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『これだけは知っておきたい日本の家ねずみ問題』
矢部 辰男／著 2008年 地人書館発行 ラベル記号 498.69/ﾔﾍ08 資料番号 0008343071
【内容】
「家ねずみ」とはどんなネズミのことだろうか。本書によれば、「家ねずみ」と呼ばれるのは、クマネズミ、ドブネズミ、ハツ
カネズミ、ナンヨウネズミのわずか四種だけらしい。いずれも外来種である。クマネズミは体重200グラムほどで、植物性の
ものを好んで食し、寒さに弱い。ドブネズミは雑食性で体が大きく泳ぎが得意。ハツカネズミは10〜20グラムほどと小さ
く、種子や穀類を好み、尿が非常に臭い。というように、本書では家ねずみのそれぞれの性質や発生状況を知ることが
できる。殺鼠剤に頼るだけでなく、ネズミの住まない環境づくりを考えたさまざまな防除策が提案されている。

『黄河断流 〜中国巨大河川をめぐる水と環境問題〜』
福嶌 義宏／著 2008年 昭和堂発行 ラベル記号 517.222/ﾌｸ08 資料番号 0008336661
【内容】
「断流」、中国では河川に流水がなくなることをそう呼ぶのだそうだ。中国第二の大河で、日本国土のほぼ2倍にあたる
75万平方キロにもおよぶ黄河の水が、1997年消えた。衝撃的な事件が、福嶌氏を黄河調査へと向かわせた。本書は、
黄河にいったい何がおこったのか、水利用や周辺環境の歴史的変遷などからその原因と経過を一般向けに解説してい
る。そして、黄河問題だけに留まらず、乾燥地帯の土地利用と環境問題全体についても考えられている。日本の水環境
を考える材料の一つにしてはいかがだろうか。

『江戸奉公人の心得帖 〜呉服商白木屋の日常〜』
油井 宏子／著 2007年 新潮社発行 ラベル記号 672.1/ｱﾌ07 資料番号 0008319592
【内容】
本書は、副題が示すとおり、現代に残る江戸時代の呉服商白木屋の文書を紐解きながら、江戸の奉公人たちの日常
を描き出したものである。奉公人の心得には、「上々には丁寧に、下々には手本に」、「店の用事で出かけて私用をして
はいけない」など、現代に通じるような事柄があったり、「元服して二十歳までは、常に木綿類着用」など現代では考えら
れないような、衣服や小道具についての細かい決まりがあったりもしたらしい。面白いのが、帳簿の内容が外部の人にわ
からないようにするために店ごとに決められた符牒だ。例えば、白木屋日本橋店では「ヱヒスタイコクテム干」を1〜10ま
での数字にあてはめていた。その他にも0.5刻みの複雑なものなどがあり、一人前になるためにはそれを覚えて使いこな
すことが必要だったようだ。この本を読んで、江戸時代の奉公人の生活をちょっとのぞいてみてはどうだろうか。

『カラオケ化する世界』
ジョウ シュン／著 2008年 青土社発行 ラベル記号 673.94/ｼﾖ08 資料番号 0008319303
【内容】
「カラオケ」の発祥については諸説あるが、一般的には1971年にバーのバックバンドのキーボード奏者だった井上大
佑氏によって発明されたと言われている。それから30有余年、カラオケは世界中へと広がり、それぞれの形で発展して
いった。本書は、世界のカラオケ文化を包括的に研究したものである。お隣の韓国では「国技」といえるほどの発展を遂
げ、どんな小さな街や村であろうとも「歌房」とよばれるカラオケ・ボックスのないところはないという。フィリピンでは、数枚
のマットレスしか持たない家でも、カラオケ機器だけはあるというほどの浸透ぶりらしい。カラオケ人気はアジアに留まら
ず、欧米でも独自の世界を作っている。それぞれの国の民族性を繁栄したカラオケによる各国文化論が面白い。

