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『どうぶつ命名案内 −犬猫どういう名前つけてるの？−』
石田 戢／著 社会評論社発行 2009年 ラベル記号 480.76/ｲｼ09 資料番号 0009251497
【内容】
皆さんはペットを飼っているだろうか。もしそうだとしたら，どういう名前をつけているだろうか。2008年に行われたペットの
愛着に関する調査によると，犬や猫を飼っている人の60％以上が，その動物を家族と同様に考えているという結果が示
されている。本書は，日本人のペットへの愛着度の変化に注目した著者が，ペットの名前から日本人の動物観を考察し
たものである。家庭で飼われるペットの名前だけでなく，動物園で飼育される動物の名前についても触れられており興
味深い。動物の命名から見えてくるものとはいったい何であろうか…。

『定年性依存症 −「定年退職」で崩れる人々−』
岩崎 正人／著 ＷＡＶＥ発行 2009年 ラベル記号 493.74/ｲﾜ09 資料番号 0009239559
【内容】
定年性依存症とは精神科医である著者による造語であり，その意味は定年退職をきっかけに陥る依存症のことである。
現在，定年退職をきっかけにアルコールやギャンブル等の依存症に陥る人が増えているという。そのような依存症に苦
しむ人々の姿を見てきた著者が，真面目に働いてきた人たちが一人でも多く幸せな定年後を過ごせるように，との思い
から執筆したのが本書である。定年性依存症にならないためには，現役時代の働き方・生き方が大切であるという。「健
全な自尊心」について考えさせられる一冊である。

『こうして特許製品は誕生した！』
ベン・イケンソン／著 二見書房発行 2009年 ラベル記号 507.23/ｲｹ09 資料番号 0009240201
【内容】
本書によると，世界で始めて特許の概念が生まれたのは1449年のイギリスで，ヘンリー六世が独自の技法で美しいステ
ンドグラスを作った職人に「特許（PATENT）」を与えたのが始まりとされている。ライト兄弟による飛行機やエジソンによる
電球等，本書には世界的に有名な発明品から，鳩スターターという聞き慣れない発明品まで，様々な特許製品が，申請
時の詳細な図面や考案者の言葉等とともに紹介されている。巻末に紹介された「発明と特許に関する<ＷＥＢＳＩＴＥＳ>
一覧」も参考に，特許製品の成り立ちを知ることができる一冊である。

『体験的高齢者住宅建築作法』
中原 洋／著 彰国社発行 2009年 ラベル記号 527/ﾅｶ09 資料番号 0009240193
【内容】
本書は，70歳にして住み慣れた家を手放し，高齢者用の家づくりを決意した著者が，新居が完成するまでの顛末をまと
めたものである。新居完成予定26ヶ月前から始まり,完成36ヶ月後までの状況が，建築家とのやりとり等を織り交ぜながら
綴られており，完成に至るまでの苦難の様子がよくわかる。見積もりオーバーや，工期が過ぎても家が建たない等の苦
難を，著者はいったいどのように乗り越えたのか。家づくりの参考となるコラムも興味深い。

『銀座ミツバチ物語 −美味しい景観づくりのススメ−』
田中 淳夫／著 時事通信社発行 2009年 ラベル記号 646.9/ﾀﾅ09 資料番号 0009238213
【内容】
銀座にあるビルの屋上にミツバチの巣箱を備えて養蜂し，とれたハチミツを使ってスイーツやフレンチを作る。大都会の
真ん中でそんな活動に取り組んでいるのが，銀座ミツバチプロジェクトである。本書はその代表人を務める著者が，ミツ
バチを通して見えてきた都市の環境や，ミツバチによって知り合った人々との関わり等をまとめたものである。銀座のとあ
るビルの屋上から始まったプロジェクトは，日本各地にある団体と連携し，その活動の輪を広げている。ミツバチだけで
なく，銀座という街の魅力にも触れられる一冊である。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「ガーデニング（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）」（5/22〜6/17） 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4月に受け入れた本の一部です。
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不完全な現実

藤幡 正樹／著

ＮＴＴ出版

ニッポンエンジニア転職図鑑

司馬 紅太郎／著

幻冬舎メディアコンサル
0009164773
ティング 幻冬舎（発売）

007.35/ｼﾊ09

もうイライラしない人生を変える情
刑部 恒男／著
報整理術

毎日新聞社

0009225319

007.5/ｵｻ09

実践コンピュータアーキテクチャ

コロナ社

0009225293

007.6/ｻｶ09

攻めと守りのシステムセキュリティ 酒井 善則／共著

電子情報通信学会

0009251455

007.609/ｻｶ09

データ分析のための統計学入門

岡本 安晴／著

おうふう

0009251208

417/ｵｶ09

マイクロプラズマ

橘 邦英／編著

オーム社

0009251059

427.6/ﾀﾁ09

地球温暖化と地域別環境貢献度

福井県／編

慶応義塾大学出版会

0009224890

451.85/ﾌｸ09

植物生体電位とコミュニケーション 大藪 多可志／編

海文堂出版

0009239575

471.3/ｵｵ09

ウニ学

本川 達雄／編著

東海大学出版会

0009224775

484.96/ﾓﾄ09

老いの探究

ペーター・グルース／編 日本評論社

0009224692

491.358/ｸﾙ09

行動健康経済学

依田 高典／著

日本評論社

0009224734

498.3/ｲﾀ09

企業と研究者のための職務発明ハ
永野 周志／著
ンドブック

経済産業調査会

0009225095

507.23/ﾅｶ09

標準〈スタンダード〉のすべて

和泉 章／著

経済産業調査会

0009240151

509.13/ｲｽ09

道路橋技術基準の変遷

藤原 稔／著

技報堂出版

0009251323

515.02/ﾌｼ09

環境問題をシステム的に考える

井村 秀文／著

化学同人

0009225111

519/ｲﾑ09

集まって住む「終の住処」

斉藤 祐子／著

農山漁村文化協会

0009009077

527/ｻｲ09

ロボットハンドマニピュレーション

川崎 晴久／著

共立出版

0009251281

548.3/ｶﾜ09

ユビキタスネットワークとエレクトロ
宮代 文夫／監修
ニクス材料

シーエムシー出版

0009225145

549/ﾐﾔ09

マルサン物語

神永 英司／著

朝日新聞出版

0009225244

589.77/ｶﾐ09

北朝鮮 飢餓の政治経済学

ステファン・ハガード／
著

中央公論新社

0009225426

611.3/ﾊｶ09

西日本複合地帯の共生農業シス
テム

福田 晋／編著

農林統計協会

0009225335

612.19/ﾌｸ09

バイオロジカル・コントロール

仲井 まどか／編

朝倉書店

0009251547

615.86/ﾅｶ09

緑のカーテンの育て方・楽しみ方

緑のカーテン応援団／
創森社
編著

0009251539

629.75/ﾐﾄ09

工場猫物語

三島 正／著

河出書房新社

0009179664

645.7/ﾐｼ09

芙蓉書房出版

0009225343

675/ｱｶ09

イカロス出版

0009251620

686.21/ﾅｶ09

坂井 修一／著

ローテーションとマーケティング戦
赤岡 仁之／著
略
東海道線誕生 〜鉄道の父・井上
中村 建治／著
勝の生涯〜

0009154014

ラベル記号
007.1/ﾌｼ09

