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発行

『リビング・シフト 面白法人カヤックが考える未来』
柳澤 大輔／著 KADOKAWA／発行 2020年 請求記号 007.35/ﾔﾅ20/ 資料番号 0015247497

【内容】
WEBサイトの企画等を行っている「面白法人カヤック」の創業者が、「住む場所」や「働く場所」を自由に選択するという、未来
の暮らし方を考えます。暮らす場所を試すことができる「マイクロステイ」や、全国で運営する家に定額で「住み放題」になる
「ADDress」、地域住民が起業する若者を応援する「HATSU鎌倉」などが紹介され、様々なニーズに応えられるサービスが開
発・提供されていることが分かります。場所にとらわれない暮らし方が人々に浸透したら、社会はどのように変わるのでしょう
か。
『Gift 物語るケア』
井部 俊子／編集 いいね♡看護研究会／協力 日本看護協会出版会／発行 2019年 請求記号 492.904/ｲﾍ20/ 資料番号 0015182918

【内容】
「いいね♡看護研究会」にて実施されたディスカッションをまとめた一冊です。看護の一場面を撮影した写真をもとに、患者や
ケア提供者の思いを考察します。三十三枚の写真が提示され、それぞれに看護師や介護士、患者の家族などの言葉が綴ら
れています。訪問看護の現場や、看取りの場面、「人生会議」の様子、入院している子どもの兄弟への心遣いなど、ケア提供
者が様々なことに悩みながら当事者中心のケアを目指そうとしていることが分かります。
、
『WOODAP（ウーダップ） 上下水道の未来への処方箋』
中村靖／著 幻冬舎メディアコンサルティング／発行 2020年 請求記号 518.1/ﾅｶ20/ 資料番号 0015205297

【内容】
我々の生活に欠かせない上下水道事業は、人口減少による収入減や職員の高齢化と減少、施設の老朽化など多くの課題に
直面しています。それらの課題の解決策として、著者は公民連携を推進しています。課題解決のためのPDCAサイクルに加
え、「WOODAP」という仕組みを取り入れることで、立場や価値観が異なる行政と民間を共通の判断基準でつなぐことができる
といいます。本書では、この「WOODAP」の誕生、方法論、実践事例について紹介されています。また巻末の資料集には、著
者が社長を務めるメタウォーター株式会社の公民連携の事例も詳しくまとめられています。
『寄り添うツイッター わたしがキングジムで10年運営してわかった「つながる作法」』
キングジム公式ツイッター担当者／著 KADOKAWA／発行 2020年 請求記号 674.6/ｷﾝ20/ 資料番号 0015199524

【内容】
近年、SNSを活用した広報活動を行う企業が急増しています。「テプラ」や「キングファイル」で知られる老舗文房具メーカーの
株式会社キングジムは、2010年にツイッターアカウントを開設しました。当時はまだツイッター黎明期でしたが、年々フォロワー
数は増え続け、現在では約40万人にフォローされている日本屈指の企業公式アカウントとなっています。本書では、このアカ
ウントを10年間運営してきた著者が、自身の経験を紹介しています。親近感がもてる投稿をして信頼関係を築くことなど、企業
のツイッターアカウント運営での課題を解決するヒントが詰まっています。
『鉄道と切手 その歩みとカバーコレクション』＜交通文化資料＞
鉄道友の会／編 交通新聞社／発行 2020年 請求記号 686.21/ﾃﾂ20/ 資料番号 0015283039

【内容】
日本最初の鉄道事業と近代的郵便事業は1870年代初期に明治政府の直営で開業しました。両事業ともに庶民の生活に密
着しており、今では多くの人に親しみを持たれて趣味の対象になっています。本書は鉄道と郵便両事業を合わせて紹介する
構成で、対象となっているのは“鉄道車両（絵画を含む）が切手絵柄に存在を示しているもの”という厳しい条件です。優秀な
鉄道車両に贈られる賞の受賞式などにその車両の絵柄の切手と当日の日付印を押して残した記念切手カバーコレクション、
昭和・平成の鉄道切手の一覧の掲載もあり、鉄道・切手どちらのファンにとっても充実した内容です。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『宇宙の歩き方』『夏の健康』（7月21日～8月16日）、『日本の海運』（6月16日～9月13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6月に受け入れた本の一部です。
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量子コンピュータが本当にわかる! 第 武田 俊太郎／著
一線開発者がやさしく明かすしくみと可能性

