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『ソーシャルもうええねん』
村上福之／著 Nanaブックス／発行 2012年 請求記号 007.3/ﾑﾗ12 資料番号 0011524931
【内容】
今の時代はTwitterやFacebookなどのソーシャルメディアを使って個人が簡単に情報発信できます。反面、一つ一つのメディ
アの影響力が小さくなっています。インターネット業界では、ユーザー数が多いほど収益が上がる時代は終わろうとしていま
す。プログラマーであり、人気ブロガーでもある筆者が書いたブログをまとめ、加筆した一冊ですが、読んでいくと「ソーシャ
ル」に危うくて信用できない部分が多くあることがよくわかる一冊となっています。

『それって「大人の発達障害」かも？ 正しい理解と上手なつきあい方』
星野仁彦／著 大和出版／発行 2012年 請求記号 493.76/ﾎｼ12 資料番号 0011531563
【内容】
周囲になじめない、忘れ物やミスが多いなどの困ったことを自分の努力が足りないせいだと思っている人の中には、実は大
人の発達障害だったという人が意外と多いそうです。現在、発達障害の研究は進み、治療も可能になっています。本書は大
人の発達障害にはどのような特性があるのか、どうやって治療するのか、また、本人や周囲が生きにくさを減らして得意なこと
を伸ばすためにどう工夫して生活すればよいのかをわかりやすく解説しています。自分が困っている人、周囲に困っている人
がいるのではないかという方は、一度読んでみるとよいのではないでしょうか。

『建築・都市のユニバーサルデザイン その考え方と実践手法』
田中直人／著 彰国社／発行 2012年 請求記号 525.1/ﾀﾅ12 資料番号 0011525250
【内容】
障害者の利用にあたっての障壁を除去するというバリアフリーの考え方は、やがて専用から優先・共用へ、そして多様な年齢
や状況にある全ての人にとって使いやすいユニバーサルデザインの考え方へ発展しました。本書は人間の身体属性と機能
にどのような不自由が生じうるかといったユニバーサルデザインの基本的な考え方に加え、ユニバーサルデザインを外部空
間や公共建築、居住空間といった場所でどのように実現していくか、具体的な例を挙げながら解説しています。行政関係者
やこの分野を学ぼうとする初学者にとって有益な一冊となることでしょう。
、

『お店を始めたい！』
日系レストラン／編 日経ＢＰ社／発行 2012年 請求記号 L673.97/ﾆﾂ12 資料番号 0011484441
【内容】
カフェやレストラン、居酒屋などの飲食店を始めたい、と思っている方におすすめの一冊です。お店のコンセプト設計や必要
な資金のこと、従業員の募集やお店の立地のチェック、メニューブックの作り方、開店当日の対応に至るまで、飲食店を始め
るために必要なことが詳しく書かれています。「あなたは飲食業に向いているか？」というチェックシートもあります。また、“人
気店のオーナーが語る「自分らしい店」の作り方”のページでは、人気店のオーナー達が自分の店をはじめたいきさつや、お
店に対するこだわりを語っていますので、飲食店を始められる参考になるのではないでしょうか。

<交通文化資料の新着図書>
『進化する東京駅』
野﨑哲夫／著 成山堂書店／発行 2012年 請求記号 686.53/ﾉｻ12 資料番号 0011235223
【内容】
1914（大正3）年12月に開業した東京駅丸の内駅舎は、辰野金吾により設計され、その堂々たる姿で多くの人々に愛されてき
ました。1945年（昭和20年）の戦災で大きな損傷を受け、応急復旧により、３階建てだった駅舎は２階建てになりました。しか
し、2012（平成24）年10月に３階建てに復元されました。東京駅の歴史だけでなく、東京駅とともに発展した街づくりや、エキ
ナカ「グランスタ」の店舗開発戦略など、新しい東京駅の魅力がわかる一冊となっています。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は『環境問題を考える』（12/18～1/20）『瀬戸大橋』（12/18～1/20）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11月に受け入れた本の一部です。
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医学書院

007.13/ｵｶ
12/

街道・古道を歩く旅関西周辺

山と溪谷社

291.6/ｶｲ12/ 0011521416

なぜ疑似科学を信じるのか 思い込
菊池 聡／著
みが生みだすニセの科学

化学同人

404/ｷｸ12/

0011520673

思考ツールとしての数学

共立出版

410/ｶﾜ12/

0011524832

ヒッグス粒子素粒子の世界 科学界
村山 斉／監修
最大の関心事が,みるみる理解できる

ニュートンプレス

L429.6/ﾑﾗ
12/

0011483724

宇宙の絶景 魅惑の天体ショー

宝島社

440.87/ｳﾁ
12/

0011484532

吉川弘文館

449.81/ｳﾁ
12/

0011531753

帰化植物の自然史 侵略と攪乱の生
森田 竜義／編著
態学

北海道大学出版会

471.71/ﾓﾘ
12/

0011524642

食欲の科学 食べるだけでは満たさ
櫻井 武／著
れない絶妙で皮肉なしくみ

講談社

491.341/ｻｸ
0011245636
12/

弱いロボット

暦の語る日本の歴史

岡田 美智男／著

川添 充／著

内田 正男／著

0011404605

ひとの目、驚異の進化 4つの凄い視 マーク・チャンギージー
インターシフト
覚能力があるわけ
／著

491.374/ﾁﾔ
0011520871
12/

週末うつ なぜ休みになると体調を
崩すのか

古賀 良彦／著

青春出版社

493.764/ｺｶ
12/

だまし食材天国

武井 義雄／著

日本経済新聞出版社

B498.54/ﾀｹ
0011526928
12/

ボクらのエネルギーって、どうなる
の!?

岸田 一隆／著

エクスナレッジ

501.6/ｷｼ12/ 0011525144

メイカーズ 21世紀の産業革命が始 クリス・アンダーソン／
まる
著

NHK出版

509.5/ｱﾝ12/ 0011521259

ヒューマン・エラー学の視点 想定外
村田 厚生／著
の罠から脱却するために

現代書館

509.8/ﾑﾗ12/ 0011521275

水は誰のものか 水循環をとりまく自
橋本 淳司／著
治体の課題

イマジン出版

517/ﾊｼ12/

タワーをゆく 日本全国の“展望タ
ワー”をめぐる!!

イカロス出版

523.1/ﾀﾜ12/ 0011242765

丁寧を武器にする なぜ小山ロール
小山 進／著
は1日1600本売れるのか?

祥伝社

588.35/ｺﾔ
12/

0011529211

ソーシャルゲームのすごい仕組み

まつもと あつし／著

アスキー・メディアワー 589.77/ﾏﾂ
クス
12/

0011240330

東日本大震災とフードシステム 復
旧から復興に向けて

日本フードシステム学
会／編

農林統計出版

611.3/ﾆﾎ12/ 0011521341

図解自然な姿を楽しむ「庭木」の剪定 平井 孝幸／著

講談社

627.7/ﾋﾗ12/ 0011525169

ネーミングがモノを言う あのヒット商
飯田 朝子／著
品から「東京スカイツリー」まで

中央大学出版部

674/ｲｲ12/

0011531308

「心の時代」にモノを売る方法

角川書店

675/ｺｻ12/

0011536653

観光大国フランス ゆとりとバカンス
青木 幹生／著
の仕組み

現代図書

689.235/ｱｵ
0011536588
12/

中の人などいない@NHK広報のツ
イートはなぜユルい?

新潮社

699.21/ｴﾇ
12/

小阪 裕司／[著]

NHK_PR1号／著

0011529807

0011521291

0011524915

