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『すごい空の見つけかた』
武田 康男／写真・文 草思社発行 2009年 ラベル記号 451/ﾀｹ09 資料番号 0009177791
【内容】
普段何気なく見上げる空だが，時に一際感動的な光景を見せてくれることがある。例えば，空に光のすじが伸びている
光芒（こうぼう）や，美しく虹色に染まる彩雲など，思わず見惚れてしまうような“すごい空”に出会った経験をお持ちの方
もおられるのではないだろうか。本書は気象写真の第一人者が，これまでに撮影した“すごい空”の写真40点あまりを掲
載したものである。写真だけでなく，その現象が起こる理由が解説されており興味深い。思わず空を見上げたくなる一冊
である。

『ドクターヘリ‘飛ぶ救命救急室’』
西川 渉／著 時事通信社発行 2009年 ラベル記号 498/ﾆｼ09 資料番号 0009210360
【内容】
皆さんはドクターヘリをご存知だろうか。ドクターヘリとは，救急装備をした専用のヘリコプターで医師と看護師が患者の
元へ向かい，その場で救急治療を行うシステムである。本書はドクターヘリについて，日本での現状や海外での活動状
況，今後の課題などをまとめたものである。日本で最初にこのシステムを導入した川崎医科大学附属病院の事例も紹介
されており，岡山県内の状況などを身近な問題として捉えることができる。ドクターヘリについて様々な知識を得られる
一冊である。

『銀山社会の解明 －近世石見銀山の経営と社会－』
仲野 義文／著 清文堂発行 2009年 ラベル記号 562.1/ﾅｶ09 資料番号 0009200759
【内容】
中世･近世の社会において，日本は世界でも有数の銀・銅の産出国であった。日本の銀の情報はアジア貿易に参入し
たポルトガル人にも伝えられ，種子島への鉄砲伝来を引き寄せる結果となった。本書は石見銀山という一鉱山の事例を
通し，近世日本においてどのように鉱山が開発され，生産されてきたかを，その経営動向や労働実態，さらに鉱山社会
に焦点を当てて考察したものである。世界遺産に登録された石見銀山遺跡について，考察を深めることができる一冊で
ある。

『放浪のデニム －グローバル経済に翻弄されるジーンズの世界－』
レイチェル・ルイーズ・スナイダー／著 エクスナレッジ発行 2009年 ラベル記号 589.21/ｽﾅ09 資料番号 0009210808
【内容】
ジーンズの製造に関係のある国や地域では，それに関連して様々な問題を抱えている。本書は，世界的な規模で展開
されている衣料産業の問題について言及したものである。綿の産出国であるアゼルバイジャンの綿畑や，アジアの衣料
工場で働く労働者が抱える問題，“メイド・イン・チャイナ”の脅威を感じるイタリアの憂鬱など，ジーンズ製造のあらゆる過
程で生じる問題を4部構成でまとめている。Ｕ２のボノたちが立ち上げたブランドＥｄｕｎ（イードゥン）が目指す新しいルー
ルとは何なのか…。ジーンズを通して世界経済を見つめた一冊である。

『ヨーロッパ バラの名前をめぐる旅』
松本 路子／文・写真 メディアファクトリー発行 2009年 ラベル記号 627.77/ﾏﾂ09 資料番号 0009201096
【内容】
バラの品種名には人の名前に因んでつけられたものが多くある。画家や音楽家，女優などバラの名前になっている人
物は様々だが，本書はその中からヨーロッパを舞台に活躍した7人を取り上げて紹介したものである。バラの母と呼ばれ
るナポレオンの皇妃ジョゼフィーヌに始まり，シェイクスピアやウィリアム・モリスなどの人物が，その名を冠した美しいバラ
の写真とともに紹介されている。手軽にバラに関する知識を得られる一冊である。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「暮らしに緑を（自然科学・産業資料）」「駅舎（交通文化資料）」(4/17～5/20) です。
お 問 い 合 わ せ 先 ： 岡 山 県 立 図 書 館 ２ 階 自 然 科 学 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3月に受け入れた本の一部です。
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自己組織化マップとそのツール

