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発行

『グーグル革命の衝撃 〜検索があなたの人生を変える〜』
ＮＨＫ取材班／著 2007年 日本放送出版協会発行 ラベル記号 007.35/ﾆﾂ07 資料番号 0008077877
【内容】
何かについて調べたいと思った時、あなたはいったいどうするだろうか。多くの人がインターネットの検索サイトに必要
な単語を入力するだろう。そしてその検索サイトは、グーグル（Ｇｏｏｇｌｅ）かもしれない。グーグルは1998年の設立以来、
爆発的な成長を遂げ、今では世界で50％以上ともいわれるシェアを獲得している。グーグルの検索結果に表示されな
いサイトは、インターネット上に存在していないのと同じ、というような状況まで生まれ、企業は自社のホームページが検
索結果の上位に表示されるために激しい競争を繰り返しているという。本書は、ＮＨＫ取材班が、グーグルという企業の
実態に迫ったレポートである。世界最高峰のコンピュータ・サイエンティスト集団グーグルは、何をめざしているのか。

『天才の脳科学 〜創造性はいかに創られるか〜』
ナンシー・Ｃ．アンドリアセン／著 2007年 青土社発行 ラベル記号 491.371/ｱﾝ07 資料番号 0008077943
【内容】
ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ゴッホ、モーツァルトなど、これまで様々な天才が世に現れた。本書の著者アドリアセン
も、子どものころのＩＱ検査で「天才」と認められ、成長するにつれて「天才」とは何だろうと考えるようになった。本書は、
精神科医、神経科学者となって脳を研究しているアドリアセンが、天才の創造性はどうやって生み出されるのかについ
て考えたものである。創造性とは何か、昔からよく言われる天才と狂気の関係、創造的な脳の創造に必要なものなど、
興味深い話題について語られている。最終章では、よりよい脳をつくるためのヒントが示されているので、試してみては
どうだろうか。

『みち 〜創り・使い・暮らす〜』
道路空間高度化機構／編 2007年 技報堂出版発行 ラベル記号 518.84/ﾄｳ07 資料番号 0008084907
【内容】
道、路、径、軌、途など、私たちの生活には様々な「みち」がある。それだけ生活に深く関わる大切な存在なのだろう。
本書は、「道路空間の高度化」をキーワードに、道路のつくり方、使い方や道路とその周辺の空間の連携のあり方につ
いて書かれたものである。歩行者がゆったりと歩ける「スロー」のみちづくり、みちを空間として楽しめる「ステイ」のみちづ
くり、地域らしさを活かした「ローカル」のみちづくりなど、個性的で魅力的なみちづくりが紹介されている。スローなみち
づくりでは、岡山市奉還町の事例も取り上げられている。自動車、自転車、歩行者、みんなが気持ちよく使えるみちづく
りを考える人たちの一助になるだろう。

『「地域遺産」みんなと奮戦記 〜プライド・オブ・ジャパンを求めて〜』
米山 淳一／著 2007年 学芸出版社発行 ラベル記号 601.1/ﾖﾈ07 資料番号 0008076366
【内容】
米山氏は、財団法人日本ナショナルトラストで長年働いてきた方である。日本ナショナルトラストは、自然や文化遺産を
観光資源として保護し、活用しながら後世に伝え残すことを目的に、1968年公益法人として設立された。米山氏は、五
浦海岸の岡倉天心ゆかりの史跡公園の造園、白川郷の集落修復、安田財閥旧宅の修築など、全国各地を飛び回り、
様々な地域の文化遺産にかかわっている。地域の人たちや所有者との意見の相違や資金のこと、様々な問題にぶつ
かり、長い時間をかけ交渉を進め、時には失敗もする著者の姿に、改めて文化遺産保護活動の大変さを知らされる。

