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『情報検索入門ハンドブック −データベース、Ｗｅｂ、図書館の利用法−』
松本 勝久／著 勉誠出版発行 2008年 ラベル記号 007.58/ﾏﾂ08 資料番号 0008721151
【内容】
必要な情報を手に入れる際に，皆さんはどのような方法をお使いだろうか。知人に尋ねたり，インターネットを使ったり，
図書館の資料を利用したりと方法はいくつかあるだろう。なかでもインターネットは手軽に情報を得ることができ便利だ
が，反面その情報の多さゆえに混乱してしまう場合もある。本書は，主にインターネットを利用して必要な情報を的確に
検索する方法について書かれたものである。本や雑誌から統計や特許，人物に関する情報など，各情報に応じた検索
術を学ぶことができるよう，分かりやすく詳細に解説されている。調べものに困った時に参考になる一冊である。

『ヒトのなかの魚、魚のなかのヒト −最新科学が明らかにする人体進化３５億年の旅−』
ニール・シュービン／著 垂水 雄二／訳 早川書房発行 2008年 ラベル記号 467.5/ｼﾕ08 資料番号 0008721037
【内容】
ティクターリクについて，ご存知の方はどのくらいおられるだろうか。ティクターリクとは，魚が海から陸に上がって四肢を
持つようになったという，生物の進化の過程を探る上で重要な発見となった化石に名付けられた名前である。ひじがあっ
て腕立て伏せのできる魚ティクターリク。その化石を発見した著者が，生命進化の謎を探求することの意外な面白さを説
いたのが本書である。私たちのなかにいる「内なる魚」を知り，人体進化35億年の旅を楽しむことができる一冊である。

『近代ニッポンの水まわり −台所・風呂・洗濯のデザイン半世紀−』
和田 菜穂子／著 学芸出版社発行 2008年 ラベル記号 528.1/ﾜﾀ08 資料番号 0008732158
【内容】
本書は，ガス，電気，水道が一般に普及していなかった大正末期から，昭和30年代の高度経済成長期までの，日本の
水まわりについて述べたものである。著者は，水を用いる生活道具と生活空間に注目し，台所，風呂，洗濯を主題として
論じているが，中でも特に水と接するシンク（水槽）の変遷を辿っている。文章だけでなく，当時の雑誌等に掲載された
図版が豊富に紹介されており，20世紀前半の日本における水まわりの様子がわかりやすく伝えられている。本書を参考
に，水まわりから近代日本を読み解いてみてはいかがだろうか。

『麦畑からお届けするパン屋です』
大和田 聡子／著 自然食通信社発行 2008年 ラベル記号 588.32/ｵｵ08 資料番号 0008732059
【内容】
パン好きの著者は，美味しいと言われるパン屋を食べ歩いていた頃，ふとしたことがきっかけで国産小麦であるコユキコ
ムギに出会った。コユキコムギは小麦の育種の仕事に携わっていた著者の父がつくった品種で，その小麦からつくられ
た小麦粉は「こゆき」と呼ばれている。本書は，父のつくった品種の小麦でパンを焼いてみたいと始めたパン作りを通し
て，国産小麦の魅力に触れた著者が語る小麦をめぐる物語である。パン屋の朝のエピソードや，パンづくりを始めた際
の苦労話などは読み物としても面白い。

『文豪たちの大陸横断鉄道』
小島 英俊／著 新潮社発行 2008年 ラベル記号 686.2/ｺｼ08 資料番号 0008732273
【内容】
今でこそ海外旅行は誰でも気軽に楽しめるようになったが，明治から昭和初期の日本においてはとても大がかりなことで
あった。本書は，そんな時代に大陸を旅した文豪たちの紀行文をひもとき，近代旅行史を振り返ったものである。満州を
旅した夏目漱石，一人でシベリアを横断した林芙美子，憧れの都パリを目指した永井荷風ら文豪の目に，大陸はどのよ
うに映ったのだろうか。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「豆（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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ＩＴリスクの考え方

佐々木 良一／著
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007.609/ｻｻ08
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近代科学社

0008721144

007.64/ｶﾄ08

へんな数式美術館

竹内 薫／著

技術評論社

0008687170

410/ﾀｹ08

基礎から考える化学

山崎 昶／著

化学同人

0008720864

430/ﾔﾏ08

月の科学

青木 満／著

ベレ出版

0008750689

446/ｱｵ08

コウノトリ、再び

小野 泰洋／著

エクスナレッジ

0008719874

488.58/ｵﾉ08

イラスト版歯のしくみとケア

渡辺 和宏／編

合同出版

0008720849

497/ﾜﾀ08

日本の救急医療を斬る

中村 信也／著

日新報道

0008720930

498.021/ﾅｶ08

青少年の健康リスク

林 謙治／編著

自由企画・出版

0008720815

498.32/ﾊﾔ08

アロマテラピーの教科書

和田 文緒／著

新星出版社

0008720898

499.87/ﾜﾀ08

エネルギーと環境の話をしよう

西尾 漠／著

七つ森書館

0008720252

501.6/ﾆｼ08

人物で知る日本の国土史

緒方 英樹／著

オーム社

0008719999

510.921/ｵｶ08

建築史的モンダイ

藤森 照信／著

筑摩書房

0008725764

520.4/ﾌｼ08

図解はじめての機械要素

大高 敏男／著

科学図書出版

0008719981

531.3/ｵｵ08

水平対向エンジン車の系譜

武田 隆／著

グランプリ出版

0008721227

537.22/ﾀｹ08

空間デザインのための照明手法

照明学会／編

オーム社

0008720104

545/ｼﾖ08

0008720187

588.09/ｺﾒ08

0008725855

L589.8/ﾀﾊ08

どうすれば食の安全は守られるの
米虫 節夫／編
日科技連出版社
か
たばこと塩の博物館／
たばこパッケージクロニクル
イカロス出版
監修
知財立県

野口 満／著

工業調査会

0008725954

601.134/ﾉｸ08

アメリカ大陸コメ物語

松本 紘宇／著

明石書店

0008720328

616.2/ﾏﾂ08

いのちの種を未来に

野口 勲／著

創森社

0008720286

626.11/ﾉｸ08

捨てられたいのちを救え！

石井 文子／著

毎日新聞社

0008720393

645.6/ｲｼ08

明太子開発史

今西 一／共著

成山堂書店

0008720336

667.4/ｲﾏ08

ニュージーランドエコ紀行

青柳 光郎／著

七つ森書館

0008720385

689.272/ｱｵ08

