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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

『6カ国転校生ナージャの発見』　【社会科学資料部門】

『あるひくじらがやってきた』　【児童資料部門】

『ファッションスタディーズ　私と社会と衣服の関係』　【自然科学・産業資料部門】

蘆田 裕史，藤嶋 陽子，宮脇 千絵[ほか]／著　フィルムアート社／発行　2022年　請求記号 589.2/ｱｼ22/　資料番号 0015955123

ファッションスタディーズとは、ファッションをテーマとして多様な視点やアプローチで行う研究の総称で、本

書はその入門書です。第1部の理論編では、8つの視点で過去から現在に至るファッションの歴史を論じて

います。第2部の事例編では、ファッションへの理解を深めるために重要な15のトピックを紹介しています。

第3部には、関心を持った分野をより深く知るための手掛かりとなる分野別ブックガイドがあります。ファッショ

ンについて、ふと疑問に思っていることの答えが本書の中に見つかるかもしれません。

今年は瀬戸内国際芸術祭や岡山芸術交流が開催されます。本書は、文化芸術と地域が互いに影響を及

ぼし合う、アートと社会の関係に注目した本です。秋田県大館市における、地域の特性と強く結びついた

アートプロジェクト「ゼロダテ」や、3.11以後の震災復興とアートをめぐる問題など、事例を挙げながら活動の

意義と課題について考察しています。また、地域おこし協力隊や廃校の利用など、アートが地域経済や人

口問題などの社会課題の解決に貢献していることについても言及し、解説しています。

岡山県立図書館　9月の新着図書紹介

騒がしかった蝉の声がいつの間にか涼やかな虫の声にかわり、秋の訪れを感じさせます。夜もだんだん過ご

しやすくなってきました。秋の夜長は虫の声に耳を傾けながら、ゆったりと本を読むのもおすすめですよ。

『社会化するアート／アート化する社会』　【人文科学資料部門】

小松田 儀貞／著　水曜社／発行　2022年　請求記号 704/ｺﾏ22/　資料番号 0016120032

キリーロバ・ナージャ／著　集英社インターナショナル／発行　2022年　請求記号 372/ｷﾘ22/　資料番号 0016122939

美咲町史編さん委員会／編集　美咲町／発行　2022年　請求記号 K256.1/5/4B　資料番号 0016386245

1955年（昭和30）、岡山県久米郡の中央に位置する加美町、三保村、打穴村、大垪和村が合併して発足した中央町。50年後の

2005年（平成17）には旭町、柵原町とともに合併し、現在の美咲町が誕生しました。旭町、柵原町はすでに町誌を刊行していまし

たが、中央町のみ未刊となっており、町誌編纂が進められてきました。本書は、既刊の民俗編、地区誌編、資料編に続く最終編

となる通史編です。中央町の原始・古代から近現代、美咲町の誕生までの史的変遷が通観できます。中央町の歴史研究、さら

には美咲町の今後の発展に向けて存分に活用していきたい一冊です。

ある日、まちにくじらがやってきて、人々は大騒ぎです。プールや電車はいっぱいで窮屈になり、魚は食

べつくされていつも売り切れ。そんな困りごとがありつつも、くじらとまちの人々はなんとか共存していまし

