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『世界がキューバ医療を手本にするわけ』
吉田 太郎／著 2007年 築地書館発行 ラベル記号 498.025/ﾖｼ07 資料番号 0008169385
【内容】
国民皆保険制度の平等性と高度な医療技術により、これまで日本医療は世界で高い評価を得てきた。しかし、近年は
医師不足や医療ミスなどの問題が噴出し、国民皆保険制度自体も財源圧迫で危うい状態にある。アメリカやイギリスで
も、医療制度について多くの問題を抱えている。ところが本書によると、貧しい発展途上国キューバで優れた医療制度
が確立されているのだ。経済封鎖とソ連崩壊により未曾有の経済危機に陥ったにもかかわらず、高い医療水準を保ち、
乳児死亡率はアメリカ以下、平均寿命約77歳のキューバ。国内にとどまらず、世界各地へも無料の医師団を派遣する
キューバの医療とはどんなものか。いま、世界が注目のキューバ医療がわかる入門書。

『伝統の逆襲 〜日本の技が世界ブランドになる日〜』
奥山 清行／著 2007年 祥伝社発行 ラベル記号 502.1/ｵｸ07 資料番号 0008155434
【内容】
「メイド・イン・ジャパン」が世界の市場を席巻した時代があった。それが今、安価な中国製品へ取って代わられている。
日本製品が再び世界で認められるためには、ものづくりのアイデンティティを確立しなければならないというのが本書の
主旨である。著者は、ポルシェ、フェラーリなどのデザインを手がけてきた著名なカーデザイナーである。長年イタリアで
ものづくりをしてきた彼は、職人の匠の技という部分ではイタリアと日本は非常に似ているという。高い技術を持ちながら
も、イタリアのように強いアイデンティティをもったものづくりができないため、価格競争に巻き込まれてしまうのだ。自らが
故郷山形で行っている職人の技を生かしたものづくりを紹介しながら、これからの日本のものづくりのあり方を提案する。

『海ゴミ 〜拡大する地球環境汚染〜』
小島 あずさ，真 淳平／著 2007年 中央公論新社発行 ラベル記号 519.4/ｺｼ07 資料番号 0008144628
【内容】
本書を開いたとたん、一面ゴミに覆いつくされた海岸の写真が飛び込んでくる。驚いたことに、それは世界遺産に登録
されている北海道・知床半島突端の知床岬付近の海岸だという。人の立ち入りも制限されたこの地に、海から大量の漂
着ゴミが流れついているのだ。もちろん知床だけではなく、日本各地の海岸で同じような問題が起こっているらしい。
いったいなぜこのような海ゴミが発生したのか、それはどのようなものからなるのか。「ＪＥＡＮ／クリーンアップ全国事務
局」代表として海ゴミの問題に取り組む著者が、これまでの調査結果等を元に、海ゴミの実態を紹介している。これほど
までに海岸が汚れているのかということに、本当に驚かされる。

『崩壊した神話エレベーター 〜安全を守るのは誰か？〜』
宮内 明朗／著 2007年 丸善プラネット発行 ラベル記号 528.5/ﾐﾔ07 資料番号 0008169062
【内容】
今日では多くの人々が、何の不安も持たずに日常的にエレベーターを利用している。だが、実際にエレベーターがど
のような構造で、どう安全が保たれているのかを知って利用している人は少ないのではないだろうか。長年エレベーター
にたずさわってきた著者は、昨年起こったシンドラー社製エレベーターによる事故の際の報道を見て、人々のエレベー
ターに対する知識の欠如に驚き、もっとエレベーターについて知ってもらいたいとの思いから本書を執筆した。エレベー
ターの歴史、構造、安全性、正しい乗り方などが、技術者でない一般の人にもわかるように書かれている。