技術評論社

0015195928 007.1/ﾀｹ20/

知識ゼロからの機械学習入門

技術評論社

0015267677 007.13/ｵｵ20/

できる仕事がはかどる文字入力高速
リブロワークス／著
化全部入り。

インプレス

0015280670 007.6/ﾘﾌ20/

いちばんやさしいアジャイル開発の
教本

市谷 聡啓／著

インプレス

0015280662 007.63/ｲﾁ20/

今すぐ使えるかんたんOffice 2019
Word+Excel+PowerPoint+Outlook

技術評論社編集部／著 技術評論社

アロマの化学きほんのき

齋藤 勝裕／著

太田 和樹／著

0015291412 007.63/ｷｼ20/

フレグランスジャーナル
0014674469 439.1/ｻｲ20/
社

地形・地質で読み解く日本列島5億年
高木 秀雄／監修
史

宝島社

0015195951 454.91/ﾀｶ20/

最後の講義完全版 どうして生命にそ
福岡 伸一／著
んなに価値があるのか

主婦の友社

0014674519 460.4/ﾌｸ20/

ペンギンの生物学 ペンギンの今と未 『生物の科学遺伝』編集
エヌ・ティー・エス
来を深読み
部／編集

0014674576 488.66/ｴﾇ20/

虐待にさらされる子どもたち 密室に医 ローレンス・R.リッチ／
学のメスを:子ども虐待専門医の日常
著

金剛出版

0015231251 493.92/ﾘﾂ20/

ダイヤモンド社

0014674873 509.21/ﾀｲ20/

柏書房

0015280365 527.021/ｼﾕ20/

ニッポンを支える力

ダイヤモンド経営者倶
楽部／編
住総研清水組『住宅建築図

住まいの生命力 清水組住宅の100年 集』現存住宅調査研究委員
会／編

トコトンやさしい冷凍空調技術の本

日本冷凍空調学会／編
日刊工業新聞社
著

0015280399 533.8/ﾆﾎ20/

Webサイト・リニューアル 「見た目だけ
滝川 洋平／共著
変えた」にしない成功の手引き

エムディエヌコーポレー
0015280696 547.483/ﾀｷ20/
ション

いつも、日本酒のことばかり。

山内 聖子／著

イースト・プレス

0015291222 588.52/ﾔﾏ20/

進化する里山資本主義

藻谷 浩介／監修

ジャパンタイムズ出版

0015280605 601.1/ﾓﾀ20/

米の日本史 稲作伝来、軍事物資か
ら和食文化まで

佐藤 洋一郎／著

中央公論新社

0015195969 616.2/ｻﾄ20/

みんなの園芸店 春夏秋冬を楽しむ
庭づくり

大野 八生／[著]

福音館書店

0014675037 620/ｵｵ20/

カイタイ新書 何度も「買いたい」仕組
中川 悠／編著
みのつくり方

秀和システム

0015280530 675/ﾅｶ20/

最新図解で早わかりMaaSがまるごと
楠田 悦子／著
わかる本

ソーテック社

0015280639 681/ｸｽ20/

BJエディターズ

0015073489 537.93/ｹｲ19/

創元社

0015027311 546.4/ｼﾖ19/

昭和40年代北海道の鉄路 上巻 函館
高木 堯男／写真
本線・室蘭本線と沿線

フォト・パブリッシング

0015171341 686.211/ﾀｶ20/1

京急とファン大研究読本 赤い電車に 久野 知美／著兼水先
魅せられて
案内人

カンゼン

0015175268 686.213/ｸﾉ20/

小さな鉄道のぶらり旅

ゆいぽおと

0015110083 686.215/ﾅｶ19/

＜交通文化資料＞
京成バス
EF58 国鉄最末期のモノクロ風景

所澤 秀樹／著

長屋 良行／著

