県立図書館８月の新着図書紹介
（郷土資料編）
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発行

『たましま歴史百景』
玉島テレビ放送株式会社／著 萌友出版／発行 2017年 請求記号 K231.1/37B 資料番号 0014741813

【内容】
本書は、ケーブルテレビ局の玉島テレビ放送が、倉敷市玉島と船穂地区の歴史や風土、人物について「たましま歴史百景」と
題して放送したシリーズを、番組化できなかった原稿も加えて書籍化したものです。地域の方々へのインタビューや貴重な資
料によって、縄文時代からさかのぼる遺跡や古墳、港町として栄えた玉島の海運の歴史、現在にも受け継がれる施設や文
化、近現代で活躍した玉島ゆかりのある人物たちなどひとつひとつがわかりやすく紹介されています。
『ようこそ海の学校へ』
海と日本PROJECT in 岡山実行委員会／編 山陽放送株式会社／企画 2018年 請求記号 K480/13B 資料番号 0014503791

【内容】
本書は、岡山の海について食と住みかをテーマにしたワークショップに参加した小学生たちが、観察したことや学んだことから
岡山の海の図鑑を作成するというプロジェクトからつくられたものです。前半では、ゆりいち小学校という架空の学校に通うさま
ざまな魚介類の子どもたちが、とある一日の授業で自分たちのことや岡山の海の住みかについて学ぶという設定になっていま
す。後半のいきもの一覧は、岡山でよく見られるいきもの219種が紹介され、そのうち岡山でよく食べられる魚介類10種は子ど
もたちが調べてまとめたものが詳しく掲載されています。
、
『写真でつづるニホンザルの暮らしと心』
中道正之／著 大阪大学出版会／発行 2019年 請求記号 K489/19B 資料番号 0014912307

【内容】
真庭市・神庭の滝に住むニホンザルの暮らしが、たくさんの写真を通して書かれています。研究者と自治体が60年にもわたっ
て一頭一頭顔を覚え、名前を付ける個体識別を続けてきた結果、群れから生まれた全てのサルの生まれた年と月日がわかっ
ているそうです。小ザルが生まれる瞬間から死期の近づいた老サルの様子、老メスが孫娘である小ザルを世話するなど群れ
の中での多様な関係性といった、興味深いさまざまな生態が紹介されています。サルの中には子ども時代から老年までの写
真が出ているものもあり、まるで一生涯をたどるように読むことができる1冊です。
『岡山で失敗しないリフォーム会社を選ぶ本 vol.1 2019-2020』
KG情報／発行 2019年 請求記号 KL527/30/1B 資料番号 0014821698

【内容】
「リフォームしたいけれど、どこに頼んだらいいの？」「何から計画したらいいの？」いざリフォームを思い立ったものの、わから
ないことだらけで悩む人は多いでしょう。本書では、計画する上で外せないチェックポイントはもちろん、お金の問題、リフォー
ムの実例集や、部分別でのリフォーム会社見比べ表など、リフォームを進めていくための重要な情報を豊富に紹介していま
す。岡山にどんなリフォーム会社があるのかだけでなく、その会社の得意分野もわかりやすく掲載されており、理想のリフォー
ムへの第一歩として参考にしたい1冊です。
『ブラザーズドッグ』
おはなしのWA／作 氏峯麻里／絵 瑞雲舎／発行 2019年 請求記号 K726/36B 資料番号 0014964043

【内容】
倉敷市真備町で暮らしていたロングコートチワワの兄弟犬、チョコとミルクの実話を基にした絵本です。ある朝ミルクが目を覚ま
すと、夏の日以来いなくなってしまったと思っていた兄のチョコが現れます。「会わせたい仲間がいるんだ！」チョコの言葉にミ
ルクは一緒に昔住んでいた町へ出かけていきます。知り合いの動物たちと出会う中で、ミルクはあの日の出来事を思い出しま
す。平成30年に発生した西日本豪雨は、人だけでなく、動物たちも被災しました。この2匹の兄弟犬に思いを寄せながら、豪
雨のこと、災害のことを考えるきっかけにしてみてはいかがでしょうか。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『岡山の高等学校・特別支援学校等の魅力展』です。（7月18日～9月8日）
お問い合わせ先：岡山県立図書館 2階 郷土資料班 086-224-1286
ホ ー ム ペ ー ジ ： http://www.libnet.pref.okayama.jp/ （ 蔵 書 検 索 も で き ま す ）

