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『六〇〇万人の女性に支持される「クックパッド」というビジネス』
上阪 徹／著 角川SSコミュニケーションズ発行 2009年 ラベル記号 007.35/ｳｴ09 資料番号 0009285990
【内容】
みなさんは、クックパッドという料理のレシピが紹介されているWebサイトをご存知だろうか。このサイトを訪れるユーザー
は月間で600万人以上であり、30代の女性では4人に1人が利用しているという。これほどまでに支持されるクックパッド
の魅力とは一体何であるのか。「毎日の料理を楽しみにすることで、心からの笑顔を増やす」という理念のもとに運営さ
れるクックパッドは、その実現のためにサイト運営にあたって様々な取捨選択をしている。料理に興味のない人でも、クッ
クパッドを開いてみたくなる一冊である。

『江戸の数学教科書』
桜井 進／著 集英社インターナショナル発行 2009年 ラベル記号 419.1/ｻｸ09 資料番号 0009256801
【内容】
江戸時代の日本には、和算という独自の数学があった。関孝和は和算家として著名であり、彼とほぼ同時期には世界的
数学者のニュートンが活躍していた。当時の和算は西洋の数学に決してひけを取ることはなく、それどころか西洋の数
学を凌駕するほどのレベルに達していたものもあるというから驚きである。本書は、江戸時代にベストセラーとして広く読
まれた『塵劫記（じんこうき）』に触れつつ、江戸時代の数学について書かれたものである。巻末には鶴亀算など、和算
の練習問題が掲載されているので、挑戦してみてはいかがだろうか。

『ハイブリッド』
木野 龍逸／著 文芸春秋発行 2009年 ラベル記号 537.92/ｷﾉ09 資料番号 0009268251
【内容】
環境に配慮した車を購入する際に税金が減免される、いわゆるエコカー減税がスタートした。これにより、エコカーへの
関心が高まり、各社から様々なエコカーが開発・販売されている。中でもトヨタのプリウスは、エコカーの先駆けとも言える
存在で、その人気と評価の高さは皆さんもご存知のとおりである。本書は、プリウスの開発に関わった人々に取材し、そ
の開発の裏側に迫ったものである。クレイジー・プロジェクトと言われたプリウスの開発を、わずか2年で成し遂げることが
できたのは何故だろうか…。

『塩の文明誌−人と環境をめぐる５０００年−』
佐藤 洋一郎・渡邉 紹裕／著 日本放送出版協会発行 2009年 ラベル記号 669.02/ｻﾄ09 資料番号 0009270323
【内容】
塩は生命を維持するために欠かせない物質である。そればかりか工業原料としても非常に重要な物質であり、化合物と
して化学工業や金属工業、食品工業さらには紙業などにも使われている。本書は、我々の生活に必要不可欠な塩をと
りあげて、塩とは何か、歴史的にどう扱われてきたのか等について解説されたものである。塩は、我々ににとって有益な
物質であるとばかりは言えない。塩害という言葉からもわかるように、時として我々に災厄をもたらす物質であるとも言え
る。塩のもつ二面性から、人間と自然との関わりを読み解く一冊である。

『地下鉄の謎と不思議』
谷川 一巳／著 東京堂出版発行 2009年 ラベル記号 686.21/ﾀﾆ09 資料番号 0009262544
【内容】
岡山に暮らす我々にとって、地下鉄は生活に溶け込んだ存在とは言えないかもしれない。しかし、出張などで訪れた先
で地下鉄に乗る機会は意外と多いのではないだろうか。地下鉄は、閉ざされた地下空間を、快適に滑らかに走行するた
め、時代の先端をいく高度な技術が導入されている。本書は、そんな地下鉄の進歩を振り返り、謎に迫ったものである。
地下鉄の発展過程をたどることができるよう、開業年の順に各路線が紹介されている。まずは、1927年（昭和2）12月に
開業された、東京メトロ銀座線から見てみることにしよう。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「生命の進化−ダーウィン生誕200年−（自然科学・産業資料）」「歴史の道をたどる〜近畿編〜（交通文化資料）」（6/19〜7/15） 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5月に受け入れた本の一部です。
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007.609/ｱｲ09
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0009272790

007.609/ｲﾉ09
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秀和システム

0008896011

007.609/ｵｶ09
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007.64/ｼﾏ09/1

数学者のアタマの中
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岩波書店

0009269705

410.4/ﾙｴ09
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ボット／著

日経ＢＰ社 日経ＢＰ出
版センター（発売）

0009186917

415.2/ｱﾎ09

単位が取れる解析力学ノート

橋元 淳一郎／著

講談社

0009272766

423.35/ﾊｼ09

講談社

0009269481

433.57/ｺｳ09

0009246521

440.4/ｲｹ09

光学実験の基礎と改良のヒント

出 版 社

天文学と仏法を語る

池田 大作／著

第三文明社

お天気歳時記

有賀 淳／著

ＭＤＵ（松本歯科大学）
0009290172
出版会

451.91/ｱﾘ09

チンパンジー

中村 美知夫／著

中央公論新社

0009269630

489.97/ﾅｶ09

「人工冬眠」への挑戦

市瀬 史／著

講談社

0009019357

491.3/ｲﾁ09

脳科学と理学療法

大西 秀明／責任編集 三輪書店

0009246927

491.371/ｵｵ09

医薬品情報学

上村 直樹／編

化学同人

0009246380

499.1/ｶﾐ09

特許の実証経済分析

山田 節夫／著

東洋経済新報社

0009186594

507.23/ﾔﾏ09

ヨーロッパ史蹟建造物図集成

ヨーロッパ史蹟建造物
図集成刊行会／編

遊子館
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L523.3/ﾖﾛ09

考え方・進め方建築設備設計

柿沼 整三／共著

オーム社

0009270067

528/ｶｷ09

主婦の友社

0009256538

589.73/ｵｷ09

お気に入りの文房具と暮らす
近代製糸技術とアジア

清川 雪彦／著

名古屋大学出版会

0008896029

639.022/ｷﾖ09

鯨取り絵物語

中園 成生／著

弦書房

0009154626

664.9/ﾅｶ09

ビジネスで使える英語で意見を通
有元 美津世／著
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「顧客満足」の失敗学

瀬戸川 礼子／著

同友館

0009155060

673.3/ｾﾄ09
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08/11
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686.916/ｺｳ09

