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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

スープ作家である著者の、料理の工夫や楽しみ方が、具体的なエピソードとともに紹介されています。著者

が長年作っている「定番の豆腐のみそ汁」や献立を迷った時の「スープかけごはん」など、思わず作ってみ

たくなるようなレシピが、随所に掲載されています。本書を読み、忙しい日やあまり手間をかけたくないと思

う日でも無理せずできる、ご飯作りのコツやヒントをもらいませんか。また、日々の食卓の中に溢れる家族の

愛も感じることができる一冊です。

岡山県立図書館　2月の新着図書紹介

節分を過ぎ暦の上では春になりました。梅の花が咲き始めて春の訪れを感じさせますが、まだまだ寒い日が

続きますね。今月もいろんな本が入っています。おうち時間のおともになる本をぜひ探してみてください。

『こうして私は料理が得意になってしまった』　【人文科学資料部門】

有賀 薫／著　大和書房／発行　2021年　請求記号 596.04/ｱﾘ21/　資料番号 0015968324

ある夜、ぼくたち家族は約束を果たすため、くらやみの中を静かに歩いていきます。コオロギの声に耳を傾

けたり、アヤメやスイカズラのにおいを感じたり、町をあるけば昼間のあたたかさが残っていることに気づい

たりと、まっくらな世界では、普段気付かないことが研ぎ澄まされるかのように感じられます。家から町、森、

山へと歩き進め、暗い山道を登った先には、一体なにがあるのでしょうか…。繊細で神秘的な夜の情景が

絵本いっぱいに広がった作品です。

『井原・笠岡・浅口の昭和』　【郷土資料部門】

樹林舎／発行　2021年　請求記号 KL230/8B/　資料番号 0015889439

『ごちゃまぜで社会は変えられる　地域づくりとビジネスの話』　【社会科学資料部門】

濱野 将行／著　クリエイツかもがわ／発行　2021年　請求記号 369.26/ﾊﾏ21/　資料番号 0015987035

『夜をあるく』　【児童資料部門】

マリー・ドルレアン／著　よしい かずみ／訳　ＢＬ出版／発行　2021年　請求記号Ｅ/ﾄﾙ　資料番号0015959356

ディープフェイクとは、ＡＩを使用して改ざんもしくは生成されたメディア（写真、音声、動画）のことです。ア

プリの登場により誰でも簡単に映像を操作し、極めて精巧なフェイク動画を作れるようになりました。この

ディープフェイクにより、不信と分極化を根付かせ、あらゆる情報が信用できなくなる未来が近づいていると

著者は警告しています。果たして、私たちは危機を認識し、守りを固め、反撃できるのでしょうか。

『ディープフェイク ニセ情報の拡散者たち』　【自然科学・産業資料部門】

ニーナ・シック／著　片山 美佳子／訳　日経ナショナルジオグラフィック社／発行　2021年　請求記号 007.3/ｼﾂ21/　資料番号 0015925266

本書は、県南西部に位置する井原市、笠岡市、浅口市、里庄町、矢掛町からなる井笠地域の昭和時代の

写真集です。時代や街並みのほか、教育や祭り、交通などのテーマごとにおよそ600枚の写真が収録さ

れ、1枚1枚解説されています。井笠地域は、旧山陽道の矢掛宿や西廻り航路の寄港地・笠岡港があり、陸

海交通の要衝として栄えた地域です。フォトコラムでは、金光教や井笠鉄道、ジーンズ、カブトガニなど、特

色豊かな歴史や文化を深堀しています。

作業療法士の著者は、高齢者の孤立をなんとかしたいという思いから地域サロンをスタートし、子どもから高齢者まで障害の有

無も問わず、ごちゃまぜ（全員参加型）のまちづくりを目指して様々な事業を展開しています。本書は講演を聞いているような易

しい語り口で、地域で活動するための姿勢や、人を巻き込んで繋げていく取り組み方、ビジネスとしての起業や経営方法などを

紹介します。社会福祉に携わる人だけでなく、地域づくりや社会貢献に興味のある人、起業や新しいことに挑戦したい人、将来

を考えている中高生や大学生など、どんな人にも何か一つ前へ進むヒントをくれるはずです。



【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

0歳からの経験と知性　知性の発生
学

辻 義行／著、廣松 毅
／監修

武久出版 0015859564 002/ﾂｼ21/

編集をひもとく　書物観察の手引き
田村 裕／編、田村 裕
／著

武蔵野美術大学出版局 0015809452 021.4/ﾀﾑ21/

東京古書組合百年史
[東京都古書籍商業協
同組合／編]

