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『和田式 超情報整理術』
和田 秀樹／著 新講社発行 2008年 ラベル記号 007.5/ﾜﾀ08 資料番号 0008705337
【内容】
わからないことを調べる手段として、インターネットを利用する方は多いのではないだろうか。インターネットは、簡単に多
くの情報を手に入れることができる便利なものだが、反面その情報の多さに混乱することもある。また、せっかく調べた情
報も有効に活用されなければ意味がない。本書は、パソコンを使って必要な情報を手に入れ、整理し活用するための
術を説いたものである。道具であるはずのパソコンに振り回されることなく、調べた情報を効率よく活用するためにはどう
したらよいのか。お悩みの方は本書を参考にされてはいかがだろうか。

『チンパンジーの社会』
西田 利貞／著 東方出版発行 2008年 ラベル記号 489.97/ﾆｼ08 資料番号 0008705030
【内容】
人間に近い動物を調べることは、ヒトと他の動物の違いや人類の祖先の様子、そして人類の進化の解明につながる。本
書は40年以上チンパンジーの研究を続けている著者が、チンパンジーの生活や文化についてまとめたものである。本
書を通じて著者が伝えたいメッセージは3つある。１つめは野生のチンパンジーの魅力。２つめは、チンパンジーとヒトと
の共通祖先がもっていた行動の再構成。そして３つめは研究がおこなわれてきたタンザニアでの住民の生活やチンパ
ンジーの保全、そして高度産業社会と途上国との関係である。チンパンジーの行動を通して見えてくるものとは何であろ
うか。

『赤ちゃんはこうして作られる−女子医大生の実体験 妊娠の不思議−』
白坂 愛／著 ＫＫロングセラーズ発行 2008年 ラベル記号 491.354/ｼﾗ08 資料番号 0008705931
【内容】
著者は現在、山梨大学医学部の3年生。と言っても、一度は別の大学を卒業し、ＮＨＫのキャスター研修を経た後、医学
を学ぶために現在の大学に入学したという経歴の持ち主である。そんな著者が今年、一児の母となった。本書は彼女の
妊娠から出産までの出来事や心境を綴ったものである。エッセーのように読むことも出来るが、それだけでなく、着床の
しくみや胎児の状態などが医学的に説明されているのが興味深い。妊娠、出産についてはもちろんだが、人間の神秘
やヒトの体の精巧さについても知ることができる一冊である。

『日本の金』
彌永 芳子／著 東海大学出版会発行 2008年 ラベル記号 562.1/ﾔﾅ08 資料番号 0008706160
【内容】
文献によると日本の金の歴史は8世紀の天平年間に始まったといわれ、1300年ほどの歴史をもつ。金といえば佐渡島が
有名だが、北海道でも江戸時代に大々的な採掘が続いた時期があったという。本書は、北海道の金を知り尽くした著者
が、日本の金にまつわる様々な歴史を中心に、北海道の砂金に関するデータをまとめたものである。北海道では昭和
末期まで現役の砂金堀り師たちが活躍していたが、今となってはみな世を去ってしまった。著者が砂金堀り師たちから
伝え聞いた、貴重な話を伝える一冊である。

『明代中国の庭園文化−みのりの場所／場所のみのり−』
クレイグ・クルナス／著 青土社発行 2008年 ラベル記号 629.22/ｸﾙ08 資料番号 0008705469
【内容】
本書は園芸や美学、風水などを踏まえて、明代中国における庭園文化を様々な角度から論じたものである。「果樹の庭
園」「美学の庭園」「庭園の表象」などで構成されており、当時庭園がどのような場所として捉えられ、語られていたのか
が多くの図版を交えて考察されている。明代中国において、庭園とはいったいどのような場であったのだろうか。既存の
中国庭園史に対する一種の不信の念を抱く著者が論じる庭園文化とは…。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「ｴｷｿﾞﾁｯｸｱﾆﾏﾙの世界（自然科学・産業資料）」「交通雑誌〜航空編〜（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8月に受け入れた本の一部です。
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渡部 明／著

ウィキペディア革命

者

出 版 社

資料番号

ラベル記号

0008685778

007.3/ﾜﾀ08

ピエール・アスリーヌ／
岩波書店
〔ほか〕著

0008685760

007.58/ｱｽ08

組込みシステムのためのソフトウェア
エンジニアリング

ジム・クーリング／著

アイテック

0008685786

007.63/ｸﾘ08

パソコンソフト活用術入門

佐々木 博／講師

日本放送出版協会

0008641649

007.63/ｻｻ08

しろうとクマくんとＣ言語の授業

岡嶋 裕史／著

ＮＴＴ出版

0008705360

007.64/ｵｶ08

ポイントで学ぶ科学英語の効果的
小野 義正／著
な書き方

丸善

0008678054

407/ｵﾉ08

数学ガール

結城 浩／著

ソフトバンククリエイティ
0008685216
ブ

重力波とアインシュタイン

ダニエル・ケネフィック／
青土社
著

0008705022

441.1/ｹﾈ08

目からウロコの宇宙論入門

福江 純／著

ミネルヴァ書房

0008705105

443.9/ﾌｸ08

雷の科学

妹尾 堅一郎／監修

日刊工業新聞社

0008685224

451.77/ｾﾉ08

台風・気象災害全史

宮沢 清治／編

日外アソシエーツ 紀伊
0008623274
国屋書店（発売）

451.981/ﾐﾔ08

左対右きき手大研究

八田 武志／著

化学同人

0008685315

491.37/ﾊﾂ08

寄生虫博士の「不老」の免疫学

藤田 紘一郎／著

講談社

0008685323

498.38/ﾌｼ08

鬱の力

五木 寛之／著

幻冬舎

0008623456

498.39/ｲﾂ08

動力の歴史

富塚 清／著

三樹書房

0008685398

501.6/ﾄﾐ08

道路行政

武藤 博己／著

東京大学出版会

0008685596

514.09/ﾑﾄ08

地球温暖化に挑む

ＮＨＫ「未来への提言」
取材班／編

日本放送出版協会

0008685521

519.04/ﾆﾂ08

建築の法律相談

安藤 一郎／編著

学陽書房

0008685406

520.91/ｱﾝ08

地デジにしたいなんて誰が言っ
た！？

荒川 顕一／著

晋遊舎

0008685455

547.86/ｱﾗ08

レアメタルの科学

山口 英一／監修

日刊工業新聞社

0008685588

565.8/ﾔﾏ08

下着の品格

大鳥居 舞／著

カナリア書房

0008685471

589.22/ｵｵ08

餓死迫る日本

小池 松次／著

学研

0008705394

611.3/ｺｲ08

築地書館

0008705410

615.83/ﾏﾈ08

清文社（発売）

0008685687

651/ｵｸ08

チョコレートを滅ぼしたカビ・キノコ
ニコラス・マネー／著
の話
ミドリによる日本列島の温暖化防
小倉 康彦／著
止対策

ナカニシヤ出版

410.4/ﾕｳ08

くいだおれ太郎のつぶやき。

くいだおれ太郎／著

マガジンハウス

0008652422

673.97/ｸｲ08

旅の風俗史

富田 昭次／著

青弓社

0008685711

689.21/ﾄﾐ08

ホテルと日本人

山口 由美／著

千早書房

0008705402

689.81/ﾔﾏ08

