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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、食の道を探求してきた著者による家庭料理をめぐるエッセイです。お味噌汁や出汁、野菜など料理

に関する話はもちろんのこと、食べ物以外の話題も豊富です。例えば、茶碗への熱い想いを語るなかでは、

岡山ゆかりの作家、内田百閒の随筆にも触れており、親しみを持ちながら読み進めることができます。また、

「主な守備範囲は食文化と書評」という著者による、料理に関する本なども紹介されています。本書だけでな

く、関連する本も読み巡ってみたくなる一冊です。

岡山県立図書館　10月の新着図書紹介

秋の空が澄み渡り、すがすがしい季節になりました。当館では読書週間に合わせて、10月29日から11月6

日まで「県立図書館フェスタ」を開催します。読書の秋を県立図書館でぜひお楽しみください。

『家庭料理の窓』　【人文科学資料部門】

木村 衣有子／著　平凡社／発行　2022年　請求記号 596.04/ｷﾑ22/　資料番号 0016452294

悠斗は小学４年生。じいちゃんが定年して、家にいるようになってから、家の様子が、がらりと変わります。じ

いちゃんとの留守番で、毎日楽しい話を聞けるのはうれしいけれど、最近、何をやってもうまくいきません。

自信をなくした悠斗に、じいちゃんが生まれ育った無人島の話をしてくれます。そして、二人は夏休みに、じ

いちゃんが「宝島」と呼ぶ、その島へ行ってみることに…。さて、その島で、悠斗は、どんな宝物を見つける

のでしょうか。じいちゃんと悠斗の心温まるお話です。

『瀬戸内下津井お魚料理』　【郷土資料部門】

イタリア・ミラノにある「カーザ・ヴェルディ」は、一流の音楽家だけが入居できる高齢者施設です。引退した

音楽家たちのために作曲家ヴェルディが設立し、現在は音大に通う学生も受け入れています。本書は学生

として入居した著者が、当時の日記を中心に入居者たちとの交流や生活の様子を綴ります。自主性を尊重

するここでは、元音楽家たちが自由に音楽やその他の趣味に取り組みながら思い思いに暮らしています。

彼らの生き生きとした姿に、自分の老後の過ごし方についてもヒントがきっと見つかるはずです。

『カーザ・ヴェルディ　世界一ユニークな音楽家のための高齢者施設』　【社会科学資料部門】

『じいちゃんの島は宝島』　【児童資料部門】

漆原 智良／作　やまなか ももこ／絵　フレーベル館／発行　2022年　請求記号 C913/ｳﾙ/　資料番号 0016446122

『奇跡の小売り王国「北海道企業」はなぜ強いのか』　【自然科学・産業資料部門】

浜中 淳／著　講談社／発行　2022年　請求記号 673.7/ﾊﾏ22/　資料番号 0016449258

家具・インテリア販売の「ニトリ」、ホームセンターの「ＤＣＭ」、ドラッグストアの「ツルハ」、食品スーパーの

「アークス」など、日本の小売業を牽引しているこれらの企業の本社が北海道にあることをご存知ですか。本

州から離れているハンデを克服し、全国有数のトップ企業へどのように成長してきたのでしょうか。北海道新

聞社経済部デジタル委員の著者が、長年取材を続けてきた北海道企業の強さの秘密に迫っています。

藤田 彩歌／著　ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス／発行　2022年　請求記号 369.263/ﾌｼ22/　資料番号 0016448722

