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『その時10歳のわたしは 戦争体験記』
操五会傘寿記念誌編集委員会／編 岡山県立岡山操山高等学校五期生の会／発行 2015年 請求記号 K209.7/25B/ 資料番号 0013133103

【内容】
“戦禍を知る人、想像できる人が必ずこの平和な戦後を守り続けると信じています。” 本書は、岡山県立岡山操山高校の卒
業生（5期生）有志の72人が、二度と戦争があってはならないという強い思いから、戦争を知らない世代の子どもたちに向け
て、10歳前後で終戦を迎えた当時の体験を振り返った手記です。戦争の犠牲となった愛犬のことや岡山城天守閣が空襲に
より炎上、倒壊する様子を目の当たりにしながら旭川上流へと避難するエピソードなど、思い出したくない悲惨な出来事も綴
られています。戦争を実体験として語れる方々が少なくなる中、戦後70年の節目に語り継がれた貴重な証言集となっていま
す。
『晴れの国おかやま検定 公式参考書』
吉備人出版編集部／編 吉備人出版／発行 2015年 請求記号 K290.9/261/2015B 資料番号 0013186085
【内容】
平成28年2月、岡山の歴史や文化を誰もが手軽に楽しみながら学ぶことのできる「第2回晴れの国おかやま検定」が実施され
ます。その出題範囲は岡山の自然、歴史、文化、伝統行事、観光、時事、スポーツ、食、県政全般など多岐にわたり、第1回
検定問題では、「おかやまマラソン」や「黒田官兵衛」といった時事的話題からの出題もありました。本書は、高得点を狙う「お
かやま検定」受検者はもちろん、岡山に関する基礎的な知識を身につけておきたい方、県外から岡山に来られた方とお話を
する機会の多い方にも役立つ入門書として、岡山の魅力を再発見することができるガイドブックです。
、
『カブトガニの謎 2億年前から形を変えず生き続けたわけ』
惣路 紀通／著 誠文堂新光社／発行 2015年 請求記号 K482.9/19B/ 資料番号 001310812
【内容】
笠岡市で開催される駅伝大会にもその名が冠されるなど、地元に愛されているカブトガニ。岡山では「どんがめ」とも呼ばれ、
2億年以上も前からその姿をほとんど変えることがなく、“生きている化石”といわれる謎の多い生き物です。本書には、戦後、
カブトガニの主要な生息地であった笠岡湾の大規模干拓による環境汚染を受けて、地元が取り組んできた保護活動の様子
やその知られざる生態がわかりやすく解説されています。笠岡市立カブトガニ博物館の退職を目前に控えた著者が37年間
の研究の集大成として残した、子どもから大人までカブトガニを興味深く学ぶことのできる一冊です。
『井原石造物歴史散策』
大島 千鶴／著 日本文教出版 ／発行 2015年 請求記号 K714/36B/ 資料番号 0013234521
【内容】
岡山県内各地を歩いていると、いつの頃からそこに佇んでいるのかはわからない、名の知れぬ石造物が気になったことはな
いでしょうか。本書は、井原地域に点在する中世から現在に至るさまざまな供養塔をはじめ、近世の交通の様子がうかがい知
れる道しるべ、狛犬や石仏など、地元の歴史とともに先人の思いや信仰の深さを伝える石造文化財の数々を紹介していま
す。寺院の石垣に石工が遊び心で組み込んだ瓢箪の形をした飾り石など、当時の石材加工技術のレベルの高さにも驚かさ
れます。
『備前刀剣王国』
佐野美術館・刀剣博物館／編 佐野美術館・刀剣博物館／発行 2015年 請求記号 KL756/18B/ 資料番号 0013029145
【内容】
古くは鉄の産地としても知られた岡山は、国宝の指定を受けた刀剣類の約半数が備前刀といわれているように、“王国”の名
にふさわしい刀剣の生産地です。最近では、ゲームをきっかけに若い世代の方にも日本刀ファンが増えるなど、幅広い世代
から注目を集めています。本書は、2015年度に全国巡回中の長船派の刀剣を中心とした展覧会図録で、平安時代後期から
室町時代後期にかけて登場する「古備前物」、「一文字派」、「長船派」等を中心に6件の国宝を含む73の刀剣が収録されて
います。備前長船刀剣博物館で2016年1月から開催予定の同展覧会に足を運ぶ楽しみが増す一冊です。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は「岡山PRIDE」（10/20-12/20）、あっ晴れ岡山人「名誉県民！江草安彦展」（10/20-12/20）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11月までに受け入れた本の一部です。
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