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『ペーパーレス時代の紙の価値を知る 読み書きメディアの認知科学』
柴田 博仁、大村 賢悟／著 産業能率大学出版部／発行 2018年 請求記号 007.1/ｼﾊ18/ 資料番号 0014778021

【内容】
「ペーパーレス」という言葉が使われるようになって久しいですが、紙から電子メディアへの急激な転換は、読み書きにどのよう
な影響をもたらしているでしょうか。読み書きのできる電子機器の普及に伴い、安易な電子化が行われてはいないでしょうか。
本書では、科学的な根拠や数値を示しながら「紙での読み書きのすばらしさ」を解明しています。紙と電子メディアとの良し悪
しを把握し、それぞれを賢く使い分けるために読んでおきたい一冊です。
『謎のカラスを追う 頭骨とDNAが語るカラス10万年史』
中村 純夫／著 築地書館／発行 2018年 請求記号 488.99/ﾅｶ18/ 資料番号 0014777585

【内容】
ハシブトガラスには、日本列島と樺太に生息するジャポネンシスと、大陸に生息するマンジュリカスの2亜種がいますが、フリー
ランスの鳥類学者である著者は、そのどちらでもない不思議な標本に出会います。するとロシアの研究では、マンジュリカスが
樺太北部に侵入していて、先住のジャポネンシスと一緒に繁殖している可能性もあるという指摘が見つかりました。この2種が
出会う「交雑帯」を突き止めに、単身樺太に乗り込みます。途中で様々なアクシデントや予想外の事態に陥りながらのフィール
ド調査の果てに、第3のカラスは発見できるのでしょうか。
、
『仕事を効率化するビジネス文具』
菅 未里／著 ポプラ社／発行 2018年 請求記号589.73/ｶﾝ18/ 資料番号0014718977

【内容】
ビジネスのあらゆる場面で活躍する文具。お気に入りの文具を取り入れれば、仕事のモチベーションが上がったり、打ち合わ
せでの会話が弾んだり、仕事の効率化にも一役買うかもしれません。本書は、そんなビジネスに役立つ文具を１１９種類も紹介
しています。新聞を読みやすくする「シンブンクリップ」や、一回書くだけで複数枚のメモが書ける「コピペメモ」など、プレゼン、
名刺交換、休日などのシチュエーション別に様々な文具が紹介されています。皆さんも、きっと気になる文具に出合えることで
しょう。
『これだけできれば大丈夫!すぐ使える!接客1年生 お客さまに信頼される50のコツ』
七條 千恵美／著 ダイヤモンド社／発行 2018年 請求記号 673.3/ｼﾁ18/ 資料番号 0014760664

【内容】
元ＪＡＬのカリスマ教官である著者が、自身の経験から接客を行う際に心に留めておくべき50のポイントを紹介しています。接
客のはじめの一歩は、お客さまの「イラッ」「モヤッ」をなくしてクレームをゼロに近づけることです。接客の基本は「マニュアルの
暗記」ではなく「接客の本質を理解」することであり、本質の理解ができていればクレーム対応などにも応用できます。接客初
心者だけでなく誰にとってもわかりやすく、すぐに実践できることばかりです。
『日本を動かした50の乗り物 幕末から昭和まで』〈交通文化資料〉
若林 宣／著 原書房／発行 2018年 請求記号536.021/ﾜｶ18/ 資料番号0014760797

【内容】
黒船、人力車、気球、東京馬車鉄道、信濃丸、蒸気機関車、ボーイング、ミゼット、新幹線…。本書には、幕末から昭和にかけ
て、日本の歴史を大きく動かした５０の乗り物が紹介されています。それぞれの乗り物ごとに、技術的側面や乗り物の開発経
緯、当時の社会的背景などが紹介されているので、個々の乗り物が社会にどのように作用したのかについて探ることができま
す。また、乗り物の貴重な白黒写真が随所に掲載されているので、当時の様子を垣間見ることもできます。乗り物の歴史を辿
ることができる一冊です。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『新幹線』（2月19日～4月14日）、『ものづくり』、『身体のしくみ』（2月19日～3月17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1月に受け入れた本の一部です。
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フリーソフトを用いた音声処理の実際 石井 直樹／著
脱近代宣言
自己破壊経営 ミクシィはこうして進化
する
サイバー攻撃から暮らしを守れ! 「サ
イバーセキュリティの産業化」で日本
は成長する
いちばんやさしいGit & GitHubの教本
人気講師が教えるバージョン管理&
共有入門
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コロナ社

