県立図書館11月の新着図書紹介
（自然科学・産業編）
岡山県立図書館

2008.11.10

発行

『プラネット・グーグル』
ランダル・ストロス／著 日本放送出版協会発行 2008年 ラベル記号 007.35/ｽﾄ08 資料番号 0008739963
【内容】
インターネットの検索サイトとして、日本における検索シェアの第一位は「YAHOO JAPAN」だが、「Google」も徐々にシェ
アを伸ばし第二位に着けている。アメリカでの検索シェア第一を誇るGoogleが設立されてから10年。Googleはいかにし
て今の地位を築き、そして今後何を目指しているのだろうか。「世界中の情報を整理して、世界中の人がアクセスできて
使えるようにすること」を理念としてきたGoogleは、いかにしてその理念を達成しようとしているのだろうか。岐路に立つ
Googleを冷静な視点で見つめた一冊である。

『秋の七草』
有岡 利幸／著 法政大学出版局発行 2008年 ラベル記号 471.9/ｱﾘ08 資料番号 0008912107
【内容】
秋の七草と言えば、萩・ススキ（尾花）・葛花・撫子・女郎花・藤袴・桔梗であるが、全部を諳んじて言える方は少ないかも
しれない。秋の七草の始まりは「万葉集」に収められている山上憶良の歌二首から始まるという。本書は全八章で構成さ
れており、第一章で秋の七草全般にわたって述べた後、第二章から第八章までは、秋の七草一種類につき一章を設け
て、それぞれの植物の特徴等について述べている。秋の野に咲く七草と日本人との関わりから、自然の風情を守ること
の大切さが見えてくるように思われる。

『先生、シマリスがヘビの頭をかじっています！ −［鳥取環境大学］の森の人間動物行動学−』
小林 朋道／著 築地書館発行 2008年 ラベル記号 481.78/ｺﾊ08 資料番号 0008749186
【内容】
本書は、自然に恵まれた鳥取環境大学を舞台に、大学や大学周辺で起こる動物と学生を巻きこんだ様々な事件を、人
間動物行動学の知見を交えながら書いたものである。ヤギんぼ（ヤギを利用して稲を育てている田んぼを学生たちはこ
う呼ぶ）を荒らすイノシシの捕獲作戦や、著者が顧問を務めるヤギ部で飼われているヤギコの行動等、真面目な研究
テーマではあるが、面白いエピソードが紹介されている。タイトルにある、シマリスとヘビが登場する事件とは一体何なの
か。興味を持たれたらご一読いただきたい。

『パリのオフィススタイル』
エディシォン・ドゥ・パリ／編 エディシォン・ドゥ・パリ発行 2008年 ラベル記号 526.33/ｴﾃ08 資料番号 0008912255
【内容】
皆さんが仕事をされているオフィスはどのような空間だろうか。パソコンやデスクが並ぶ無機質な空間か、それともカラフ
ルでお洒落な空間か…。本書で紹介されているのは後者のオフィスである。芸術の都と呼ばれるパリらしく、オフィスと言
えどもそこはセンスあふれる空間になっており、一見したところ「これがオフィスか？」と思うような部屋もある。豊富なカ
ラー写真で様々なスタイルのオフィスが紹介されており、眺めるだけでも楽しめる。パリのクリエイターたちの職場を垣間
見ることができる一冊である。

『野生と果物を「安心」して食べる知恵』
徳江 千代子／監修 二見発行 2008年 ラベル記号 626/ﾄｸ08 資料番号 0008748501
【内容】
日本人の野菜の消費量は年々減少している。厚生労働省が示す野菜の摂取目標は1日に350グラム以上となっている
が、どれくらいの人がこの数値をクリアできているのだろうか。本書は、野菜と果物の栄養分と美味しさがピークを迎える
旬の時期や、適切な保存法、役に立つ調理法が紹介されたものである。さらに、安心して食べるための「安全POINT」と
として、それぞれの野菜や果物に応じた残留農薬等の毒の抜き方も紹介されており、調理をする上で参考になりそうで
ある。私たちの体に必要な栄養素を豊富に含んだ野菜と果物を、上手に摂取する知恵が詰まった一冊である。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「お茶（自然科学・産業資料）」「港（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10月に受け入れた本の一部です。
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はじめてのデジタル画像処理

