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『岸田吟香と明治岡山の新聞人』
佐藤 豊行／著 くらしき文章工房／発行 2015年 請求記号 K289/K-324B/ 資料番号 0013321724
【内容】
岡山県久米郡垪和村（現・美咲町）出身の岸田吟香は、液体目薬（精錡水）の販売や和英辞典の編纂、盲亜学校の創設に
携わるなど、多才な活躍を見せた明治期の実業家で、日本最初の従軍記者ともいわれています。岸田吟香をはじめとする岡
山ゆかりの新聞人の足跡をたどる本書には、我が国の新聞発展過程からみた業績についても分析が加えられています。「郵
便報知新聞」の記者であった犬養毅や「二六新報」を創刊した秋山定輔、「中国民報」を創刊した坂本金弥など、のちに政治
家へと転身を見せた新聞人の興味深いエピソードがあふれています。
『緒方洪庵 その易簀』
栗谷川 虹／著 みさご発行所／発行 2015年 請求記号 K289/O-121B/ 資料番号 0013239884
【内容】
備中国足守生まれの緒方洪庵は、江戸末期の蘭方医学者です。洪庵が大坂に創設した適塾には全国各地から門人が集ま
り、福沢諭吉、花房義質、箕作秋坪など、日本の近代化に貢献を果たした人材を多数輩出しています。本書は、江戸幕府の
奥医師として出仕を命じられた洪庵が、54歳という短い生涯を終えるまでの最後の1年を史料に基づき描いた歴史小説で
す。副題に添えられた「易簀」（えきさく）とは、学徳のある人の死や賢人の死を敬っていう言葉で、「医は仁愛の術」を信条と
する洪庵の揺れ動く晩年の心境が伝わってきます。
、
『命を守るための土砂災害読本 岡山県過去20年の降雨量に基づいて』
佐藤 丈晴／著 吉備人出版／発行 2015年 請求記号 K451/45B 資料番号 0013235528
【内容】
記録的豪雨による大規模災害が近年増加の傾向にあります。平成27年9月に発生した鬼怒川堤防の決壊にともなう洪水被
害は、記憶に新しいところです。中国地方の降雨量データをもとに土砂災害の傾向を分析した本書には、岡山県の雨量観
測システムの仕組みとともに、過去20年間の県内の降雨特性がわかりやすく解説されています。「晴れの国」といわれる岡山
であっても、雨量次第では甚大な災害が起こりうる可能性を示すなど、警戒を呼びかけています。災害が実際に起こる前に、
身近な大切な人の命を守るため、私たちがとるべき具体的方策がわかる一冊です。
『三蟠軽便鉄道開通100周年記念』
三蟠鉄道研究会／編 三蟠鉄道研究会／発行 2015年 請求記号 KL686/29B/ 資料番号 0013239744
【内容】
大正４年8月に開通した三蟠軽便鉄道は、現在の岡山市中区の桜橋（国清寺）と三蟠港の間に敷設されていた私営の鉄道
路線です。石炭や海産物などの貨物輸送に加え、多くの通勤・観光客を乗せて旭川沿線を走る蒸気機関車の姿は、地元住
民に親しまれてきました。開通100周年の節目の年にあたる2015年は、記念歌CDの発売や旧駅名板の設置など、さまざまな
顕彰事業が実施され、本書もまた先人の偉業を後世に残す記念誌として刊行されたものです。三蟠軽便鉄道沿線の歴史か
ら廃線に至る経緯まで、鉄道経営の概要が当時の駅舎写真、時刻表とともに掲載された貴重な資料集となっています。
『河原修平 生誕１００年記念』
河原修平生誕100年記念展実行委員会／編 倉敷山田コレクション ／発行 2015年 請求記号 KL724/124B/ 資料番号 0013300090

