県立図書館12月の新着図書紹介
（自然科学・産業編）
岡山県立図書館

2007.12.10

発行

『世界の地図を旅しよう』
今尾 恵介／著 2007年 白水社発行 ラベル記号 448.9/ｲﾏ07 資料番号 0008276768
【内容】
地図と一口に言っても、地形図、地質図、道路地図、路線図など様々なものがある。本書では、地図が大好きな著者
が世界の地図の楽しい見方を教えてくれる。地図記号一つをとっても、国によって特色があり、比較してみると意外と面
白い。当然のことだが、ドイツの地図に田んぼの記号はなく、イタリアではアーモンド、かんきつ類、オリーブ、ブドウ畑と
いった農地の記号が充実し、アフリカでは、コーヒーやカシューナッツ、バナナ、カカオなどの記号があり、それぞれの風
景の特色が出ている。単なる客観的記録だと思っていた地図が、編集の目的や出版者の思惑が盛り込まれ、必ずしも
客観的ではない場合があることや、出版者による盗作防止の工夫など、読めば地図を見るのが楽しくなる一冊。

『ＡＤ／ＨＤの子育て・医療・教育 〜親と医師、教師が語る〜』
楠本 伸枝／〔ほか〕編著 2007年 クリエイツかもがわ発行 ラベル記号 493.937/ｸｽ07 資料番号 0008278442
【内容】
本書は、ＡＤ／ＨＤの正しい理解と支援を求めて活動を行っている「えじそんくらぶの会」の一つである、エジソンくら
ぶ奈良『ポップコーン』に所属する三人の方たちによってつくられている。一人は主婦、一人は医師、そしてもう一人は
教師である。ＡＤ／ＨＤの子どもたちの育児や治療、教育について三人がそれぞれの立場からの実践などが載せられ
ている。ＡＤ／ＨＤの子を持つ母親であり、えじそんくらぶ奈良『ポップコーン』代表でもある楠本さんが、子育てに悩み、
苦しみながらも我が子とともに成長していく姿は思わず応援したくなる。周囲の理解と協力が、この病気をもつ子どもとそ
の親にとって大切なのだということを感じさせられる。

『地球と暮らすまちづくり 〜スイス・ドイツに学ぶ近自然〜』
長谷川 明子／著 2007年 山海堂発行 ラベル記号 519.234/ﾊｾ07 資料番号 0008278335
【内容】
ドイツのミュンヘン、スイスのチューリッヒは、バーゼル経済研究所によって、世界主要１９都市の中から持続的発展都
市の第１位、第２位に選ばれている。持続可能な都市づくりは、近年日本でも取り組んでる都市が増えており、ドイツや
スイスの事例を扱った書籍もたくさん出版されている。本書もまた、両国における最先端の取り組みを紹介し、それを日
本にあったものに発展させるきっかけにしようというものである。点滅ネオンの禁止、空に配慮した街灯などにより、
チューリッヒでは街中でも天の川が見えるのだという。かつては、日本と同じように、直線化し護岸を硬く固めるという川の
改修を行っていたドイツで、再び川が自然化されていく様子などは、日本でも大いに参考になるだろう。

『オフィスと人のよい関係 〜オフィスを変える５０のヒント〜』
浅田 晴之／著 2007年 日経ＢＰ社発行 ラベル記号 526.33/ｱｻ07 資料番号 0008267429
【内容】
人は、目覚めている時間の大半は働いている。そう考えると、オフィスの環境を整えることがいかに大切かがわかる。そ
こが快適かどうかで、仕事の効率に差が出るのも当然のことだろう。本書は、岡村製作所オフィス研究所が長年蓄積して
きたオフィスづくりに関する研究の成果をわかりやすく紹介したものである。人と接する距離や部屋の大小による会議の
雰囲気が、男性と女性では違ったりするそうだ。イスひとつをとっても、何をする時座るかによって違ったタイプのものが
求められる。この機会にあなたのオフィスを見直してみてはどうだろう。思わぬ効果があらわれるかもしれない。

