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『破壊 新旧激突時代を生き抜く生存戦略』
葉村 真樹／著 ダイヤモンド社／発行 2018年 請求記号 007.3/ﾊﾑ18/ 資料番号 0014445688

【内容】
本書では人間の経済発展や人類の進化そのものは既存の産業の破壊＝ディスラプション(disruption)の連続であり、それは人
間そのものが現状を壊し、新しい未来に向けてより暮らしやすくなろうとする本能そのものであると捉えています。また、人類の
進化の歴史は「インフォメーション」「モビリティ」「エネルギー」の三つの技術進化の歴史であるということを前提に、ディスラプ
ションの勝者となり新時代に生き残るために必要な３つの原則を提唱し、述べています。今の仕事の半分が１０～２０年後には
なくなると言われている現代を生き抜くための本です。
『野草と暮らす365日My Valued Yaso Life』
山下 智道／著 山と溪谷社／発行 2018年 請求記号470/ﾔﾏ18/ 資料番号0014460414

【内容】
春夏秋冬、道を歩けば様々な野草に出会います。道端に咲いている野草もあれば、川辺や海辺、里山に咲いている野草もあ
ります。本書は、そんな野草の見つけ方や見分け方、野草を生かした暮らしの知恵などが紹介された一冊です。味良し、匂い
良し、見た目良しの野草が約１３０種類も取り上げられており、３６５日、季節ごとに野草を楽しむことができます。時にはランチ
やディナーに、時にはリラックスタイムに、皆さんも暮らしの中に野草を取り入れてみませんか。
、
『もし文豪たちが現代の文房具を試しに使ってみたら』
福島 槙子、寺井 広樹／著 ごま書房新社／発行 2018年 請求記号 589.73/ﾌｸ18/ 資料番号 0014263149

【内容】
文豪たちに現代の文具をおすすめしてみたら、どうなるでしょう。文具プランナーである著者が、さまざまな偉人たちのエピ
ソードを交えつつ、最新の文房具や便利な文房具を紹介しています。植村直己が北極でも書けるペンを手に入れたら？いつ
もペンを折って使っていた手塚治虫におすすめしたい軽いペンは？「もしあの文豪が試し書きをしたら」という仮説ストーリーも
収録されており、くすっと笑えて役に立つ１冊です。
『商品プロデュースの発想法 売れなかったモノが一瞬でヒット商品に!』
河瀬 和幸／著 啓文社書房／発行 2018年 請求記号673.3/ｶﾜ18/ 資料番号0014416010

【内容】
本書は、東急ハンズで伝説の販売王と呼ばれた著者が書いた、モノを売るための商品プロデュースの本です。売れなかった
モノが一瞬でヒット商品に変わる極意や、ＳＮＳ時代のヒット商品のつくり方、ヒットに失敗した商品の裏話が多数紹介されてい
ます。実店舗であろうと、ネットショップであろうと、モノを買うのは、「お客様」です。お客様がモノを買うまでのステップに注目し
た販売方法は、接客、販売者目線で読んでも、お客様目線で読んでも、思わずハッとさせられることでしょう。
『日本鉄道事始め NHKニッポンに蒸気機関車が走った日』<交通文化資料>
高橋 団吉、「ニッポンに蒸気機関車が走った日」制作班／編著 NHK出版／発行 2018年 請求記号686.21/ﾀｶ18/ 資料番号0014413710

【内容】
明治５年９月１２日、日本初の蒸気機関車が新橋を出発しました。日本の鉄道技術は、欧米先進国からほぼ半世紀遅れてス
タートし、現在では他国を引っ張るまでに躍進しています。本書は、日本が鉄道開業にいたるまでの経緯とその後の発展を
Q&Aで紐解いた一冊です。鉄道建設にかかる莫大な資金調達や当時の鉄道の発展を支えた技術者たち、明治政府が力を
注いだ鉄道開業式など、知られざる秘話が取り上げられています。「明治１５０年」に当たる今、日本を変えた鉄道の事始めに
ついて振り返ってみませんか。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『世界遺産』、『ヨガ・ストレッチ』（8月21日～9月9日）、『空港』（8月21日～10月14日）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7月に受け入れた本の一部です。
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大きな字でわかりやすいパソコン入
門 ウィンドウズ10対応版

