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『ヒトは食べられて進化した』
ドナ・ハート，ロバート・Ｗ．サスマン／著 2007年 化学同人発行 ラベル記号 469.2/ﾊﾄ07 資料番号 0008118788
【内容】
人類の祖先はどのような暮らしをしていたのだろうか。長年人々の間で信じられていた、初期人類は肉食で巨大な獣
を狩って殺す「Man the Hunter（狩るヒト）」だったという説は間違いだと著者は言う。それどころか化石証拠から見れば、
逆にネコ科、イヌ科、クマ科、ハイエナ科、猛禽類、爬虫類などの肉食動物の捕食におびえる「Man the Hunted（狩られ
るヒト）」だったと言うのだ。そして、捕食者から逃れるためにヒトは進化していったのではないかと考えている。本書で
は、肉食動物たちと我々の祖先との関係を、化石証拠や人類以外の霊長類の観察などから明らかにしていく。果たして
人類は、「狩るヒト」だったのか、「狩られるヒト」だったのか…。

『みんなが知りたい水族館の疑問５０』
中村 元／著 2007年 ソフトバンククリエイティブ発行 ラベル記号 480.76/ﾅｶ07 資料番号 0008135527
【内容】
夏になると、涼やかな水中の世界を求め大人も子どももたくさんの人々が水族館を訪れる。ところで、水族館とはどん
な施設なのだろう。水に住む生き物を展示するところ？アザラシやペンギン、ホッキョクグマなどは、動物園にも水族館
にもいる。動物園とはどう違うのか？似たような施設なのに、動物園に比べて入園料が高くない？そんな今さら聞けな
かった水族館についての素朴な疑問の答えが知りたい人は、本書を読むといい。知らなくても水族館は楽しいが、知れ
ばもっと楽しめるはずだ。

『子どもを事故と犯罪から守る環境と地域づくり』
野村 歓／監修 2007年 中央法規出版発行 ラベル記号 519.9/ﾉﾑ07 資料番号 0008134330
【内容】
浴槽で、台所で、ベッドで、まだ身体能力が十分に発達していない小さな子どもたちの事故は、様々なところで起こる
可能性がある。子どもたちの事故は親の不注意や、子どもの無茶が原因なのだろうか？本書は、子どもの事故の責任を
親に負わせるのではなく、事故が起こった状況をきちんと分析して、同種の事故のパターンを見つけ、事故が起こりにく
い環境づくりをしていくための方法が示されている。重大事故の背景に秘められたたくさんの軽微な事故を見逃すこと
なく、不幸な事件を少しでも減らすためにも、保護者、行政担当者、玩具メーカーなど、子どもにかかわる全ての人たち
に読んでもらいたい。

『鯨捕りよ、語れ！』
Ｃ・Ｗ ニコル／著 2007年 アートデイズ発行 ラベル記号 664.9/ﾆｺ07 資料番号 0008126971
【内容】
環境問題での活動で有名なＣ・Ｗ ニコル氏による、日本の鯨捕りたちへの賛歌である。1980年、小説の取材のために
乗船した捕鯨船での様子が、1965年に初めて捕鯨船のキャッチャーボートに乗った時の回想を交えながら語られてい
る。著者自身は、捕鯨を全面的に支援する立場ではなく、あくまで公正な立場で発言している。本書は、捕鯨の是非を
問うものではなく、純粋に捕鯨船の男たちとの交流が描かれており、彼らの高い技術力、勇敢さ、魅力あふれる人柄な
どが伝わってくる。

『メトロ誕生』
中村 建治／著 2007年 交通新聞社発行 ラベル記号 686.213/ﾅｶ07 資料番号 0008127979
【内容】
日本に地下鉄が登場したのは、なんと今からちょうど80年前の1927（昭和2）年。そんな昔からなのかと思いきや、世界
で始めてロンドンに地下鉄が誕生したのは1863年、日本の開業は世界で13番目というから驚かされる。本書は、日本初
の地下鉄開業に尽力し「地下鉄の父」と呼ばれた「早川徳治（はやかわのりつぐ）」の地下鉄開業までの苦難の道のり
と、「電鉄王」と呼ばれたライバル「五島慶太（ごとうけいた）」との東京貫通地下鉄を巡る攻防を、史実に基づいて描いた
ビジネスドラマである。前代未聞の大事業に取り組んだ男たちのドラマには、鉄道ファンでなくとも引き込まれる。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「世界の数学者（自然科学・産業資料）」「路面電車（交通文化資料）」 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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不都合な真実