『高齢ドライバー・激増時代 〜交通社会から日本を変えていこう〜』
所 正文／著 2007年 学文社発行 ラベル記号 681.3/ﾄｺ07 資料番号 0008085169
【内容】
超高齢化時代を迎え、高齢者の交通安全対策が深刻な課題となっている。高齢者＝歩行者であると考えがちである
が、運転免許保有率80％を超える団塊の世代の高齢化により、近い将来高齢ドライバーが急増することは間違いない。
本書では、高齢者の運転能力の分析を踏まえ、高齢ドライバーに対する安全対策を検討し、運転を断念せざるを得な
い人たちへの交通システムの確立についても考えている。そして、譲り合う ギブウェイ の気持ちをもつことが、すべて
の道路利用者の安全にとって効果的であることを説く。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「森とともに生きる（自然科学・産業資料）」「海上交通（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6月に受け入れた本の一部です。
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奇想科学の冒険

長山 靖生／著

平凡社

0008085631

402.106/ﾅｶ07

ブックガイド文庫で読む科学

岩波書店編集部／編

岩波書店

0008085318

404/ｲﾜ07

情報科学のための論理分析テク
ニック

戸田 誠之助／著

培風館

0008085672

410.96/ﾄﾀ07

レジ袋がなくなる日

環境問題を考える編集
マイクロマガジン社
者の会／著

0008084824

451.85/ｶﾝ07

進化で読み解くふしぎな生き物

遊磨 正秀／監修

技術評論社

0007637465

460/ﾕｳ07

美しい声で日本語を話す

米山 文明／著

平凡社

0008084816

491.368/ﾖﾈ07

毒と薬の科学

船山 信次／著

朝倉書店

0008084881

491.59/ﾌﾅ07

高齢者の芸術療法

今井 真理／著

弘文堂

0008085797

493.758/ｲﾏ07

いま医療現場で起きていること

金子 則彦／著

健康ジャーナル社

0008085375

498.021/ｶﾈ07

眠り上手

大島 清／著

新講社

0008084758

498.36/ｵｵ07

「頭がいい人」は脳のコリを上手に
保坂 隆／編著
ほぐす

中央公論新社

0008084840

498.39/ﾎｻ07

食品安全経済学

松木 洋一／編著

日本経済評論社

0008085300

498.54/ﾏﾂ07

１００歳まで元気に生きる食べ方

白沢 卓二／著

三笠書房

0008085342

498.583/ｼﾗ07

「人間ドック」健康百科

日野原 重明／監修

日本放送出版協会

0008084147

498.81/ﾋﾉ07

循環型世界への道

角田 晋也／著

北星堂書店

0008084964

518.52/ｶｸ07

ごみ社会学研究

田口 正己／著

自治体研究社

0008085151

518.52/ﾀｸ07

商事法務

0008084923

518.8/ﾏﾁ07

まちづくりの課題
公共事業と市民参加

江崎 美枝子／著

学芸出版社

0008083743

518.84/ｴｻ07

耐震総合安全指針

耐震総合安全機構／編 技報堂出版

0008084972

524.91/ﾀｲ07/
2007

西山夘三の住宅・都市論

住田 昌二／編

日本経済評論社

0008084865

527/ｽﾐ07

住居医学

吉田 修／監修

米田出版 産業図書（発
0008084766
売）

527/ﾖｼ07/1

上司のための印象１０倍アップ服
装術

小池 惠子／著

東洋経済新報社

0008084899

589.214/ｺｲ07

雑穀を旅する

増田 昭子／著

吉川弘文館

0007632052

616.6/ﾏｽ07

森林からのニッポン再生

田中 淳夫／著

平凡社

0008085177

652.1/ﾀﾅ07

まさかの墜落

加藤 寛一郎／著

大和書房

0008085110

687.7/ｶﾄ07

「Ｎｏ」は言わない！

林田 正光／〔著〕

講談社

0008102246

689.8/ﾊﾔ07

主婦と生活社

0007634538

L448.9/ｸｸ07

グーグルアースをとことん楽しむ！

