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『Ｇｏｏｇｌｅとの闘い 〜文化の多様性を守るために〜』
ジャン‐ノエル・ジャンヌネー／著 2007年 岩波書店発行 ラベル記号 007.58/ｼﾔ07 資料番号 0008306581
【内容】
アメリカで生まれた検索エンジンＧｏｏｇｌｅ（グーグル）は、いまや世界を席巻しつつあるという。そして、グーグル社は、
Ｗｅｂページの検索サービスのみならず、様々な新しいサービスを展開している。そして2004年11月、グーグル社は6年
間で1500万冊の書籍をデジタル化する計画を発表した。それは、世界中の書籍を自宅にいながらにして読むことができ
る、夢の生活への第一歩にも思える。しかし、元フランス国立国会図書館長ジャン・ノエル・ジャンヌネー氏はそれに対し
て問題を提起した。本書は、ジャンヌネー氏の書籍デジタル化をめぐる活動を中心に、言語や文化の多様性を守ること
の必要性について述べられている。英語以外の言語圏にいる我々にとっても他人事ではない。

『地球を冷ませ！ 〜私たちの世界が燃えつきる前に〜』
ジョージ・モンビオ／著 2007年 日本教文社発行 ラベル記号 451.85/ﾓﾝ07 資料番号 0008292625
【内容】
2.0度以上温暖化すれば、気候変動は人間の活動による影響がなくても、加速していくのだという。それを防ぐために
は、2030年までに温室効果ガスの排出を90％削減するしかない。果たしてそんなことが出来るのかと思えるが、ジョー
ジ・モンビオ氏は、「実現可能」であるという。本書は、その「行動マニフェストであると同時にひとつの思考実験」である。
実験対象はイギリスであるが、これを応用すればあらゆる国々で90％の排出削減が可能だという。しかも、工業文明と両
立が可能なのだ。住宅の断熱、再生可能エネルギーの利用、新たな公共交通システム、飛行機での移動の削減等、
様々な興味深い提案が行われている。

『眠れない一族 〜食人の痕跡と殺人タンパクの謎〜』
ダニエル・Ｔ．マックス／著 2007年 紀伊国屋書店発行 ラベル記号 493.8/ﾏﾂ07 資料番号 0008311532
【内容】
タイトルにある「眠れない一族」とは、イタリアのヴェネチアで18世紀から何代にもわたり原因不明の難病に苦しめられ
てきた一族のことである。その病気は中年期に発症し、異常発汗や頭部硬直、瞳孔収縮等をおこし、完全な不眠状態と
なり死に至る。その原因はどの医者にも解明できなかった。ところが近年、その病気の原因がプリオンにあるらしいことが
わかってきた。「プリオン」は、ＢＳＥ（通称「狂牛病」）の原因となる病原体として、日本でも連日マスコミをにぎわせた。本
書は、18世紀ヨーロッパで大流行した羊の病気スクレイピーにはじまる、人類と殺人タンパク質プリオンとの闘いと、長年
プリオン病と闘ってきた一族の苦難の物語。

『中国環境報告 〜苦悩する大地は甦るか〜』
藤野 彰／編 2007年 日中出版発行 ラベル記号 519.222/ﾌｼ07 資料番号 0008311391
【内容】
世界最大の人口規模を誇る中国の環境問題は、世界の環境問題を考える上で無視することはできないし、地理的に
も近い我が国においては他人事とは言えない。読売新聞は、1998年に「中国環境問題取材班」を組織し、中国各地の
環境破壊の実態をルポし報道した。その結果をまとめ、翌年出版された本の増補改訂版が本書である。化学工場から
の廃水で汚染された川、広がる酸性雨による被害、大気汚染等々、問題は中国全土に広がっている。雄大な山河が破
壊され、たくさんの希少動物たちが絶滅しつつある。取材から10年ほどがたった現在、改善されたところもあるが、いまだ
問題は山積している。本書では、中国の現状を伝え、解決に向けた日中の相互協力について考える。

『フェアトレードで買う５０の理由』
マイルズ・リトヴィーノフ／著 2007年 青土社発行 ラベル記号 678.2/ﾘﾄ07 資料番号 0008293185
【内容】
これはフェアトレードの入門書である。もし、フェアトレードって何だろう？とか、聞いたことはあるけれど何のことだかよ
くわからないと思ったのなら、この本を読んでみてはどうだろう。フェアトレードのしくみや意義、現状などが、50の項目で
わかりやすく書かれている。本書で紹介されているイギリスでは、いろんな種類のフェアトレード商品をスーパーマーケッ
トで購入することができ、想像以上に市民生活に浸透しているのに驚かされる。今、バナナやコーヒーなどの商品が昔
からは考えられないほど安価に購入できるが、その背景にあるものにも、もっと目を向けてみてはどうだろうか。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「国際惑星地球年（自然科学・産業資料）」「東海道（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12月に受け入れた本の一部です。
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中央法規出版
研究会／監修
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04/2008

ナショナル・トラストへの招待

四元 忠博／著

緑風出版

0008311268

519.833/ﾖﾂ07

環境（エコ）生活のススメ

箕輪 弥生／著
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ロボット工学
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坂上 越朗／共著

三信図書

0008311102

573.6/ﾊｲ07/5

繊維ハンドブック

日本化学繊維協会／編 日本化学繊維協会
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よくわかる日本庭園の見方
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ＪＴＢパブリッシング
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