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『なぜ、ネットでしかヒットは生まれないのか』
津谷 祐司／著 ＰＨＰ研究所発行 2008年 ラベル記号 007.35/ﾂﾀ08 資料番号 0008628950
【内容】
最近のヒット誕生の傾向として，インターネットに端を発するものが多く見られる。例えば「電車男」や「恋空」はインター
ネットの掲示板やケータイ小説として話題を呼び，それが出版されて書籍となり，さらには映画やドラマにまで発展した。
また音楽では，パソコンや携帯電話から楽曲のダウンロードが可能となったことにより，ＣＤのセールス枚数をダウンロー
ド件数が上回る楽曲もあると言う。本書は，そんなインターネット時代ならではの，ヒットするコンテンツの作り方等を紹介
したものである。なお，本書で取り上げられているコンテンツは，劇場映画・テレビドラマなどの映像，音楽，ゲーム，小
説，マンガとなっている。ケータイコンテンツに創生期から携わり，数々のヒットを生み出してきた著者が語るヒット誕生の
秘訣とは…。

『ヒトゲノムマップ』
加納 圭／著 京都大学学術出版会発行 2008年 ラベル記号 467.3/ｶﾉ08 資料番号 0008643355
【内容】
ヒトゲノムマップとは,ヒトのどの染色体のどこにどんな遺伝情報が載っているのかを図にまとめたものである。2003年にヒ
トのＤＮＡ塩基配列がすべて判明し，「ヒトゲノム解読完了」のニュースが世界中を駆けめぐった。本書はヒトゲノムについ
て，4章で構成されており，第1章「ゲノム科学の歴史」と第2章「ゲノムの伝言ゲーム」は「お勉強」のための章とされ，第3
章「ゲノムが奏でる調律」と第4章「ゲノム研究最前線」は「読みもの」となっている。付録の「一家に1枚ヒトゲノムマップ」を
見ながら，ヒトゲノムとは何かについて学ぶことができる一冊である。

『最強ウイルス −新型インフルエンザの恐怖−』
ＮＨＫ「最強ウイルス」プロジェクト／著 日本放送出版協会発行 2008年 ラベル記号 493.87/ﾆﾂ08 資料番号 0008626202

【内容】
2008年1月12日と13日の二夜連続で放送されたNHKスペシャル「シリーズ最強ウイルス」は，社会に大きなインパクトを
与え，視聴者から大きな反響があったと言う。本書は，放送時間内に紹介しきれなかった情報を，細部にわたって整理
してまとめたものである。番組を見て興味を持った方も，そうでない方も，新型インフルエンザについて最新の知見を得
ることができる内容となっている。「起こるかどうかが問題なのではありません。それがいつ起こるかが問題なのです」と
は，番組内である専門家が発した警告である。自分たちの命を守るために今，何をなすべきなのか，本書はそれを考え
るきっかけとなるのではないだろうか。

『「猛毒大国」中国を行く』
鈴木 譲仁／著 新潮社発行 2008年 ラベル記号 588.09/ｽｽ08 資料番号 0008645228
【内容】
中国製の冷凍ギョーザによる中毒事件が起こってからはや半年近くが過ぎようとしている。その間，国内でも食品偽装に
関する事件は後を絶たず，今や食に関する事柄は深刻な問題となっている。次々に起こる食品偽装事件に埋もれて忘
れがちだが，先に触れた中毒事件はどのような解決を見たのだろうか。この事件に関する中国側と日本側との温度差は
一向に埋まる気配がない。一体なぜこのような状況が起こりうるのか。本書は，中国の食にまつわる現況を取材し続けた
著者が，その結果をまとめたものである。中国国内では食の安全についてどう考えられているのか，その一端をうかがい
知ることができる一冊である。

