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『知らないとヤバイ！クラウドとプラットフォームでいま何が起きているのか？』
西田 宗千佳／著 神尾 寿／著 徳間書店発行 2010年 ラベル記号 007.3/ﾆｼ10 資料番号0010284743
【内容】
本書は第1部「仕組み」編と第2部「仕掛け」編からなっています。まず第1部では、話題のＩＴ用語をキーワードに設問を設け、
それに対する模範解答を著者二人が示すことで、ＩＴ関連ビジネスの仕組みをわかりやすく伝えています。第2部では、家電
ジャーナリスト（西田）と通信ジャーナリスト（神尾）というそれぞれの立場から、得意とする分野を２つずつ取り上げ、IT関連ビ
ジネスがこれからどうなっていくのか未来予測を含め解説しています。

『脳内物質仕事術』
樺沢 紫苑／著 マガジンハウス／発行 2010年 ラベル記号 491.371/ｶﾊ10 資料番号0010219624
【内容】
ドーパミン、ノルアドレナリン、アドレナリン、セロトニン、メラトニン、アセチルコリン、エンドルフィン、この7つの脳内物質につい
てご存知でしょうか。脳内物質が体にどのような働きをしているのかについて書かれた本はたくさんありますが、本書は、個別
の脳内物質に絞って話が展開されています。各種の脳内物質の活用について具体的に書かれており、「仕事術」という形で
すぐに役立つノウハウが盛り込まれています。本書が今の仕事の能率を劇的に上げるヒントを与えてくれることでしょう。

『都合のいい「うつ」』
上野 玲／著 祥伝社／発行 2010年 ラベル記号498.8/ｳｴ10 資料番号0010086098
【内容】
近年よく耳にするようになった「新型うつ」。憂鬱で仕事が手につかず治療のため休職すると、一転して趣味や娯楽に打ち込
むことができるというこの症状は、新型と付いているものの本当にうつなのでしょうか？ 患者は確実に存在しているもののそ
の定義や治療は確立されておらず、新型うつは企業や社会にとっての大きな問題となっています。本書は新型うつを医療の
面からだけでなく社会病理としても捉え、新型うつとは何か、そしてどう対処していくべきかを提唱する一冊です。

『ついにやってきた！電気自動車新時代 ‐EVが変える！暮らし・経済・世界‐』
舘内 端／著 学研パブリッシング／発行 2010年 ラベル記号537.25/ﾀﾃ10 資料番号0010235299
【内容】
現在大きな注目を集める電気自動車は、航続距離が短い、充電時間が長い、充電インフラが整備されていないといった課題
が取りざたされていますが、そもそも、夜間に家庭用コンセントで充電すればよいなど、それらには様々な誤解や誤った先入
観があります。地球温暖化と資源の枯渇という差し迫った危機を前に、私たちは自動車を使う意識を変革し、新たな価値観と
電気自動車を使う文化を創造しなければならないと著者は強く訴えかけています。

『ハチミツ色の日々 ‐OL養蜂家がミツバチと過ごした四季‐』
竹中 奈津子／著 辰巳出版発行 2010年 ラベル記号 646.9/ﾀｹ10 資料番号0010284610
【内容】
一夜にして巣箱が空になる蜂群崩壊症候群や銀座のビル屋上での養蜂プロジェクトなど最近ミツバチのことをよく耳にしませ
んか。本書はふとしたきっかけで、養蜂を始めた一家のミツバチとともに過ごす日々の様子をつづったものです。一家の娘で
普段はＯＬとして働いている著者のブログがもとになっています。ハチミツ大好きの著者によるミツバチとハチミツに関するあれ
これ、本書を読むと小さな虫がプレゼントしてくれるハチミツがとても貴重な食品に思えてくることでしょう。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。当館は「図書館業務システム更新」のため平成２３年２月１４日（月）から２月２８日
（月）休館いたします。
今月のテーマ展示は『田舎を元気に！』（1/21～2/13）、『海上・河川交通』（1/21～3/16）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12月に受け入れた本の一部です。
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