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『備前 Ａｌｌ ｏｆ ＢＩＺＥＮ』
別冊炎芸術 2008年 阿部出版発行 ラベル記号 KL751/71 資料番号 0008711418
【内容】
「土と炎の芸術」と言われる備前焼は、備前の土と炎だけから生まれる、釉薬を施さない焼締め陶である。シンプルで原
始的ともいえる備前焼の魅力とともに、備前焼を築いた巨匠から現代作家までの作品を紹介する。豊富なカラー写真と
ともに、備前焼作家系統図、備前焼用語集も収録。備前市内はもちろん東京まで、全国にある備前焼ギャラリーと、人
気作家の作品と価格が紹介されているので、購入を考えている人にも役立つかもしれない。

『西山拙斎全集 第3巻』
廣常 人世／著 2008年 浅口市発行 ラベル記号 K122/11/3 資料番号 0008698698
【内容】
西山拙斎は、1735年（享保２０年）浅口郡鴨方村生まれの医者・儒者・漢詩人である。平成10年の没後200年に「西山拙
斎顕彰会」が鴨方町で発足され、平成17年に全集の刊行が始まった。本書は紀行と書簡の一部を収めている。紀行
は、去年の枝折（吉野紀行）、讃岐紀行、松山紀行、小春のすさみ、ちもとの遊き（丁巳東遊）などを収録。書簡は、古川
古松軒宛、柴野栗山宛、頼春水宛などを収める。巻頭に藺草図（広島県立歴史博物館蔵）の写真、巻末に索引あり。

『竹喬のことば 昭和編５』
笠岡市竹喬美術館友の会／編 2008年 笠岡市竹喬美術館友の会発行 ラベル記号 K723/85/2-5 資料番号0008699332

【内容】
小野竹喬は、明治22年に小田郡笠岡村（現在の笠岡市笠岡西本町）に生れた日本画家である。笠岡市竹喬美術館友
の会は平成6年に、竹喬芸術を愛し、竹喬美術館を応援することを目的に発足され、平成15年に後世に残る事業とし
て、小野竹喬の芸術にかかわる言葉を集めた「竹喬のことば」シリーズの刊行を始めた。6冊目となる本書は、昭和44年9
月から49年12月にかけて、新聞や雑誌に掲載された小野竹喬による文章40件を収録したものである。

『改訂版検定「晴れの国おかやまの食」公式テキスト』
岡山県食品衛生協会／編 2008年 吉備人出版発行 ラベル記号 K590/154 資料番号 0008689630
【内容】
本書は、岡山県食の安全・食育推進協議会と岡山県が協働で実施する「検定−晴れの国おかやまの食−」の公式テキ
ストである。岡山の特産品や郷土料理等の食文化、食の安全・安心の確保や食育の推進のために岡山県が取組む内
容について学んでいただくことを目的に編集されている。巻末に参考文献・資料リストと、平成19年実施問題が収録され
ている。検定を受ける予定はなくても、岡山の食文化や食品衛生、食育について知りたいときには役立ちそうである。

『「備中岡山藩」の世界』
別府 信吾／著 2008年 吉備人出版発行 ラベル記号 K322/38 資料番号 0008689903
【内容】
備前一国を領有する岡山藩が備中に持っていた飛地領と支藩領。中枢部でないだけに却って岡山藩の諸問題が顕わ
になっているかに見えるこれらの地に焦点を当て、岡山藩の諸問題を明らかにする。3部構成になっており、第1部は岡
山藩備中領のうち浅口郡に焦点を据えて考察し、第2部は従来正面から扱われず、それゆえに各種の混乱が生じてい
る岡山支藩について基礎的な史実を明らかにしつつ本藩との関係について考察している。第3部は幕末、維新期の鴨
方藩についての論考になっている。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「岡山の布」他 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9月に受け入れた本の一部です。
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