アル・ゴア／著

ランダムハウス講談社 0008118796

451.85/ｺｱ07

病原体から見た人間

益田 昭吾／著

筑摩書房

0008126260

491.7/ﾏｽ07

脳内リセット！笑って泣いて健康術 吉野 槙一／著

平凡社

0008126211

493.09/ﾖｼ07

病的ギャンブラー救出マニュアル

伊波 真理雄／編著

ＰＨＰ研究所

0008127326

493.74/ｲﾅ07

そしてウツは消えた！

織田 淳太郎／著

宝島社

0008090516

493.764/ｵﾀ07

気まぐれ「うつ」病

貝谷 久宣／著

筑摩書房

0008126898

493.764/ｶｲ07

感染症と免疫のしくみ

生田 哲／著

日本実業出版社

0008118622

493.8/ｲｸ07

感染症ワールド

町田 和彦／著

早稲田大学出版部

0008126757

493.8/ﾏﾁ07

「がんに効く」民間療法のホント・ウ
住吉 義光／著
ソ

中央法規出版

0008127235

494.5/ｽﾐ07

１００歳まで生きる条件

中央法規出版

0008127292

498.38/ｼﾗ07

フォレスト出版

0007914369

498.39/ﾄﾏ07

自由国民社

0008133944

504/ｼﾕ07

清文社

0008134306

507.2/ﾘﾊ07/
2007

工業調査会

0008117483

509.6/ｻﾄ07

白沢 卓二／著

頭の回転が５０倍速くなる脳の作り
苫米地 英人／著
方
現代用語の基礎知識サ
くらしの科学がわかる本
イエンス班／編著
リバーフロー国際特許
知的財産権実務法文集
事務所／編
こうつくる中小企業の生産管理シ
佐藤 幸雄／編著
ステム
改善を見える化する技術

今里 健一郎／著

日科技連出版社

0008117582

509.66/ｲﾏ07

ＱＣサークル推進者マニュアル

細谷 克也／編著

日科技連出版社

0008117194

509.66/ﾎｿ07

談合破り！

桑原 耕司／著

ＷＡＶＥ出版

0008135899

510.921/ｸﾜ07

ヨーロッパ環境都市のヒューマン
ウェア

大橋 照枝／著

学芸出版社

0008126765

519.1/ｵｵ07

新・環境法入門

吉村 良一／編

法律文化社

0008117525

519.12/ﾖｼ07

環境史事典

日外アソシエーツ編集
部／編

日外アソシエーツ 紀伊
0007928492
国屋書店（発売）

519.21/ﾆﾁ07

中部国際空港のユニバーサルデ
ザイン

谷口 元／編著

鹿島出版会

526.68/ﾀﾆ07

原始林は「拓かれて」残された。

仙北 富志和／著

柏艪舎 星雲社（発売） 0008118770

611.241/ｾﾝ07

図解ネットワークビジネス組織活性
見山 敏／著
化マニュアル

実業之日本社

0008117681

673.34/ﾐﾔ07

もう、国には頼らない。

渡邉 美樹／著

日経ＢＰ社 日経ＢＰ出
0007914351
版センター（発売）

673.97/ﾜﾀ07

手にとるように物流がわかる本

湯浅 和夫／著

かんき出版

0008118358

675.4/ﾕｱ07

富裕層の財布

三浦 展／著

プレジデント社

0008127177

675/ﾐｳ07

天気のしくみ事典

ブライアン・コスグローブ
あすなろ書房
／著

0008127011

L451/ｺｽ07

0008126815