東京都古書籍商業協同
組合

0015847213 024.8/ﾄｳ21/

WHY TIME FLIES　なぜ時間は飛ぶよ
うに過ぎるのか

アラン・バーディック／
著、佐藤 やえ／訳

東洋館出版社 0015859341 141.27/ﾊﾃ21/

祈りは人の半分
水谷 周、鎌田 東二／
著

国書刊行会 0015622772 160.4/ﾐｽ21/

遺跡が語る聖書の世界 長谷川 修一／著 新教出版社 0015712789 193.02/ﾊｾ21/

ヒスイと碧玉の考古学　日本諸島に
おける中の民の形成

河村 好光／著 六一書房 0015712847 210.27/ｶﾜ21/

韓国「建国」の起源を探る　三・一独
立運動とナショナリズムの変遷

小野 容照／著 慶應義塾大学出版会 0015809551 221.06/ｵﾉ22/

ポルトガル、西の果てまで 福間 恵子／著 共和国 0015948078 293.69/ﾌｸ21/

ズボラさんの作り置き いち／著 ワニブックス 0015859234 596/ｲﾁ21/

テレンス・コンラン流インテリアの基本
テレンス・コンラン／著、
[大野 千鶴／訳]

エクスナレッジ 0015889611 597/ｺﾝ21/

“泣いてもいいんだよ”の育児 峯田 昌／著 自由国民社 0015968340 599/ﾐﾈ21/

名画・名彫刻の美術解剖学　名作の
起伏から内部構造を判別する

加藤 公太／著 SBクリエイティブ 0015889603 701.5/ｶﾄ21/

映画のなかのロゴマーク　視覚言語
と物語の構造

小谷 充／著 水曜社 0015622798 727/ｺﾀ21/

写真集の本　明治〜2000年代までの
日本の写真集662

飯沢 耕太郎、打林 俊
／文

カンゼン 0015622715 740.21/ｲｲ21/

「つながる」ための言語教育　アフ
ターコロナのことばと社会

杉野 俊子／監修、野沢
恵美子／編著

明石書店 0015622491 807/ｽｷ21/

ゆるレポ
岡本 健、松井 広志／
編

人文書院 0015968019 816.5/ｵｶ21/

ハワイ語の手引き 西沢 佑／著 千倉書房 0015889595 829.453/ﾆｼ21/

ノーベル文学賞のすべて 都甲 幸治／編著 立東舎 0015889637 902.05/ﾄｺ21/

水上勉　文学・思想・人生 藤井 淑禎／著 名古屋大学出版会 0015809411 910.268/ﾐﾅ21/

アンドレ・マルローと現代　ポスト
ヒューマニズム時代の<希望>の再生

永井 敦子、畑 亜弥子
／共編

Sophia University Press
上智大学出版

0015712482 950.278/ﾏﾙ21/

【児童資料部門】

おつきさまのスープ 野中 柊／作 くもん出版 0015968514 E/ｷﾊ/

王さまのお菓子 石井 睦美／文 世界文化ブックス 0015968522 E/ｸﾗ/

屋根に上る かみや としこ／作 学研プラス 0015968134 C913/ｶﾐ/

馬と明日へ 杉本 りえ／作 ポプラ社 0015968217 C913/ｽｷ/

ソフィーの秘密 ニキ・コーンウェル／作 文研出版 0015968472 C933/ｺﾝ/



【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

権力にゆがむ専門知  専門家はどう
統制されてきたのか

新藤 宗幸／著 朝日新聞出版 0015986466 312.1/ｼﾝ21/

民族自決運動の比較政治史  クリミ
アと沿ドニエストル

松嵜 英也／著 晃洋書房 0015986599 316.838/ﾏﾂ21/

新行動経済学読本  地域活性化への
行動経済学の活用

水野 勝之／編著 明治大学出版会 0015987183 318.6/ﾐｽ21/

戦争の未来  人類はいつも「次の戦
争」を予測する

ローレンス・フリードマン
／著

中央公論新社 0015986649 319.8/ﾌﾘ21/

法と経済学の未来  改革・回顧論考
グイド・キャラブレイジ／
著

弘文堂 0015986573 321/ｶﾗ21/

EUと新しい国際秩序 須網 隆夫／編 日本評論社 0015986557 329.37/ｽｱ21/

大人のためのお金の教養 横山 光昭／監修 総合法令出版 0015986854 330/ﾖｺ21/

グローバリゼーション  移動から現代
を読みとく

伊豫谷 登士翁／著 筑摩書房 0015986706 333.6/ｲﾖ21/

異なる人と「対話」する本気のダイ
バーシティ経営

野村 浩子／著
日経BP日本経済新聞
出版本部

0015986680 336.4/ﾉﾑ21/

異端のコスト削減 土井 和夫／著 風詠社 0015986656 336.85/ﾄｲ21/

脱日本入門  普通のサラリーマンが金持
ちになるための最新・最強のバイブル

加谷 珪一／著 文藝春秋 0015987134 338.18/ｶﾔ21/

人は聞き方が9割  1分で心をひらき、
100%好かれる聞き方のコツ

永松 茂久／著 すばる舎 0015987126 361.454/ﾅｶ21/

ポリコレの正体  「多様性尊重」「言葉
