県立図書館10月の新着図書紹介
（自然科学・産業編）
岡山県立図書館

2007.10.10

発行

『誰が日本の医療を殺すのか 〜「医療崩壊」の知られざる真実〜』
本田 宏／著 2007年 洋泉社発行 ラベル記号 498.021/ﾎﾝ07 資料番号 0008214025
【内容】
日本の医師数は、ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）加盟国の中では「ビリから三番目」であるという。さらに、医師一人が年
間に診察する外来患者数の平均は、アメリカ約4,000人、フランス約2,100人、イギリス約2,500人に対して、日本は約
7,500人と飛びぬけて多いというのだ。本書では、そんな日本医療の危機的状況が、データ分析を元に詳しく解説され
ている。団塊の世代、団塊ジュニア世代といったベビーブーマーたちの高齢化にともない、医療が受けられない人があ
ふれるような状況にならないためにも、国民一人ひとりが医療の現状を知っておく必要があるのではないだろうか。

『蚊の科学』
荒木 修／著 2007年 日刊工業新聞社発行 ラベル記号 498.69/ｱﾗ07 資料番号 0008203234
【内容】
夏に人のまわりをぶ〜んと飛び回り、とても嫌な気分にさせられるのが「蚊」である。毎年必ずといっていいほど目にす
る「蚊」だが、意外と詳しい生態を知らない人も多いのではないだろうか。本書は、蚊についてわかりやすく紹介されてい
る。まず、なぜ「蚊」というか。それはヒトを咬むからで、「咬む」の「む」を略して「カ」というらしい、などということにはじまっ
て、蚊の種類や発生場所、血を吸うメカニズムなど、蚊のすべてがわかる一冊。刺されるとかゆいというだけでなく、危険
な病気を媒介することもある「蚊｣について、この機会に少し勉強してみてはどうだろう。

『チザイの人 〜大阪工業大学「知的財産学部」誕生の衝撃〜』
石井 正／著 2007年 三五館発行 ラベル記号 507.2/ｲｼ07 資料番号 0008199028
【内容】
ことのおこりは2000年11月、特許庁に勤務する著者のもとへ、大阪工業大学の理事長と学長が訪れたことに始まる。
日本で始めての知的財産を専門とする学部を作りたいというのだ。そして、思いがけず学部長に抜擢された著者は、学
部設立に奔走する。教授陣の招聘、高校や予備校へのＰＲ、無事入学生を迎えてからは、講義、そして就職指導など、
仕事はつきない。本書は、知的財産の専門家というものが、企業において果たす役割の重要さがわかるとともに、大学
の学部設立という普段知ることの無い世界の舞台裏を垣間見る面白さがある。

『そうだ、葉っぱを売ろう！ 〜過疎の町、どん底からの再生〜』
横石 知二／著 2007年 ソフトバンククリエイティブ発行 ラベル記号 602.181/ﾖｺ07 資料番号 0008200685
【内容】
徳島県上勝町、その人口2,000人あまりの田舎町が、ここ数年大変注目されている。農業が主産業で、高齢化率が
50％近くもある町で、何が起こったのか。本書は、その仕掛け人である横石氏による、上勝町での二十数年にわたる活
動の記録である。営農指導員として上勝町へ来て2年ほどが経った昭和56年、未曾有の大寒波にみまわれ、主要産業
のミカンが全滅してしまう。しかし、そこで逆に今までとは違う様々な作物へ取り組み、町は奇跡的な再生を果たす。さら
に料理の彩りとして使う「つまもの」を商品化したことで大成功をおさめ、全国的に注目されるようになる。元気のない田
舎が増えた昨今、この上勝町の物語は、全国の田舎町の人たちを元気にさせてくれるのではないだろうか。