『「箱根駅伝」不可能に挑んだ男たち』
原島 由美子／著 2007年 ヴィレッジブックス発行 ラベル記号 699.65/ﾊﾗ08 資料番号 0008324691
【内容】
お正月の風物詩「箱根駅伝」。毎年、家でのんびりコタツに入りながら、寒い箱根の山道を走る若者たちを眺めている
という人もいるだろう。箱根駅伝は正式名称「東京箱根間往復大学駅伝競走」といい、その歴史は古く、1920年（大正9
年）に始まる。しかし、テレビによる生中継が始まったのは意外と新しく、1987年第63回大会からである。往復約214キロ
に及ぶコース、中でも「天下の剣」といわれる箱根の山から途切れなく映像を送るのには大変な苦労があったそうだ。本
書は、不可能と言われた箱根のロード中継に挑んだ番組スタッフたちの苦闘の記録である。中継スタッフの物語だけで
なく、箱根駅伝の歴史や逸話についてもあわせて知ることができる。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「広告のすすめ（自然科学・産業資料）」「中山道（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1月に受け入れた本の一部です。
書

名

出 版 社

資料番号

中央大学出版部

0008330839

409/ﾎｿ08

手にとるように地球温暖化がわか
村沢 義久／著
る本

かんき出版

0008337222

451.85/ﾑﾗ08

津波てんでんこ

新日本出版社

0008343543

453.4/ﾔﾏ08

ＤＮＡでたどる日本人１０万年の旅 崎谷 満／著

昭和堂

0008336554

469.91/ｻｷ08

いのちに寄り添う道

生と死を考える会／編

一橋出版

0008337057

490.15/ｾｲ08

ストレスの科学と健康

二木 鋭雄／編著

共立出版

0008337040

493.49/ﾆｷ08

「痴呆老人」は何を見ているか

大井 玄／著

新潮社

0008336968

493.758/ｵｵ08

0008343097

493.937/ｻｲ08

0008343618

494.5/ｶﾝ08

科学技術の公共政策

著

者

細野 助博／監修

山下 文男／著

なぜ、うちの子だけが うつ にな
税所 弘／著
三五館
る？
がん患者大集会〈全国〉患者・家族 がん患者団体支援機構
三省堂
のメッセージ
／編

ラベル記号

救える「いのち」のために

山本 孝史／著

朝日新聞社

0008332157

494.5/ﾔﾏ08

地域医療を守れ

平井 愛山／著

岩波書店

0008343436

498.021/ﾋﾗ08

アンチエイジングな脳力

エリック・Ｒ．ブレーバー
中央アート出版社
マン／著

0008330383

498.39/ﾌﾚ08

事例に学ぶ法医学・医事法

吉田 謙一／著

有斐閣

0008336869

498.9/ﾖｼ08

技報堂出版

0008336547

504/ｱﾀ08

ナノテクノロジーの実用化に向けて 阿多 誠文／編著
産業財産権登録の実務

特許庁出願支援課登録
経済産業調査会
室／編著

0008342529

507.2/ﾄﾂ08

都市計画

川上 光彦／著

0008341703

518.8/ｶﾜ08

エコロジストの時間

日本環境アセスメント協
東海大学出版会
会／編

0008331787

519.15/ﾆﾎ08

地球環境の今を考える

河合 聡／著

丸善

0008332173

519/ｶﾜ08

くらしと建物ものがたり

川島 洋一／著

現代図書 星雲社（発
売）

0008331753

521.6/ｶﾜ08

学校建築ルネサンス

上野 淳／著

鹿島出版会

0008343345

526.37/ｳｴ08

農業再建

生源寺 真一／著

岩波書店

0008336711

611.1/ｼﾖ08

森と人間

田嶋 謙三／著

朝日新聞社

0008330805

650.4/ﾀｼ08

ヤマダ電機の品格

立石 泰則／著

講談社

0008332389

673.78/ﾀﾃ08

ハンバーガーの教訓

原田 泳幸／〔著〕

角川書店 角川グループ
0008332124
パブリッシング（発売）

673.97/ﾊﾗ08

新・買ってはいけない

垣田 達哉／著

金曜日

0008336679

675.1/ｼﾕ99/5

観光実務ハンドブック

日本観光協会／編

丸善

0008329203

689.036/ﾆﾎ08

ＮＨＫ受信料は拒否できるのか

土屋 英雄／著

明石書店

0008337024

699.1/ﾂﾁ08

森北出版