た。しかし、道路には魚の骨が散らかり、その骨に群がるカモメのふんでまちが汚れていくと、耐えかねた

人々がくじらを追い出そうとします。くじらたちはなぜ海からまちにやってきたのでしょうか。環境について

考えさせられる内容をユーモラスなタッチで描いた絵本です。

ニック・ブランド／作　なかがわ ちひろ／訳　小学館／発行　2022年　請求記号 E/ﾌﾗ/　資料番号 0016087678

『中央町誌　通史編』　【郷土資料部門】

日本の小学校は鉛筆を使うのが「ふつう」。でも世界にはペンを使うのが「ふつう」の国もあります。本書の主

人公で著者のナージャは、小学校から中学校までの間、ロシア・日本・イギリス・フランス・アメリカ・カナダの6

か国の学校に通いました。ノートの形式も教室の座席も国によって様々。昼食を家に帰って家族と食べると

いう国もありました。そんな各国での体験と発見を紹介し、さらにその根幹にある考え方や教育方針の違い

にも迫ります。大人も子どもも楽しみながら異文化理解を深められる一冊です。



【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

教師は学校図書館をどう使うか　インタ
ビュー●箕面市にみる司書と教師の協働

高木 享子／著 教育史料出版会 017.021/ﾀｶ22/ 0016123457

編集者、それはペンを持たない作家である　私は
人間記録として、自分の感動を多くの読者に伝えた
かった。

神吉 晴夫／著 実業之日本社 023.067/ｶﾝ22/ 0016123440

グランゼコールの教科書　フランスのエ
リートが習得する最高峰の知性

ジャン=フランソワ・ブラ
ウンスタン／著

プレジデント社 035/ﾌﾗ22/ 0016123465

言葉に出会う現在 宮野 真生子／著 ナカニシヤ出版 121.6/ﾐﾔ22/ 0016380032

ことわざから出会う心理学 今田 寛／編著 ミネルヴァ書房 140/ｲﾏ22/ 0016123523

無理しない生き方　自由と快適さが手に
入る37のアドバイス

ひろゆき／著 きずな出版 159/ﾆｼ22/ 0016123481

歴史の転換期　11 木村 靖二／監修 山川出版社 209/ｷﾑ18/11 0016123622

日本はこうしてつくられた　2 安部 龍太郎／著 小学館 210.3/ｱﾍ21/2 0016123549

世界の魅力的なビーチと湖　息をのむほど美しい
ビーチと癒やしのレイクサイドを旅の雑学とともに
解説

地球の歩き方編集室／
編集

地球の歩き方 290.93/ﾁｷ22/ 0016379620

海のものがたり　海藻押し葉で紡ぐいのち ヘレン・アポンシリ／作 化学同人 594.85/ｱﾎ22/ 0016379976

粉100、水50でつくるすいとん minokamo／著 技術評論社 596.3/ﾐﾉ22/ 0016379968

あっちこっち食器棚めぐり 伊藤 まさこ／著 新潮社 596.9/ｲﾄ22/ 0016124026

細田守の芸術世界
チャールズ・ソロモン／
著

グラフィック社 778.77/ﾎｿ22/ 0016380057

甲子園に行くのが夢だった　高校野球が
教えてくれた大切なこと

松坂 大輔／監修 飛鳥新社 783.7/ﾏﾂ22/ 0016379661

北斎と廣重　美と技術の継承と革新 [葛飾 北斎／画] リックテレコム L721.8/ｶﾂ22/ 0016123754

