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『Windowsの時代は終わったのか？』
阿久津良和／著 毎日コミュニケーションズ／発行 2011年 請求記号 007.634/ｱｸ11 資料番号 0010368868
【内容】
巷にあふれるコンピューターですが、OS（オペレーティングシステム）のおかげで便利に利用することができます。事実上標準
OSといえるのがWindowsです。しかし、インターネットの普及によりOSの役割以上に、ウェブブラウザーの役割が大きくなってい
ます。Windowsが不要になる時代が来るのでしょうか。OSの役割やWindowsが標準OSになるまでの歴史、将来のOSの姿を知
ることができる一冊となっています。

『すべて分析化学者がお見通しです！』
津村ゆかり他／著 技術評論社／発行 2011年 請求記号 433/ﾂﾑ11 資料番号 0010508430
【内容】
ものを作ったり使ったりするためには、ものを知ることが不可欠です。それを支える技術の一つが分析で、環境や食品、医薬
品、鉄鋼材料などあらゆるものを日々分析し続けている人々がいます。そんな社会の安心と安全の基盤を縁の下で支えている
化学分析員、通称「分析屋」の仕事ぶりをわかりやすく楽しく紹介するのが本書です。本書を読めば身の回りのものがいかに多
くの分析によって成り立っているのかに気がつくことでしょう。

『佐藤さんはなぜいっぱいいるのか 身近な疑問から解き明かす「商標」入門』
茅原祐二／著 講談社／発行 2011年 請求記号 507.26/ｶﾔ1 資料番号 0010404523
【内容】
目印を付けて効果的に使うと、見つけてもらったり選んでもらったりしやすくなります。自分の商品やサービスと他人の商品や
サービスを識別するビジネス上の目印を商標と言います。本書は、なぜ佐藤という名字の人はたくさんいるのか、というごく身近
な疑問から目印の基本的な考え方を提示するとともに、有名な商標に関わる様々な話題を取り上げて効果的な商標の使い方
を解説し、親しみやすく商標の世界に入っていけるように構成されています。

『人材派遣のことならこの１冊［改訂５版］』
岡田良則／著 自由国民社／発行 2011年 請求記号 673.93/ｵｶ 11 資料番号 0010404606
【内容】
バブル崩壊後の影響が残っていた平成16年に派遣法が大きく改正され、規制緩和が進んだ反面、人材派遣における手続き
の複雑化が進みました。リーマンショック後は、多くの失業者が出たことで、人材派遣は不安定な雇用だと批判されました。本
書は、日々変化する社会情勢の中で、企業、労働者双方に役立ち、派遣における複雑な法律や許可・届出、ルール、トラブル
の等の質問に対して丁寧にわかりやすく解説しています。

〈交通文化資料の新着図書〉
『東京「駅名」の謎 江戸の歴史が見えてくる』
谷川彰英／著 祥伝社／発行 2011年 請求記号 B291.361/ﾀﾆ11 資料番号 0010452415
【内容】
東京は、JRを始め、私鉄やメトロなど鉄道網が大変発達した都市です。そこには大変多くの駅が存在しています。「青海」、「青
梅」など知らなければ読めない駅名も多数あります。東京の駅は、「江戸城」や「江戸の町」から名前がついた駅、その土地や
かかっていた橋から名前がついた駅などその由来は様々です。古くから伝わる地名が消えていく中、駅名は貴重な文化遺産と
言えるでしょう。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は『環境問題』（8/15～9/19）『明治の鉄道』（7/18～9/19）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７月に受け入れた本の一部です。
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ソーシャルネイティブの時代 ネットが
遠藤 諭／著
生み出した新しい日本人

アスキー・メディアワー
クス

007.3/ｴﾝ11/ 0010495877

しらせ 南極観測船と白瀬矗

成山堂書店

402.979/ｺｼ
11/

0010392405

世界を知る101冊 科学から何が見え
海部 宣男／著
るか

岩波書店

404/ｶｲ11/

0010452134

数とは何か そしてまた何であったか 足立 恒雄／著

共立出版

410.2/ｱﾀ11/ 0010368371

Googleマップ完全活用術 仕事の効
率を上げる無料地図サービスの活用 深川 岳志／著
ワザ

アスキー・メディアワー
クス

448.9/ﾌｶ11/ 0010496867

生物多様性を生きる

岩槻 邦男／著

ヌース出版

468/ｲﾜ11/

脳を使うのがうまい人、ヘタな人 東
大教授の世界一わかる脳の授業

石浦 章一／著

大和書房

491.371/ｲｼ
0010392512
11/

日本評論社

493.7/ｼﾖ11/ 0010392371

大和出版

493.76/ｼﾊ
11/

0010497196

唯学書房

509.222/ｺｶ
11/

0010503308

「職人」を教え・鍛え・育てるしつけは
阿久津 一志／著
こうしなさい!

同文舘出版

510.95/ｱｸ
11/

0010497543

水ビジネスの新潮流

吉村 和就／著

環境新聞社

517/ﾖｼ11/

0010497568

天災と人災 惨事を防ぐ効果的な予
防策の経済学

世界銀行／共編

一灯舎

519.9/ｺｸ11/ 0010400521

宇宙ビジネス 入門から業界動向ま
でひと目でわかる

的川 泰宣／監修

アスキー・メディアワー
クス

538.09/ﾏﾄ
11/

小島 敏男／著

自殺の対人関係理論 予防・治療の Thomas E.Joiner Jr.／
実践マニュアル
[ほか著]
どうして、他人(ひと)とうまくやれない
の? アスペルガー・タイプの人間関 司馬 理英子／著
係・仕事・生活術
中国の製造業を分析する 繊維・アパ
レル、鉄鋼、自動車、造船、電機・機 古賀 義弘／編著
械

ニュースを正しく理解する放射能キー
林 一／監修
ワード70

0010496925

0010368926

ソフトバンククリエイティ
539.6/ﾊﾔ11/ 0010392447
ブ

宇宙太陽光発電に挑む

NHK「サイエンスZERO」
NHK出版
取材班／編著

543.8/ﾆﾂ11/ 0010369031

仕事で使える!Facebook超入門

小川 浩／著

青春出版社

547.483/ｵｶ
0010497766
11/

地域ブランドづくりと地域のブランド化
岸本 喜樹朗／編著
ブランド理論による地域再生戦略

農林統計出版

601.1/ｷｼ11/ 0010401461

酪農乳業の危機と日本酪農の進路

小林 信一／編著

筑波書房

641.7/ｺﾊ11/ 0010404705

文化を育んできた木の香り その機
能と生活との関わり

谷田貝 光克／著

フレグランスジャーナル 653.12/ﾔﾀ
社
11/

0010495729

本当に超基本・超常識の営業マナー
菊原 智明／著
常識ゼロから始める

ダイヤモンド社

673.3/ｷｸ11/ 0010498129

すぐに使える顧客満足調査の進め方 三枝 利隆／著

生産性出版

675.2/ｻｴ11/ 0010438596

集客の科学

川口 和英／著

技報堂出版

675/ｶﾜ11/

0010641637

日本初の私鉄「日本鉄道」の野望 東
中村 建治／著
北線誕生物語

交通新聞社

686.21/ﾅｶ
11/

0010500387

アンドロイド・ジャパン 日本企業の命
木寺 祥友／著
運を握るプラットフォーム

インプレスジャパン

694.6/ｷﾃ11/ 0010369155