倉敷市下津井は児島半島の南に位置する、歴史ある港町です。本書では、下津井にちなんだ魚料理のレシピを紹介していま

す。レシピは地元の小中学生、主婦や漁師、料亭やホテルなどから集めたそうです。鯛やたこ、あなご、ミル貝といった海の幸の

レシピとともに、漁の方法や郷土での小話が添えられており、自身で作るだけでなく、下津井を訪れて本場の味に触れてみたく

なります。下津井の味、魚食文化を受け継いでいきたいという思いで作られた郷土愛がつまった一冊です。

余傳 吉恵／著　しもついシー ビレッジ プロジェクト／発行　2022年　請求記号 KL590/130B/　資料番号 0015325582



【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

頭の良い人がやっている「調べ方」究極
のコツ

齋藤 孝／著 学研プラス 002.7/ｻｲ22/ 0016446692

SNS別最新著作権入門 井上 拓／著 誠文堂新光社 021.2/ｲﾉ22/ 0016446684

悩んだら、先人に聞け! センター倫理で日
本の思考の型を学ぶ

相澤 理／著 笠間書院 121/ｱｲ22/ 0016384752

イェール大学人気講義天才 その「隠れた
習慣」を解き明かす

クレイグ・ライト／著 すばる舎 141.18/ﾗｲ22/ 0016446882

「捨てる」思考法 結果を出す81の教え 出口 治明／著 毎日新聞出版 159.4/ﾃｸ22/ 0016446791

古墳図鑑 訪れやすい全国の古墳300 青木 敬／著 日本文芸社 210.32/ｱｵ22/ 0016444648

『吾妻鏡』の合戦叙述と<歴史>構築 藪本 勝治／著 和泉書院 210.42/ﾔﾌ22/ 0016447658

ドレスデン爆撃1945 空襲の惨禍から都市
の再生まで

シンクレア・マッケイ／
著

白水社 234.074/ﾏﾂ22/ 0016444721

我が人生 ミハイル・ゴルバチョフ自伝
ミハイル・ゴルバチョフ
／著

東京堂出版 289.3/ｺﾙ22/ 0016444689

ベニシアと正 2
ベニシア・スタンリー・ス
ミス／著

風土社 590.4/ｶｼ19/2 0016042897

サステナブルな自炊生活 小さな工夫で捨
てずに楽しむ

しらいし やすこ／著 朝日新聞出版 596/ｼﾗ22/ 0016447385

子どもの「眠る力」の育て方 ワーママの
毎日がラクになる!