『おばあちゃんにやさしいデマンド交通システム』
奥山 修司／著 2007年 ＮＴＴ出版発行 ラベル記号 681.1/ｵｸ07 資料番号 0008200651
【内容】
福島県小高町（現：南相馬市小高区）で実施されている「おだかｅ−まちタクシー」の実践報告。過疎化、高齢化が進
む地方都市では、バス停までの移動すら苦になる高齢者も多く、路線バス等の既存の公共交通だけでは利用者のニー
ズに応えることができないという現状がある。それをカバーするために考え出されたのが、本書で紹介されているデマン
ド型乗合タクシーである。高齢者や子どもなど交通弱者の移動手段として有効なだけでなく、商店街への集客、宅配へ
の活用などによる地域経済活性化、高齢者福祉、さらに医療費抑制効果など、デマンド交通のさまざまな可能性が示唆
されている。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「ファッションの世界（自然科学・産業資料）」「交通雑誌〜鉄道編〜（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9月に受け入れた本の一部です。
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コンテンツ学

長谷川 文雄／編

世界思想社

0008213894

007.35/ﾊｾ07

シンプルに使うパソコン術

鐸木 能光／著

講談社

0007673791

007.63/ﾀｸ07

人類の足跡１０万年全史

スティーヴン・オッペン
ハイマー／著

草思社

0008203358

469/ｵﾂ07

脳梗塞の予防・治療と生活のしか
内山 真一郎／著
た

主婦と生活社

0008203580

493.73/ｳﾁ07

専門医がやさしく教えるうつ病

平安 良雄／著

ＰＨＰ研究所

0008202756

493.764/ﾋﾗ07

わが子のうつ病を治す１２の方法

税所 弘／著

リヨン社 二見書房（発
売）

0008204315

493.937/ｻｲ07

子どものメンタルヘルスがわかる
本

スティーブン・Ｖ．ファラ
明石書店
オーネ／著

0008215907

493.937/ﾌｱ07

安心のカルテ＠埼玉

川嶋 三恵子／著

幹書房

0008203549

498.021/ｶﾜ07

幸せさがし

鎌田 実／著

朝日新聞社

0008204281

498.04/ｶﾏ07

創造的な食育ワークショップ

金丸 弘美／著

岩波書店

0008204778

498.5/ｶﾅ07

淀川ものがたり

淀川ガイドブック編集委 読売連合広告社 広済
員会／編集・著
堂出版（発売）

0008204166

517.216/ﾖﾄ07

森の都市

奥野 翔／編著

彰国社

0008215436

518.85/ｵｸ07

サステナビリティ辞典 ２００７

三橋 規宏／監修

海象社

0008204539

519.033/ﾐﾂ07/
2007

これが正しい温暖化対策

杉山 大志／編

エネルギーフォーラム

0008204430

519.1/ｽｷ07

景観保護の法的戦略

中島 晃／著

かもがわ出版

0008202491

519.1/ﾅｶ07

洋泉社

0008216152

519/ﾀｹ07/2

新評論

0008214769

525.1/ﾍﾂ07

環境問題はなぜウソがまかり通る
武田 邦彦／著
のか
クラウス・ベック＝ダニ
エコロジーのかたち
エルセン／〔著〕
松下の省エネモータ開発物語

本田 幸夫／著

オーム社

0008204224

542.13/ﾎﾝ07

巨大地震が原発を襲う

船瀬 俊介／著

地湧社

0008204497

543.5/ﾌﾅ07

インターネット工学

後藤 滋樹／共著

コロナ社

0007675036

547.483/ｺﾄ07

海難論

斎藤 浄元／著

成山堂書店

0008216129

557.8/ｻｲ07

農業におけるコミュニケーション・
マーケティング

土田 志郎／編著

農林統計協会

0008214942

611.7/ﾂﾁ07

循環型社会の構築と農業経営

日本農業経営学会／編 農林統計協会

0008214918

611.7/ﾆﾎ07

チョコレートの真実

キャロル・オフ／著

英治出版

0008204596

617.3/ｵﾌ07

お客様がまた来たくなる極上の
サービス

加藤 健二／著

日本実業出版社

0008114084

689.8/ｶﾄ07

郵便局の豆知識

郵便 花子／著

近代文芸社

0008202046

693/ﾕｳ07

耐震改修実例５０

耐震総合安全機構／監 日経ＢＰ社 日経ＢＰ出
修
版センター（発売）

0008203028

L524.91/ﾀｲ07