『新しい大衆「ロウアーミドル」はこうしてつかめ！ 〜格差時代を生き抜くマーケティング〜』
宮崎 哲也／著 2007年 ＰＨＰ研究所発行 ラベル記号 675.2/ﾐﾔ07 資料番号 0008154452
【内容】
「一億総中流」と言われた時代は過ぎ、今では「格差」が広がった。かつての中流層はさらに上下に分離し、「アッパー
ミドル層」と「ロウアーミドル層」にわかれ、中でも日本の30％の世帯がロウアーミドル層だと考えられている。ロウアーミド
ル層は、年収300万〜600万、特にこだわりのない商品は少しでも安く、こだわるところには集中して資金を投下する。品
質にシビアで、買い損ないを回避するための努力を惜しまないのだそうだ。このように、本書ではロウアーミドル層に焦
点をあてて、そのライフスタイルや消費行動を、提示した問題に答える形で分析している。マーケティング関係の用語も
わかりやすく解説されている。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「知的財産って何？（自然科学・産業資料）」「路面電車（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８月に受け入れた本の一部です。
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ユビキタスとは何か

坂村 健／著

岩波書店

0008023624

007.3/ｻｶ07

人を動かす情報術

春木 良且／著

筑摩書房

0008168239

007.3/ﾊﾙ07

世界一わかりやすいＩＴ業界

イノウ「業界研究会」／
自由国民社
編著

0008170722

007.35/ｲﾉ07

街角の科学誌

金子 務／著

中央公論新社

0008171662

404/ｶﾈ07

新しい病気と製薬の現場

丸山 博巳／著

図書新聞

0008172413

404/ﾏﾙ07

猛暑、厳寒で株価は上がる？

村山 貢司／著

経済界

0008154627

451.04/ﾑﾗ07

世界一おもしろい海洋博物館

中江 克己／著

ＰＨＰ研究所

0008170847

452/ﾅｶ07

認知療法の世界へようこそ

井上 和臣／著

岩波書店

0008169542

493.72/ｲﾉ07

依存症のすべてがわかる本

渡辺 登／監修

講談社

0008172074

493.74/ﾜﾀ07

アルツハイマー病にならない！

井原 康夫／著

朝日新聞社

0008169740

493.758/ｲﾊ07

躁うつ病はここまでわかった

加藤 忠史／編

日本評論社

0008168726

493.764/ｶﾄ07

ストレスに負けない生活

熊野 宏昭／著

筑摩書房

0008171654

498.39/ｸﾏ07

破壊事故

小林 英男／編著

共立出版

0008171944

501.32/ｺﾊ07

失敗は予測できる

中尾 政之／著

光文社

0008168254

504/ﾅｶ07

日本型まちづくりへの転換

青木 仁／著

学芸出版社

0008155277

518.8/ｱｵ07

ゆく都市くる都市

橋爪 紳也／著

毎日新聞社

0008154668

518.8/ﾊｼ07

バリアフリーと地下空間

後藤 惠之輔／著

電気書院

0008169237

518.83/ｺﾄ07

大気拡散から暴露まで

中西 準子／共著

丸善

0008156283

519.3/ﾅｶ07

原発の即時廃止は可能だ
リンク格差社会
インターネットは誰のものか

ロジェ・ベルベオーク／
緑風出版
0008169427
著
毎日コミュニケーション
江下 雅之／著
0008171522
ズ
日経ＢＰ社 日経ＢＰ出
谷脇 康彦／著
0007914633
版センター（発売）

世界のどこにもない会社を創る！ 飯田 亮／著

543.5/ﾍﾙ07
547.483/ｴｼ07
547.483/ﾀﾆ07

草思社

0008154734

673.93/ｲｲ07

都市観光のマーケティング

ボニータ・Ｍ．コルブ／
著

多賀出版

0008154486

689.3/ｺﾙ07

テレビメディア進化論

加藤 芳孝／著

日新報道

0008169682

699.21/ｶﾄ07

テレビニュースは終わらない

金平 茂紀／著

集英社

0008112435

699.64/ｶﾈ07

分裂病と他者

木村 敏／著

筑摩書房

0008171795

B493.763/ｷﾑ07

建設事故

日経コンストラクション
／編

日経ＢＰ社 日経ＢＰ出
版センター（発売）

0008155418

L510.96/ﾆﾂ
02/2