0014800726 007.1/ｲｼ18/

落合 陽一、清水 高志
／著

水声社

0014794093 007.3/ｵﾁ19/

木村 弘毅／著

日経BP社

0014801179 007.35/ｷﾑ18/

高市 早苗／編著

PHP研究所

0014800957 007.609/ﾀｶ18/

横田 紋奈、宇賀神 み
ずき／著

インプレス

0014801005 007.63/ﾖｺ18/

森北出版

0014805410 421.2/ｺﾊ18/

SBクリエイティブ

0014801377 430.4/ﾌｱ18/

竹書房

0014773378 440.9/ｼｴ19/

ベストセラーズ

0014574016 486.8/ｸﾘ18/

ブラックホールと時空の方程式 15歳
小林 晋平／著
からの一般相対論
「ロウソクの科学」が教えてくれること
[ファラデー／原著] 尾
炎の輝きから科学の真髄に迫る、名
嶋 好美／編訳
講演と実験を図説で
デイヴィッド・M.ジェイコ
ヒトが霊長類でなくなる日
ブス／著 並木 伸一郎
／訳
謎の蝶アサギマダラはなぜ海を渡る
栗田 昌裕／著
のか?
後悔しない死の迎え方 1000人の看
取りに接した看護師が教える

後閑 愛実／著

ダイヤモンド社

0014805402 490.14/ｺｶ18/

リニアモーターカーへの挑戦

長池 透／著

今日の話題社

0014573257 516.86/ﾅｶ18/

歴史作家の城めぐり 戦国の覇権を
競った武将たちの夢のあと

伊東 潤／著 西股 総
生／監修

プレジデント社

0014801369 521.823/ｲﾄ18/

スーパーカブは、なぜ売れる 世界で
中部 博／著
一億台!驚異のベストセラー

集英社インターナショナ
0014801104 537.98/ﾅｶ18/
ル

原発ゼロ、やればできる

太田出版

0014805444 539.091/ｺｲ18/

見えてくる日本ワインの未来 真説日
濱野 吉秀／著
本ワインの源流

旭屋出版

0014572739 588.55/ﾊﾏ18/

地域の食をブランドにする! 食のテキ
金丸 弘美／著
ストを作ろう

岩波書店

0014574297 601.1/ｶﾅ18/

鉢植えと人間

田嶋 リサ／著

法政大学出版局

0014783583 627.8/ﾀｼ19/

木材時代の到来に向けて

大熊 幹章／著

海青社

0014578520 657/ｵｵ19/

かんき出版

0014801294 673.3/ﾂﾀ18/

小泉 純一郎／著

どんな人にも大切な「売る力」ノート プロ
津田 晃／著
経営者が書き続けた仕事の「気づきメモ」

世界に通じる、未来へ通じる「港湾」
の話

世界に通じる、未来へ
通じる「港湾」の話編集 日本経済新聞出版社
委員会／編

0014572754 683.9/ｾｶ18/

小田急1800形 昭和の小田急を支え
生方 良雄／著
た大量輸送時代の申し子

戎光祥出版

0014501183 546.5/ｳﾌ18/

大阪メトロ誕生 大阪市営交通民営化
伊原 薫／著
までの114年間と現況

かや書房

0014500524 681.8/ｲﾊ18/

地方私鉄1960年代の回想 上

風間 克美／著

OFFICE NATORI

0014501217 L686.21/ｶｻ18/1

地方私鉄1960年代の回想 下

風間 克美／著

OFFICE NATORI

0014493936 L686.21/ｶｻ18/2

鉄道快適化物語 苦痛から快楽へ

小島 英俊／著

創元社

0014714893 686.21/ｺｼ18/