子どもに学ぶ言葉の認知科学 広瀬 友紀／著 筑摩書房 801.04/ﾋﾛ22/ 0016379737

0歳から始める!英語絵本音読メソッド　英
語好きの子どもにする魔法の法則

小林 妙子／著 三笠書房 830.7/ｺﾊ22/ 0016123838

語源の謎　なぜ、この漢字が使われる? 日本語倶楽部／編 河出書房新社 B812/ﾆﾎ22/ 0015488661

動物のまなざしのもとで　種と文化の境界
を問い直す

鵜飼 哲／編著 勁草書房 902.09/ｳｶ22/ 0016124000

笑いの力、言葉の力　井上ひさしのバトン
を受け継ぐ

渡邉 文幸／著 理論社 910.268/ｲﾉ22/ 0016380073

飛び立つ季節　旅のつばくろ 沢木 耕太郎／著 新潮社 915.6/ｻﾜ22/ 0016123861

【児童資料部門】

こうもり アヤ井 アキコ／作 偕成社 E/ｱﾔ/ 0016124455

ことりのメルおっこちる
コーリー・R.テイバー／
さく

化学同人 E/ﾃｲ/ 0016109563

サバンナで野生動物を守る 沢田 俊子／著 講談社 C482/ｻﾜ/ 0016124372

パンに書かれた言葉 朽木 祥／作 小学館 C913/ｸﾂ/ 0015573033

フードバンクどろぼうをつかまえろ! オンジャリ Q.ラウフ／著 あすなろ書房 C933/ﾗｳ/ 0016109431



【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

そっか、日本と韓国って、そういう国だっ
たのか。

ムーギー・キム／著 東洋経済新報社 302.21/ｷﾑ22/ 0016122954

現代中国がわかる最強の45冊  知識ゼロ
から学ぶための必読書ガイダンス

中川 コージ／著 扶桑社 302.22/ﾅｶ22/ 0016122947

コロナ、優生、貧困格差、そして温暖化現
象

佐藤 幹夫／著 論創社 304/ｻﾄ22/ 0016124976

図解でわかる14歳から考える民主主義
インフォビジュアル研究
所／著

太田出版 311.7/ｲﾝ22/ 0016119208

ユーラシア・ダイナミズムと日本 渡邊 啓貴／監修 中央公論新社 319.2/ﾜﾀ22/ 0016381378

世界の憲法・日本の憲法  比較憲法入門 新井 誠／編 有斐閣 323.01/ｱﾗ22/ 0016122996

グレート・ナラティブ  「グレート・リセット」
後の物語

クラウス・シュワブ／著
日経ナショナルジオグラ
フィック

330.4/ｼﾕ22/ 0016122970

今、若者たちと  Z世代、ミレニアル世代と
つくる新しいパーパス

日本経済新聞社／編
日経BP日本経済新聞
出版

335.21/ﾆﾎ22/ 0016124919

ビッグデータと競争政策 モーリス・E.スタック／著 中央経済社 335.57/ｽﾀ22/ 0016123176

起業のエクイティ・ファイナンス  スタートアップ
を成長させる「インセンティブ」の設計図

磯崎 哲也／著 ダイヤモンド社 336.82/ｲｿ22/ 0016379273

危機管理広報実践ガイド  "不安解消!“い
ざ”というときへの備えと対応

宇於崎 裕美／著
産労総合研究所出版部
経営書院

336/ｳｵ22/ 0016124885

図解でわかる不動産オーナーの相続対
策  なるほど!そうなのか!