『ブランド進化論』
山田 敦郎+グラムコブランド戦略研究班／著 中央公論新社発行 2008年 ラベル記号 675/ﾔﾏ08 資料番号 0008643017

【内容】
企業寿命30年説を皆さんはご存知だろうか。企業は生き物であり，生き物である以上は当然成長もするし，死が訪れる
こともある。企業の寿命が30年という説を裏付ける統計的数値はあるようだが，30年を超えてなお成長を続ける企業もあ
り，そういった長生き企業は，どこかの段階で環境適応を起こして進化を遂げてきたのである。本書では世界各国20社
以上の企業を取り上げて，そのブランド戦略について考察したものである。ブランドを創り，育て，変革し，伝えてきた各
企業が，長生き企業へと進化を遂げた転機とは何だったのか，興味を持たれた方はご一読いただければと思う。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「へんな生き物（自然科学・産業資料）」「瀬戸大橋（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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ソフト会社の心臓

蒲生 嘉達／著

幻冬舎ルネッサンス

0008471674

007.35/ｶﾓ08

謎の会社、世界を変える。

須田 将啓／著

ミシマ社

0008622896

007.35/ｽﾀ08

Ｇｏｏｇｌｅを支える技術

西田 圭介／著

技術評論社

0008621690

007.58/ﾆｼ08

Ａｃｃｅｓｓクエリトレーニングブック

渡辺 克之／著

ソーテック社

0008471682

007.609/ﾜﾀ08

無料でできるフォトレタッチＧＩＭＰ

村上 俊一／著

技術評論社

0008607152

007.642/ﾑﾗ08

数学で犯罪を解決する

キース・デブリン／著

ダイヤモンド社

0008621955

410/ﾃﾌ08

アインシュタインの宿題を解く

芥屋 俊雄／著

早稲田出版

0008628893

421/ｱｸ08

月の歩きかた

マイケル・カーロヴィッツ
二見書房
／著

0008628695

446/ｶﾛ08

今を生きる古代型魚類

淡輪 俊／監修

東京農業大学出版会

0008643389

487.51/ﾀﾝ08

病を超えて−いのちの対話

岸本 葉子／著

中央公論新社

0008643306

490.15/ｷｼ08

言葉と沈黙

松本 雅彦／著

日本評論社

0008643371

493.72/ﾏﾂ08

自治体研究社

0008628729

498.163/ｶﾅ08

朝日新聞出版

0008643116

501.83/ﾍﾄ08

地域医療をまもる自治体病院経営
金川 佳弘／著
分析
ヘンリー・ペトロスキー
〈使い勝手〉のデザイン学
／著
戦略的廃棄物マネジメント

田中 勝／編著

岡山大学出版会

0008616864

518.52/ﾀﾅ08

地球よ

朝日新聞取材班／著

朝日新聞出版

0008643124

519/ｱｻ08

構造工学落穂拾い

長 尚／著

パレード 星雲社（発売） 0008631533

524.1/ﾁﾖ08

ジェイムズ・Ｂ・ランシング物語

佐京 純子／著

実業之日本社

547.31/ｻｷ08

有本 卓／著

毎日コミュニケーション
0008631483
ズ

548.3/ｱﾘ08

よくわかる電池の基本と活用

河村 正行／著

電波新聞社

0008631459

572.1/ｶﾜ08

地域社会と開発

余語 トシヒロ／共編著 古今書院

0008631574

611.152/ﾖｺ08

ジャガイモのきた道

山本 紀夫／著

岩波書店

0008614398

616.8/ﾔﾏ08

不正競争防止法

青山 紘一／著

法学書院

0008631566

671.3/ｱｵ08

現代広告論

岸 志津江／著

有斐閣

0008631582

674/ｷｼ08

１枚で売れ！

青木 精一／著

中経出版

0008643025

675.3/ｱｵ08

世界のＬＲＴ

三浦 幹男／著

ＪＴＢパブリッシング

0008643090

686.9/ﾐｳ08

ディズニー化する社会

アラン・ブライマン／著

明石書店

0008631590

689.5/ﾌﾗ08

週末は若女将

山根 多恵／著

メディアパル

0008472078

689.8/ﾔﾏ08

巧みさ とロボットの力学

0008631418

