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『＋６℃ 〜地球温暖化最悪のシナリオ〜』
マーク・ライナス／著 2008年 ランダムハウス講談社発行 ラベル記号 451.85/ﾗｲ08 資料番号 0008511784
【内容】
世界の平均気温が１℃上昇しても、たいした問題ではないと思う人も多いかもしれない。では、２℃、３℃と上昇が続い
ていけば、いったいどうなるのか。私たち地球上に暮らす生物は、どれくらいの気温上昇に耐えられるのか。本書は、そ
んな疑問の解決への手がかりを与えてくれる。ＩＰＣＣ（気候変動に関する政府間パネル）発表の第4次評価報告書によ
ると、2100年における気温上昇の予測値は1.1℃〜6.4℃となっている。本書では、それにあわせて1℃から6℃まで、1℃
変化するごとの世界を、科学論文のデータを元に予測していく。ほん少しの気温上昇がもたらす危機的状況は、読むも
のを不安な気持ちにさせるかもしれない。しかし、本書は不安を煽るためのものではない。今からでもきちんと対応すれ
ば、安定した状況を保てるはずだと説き、そのための対策をきちんと提案している。

『〈眠り病〉は眠らない 〜日本発！アフリカを救う新薬〜』
山内 一也，北 潔／著 2008年 岩波書店発行 ラベル記号 493.88/ﾔﾏ08 資料番号 0008512550
【内容】
「眠り病」は、アフリカで発生している「睡眠病」のことである。トリパノソーマと呼ばれる原虫が引き起こす感染症で、治
療しなければ患者は確実に死亡してしまうということだ。本書は、アフリカに深刻な被害をもたらしている睡眠病につい
て、その歴史から、最新の治療薬の開発にいたるまで、一般の人にわかりやすく解説したものである。睡眠病は人間だ
けでなく、家畜の病気でもあり、アフリカではそれが原因で広い地域にわたって牛を飼育できず、貧困の一因ともなって
いるそうである。アフリカの人々を苦しめる睡眠病について、我々もその現状をもっと知っていくことが睡眠病撲滅の第
一歩になるのではないだろうか。

『カンボジア絹絣の世界 〜アンコールの森によみがえる村〜』
森本 喜久男／著 2008年 日本放送出版協会発行 ラベル記号 586.422/ﾓﾘ08 資料番号 0008504649
【内容】
1980年、タイの国立博物館で出会った一枚の絹絣。それは手描き友禅の仕事をしていた著者を強く惹きつけ、その後
の人生を大きく左右することになる。本書は、カンボジアの伝統織物の復興を目指して活動を続けるＮＧＯ、ＩＫＴＴ（ク
メール伝統織物研究所）の活動を紹介したものである。長い戦乱によって、カンボジアの伝統織物はほとんど消えかけ
ていた。森本氏は伝統を甦らせるため、奥地の村に出かけ、伝統の技術と知恵を持った年配の人たちを丹念に訪ね歩
き、ついには養蚕から染色、織物の作成までのすべてを行う工房を完成させる。そしてそれはさらに森の再生へとつな
がっていく。伝統を守ることの難しさ、大切さが感じられる一冊。

『ジャガイモの世界史 〜歴史を動かした「貧者のパン」〜』
伊藤 章治／著 2008年 中央公論新社発行 ラベル記号 616.8/ｲﾄ08 資料番号 0008503666
【内容】
麦、米、トウモロコシと並び、世界四大作物であるジャガイモ。ビタミン、ミネラルが豊富な上に、寒冷地や痩せた土地
でも育つ、まさに「貧者のパン」である。著者がジャガイモに注目したのは、意外にも日本の公害の原点といわれる「足尾
銅山鉱毒事件」を調査したことがきっかけだという。事件後、北海道へ移り住んだ公害被害者たちを救ったのがジャガイ
モだったらしい。ジャガイモが救ったのは、彼らだけではない。本書は世界各地で人々を飢えから救い、歴史をも動かし
たジャガイモをめぐる物語である。

『生き物と共存する公園づくりガイドブック』
神保 賢一路／著 2008年 文一総合出版発行 ラベル記号 629.3/ｼﾝ08 資料番号 0008506198
【内容】
本書は、30年以上も公園管理の仕事に携わってきた著者による「街なかで、人も生き物も快適に暮らせる環境」をつく
るための参考書。実際に著者が仕事をする中で撮影した写真を豊富に使っての事例紹介は、視覚的でわかりやすい。
また、実務に役立つ、1年間の具体的な作業を記した都市公園の手入れカレンダーも提案されている。草地、林、水辺
など、それぞれのパーツにわけてそこに暮らす鳥や昆虫、獣たちなど様々な生き物の様子が紹介されており、実務関係
者でなくとも、読んでおくと公園を散策する時の楽しみが増えるかもしれない。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「自動車の歴史（自然科学・産業資料）」「日光街道（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2月に受け入れた本の一部です。
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