『お味噌のことが丸ごとわかる本』
東京生活編集部／編 2007年 枻出版社発行 ラベル記号 588.6/ｴｲ07 資料番号 0008276784
【内容】
家庭の味というと、「味噌汁」を思いうかべる日本人は多いだろう。古来より、日本人は味噌を愛してきた。さて、そんな
味噌だが、どのようにして作るかご存じだろうか。以前は多くの家庭で味噌がつくられ、我が家の味というものがあったよ
うだが、近ごろでは自宅でつくる人は少ないため、知らない人も多いかもしれない。本書は、味噌を使ったおいしい料理
やおいしい味噌の選び方、そして作り方まで、タイトルのとおり「お味噌のことがまるごとわかる本」なのである。幼稚園の
イベントをきっかけに味噌造りにはまったお父さんたちの活動も紹介されている。自分の味噌を自慢し合う、まさに手前
味噌な様子が目に浮かぶようで微笑ましい。あなたも、休日に味噌造りで気分転換してみてはどうだろう。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「国際惑星地球年（自然科学・産業資料）」「東海道（交通文化資料）」 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11月に受け入れた本の一部です。
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宇宙をプログラムする宇宙

セス・ロイド／著

早川書房

0008276990

007.1/ﾛｲ07

ウェブ時代をゆく

梅田 望夫／著

筑摩書房

0008274458

007.3/ｳﾒ07

迷信と科学

板倉 聖宣／著

仮説社

0008273674

407/ｲﾀ05/2

生物進化１０１の謎

瀬戸口 烈司／監修

河出書房新社

0008276776

457/ｾﾄ07

ホモ・サピエンスの誕生

河合 信和／著

同成社

0008272601

469.2/ｶﾜ07

欲望する脳

茂木 健一郎／著

集英社

0008288805

491.371/ﾓｷ07

なぜ？がなるほど！に変わる本

成田 奈緒子／著

ブレーン出版

0008273633

493.937/ﾅﾘ07

医療の法律学

植木 哲／著

有斐閣

0008274086

498.12/ｳｴ07

すぐに役立つ病院や医療事故をめ
藤田 裕／監修
ぐる法律とトラブル解決マニュアル

三修社

0008272122

498.12/ﾌｼ07

あやしい健康法

竹内 薫／著

宝島社

0008277014

498.3/ﾀｹ07

食事崩壊と心の病

大沢 博／著

第三文明社

0008274615

498.5/ｵｵ07

子供に大切なことは、「食卓」で学
大野 誠／著
ばせたい。

現代書林

0008278525

498.5/ｵｵ07

あなたも食べてる中国産

垣田 達哉／著

リヨン社 二見書房（発
売）

0008266694

498.54/ｶｷ07

モノができる仕組み事典

成美堂出版編集部／編 成美堂出版

0008271819

500/ｾｲ07

特許事務所から見た知財ビジネス
三枝 英二／監修
書面の注意点

経済産業調査会

0008278863

507.2/ｻｴ07

図解特許用語事典

溝邉 大介／著

三和書籍

0008277139

507.23/ﾐｿ07

サステイナビリティ学への挑戦

小宮山 宏／編

岩波書店

0008277048

519.04/ｺﾐ07

地球に恩返しする本。

鳩山 邦夫／〔著〕

ポプラ社

0008273575

519.04/ﾊﾄ06/2

環境政策学のすすめ

松下 和夫／著

丸善

0008266496

519.1/ﾏﾂ07

環境批評の未来

ローレンス・ビュエル／
音羽書房鶴見書店
著

0008274094

519/ﾋﾕ07

住風景を創る

益子 義弘／著

彰国社

0008277295

527.1/ﾏｽ07

モノ創り＆ものづくり

平野 重雄／編著

コロナ社

0008277055

531.9/ﾋﾗ07

原発崩壊

明石 昇二郎／著

金曜日

0008289399

543.5/ｱｶ07

日本・アジアにおける地域の構造と
宮川 泰夫／編
開発
大学の「知」を活用した新たな地域
森下 靖雄／監修
活性化

古今書院

0008272197

601.1/ﾐﾔ07

日経ＢＰ企画 日経ＢＰ
出版センター（発売）

0008273344

601.133/ﾓﾘ07

この国のかたちと農業

田代 洋一／著

筑波書房

0008273849

611.1/ﾀｼ07

総合農協の経営戦略

田中 久義／著

家の光協会

0008266124

611.6/ﾀﾅ07

