼﾗ21/

「食」情報インフルエンサーの教科書 横井 裕之／著 徳間書店 0015435803 673.97/ﾖｺ21/

エビとカニの博物誌 大森 信／著 築地書館 0015864689 693.8/ｵｵ21/

＜交通文化資料＞

地形と歴史で読み解く鉄道と街道の
深い関係 東京周辺

内田 宗治／編著 実業之日本社 0015820319 516.1/ｳﾁ21/

鉄道ミュージアムガイド 池口 英司／著 天夢人 0015816622 686.06/ｲｹ21/

東急田園都市線が開業した時代の
各駅記録

山田 亮／著 フォト・パブリッシング 0015820327 686.213/ﾔﾏ21/

航空・空港政策の展望 関西空港調査会／監修 中央経済社 0015836893 687.1/ｶﾝ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 !!!!