※ リストは7月に受け入れた本の一部です。
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者

出 版 者

（岡山県 岡山県立記録資料館／
岡山県立記録資料館
編集

出版年月

請求記号

2019.3

K208/6/14B

聞く、書く。 第7号

聞き書き人の会／著

聞き書き人の会

2019.1

K280.4/19/7B

英学者本田増次郎の生涯

長谷川 勝政／著

教文館

2019.2

K289/H-107B/

山と溪谷社

2019.4

K290.9/195/2019B

2019.5

K683/61B/

岡山県の山

（分県登山ガイド 32） 黒瀬 大亮／編著

北前船と下津井界隈散策
庫 313）

（岡山文

倉敷ぶんか倶楽部／編 日本文教出版

ファジアーノ岡山 OFFICIAL YEAR
BOOK 2019

ビザビ／企画制作

ファジアーノ岡山スポー
2019.2
ツクラブ

K783/40/2019B

目で見る岡山弁

（岡山文庫 314）

吉田 則夫／著

日本文教出版

2019.5

K810/46B/

内田百間文学賞受賞作品集 第14
回

小浦 裕子／著

作品社

2019.3

K908/1/14B

2019.2

K938/10/46B

くらしきどうわ 第46集
き別冊 第22号）

（文芸くらし 倉敷市文化振興財団／
倉敷市文化振興財団
[編]

おかやま雑学ノート 第16集

赤井 克己／著

吉備人出版

2019.6

K940/27/16B

岡山の文学 平成30年度

岡山県／企画

岡山県

2019.3

K980/6/2018B

高梁の文学 平成30年度(第14回)

高梁市教育委員会／編
高梁市教育委員会
集

2019.3

K980/9/2018B

笠岡市木山捷平文学選奨 第14回
(平成30年度)

笠岡市文化・スポーツ
振興財団／[編]

2019.3

K980/23/14B

文芸くらしき 第22号

倉敷市文化振興財団／
大学教育出版
企画・編集

2019.3

K980/24/22B

岡山のアーカイブズ 8

岡山県立記録資料館／
岡山県立記録資料館
編集

2019.3

KL018/3/8B

笠岡市文化・スポーツ
振興財団

ゼンリン住宅地図岡山県岡山市 1[1] 北区①

ゼンリン

2019.6

KL291.1/5/2019-1-1

ゼンリン住宅地図岡山県岡山市 1[2] 北区②

ゼンリン

2019.6

KL291.1/5/2019-1-2

ゼンリン住宅地図岡山県岡山市 1[3] 北区③

ゼンリン

2019.6

KL291.1/5/2019-1-3

ゼンリン

2019.6

KL291.55/1/2019

[2019]

KL369/370/2019B

2019.3

KL369/580B/

平成30年7月豪雨災害赤十字の救護 日本赤十字社岡山県支 日本赤十字社岡山県
活動記録
部／[編]
支部

2019.3

KL369/587B/

平成30年西日本豪雨災害「JMATお
かやま」活動報告書

岡山県医師会／[編]

2019.2

KL498/294B/

平成30年7月豪雨
中国地方整備局 災害対応の記録

国土交通省中国地方整備局 国土交通省中国地方整備局
平成30年7月豪雨 災害対応 平成30年7月豪雨 災害対応
記録誌編集員会／[編集]
記録誌編集員会

2019.1

KL517/91B/

2018.7月西日本豪雨災害レポート

きよね夢てらす／編

2019.3

KL517/93B/

岡山県高校野球本 2019

テレビせとうち株式会社
テレビせとうち
／編

2019.6

KL783/27/2019B

ゼンリン住宅地図 201906 和気郡
和気町

ゼンリン／[編]

[日本赤十字社岡山県支部]事業計
画書 平成31年度

日本赤十字社岡山県支 日本赤十字社岡山県
部／[編]
支部

「被災地域の子どもの安全・安心な居
岡山県／[編]
場所」事業報告書

岡山県

岡山県医師会

清音地域づくり協議会

