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『昭和の遺言 十五年戦争』
仙田 実・仙田典子／著 2008年 文芸社発行 ラベル記号 K209.7/17 資料番号 0008548414
【内容】
著者の仙田実さんは公立中学校の社会科教諭をつとめるかたわら、郷土史の研究を続けられ、2006年には県文化財
保護協会賞を受賞された。本書は、２００７年に永眠された仙田さんの最後の刊行本であり、娘の典子さんとの共著であ
る。満州事変・日中戦争・アジア太平洋戦争に従軍した200人近い兵士たちへの聞き取りをもとに書かれた、十五年戦
争の通史である。アジア太平洋戦争における吉永町域の戦没者一覧など、岡山に関連のあるデータも載っている。

『第九回 内田百間文学賞随筆部門受賞作品集 随筆部門』
山本森平／ほか著 2008年 作品社発行 ラベル記号 K908/1/9 資料番号 0008552630
【内容】
内田百間文学賞は、岡山が生んだ文筆家・内田百間の生誕100年を記念して平成2年に創設され、岡山の文化の振興
を図り、岡山の良さを全国の人々に知っていただくことを目的としている。審査員は、阿川弘之氏、小川洋子氏、奥泉光
氏。随筆部門の内容は「ひらけ、胡麻」（山本森平著）、「しゃもじの家族」（山之内朗子著）、「番台さん」（久保よしの
著）、青色草紙（井関古都路著）の4編。

『我が家の自慢「朝ごはん」レシピ集』
美作市教育委員会／著 2008年 早ね早おき朝ごはん美作市協議会発行 ラベル記号 KL590/36 資料番号 00085
【内容】
健康的な生活習慣を推進するために設立された、早ね早おき朝ごはん美作市協議会で「朝ごはんレシピ」の募集を行
い、優秀作品をまとめた小冊子。手早く簡単に作れ、安価で栄養バランスの良い献立8点が収録されている。「焼きはん
ぺんのスープ茶漬け」や「ちりめんじゃこの洋風簡単ずし」などユニークなメニューも載っている。

『こころぽかぽか おかやまっ子 第3集』
江田加代子／ほか編 2008年 心豊かな岡山っ子応援団発行 ラベル記号 KL909/2/3 資料番号 0008552507
【内容】
平成19年4月1日に制定された「岡山っ子育成条例」の取組のひとつとして、岡山市教育委員会の「心豊かな岡山っ子
育成プロジェクト会議」により作成された絵本。岡山市内の保育士や幼稚園教諭が作成にあたり、読み聞かせに活用で
きるよう作られている。第3集の内容は、「おかあさんとおやくそく」「いちまいのいろがみ」「ばあちゃんほっこり」「ちいさな
ラッキー」の4編。

『第六回 岡本欣三作陶展』
岡本欣三／作 1982年 日本橋三越発行 ラベル記号 K751/74/6 資料番号 0008540742
【内容】
岡本欣三氏は倉敷市生まれの陶芸家で、1951年に天神窯を築窯した。藤色の紫欣釉（しきんゆう）など、釉薬を駆使し
た美しい作風で知られている。本書は昭和57年2月に日本橋三越本店で開催された新作展の図録で、紫欣釉の花瓶
や香合を見ることができる。図版の半分はモノクロで、巻末に作者の略歴あり。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「最新行政資料展示」 です。
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2008年2月〜3月に受け入れた本の一部です。
貸出できる資料もあります。詳しくは職員にお尋ねください。
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倉敷市立中央図書館／
倉敷の図書館
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〔編〕
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について
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KL517/50

岡山県林野高等女学校
岡山県林野高等女学校 0008543639
校友会／編
〔岡山県真備高等女学校〕創立十
岡山県真備高等女学校
0008543654
周年記念
校友会
〔岡山市内山下尋常高等小学校〕
岡山市内山下小学校 0008543662
創立五十年史
岡山県の物的流通の現況と将来 岡山県商工部／〔編〕
岡山県商工部
0008542789
〔岡山県林野高等女学校〕落成誌

K376.4/87
K376.4/88
K376.2/49
KL675/9

吉備路伝説の語り部教本

内藤 大嗣／編

吉備路伝説を編集する
0008552473
会

K388/185/4

おおづちメモリアル

榊原 隆介／著

作品社

K908/1/9-1

岡山県農林水産部生産
流通課／編集
岡山県良質麦生産振興
推進協議会／［編］
岡山県大豆等生産流通
改善推進会議／〔編〕
清流保全副読本「守り育
てよう！わたしたちの川」
編集委員会／［編］
岡山県土木部監理課建
設業斑／編集

岡山県農林水産部生産
0008552663
流通課
岡山県良質麦生産振興
0008552846
推進協議会
岡山県大豆等生産流通
0008552879
改善推進会議

岡山の米
頑張れ！ 岡山の麦づくり
岡山県大豆生産振興推進方針
守り育てよう！わたしたちの川
建設業許可の手引

0008552648

KL616/1/2007
KL616/3/2007
KL616/5/2007

岡山県生活環境部環境
0008552994
管理課

K517/102/2008

岡山県土木部監理課

KL510/14/2007

0008553281

［岡山東養護学校］研究・実践の
岡山東養護学校／［編］ 岡山東養護学校
0008552986
まとめ
団塊の世代起業家のためのガイ 雇用・能力開発機構岡 雇用・能力開発機構岡
0008548612
ドブック
山センター／〔編〕
山センター
名勝頼久寺庭園保存修理事業整
頼久寺
0008548562
備報告書

KL335/52

小田川の四季と風物

妹尾 美砂男／〔著〕

妹尾美砂男

0008548794

KL293/15

瀬戸内の明日を考える

石井 正弘／講演

内外情勢調査会

0008548703

K317/204

0008559536

KL280.8/1

0008559684

K231/93

備前おかやま歴史逍遥
ふるさと中庄を歩く

岡山県備前県民局／
岡山県備前県民局
〔編集〕
中庄の歴史を語り継ぐ会 中庄の歴史を語り継ぐ
／〔編〕
会

灘崎小学校創立百周年
灘崎小学校創立百周年記念誌な
灘崎小学校創立百周年
記念事業実行委員会記
0008559577
ださき
記念事業実行委員会
念誌部／編集
岡山県教育庁指導課特
別支援教育室／〔編〕
岡山県知的所有権セン
開放特許活用ガイドブック
ター／〔編〕
岡山市総務局行政管理
国勢調査結果（平成12年その３） 部文書管理公開課／編
集
岡山市総務局行政管理
国勢調査結果（平成12年その４） 部文書管理公開課／編
集

適切な就学指導を行うために

岡山県教育庁指導課特
0008559742
別支援教育室
岡山県知的所有権セン
0008559569
ター
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KL376.2/24
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KL507/3/2008

岡山市
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岡山市
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