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『デジタルは人間を奪うのか』
小川 和也／著 講談社／発行 2014年 請求記号007.3/ｵｶ14/ 資料番号0012741781
【内容】
現在、知りたい情報はインターネットですぐに検索でき、手のかかる家事もボタン一つで簡単にこなすことができます。このよう
に私たちの生活には今や「デジタル」が欠かせません。本書は、日々進化するデジタルの恩恵を受けつつ、そこに「違和感」
を覚えている著者が、デジタルの将来と人間の向き合い方について語った１冊です。最近では、「デジタル認知症」という新し
い言葉も耳にするようになりました。人間はこのままデジタルの便利さに頼りきりの生活でよいのでしょうか。「デジタル」の傍ら
で、人として「考える」という行為を忘れないためにも、是非皆さんに読んでほしい１冊です。
『青森ドクターヘリ劇的救命日記』
今 明秀／著 毎日新聞社／発行 2014年 請求記号498/ｺﾝ14/ 資料番号0012787628
【内容】
「今、目の前の患者を救わなくてどうするんだ！」青森県のドクターヘリ体制をゼロから築き上げた、八戸市立市民病院の救
命救急センター所長・今明秀氏。今氏は、絶体絶命の患者を全力で救う「劇的救命」を目指し、日々救命活動を行っていま
す。本書は、そんなドクターヘリの日常を追った、ＥＲスタッフたちと今氏の「奇跡」の救命奮闘記です。まるでテレビドラマを見
ているようなリアルな展開に、思わず情景が思い浮かぶほどです。僻地医療や地域医療の在り方を考える上でも参考になる
１冊です。
、
『原発ゴミはどこへ行く?』
倉澤 治雄／著 リベルタ出版／発行 2014年 請求記号539.69/ｸﾗ14/ 資料番号0012787818
【内容】
２０１１年３月に起こった福島第一原子力発電所事故から早３年が経過し、街は復興の一途を辿っています。しかし、汚染され
た原発ゴミは決して自然に還ることはありません。本書は、スリーマイル島、チェルノブイリ、フクシマの3大原発事故サイトなど
からの生々しい現地報告を軸に、廃棄物処分の行く末を考えた１冊です。今後、続々と廃炉を迎える日本の原発。その数約
５０基以上。再稼働の有無にかかわらず、重くのしかかる放射性廃棄物の処分問題。世代を超えて「原発ゴミ」の現実に目を
向けていく必要がありそうです。
『「感動サービス」を翻訳する! 「おもてなし」とは、想ってなすこと』
西川 丈次／著 ごま書房新社／発行 2014年 請求記号673.9/ﾆｼ14/ 資料番号 0012610549
【内容】
皆さんは、「また来たい」、「また逢いたい」と思えるサービスを経験したことはありますか。「顧客満足」という言葉が頻繁に使わ
れる現代、客が満足するのは当たり前で、その一歩進んだサービスが、「感動サービス」です。本書では、著者自身が実際に
体験した多数の「おもてなし」事例を紹介しながら、お客さまがリピーターになるための「創客」のヒントが示されています。「お
もてなし」とは想ってなすサービスで、誰でも今すぐに実践することができるサービスの一つです。日本特有の文化である「お
もてなし」を今一度見直してみませんか。
『新幹線知られざる開発史 秘蔵資料で読み解く超特急の夜明け』
双葉社／発行 2014年 請求記号516.7/ｼﾝ14/ 資料番号0012553582
【内容】
今年５０歳の誕生日を迎えた日本の新幹線。本書は、新幹線の開発部分に特化した珍しい１冊です。博物館にもない門外不
出のお宝資料や新幹線開通前後の秘蔵資料コレクションが多数掲載され、新幹線の開発の歴史がカラーページで紹介され
ています。また、新幹線計画はどのように開発され発展してきたのか？新幹線のルーツは満州国にあったのか？ゼロ戦の技
術者がひかり、こだまを造ったのか？など、新幹線の知られざる裏話や驚きの秘話が満載の１冊です。鉄道ファンのみなら
ず、多くの人に知ってもらいたい史実の載った本です。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は『マーケティング』＜12/16～1/18＞、『街道』＜12/16～2/15＞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12月に受け入れた本の一部です。
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