清水 悦子／著
日本能率協会マネジメ
ントセンター

599.4/ｼﾐ22/ 0016445322

心を伝える実用書道 あなたを輝かせる筆
文字

中室 舟水／著 日貿出版社 728/ﾅｶ22/ 0016447187

音楽アナリーゼのための実践ガイド 実習
図説・音楽用語集図表

ナジ・ハキム／著 音楽之友社 761/ﾊｷ22/ 0016444879

キツネ潰し 誰も覚えていない、奇妙で残
酷で間抜けなスポーツ

エドワード・ブルック=
ヒッチング／著

日経ナショナルジオグラ
フィック

780.2/ﾌﾙ22/ 0016447120

翻訳はめぐる 金原 瑞人／著 春陽堂書店 801.7/ｶﾈ22/ 0016444895

英語は決まり文句が8割 今日から役立つ
「定型表現」学習法

中田 達也／著 講談社 834.4/ﾅｶ22/ 0016448102

怖い家 伝承、怪談、ホラーの中の家の神
話学

沖田 瑞穂／著 原書房 902.09/ｵｷ22/ 0016447351

瓢簞から人生 夏井 いつき／著 小学館 911.304/ﾅﾂ22/ 0016444903

そして誰もゆとらなくなった 朝井 リョウ／著 文藝春秋 914.6/ｱｻ22/ 0016447310

親父の納棺 柳瀬 博一／著 幻冬舎 916/ﾔﾅ22/ 0016447302

【児童資料部門】

ぶどうおいしくなーれ 矢野 アケミ／さく 大日本図書 E/ﾔﾉ/ 0016446148

捨て犬・未来ときらら、イノシシにであう! 今西 乃子／著 岩崎書店 C615/ｲﾏ/ 0016448433

やまの動物病院
なかがわ ちひろ／作・
絵

徳間書店 C913/ﾅｶ/ 0016448441

魔女だったかもしれないわたし エル・マクニコル／著 PHP研究所 C933/ﾏｸ/ 0016448417

かこさとし かこ さとし／著 平凡社 726.601/ｶｺ22/ 0015270820



【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

奇跡の社会科学  現代の問題を解決しう
る名著の知恵

中野 剛志／著 PHP研究所 301/ﾅｶ22/ 0016445447

忘却にあらがう  平成から令和へ 東 浩紀／著 朝日新聞出版 304/ｱｽ22/ 0016445876

年寄りは本気だ  はみ出し日本論 養老 孟司／著 新潮社 304/ﾖｳ22/ 0016010621

非暴力の力
ジュディス・バトラー／
著

青土社 309/ﾊﾄ22/ 0016445488

22世紀の民主主義  選挙はアルゴリズム
になり、政治家はネコになる

成田 悠輔／著 SBクリエイティブ 311.7/ﾅﾘ22/ 0016020174

市民的不服従
ウィリアム・E.ショイアマ
ン／著

人文書院 316.1/ｼﾖ22/ 0016383895

公務員のための広報の教科書 佐久間 智之／著 学陽書房 318.5/ｻｸ22/ 0016448532

地政学だけではわからないシン・国際関
係論

天野 修司／著 イースト・プレス 319/ｱﾏ22/ 0016445553

法むるーむ  おとなになるあなたへ
法むるーむネット／編
集・執筆

清水書院 320/ﾎｳ22/ 0016383986

問題解決ツールとしての法的思考力 大城 章顕／著 日本実業出版社 321.04/ｵｵ22/ 0016452997

経済学の壁  教科書の「前提」を問う 前田 裕之／著 白水社 331/ﾏｴ22/ 0016384018

朝日新聞記者がMITのMBAで仕上げた戦
略的ビジネス文章術

野上 英文／著 BOW&PARTNERS 336.55/ﾉｶ22/ 0016384000

Kawaii経営戦略  幸福学×心理学×脳科
学で市場を創造する

高木 健一／著
日経BP日本経済新聞
出版

336/ﾀｶ22/ 0016445678

豪商の金融史  廣岡家文書から解き明か
す金融イノベーション

高槻 泰郎／編著 慶應義塾大学出版会 338.21/ﾀｶ22/ 0016010613

おっさん社会が生きづらい 小島 慶子／著 PHP研究所 367.5/ｺｼ22/ 0016445769

どうして男はそうなんだろうか会議  いろいろ
語り合って見えてきた「これからの男」のこと

澁谷 知美／編 筑摩書房 367.5/ｼﾌ22/ 0016445785

90歳になっても、楽しく生きる 樋口 恵子／著 大和書房 367.7/ﾋｸ22/ 0016445835

不登校でも学べる  学校に行きたくないと
言えたとき

おおた としまさ／著 集英社 371.42/ｵｵ22/ 0016448805

ルポ誰が国語力を殺すのか 石井 光太／著 文藝春秋 372.107/ｲｼ22/ 0016384232

砂糖の日本史 江後 迪子／著 同成社 383.81/ｴｺ22/ 0016384182

防衛大学校  知られざる学び舎の実像 國分 良成／著 中央公論新社 390.7/ｺｸ22/ 0016446072

【郷土資料部門】

岡山の自然と文化 41 郷土文化講座から
岡山県郷土文化財団／
編集

岡山県郷土文化財団 K040/3/41B 0016051047

天と人と  岡山賢人伝 熊沢蕃山の物語 山谷 和子／作・絵 備前市 KL289/K-19B/ 0016072316

おかやま街歩きノオト 第24号 福田 忍／[著] 福田 忍 K290.9/334/24B 0016091910

倉敷食さんぽグルメガイド 2022年版 倉
敷のおいしいが見つかる。

倉敷市観光客誘致協議
会／[編]

倉敷市観光客誘致協議
会

K590/242/2022
B

0016009516

エラベル  さんよう版 2023 優良企業ガイ
ド

東京商工リサーチ中国
地区本部／[編]

東京商工リサーチ中国
地区本部

KL670.3/7/2023
B

0016029076



【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

AI新世 人工知能と人類の行方 小林 亮太／著 文藝春秋 007.13/ｺﾊ22/ 0016449332

Web3.0ビジネス見るだけノート 加藤 直人／監修 宝島社 007.3/ｶﾄ22/ 0016446510

デジタル依存症の罠 香山 リカ／著 さくら舎 007.3/ｶﾔ22/ 0015497324

パワポで描く!図とイラスト 澤崎 敏文／著 技術評論社 007.638/ｻﾜ22/ 0016375461

感じる数学 ガリレイからポアンカレまで
数学みえる化プロジェク
ト／企画

共立出版 410.4/ﾏｻ22/ 0016446288

日本の自然風景ワンダーランド 地形・地
質・植生の謎を解く

小泉 武栄／著 ベレ出版 450.91/ｺｲ22/ 0016446353

直立二足歩行の人類史
ジェレミー・デシルヴァ
／著

文藝春秋 469.2/ﾃｼ22/ 0016446338

へんてこな生き物 カラー版 川端 裕人／著 中央公論新社 480.4/ｶﾜ22/ 0016446247

気候変動と子どもたち 懐かしい未来をつ
くる大人の役割

丸山 啓史／著 かもがわ出版 519/ﾏﾙ22/ 0016449159

リノベーションで理想の暮らし 山本 武司／著 学研プラス 527/ﾔﾏ22/ 0015496656

ドローンのつくり方・飛ばし方 野波 健蔵／共著 オーム社 538.6/ﾉﾅ22/ 0016446429

バイオマスプラスチック 基礎から最前線
まで知りつくす

日本有機資源協会／企
画・編集

環境新聞社 578.4/ﾆﾎ22/ 0015494990

農家が教えるわくわくマメつくり 農文協／編 農山漁村文化協会 616.7/ﾉｳ22/ 0016446643

名家・名門の庭園を歩く 仲 隆裕／監修 宝島社 L629.21/ﾅｶ22/ 0015496755

新・ロジスティクスの歴史物語 江戸から
令和まで

苦瀬 博仁／著 白桃書房 675.4/ｸｾ22/ 0016449274

交流まちづくり サステイナブルな地域を
つくる新しい観光

国土総合研究機構観光
まちづくり研究会／編

学芸出版社 689.4/ｺｸ22/ 0015983240

＜交通文化資料＞

伊勢旧街道を歩く 森下 惠介／著 東方出版 291.56/ﾓﾘ22/ 0015894322

ニッポン秘境路線バスの旅 風来堂／著 交通新聞社 685.5/ﾌｳ22/ 0016380222

空鉄 空撮鉄道旅情 吉永 陽一／著 天夢人 686.21/ﾖｼ22/ 0015537467

日本のもじ鉄 鉄道サインと書体の図鑑 石川 祐基／著 三才ブックス 686.53/ｲｼ22/ 0016092298

＜視聴覚資料＞

永遠のモダンを庭園に　闇夜につぶてを
投げる人･重森三玲（ＤＶＤ）

中日文化研究所／企画 岩波映像 V629/ｴ/ 0200278000

ハルをさがして（ＤＶＤ） 尾関 玄／脚本,監督 ISHIO(製作) V778/ﾊ/ 0200250611

思い出のアニソン80's（ＣＤ）
影山 ヒロノブ／[ほか]
演奏

日本コロムビア S920/ｵ/ 0200253524

 

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 !!!!