狩り」の先にあるものは

福田 ますみ／著 方丈社 0015965825 361.8/ﾌｸ21/

家族と話し合いをしてますか?  「伝わらな
い」「わかり合えない」がなくなる本

斉田 英子／著 PHP研究所 0015987027 367.3/ｻｲ21/

ふすまのむこうがわ  ひきこもる彼と
私のものがたり

芦沢 茂喜／著 生活書院 0015969595 369.28/ｱｼ21/

すごろくで学ぶ安政の大地震 平井 敬／編著 風媒社 0015944754 369.31/ﾋﾗ21/

私たちは何を悩んできたか  高校生
が語った子どものころの悩み

永野 恒雄／編著 同時代社 0015986946 371.45/ﾅｶ21/

子どもといっしょに成長しよう  3日で
気が楽になる「親」の本

浅田 和伸／著 ジアース教育新社 0015986904 379.9/ｱｻ21/

セーラー服の誕生  女子校制服の近
代史

刑部 芳則／著 法政大学出版局 0015987092 383.15/ｵｻ21/

日本からみた世界の食文化  食の多
様性を受け入れる

鈴木 志保子／編著 第一出版 0015987118 383.8/ｽｽ21/

町田忍の縁起物のひみつ  「福」はい
つも隣にいる

町田 忍／文+写真+絵 天夢人 0015987076 387/ﾏﾁ21/

【郷土資料部門】
備前の児島・五流修験  その歴史と
伝承

宮家 準／著 岩田書院 0015774375 K182.9/14B/

台湾引き揚げ一家の記録  "命の恩
人と“再会”した70年ぶりの里帰り"

河内 洋輔／著
PHPエディターズ・グ
ループ

0015889181 K289/K-346B/

ふるさとの未来へ私たちが伝えたい
こと

下原復興委員会／[編] 下原復興委員会 0015916273 K517/256B/

古備前焼の年代鑑定  完全版 古陶磁鑑定美術館／著 ブイツーソリューション 0015888142 K751/524B/

おかやましみんのどうわ 2022
岡山市・岡山市文学賞
運営委員会／編

ふくろう出版 0015977515 K938/4/2022B/



【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

バーチャル・リアリティ百科
インディラ・トゥーヴェニ
ン／著

原書房 0015947245 007.1/ﾄｳ21/

進化が止まらない超人間AI 日経XTECH／編 日経BP 0015888027 L007.13/ﾆﾂ21/

5000日後の世界 ケヴィン・ケリー／著 PHP研究所 0015933906 007.3/ｹﾘ21/

60歳から始めるSNSの教科書 マイウェイ出版 0015888928 007.353/ﾛｸ21/

暮らしの科学 近 芳明／著 風詠社 0015930589 407/ｺﾝ21/

あしたの火山学 神沼 克伊／著 青土社 0015933815 453.821/ｶﾐ21/

江戸東京草花図鑑 岩槻 秀明／著 エクスナレッジ 0015946569 470.38/ｲﾜ21/

知って楽しいカモ学講座 嶋田 哲郎／著 緑書房 0015933799 488.69/ｼﾏ21/

まず知っておきたい!がん治療のお金,
医療サービス事典

山崎 知子／編集 全日本病院出版会 0015833460 494.5/ﾔﾏ21/

ウルトラニッチ 小さな発見から始まる
モノづくりのヒント

川内 イオ／著 freee出版 0015927098 509.21/ｶﾜ21/

サーキュラーエコノミー実践 安居 昭博／著 学芸出版社 0015621469 519.13/ﾔｽ21/

建築学芸員のまなざし 酒井 一光／著 青幻舎 0015934649 523.1/ｻｶ21/

「PICマイコン」で学ぶ電子工作実験 神田 民太郎／著 工学社 0015946908 548.2/ｶﾝ21/

船体解剖図
プニップクルーズ 中村
辰美／イラスト・文

イカロス出版 0015927163 552/ﾅｶ21/

過疎再生 松場 登美／著 小学館 0015927254 601.173/ﾏﾂ21/

有機の土づくり超基本と応用 ブティック社 0015937014 L626.9/ﾕｳ21/

図書館司書30人が選んだ猫の本棚 高野 一枝／編著 郵研社 0015947344 645.7/ﾀｶ21/

Z世代マーケティング
ジェイソン・ドーシー／
著

ハーパーコリンズ・ジャ
パン

0015930878 675/ﾄｼ21/

テレビから学んだ時代 木下 浩一／著 世界思想社 0015930787 699.21/ｷﾉ21/

＜交通文化資料＞

鉄道と郊外 角野 幸博／編著 鹿島出版会 0015903172 518.88/ｶﾄ21/

小田急電鉄40年の軌跡 イカロス出版 0015689565 536.5/ｵﾀ21/

激しく生きてこそいのちの値打がある 広島電鉄株式会社／著 広島電鉄 0015765241 686.067/ｵｵ21/

185系「踊り子」最終章 ネコ・パブリッシング 0015437320 L686.213/ﾋﾔ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 !!!!