AYURA／著

技術評論社

0014465454 L007.6/ｱﾕ18/

インタラクションの認知科学

今井 倫太／著

新曜社

0014465512 007.1/ｲﾏ18/

さよなら、インターネット GDPRはネッ
武邑 光裕／著
トとデータをどう変えるのか

ダイヤモンド社

0014465462 007.3/ﾀｹ18/

ソフトウェアテストと導入・移行

鈴木 安而／著

エスシーシー

0014264873 007.63/ｽｽ18/

初心者のためのExcel事典 たった1
日で仕事が劇的に速くなる

伏里 剛／著

総合法令出版

0014461016 007.63/ﾌｼ18/

超一流の「数字」の使い方

千田 琢哉／著

総合法令出版

0014460737 410.4/ｾﾝ18/

天達のお天気1日1へぇ? 自然には
びっくりがいっぱい!

天達 武史／著

幻冬舎

0014460380 451.04/ｱﾏ18/

地震学をつくった男・大森房吉 幻の
上山 明博／著
地震予知と関東大震災の真実

青土社

0014465199 453.021/ｳｴ18/

カラス先生のはじめてのいきもの観
察

太田出版

0014460430 480.4/ﾏﾂ18/

昆虫たちの不思議な性の世界 進化
大場 裕一／編
するムシたちのラブストーリー

一色出版

0014465009 486.1/ｵｵ18/

進化するエネルギービジネス 100%
再生可能へ!

村上 敦／著

新農林社

0014525059 501.6/ﾑﾗ18/

60分でわかる!EV革命&自動運転最
前線

次世代自動車ビジネス
技術評論社
研究会／著

0014465371 537.25/ｼｾ18/

どうして海のしごとは大事なの?

「海のしごと」編集委員
会／編

成山堂書店

0014465439 550/ｳﾐ18/

賢い化粧品の選び方 スキンケアの
小澤 貴子／著
正解は、成分でわかる

河出書房新社

0014465652 576.7/ｵｻ18/

ビールの科学 カラー版

講談社

0014525877 588.54/ﾜﾀ18/

農山漁村文化協会

0014465629 615.8/ﾖﾈ18/

技術評論社

0014465587 653.2/ｴﾐ18/

プチ・レトル

0014387625 673.36/ﾊﾔ18/

松原 始／著

渡 淳二／編著

病気・害虫の出方と農薬選び 仕組
米山 伸吾／著
みを知って上手に防除
最高に美しい身近な樹木ビジュアル
カタログ 樹形・葉・花・実・季節の変 江見 敏宏／写真・文
化が一目でわかる
なぜアマゾンは「今日中」にモノが届く
のか 続々と新サービスを打ち出す 林部 健二／著
アマゾンの本当の強さの秘密とは
フェアトレードタウン “誰も置き去り
にしない”公正と共生のまちづくり

渡辺 龍也／編著

新評論

0014264048 678.21/ﾜﾀ18/

日本旅館進化論 星野リゾートと挑
戦者たち

山口 由美／著

光文社

0014461289 689.81/ﾔﾏ18/

京へと続く街道あるき いにしえに想
竹内 康之／著
いをはせる

淡交社

0014380174 291.6/ﾀｹ18/

電車技術発達史 戦後の名車を訪ね
福原 俊一／著
て

戎光祥出版

0014387971 546.5/ﾌｸ18/

鉄道写真が語る昭和2

「旅と鉄道」編集部／編 天夢人

0014413728 686.21/ﾃﾑ18/2

競馬と鉄道 あの“競馬場駅”は、こう
矢野 吉彦／著
してできた

交通新聞社

0014413736 686.21/ﾔﾉ18/

もじ鉄 書体で読み解く日本全国全
鉄道の駅名標

三才ブックス

0014371314 686.53/ｲｼ18/

石川 祐基／著