大北 正昭／編

シュプリンガー・ジャパン 0009152380

007.13/ｵｵ09

「才能所得」時代

宍戸 豊／著

幻冬舎メディアコンサル
0009162256
ティング 幻冬舎（発売）

007.35/ｼｼ09

これからはじめるプログラミング基
谷尻 かおり／著
礎の基礎

技術評論社

0009152661

007.64/ﾀﾆ09

今日から始めるＩｌｌｕｓｔｒａｔｏｒ練習帳 中野 和彦／監修

成美堂出版

0009215104

007.642/ﾅｶ09

タンパク質のＸ線結晶解析法

Ｊ．ドレント／著

シュプリンガー・ジャパン 0009177676

464.2/ﾄﾚ09

インテリジェント・デザイン

宇佐 和通／著

学研

0009200338

467.5/ｳｻ09

「流れる臓器」血液の科学

中竹 俊彦／著

講談社

0009000092

491.321/ﾅｶ09

脳を活かす生活術

茂木 健一郎／著

ＰＨＰ研究所

0009179011

491.371/ﾓｷ09

精神科医は腹の底で何を考えてい
春日 武彦／著
るか

幻冬舎

0009152273

493.7/ｶｽ09

食物アレルギーの治療と管理

小林 陽之助／監修

診断と治療社

0008868234

493.931/ｺﾊ09

ルポ高齢者医療

佐藤 幹夫／著

岩波書店

0008887275

498.13/ｻﾄ09

受動喫煙解体新書

井埜 利博／著

最新医学社

0008863359

498.32/ｲﾉ09

次世代環境ビジネス

尾崎 弘之／著

日本経済新聞出版社

0009162264

519.19/ｵｻ09

町家再生の論理

宗田 好史／著

学芸出版社

0009200825

521.86/ﾑﾈ09

俺は、中小企業のおやじ

鈴木 修／著

日本経済新聞出版社

0009178898

537.067/ｽｽ09

苦難の歴史・国産車づくりへの挑
戦

桂木 洋二／著

グランプリ出版

0009162629

537.09/ｶﾂ09

もっと知りたい旅客機の疑問５０

秋本 俊二／著

ソフトバンククリエイティ
0009162512
ブ

ゲルマラジオ製作徹底ガイド

初歩のラジオ編集部／
誠文堂新光社
編

0009162611

547.76/ｾｲ09

世界に飛躍したブランド戦略

藤井 信幸／著

芙蓉書房出版

0009200676

573.067/ﾌｼ09

されど“服”で人生は変わる

斎藤 薫／著

講談社

0009200890

589.215/ｻｲ09

岩波書店

0009162017

611.33/ﾔﾏ09

講談社

0009000118

626.9/ｷｼ09

いま、日本の米に何が起きている
山本 博史／著
のか
伝承農法を活かす家庭菜園の科
木嶋 利男／著
学

538.6/ｱｷ09

日本庭園

小野 健吉／著

岩波書店

0008887267

629.21/ｵﾉ09

ハチはなぜ大量死したのか

ローワン・ジェイコブセン
文芸春秋
／著

0009183716

646.9/ｼｴ09

植林ビジネスとバイオ燃料

中村 元／著

日本林業調査会

0008866261

653.4/ﾅｶ09

ネイティブはこう書く！英文ビジネ
Ｒｏｂｅｒｔ Ｗ．Ｂｌｙ／著
スメール・レター

語研

0008863680

670.93/ﾌﾗ09

パリの花とフローリスト

ジュウ・ドゥ・ポゥム 主婦
0009162439
の友社（発売）

ジュウ・ドゥ・ポゥム／著

673.7/ｼﾕ09