今仲 清／著 清文社 345.53/ｲﾏ22/ 0016379356

消費は何を変えるのか  環境主義と政治
主義を越えて

ダニエル・ミラー／[著] 法政大学出版局 361.5/ﾐﾗ22/ 0016124851

結局、年金は何歳でもらうのが一番トクな
のか

増田 豊／著 青春出版社 364.6/ﾏｽ22/ 0016122871

時代の変わり目を、やわらかく生きる 石川 理恵／取材・文 技術評論社 365/ｲｼ22/ 0016119364

君にもできる刃物犯罪対処マニュアル  元特
殊部隊隊員が教える危機管理と護身術入門

SOU／著 誠文堂新光社 368.6/ｴｽ22/ 0016124828

大切な人生に寄り添う  知られざる難病
訪問ケアの世界

柴田 敦子／著 主婦の友社 369.27/ｼﾊ22/ 0016119448

砂・砂・砂SAND  「砂の遊びとアート」と保
育

笠間 浩幸／著 ホシツムグ 376.156/ｶｻ22/ 0016379364

食の道具大全　料理道具の歴史・デザイ
ン・使い方

コリン・マイナット／著 柊風舎 383.88/ﾏｲ22/ 0015981780

無縁社会の葬儀と墓　死者との過去・現
在・未来

山田 慎也／編 吉川弘文館 385.6/ﾔﾏ22/ 0016381832

女性兵士という難問　ジェンダーから問う
戦争・軍隊の社会学

佐藤 文香／著 慶應義塾大学出版会 392/ｻﾄ22/ 0016011371

【郷土資料部門】

備前国鳥取荘  成立から崩壊まで 岸田 崇／著 吉備人出版 K210/134B/ 0015893241

医の道ひとすじ  川崎学園創設者川崎祐
宣伝

川崎 誠治／著 川崎学園 K289/K-351B/ 0016101651

ももたろう 立石 憲利／ぶん 吉備中央町教育委員会 K388/207/3B 0016076374

瀬戸内下津井お魚料理 余傳 吉恵／著
しもついシー ビレッジ
プロジェクト

KL590/130B/ 0015325582

近代岡山殖産に挑んだ人々 3
山陽放送学術文化・ス
ポーツ振興財団／編著

山陽放送学術文化・ス
ポーツ振興財団

K602/139/3B 0016385965



【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

現代暗号技術入門 デイビッド・ウォン／著 日経BP 007.1/ｳｵ22/ 0016122806

デジタル空間とどう向き合うか 情報的健
康の実現をめざして

鳥海 不二夫／著
日経BP日本経済新聞
出版

007.3/ﾄﾘ22/ 0016124745

まるわかり!ロケーションテック KDDI／監修
日経BP日本経済新聞
出版

L007.35/ｹﾃ22/ 0015493026

ソーシャルメディア解体全書 フェイク
ニュース・ネット炎上・情報の偏り

山口 真一／著 勁草書房 007.353/ﾔﾏ22/ 0016119166

世界はこうしてできている美しい物理のし
くみ

川村 康文／監修 西東社 420.4/ｶﾜ22/ 0015492689

海洋リテラシーの理念 田中 智志／編著 一藝社 452.07/ﾀﾅ22/ 0015894363

動物の体色がわかる図鑑 秋山 豊子／監修 グラフィック社 481.1/ｱｷ22/ 0016380016

認知症の時代 支え合える社会を目指し
て

吉水 卓見／著
PHPエディターズ・グ
ループ

493.758/ﾖｼ22/ 0015492721

令和時代を切り拓く!新進気鋭企業48選
日刊工業新聞特別取材
班／編

日刊工業新聞社 509.21/ﾆﾂ22/ 0015894504

グレタの真実
アンダシュ・ヘルベリ／
作

潮出版社 519/ﾍﾙ22/ 0016122640

世界建築史ノート 中川 武／編 東京大学出版会 520.2/ﾅｶ22/ 0016119018

PCパーツの選びかた I O編集部／編集 工学社 548.295/ｱｲ22/ 0015955214

いのちのバトンをつなぎたい 世界の子ど
もの3人に1人は栄養不良

ワールド・ビジョン・ジャ
パン／編著

合同出版 611.3/ﾜﾙ22/ 0015492788

山を買ったぞ!キャンプするぞ! 栗原 紀行／著 実業之日本社 651.3/ｸﾘ22/ 0016124703

「専門家」以外の人のためのリサーチ&
データ活用の教科書

米田 恵美子／著 東洋経済新報社 675.2/ﾖﾈ22/ 0015492812

旅と観光の人類学 橋本 和也／著 新曜社 689/ﾊｼ22/ 0016122764

＜交通文化資料＞

妙な線路大研究 東海道・山陽・九州新幹
線篇

竹内 正浩／著 実業之日本社 516.1/ﾀｹ22/ 0015247174

EF58最後に輝いた記録 諸河 久／著 フォト・パブリッシング 536.3/ﾓﾛ22/ 0016103541

鉄道路線をくらべて楽しむ地図帳 明治～
現在

寺本 光照／編著 山川出版社 686.21/ﾃﾗ22/ 0016087298

路面電車大百科 西森 聡／著 天夢人 686.91/ﾆｼ22/ 0016088387

＜視聴覚資料＞

農口尚彦の夢造 86歳現役酒造りの神
（DVD）

HAB北陸朝日放送 V588/ﾉ/ 0200254050

映画の中のジャズ ニューオリンズ（DVD） ジュネス企画 V778/ｴ/ 0200278828

木村好夫ギター・デラックス 黄昏のビギン
（CD）

木村 好夫／ギター 日本コロムビア S260/ｷ/ 0200253557

 

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 !!!!