【内容】
倉敷市本町生まれの洋画家・河原修平の生誕100年を記念した特別展が、2015年秋に岡山県立美術館で開催されました。
河原修平は、私立金光中学の卒業後に上京、美術学校で油彩画を学び、生涯を通じて数々の公募展で入選を果たしてい
ます。戦後は、帰郷した倉敷で前衛画家として知られる坂田一男と交流を重ね、倉敷素描絵画研究所を開設し、後進の指導
にもあたりました。本書は、河原修平の画業を理解する上で重要となる自画像、家族の肖像画を含む作品群が多数収録さ
れ、年代ごとの作風の変化の一端を読みとくことのできる展覧会図録です。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『「刀剣王国おかやま」展』（1/19-3/21）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1月までに受け入れた本の一部です。
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岡山県教育委員会／[編] 岡山県教育委員会

[2015]

K019/29/1B
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K019/30/1

山田方谷ゼミナール Vol.3

方谷研究会／編

吉備人出版(発売)
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K289/Y-112/3

吉井町

[出版年不
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K291.45/4/

自然と歴史の町吉井町

国立公園ひなせ諸島

日生町役場産業建設部 日生町産業建設部経
経済係／[編]
済係

[出版年不
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K291.52/12/

吉永観光マップ
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吉永町
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吉永町

吉永町観光協会／[ほ
か編]

吉永町観光協会

[出版年不
明]

K291.54/8/

仕事と家庭両立支援ガイドブック
[2015]」

岡山県産業労働部労働 岡山県産業労働部労
雇用政策課／編
働雇用政策課

2015.7

K366/84/2015B

岡山県の気象と暦 2016年版

日本気象協会中国支店
アクト・ウェザー
／編

2015.11

K451/15/2016

文化がまちに出る! 地域いきいきプロジェ
いきプロジェクトin備前実行
クトin 備前 2015年
委員会／[ほか編]

文化がまちに出る!地域いき

文化がまちに出る!地域いき
いきプロジェクトin備前実行
委員会

[2015]

K706/19/2015

マカリン

はやし むねお／ぶん

ままかり普及委員会

2015.8

K726/30/

平成の詩 詩画集 Ⅴ

吉備路文学館／企画・
吉備路文学館
編集

2015.7

K915/24/5B

梟の系譜

上田 秀人／[著]

講談社

2015.11

K930/67/

ゼンリン住宅地図 2015 11

ゼンリン／〔編〕

ゼンリン

2015.11

KL295.36/1/2015

かがみの里山健康プラン 2015・秋
編 （晴れらんまんおかやまの旅）

かがみのツーリズム研 かがみのツーリズム研
[2015]
究会／[編]
究会

KL295.36/6/2015-3

西川緑道公園及び界隈まちづくり組織設立
のための基礎調査等業務委託報告書 平成
26年度

岡山大学地域総合研究 岡山大学地域総合研
センター／[編]
究センター

2015.6

KL318.11/63/2014B

岡山市くらしの便利帳 2015
が街事典）

岡山市／[編]

2015.7

KL318.11/7/2015

（講談社文庫）

（わ
岡山市

[岡山県関係職員労働組合連合]女
性部定期大会議案集 第60回

岡山県関係職員労働組 岡山県関係職員労働
合連合女性部／[編]
組合連合女性部

2015.9

KL366/128/60

[岡山県中央児童相談所 岡山県倉敷児童相
談所 岡山県津山児童相談所] 業務概要 平
成26年度実績

岡山県中央児童相談所 岡山県中央児童相談
／[編]
所

[2015.7]

KL369/189/2014

2015.8

KL370.7/14/

[岡山県青少年教育センター閑谷学校]50
岡山県教育委員会／編 岡山県教育委員会
年の歩み

教育行政便覧 平成27年度

岡山県教育委員会／
[編]

岡山県教育委員会

2015.8

KL373/8/2015

岡山県の教育 平成27年度

岡山県教育委員会／
[編]

岡山県教育委員会

[2015]

KL373.4/10/2015-1

暮らすびと岡山 Vol.7 2016年春号

KG情報

2015.11

KL527/15/7

岡山企業年報 2016年版

瀬戸内海経済レポート 2015.11

KL670.3/30/2016

吉備人出版

KL724/42/

岡山の街スケッチ画集

藤森 栄一／著

2015.10