山田 宏尚／著

技術評論社

0008767766

007.1/ﾔﾏ08

ＳＥのためのうつ回避マニュアル

ピースマインド／著

翔泳社

0008769820

007.35/ﾋｽ08

超「超」整理法

野口 悠紀雄／著

講談社

0008903486

007.5/ﾉｸ08

はじめて学ぶＭｙＳＱＬ

玉川 純／著

ソーテック社

0008770851

007.609/ﾀﾏ08

Ｓｕｂｖｅｒｓｉｏｎハンドブック

ｔｅａｍ‐ｔｈｏｔｈ／著

科学者として生き残る方法

フェデリコ・ロージ／著

物理学史

小山 慶太／著

裳華房

0008767394

420.2/ｺﾔ08

菌類のふしぎ

国立科学博物館／編

東海大学出版会

0008746356

474.7/ｺｸ08

鳥はなぜ歌う

ジャック・ドラマン／〔著〕 新思索社

0008768590

488.04/ﾄﾗ08

死別の悲しみに寄り添う

平山 正実／編著

聖学院大学出版会

0008772287

490.14/ﾋﾗ08

透析医療の歴史

太田 和夫／著

メディカ出版

0008767444

494.93/ｵｵ08

彩流社

0008768715

507/ﾃｶ08

「理科少年」が仕事を変える、会社
出川 通／著
を救う

ソフトバンククリエイティ
0008767808
ブ
日経ＢＰ社 日経ＢＰ出
0008768558
版センター（発売）

007.63/ﾁﾑ08
407/ﾛｼ08

国づくり人づくりのコンシエルジュ

土木学会コンサルタント委員会国
際競争力特別小委員会／編集

土木学会 丸善（発売）

0008767535

510.4/ﾄﾎ08

環境政策論

倉阪 秀史／著

信山社出版

0008771180

519.1/ｸﾗ08

フランク・ロイド・ライト

大久保 美春／著

ミネルヴァ書房

0008766651

523.53/ｵｵ08

基礎機械材料学

金子 純一／編著

朝倉書店

0008678583

531.2/ｶﾈ08

迷惑メールは誰が出す？

岡嶋 裕史／著

新潮社

0008912354

547.483/ｵｶ08

絶対ハイビジョン主義

麻倉 怜士／著

アスキー・メディアワークス 角川
グループパブリッシング（発売）

0008767634

547.86/ｱｻ08

潜水艦入門

柿谷 哲也／〔ほか〕著 イカロス出版

0008768830

556.97/ｶｷ08

化学物質はなぜ嫌われるのか

佐藤 健太郎／著

技術評論社

0008730137

574/ｻﾄ08

ため池

内田 和子／著

農林統計協会

0008774051

614.6/ｳﾁ08

紅茶の保健機能と文化

佐野 満昭／編著

アイ・ケイコーポレーショ
0008771222
ン

619.8/ｻﾉ08

図書館ねこデューイ

ヴィッキー・マイロン／
著

早川書房

0008912404

645.7/ﾏｲ08

木製牛乳箱の詩

今泉 忠淳／著

水星舎

0008774069

648.1/ｲﾏ08

ドングリと文明

ウィリアム・ブライアン
ト・ローガン／著

日経ＢＰ社 日経ＢＰ出
版センター（発売）

0008730210

653.7/ﾛｶ08

時刻表世界史

曽我 誉旨生／著

社会評論社

0008729097

682/ｿｶ08

和魂米才のホテルマネジメント

近藤 寛和／著

オータパブリケイション
ズ

0008769689

689.8/ｺﾝ08

