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『メディア・バイアス 〜あやしい健康情報とニセ科学〜』
松永 和紀／著 2007年 光文社発行 ラベル記号 404/ﾏﾂ07 資料番号 0008037889
【内容】
テレビの健康情報番組による捏造事件が相ついで発覚している。しかし、本書を読めば、問題はそれらの番組だけで
はない、ということに気づくだろう。雑誌、新聞にも、科学的根拠の乏しい記事が氾濫しているようだ。人々の不安をあお
るような極端な警鐘報道、きちんとした検証なく食品の極端な効果をうたう報道も多く、それに協力する科学者たちもい
る。本書は、食品添加物、遺伝子組換え作物、マイナスイオンの効果、書籍『水からの伝言』、マスコミで話題なった
様々な問題について、疑問を投げかける。巻末には「科学報道を見破る十か条」が載っているので、みなさんも参考に
してみてはどうだろうか。

『ひとりぼっちのジョージ 〜最後のガラパゴスゾウガメからの伝言〜』
ヘンリー・ニコルズ／著 2007年 早川書房発行 ラベル記号 487.95/ﾆｺ07 資料番号 0008029936
【内容】
1971年、ガラパゴス諸島ピンタ島で、１頭のゾウガメが発見された。それは、捕鯨船の乱獲によって絶滅したと思われ
ていた、ピンタ島ゾウガメの最後の生き残りだった。彼は「ロンサム・ジョージ」と名づけられ、現在、チャールズ・ダーウィ
ン研究所で飼育され、ガラパゴス観光の目玉であり環境保護のフラッグシップとなっている。本書では、ロンサム･ジョー
ジを取り巻く物語を中心に、絶滅危惧種の保護について考える。ピンタ島にゾウガメが戻る日は来るのだろうか。

『食品不安 〜安全と安心の境界〜』
橋本 直樹／著 2007年 日本放送出版協会発行 ラベル記号 498.54/ﾊｼ07 資料番号 0008032203
【内容】
食品添加物、農薬、遺伝子組換え農作物などについて不安を抱いている人は多くいるだろう。しかし、実際にそれら
の危険性の度合いについて詳しい知識をもっている人がどれくらいいるだろうか。不安をあおるような報道だけを材料
に、過剰な心配をするよりも、本書を読んで、少し食品の安全について学んでみてはいかがだろうか。「安全」と「安心」
を混同することなく考えなければいけないと著者は言う。安心を手に入れるためには、消費者も多少の努力をすることが
必要であろう。

『クリーンカー・ウォーズ』
長谷川 洋三／著 2007年 中央公論新社発行 ラベル記号 537.09/ﾊｾ07 資料番号 0008030454
【内容】
地球温暖化防止のために京都議定書が批准され、自動車業界では環境に配慮したクリーンカーの開発競争が激しく
なっているようだ。ハイブリッドカー「プリウス」で成功したトヨタは、続々とハイブリッド搭載車種を増やしているし、ホンダ
も「シビック・ハイブリッド」やディーゼルエンジンの排ガス浄化技術を開発している。ＧＭ、フォード、ダイムラー・クライス
ラーなどの欧米車も負けじと開発に熱を入れている。本書は、そんな環境技術競争を繰り広げる自動車業界の実態が
環境技術の解説に終始するのではなく、それぞれの会社の歴史や経営についての考え方など、幅広い視点から描か
れている。

『クリエイティブ頭のからくり 〜７つの発想法〜』
袖川 芳之／著 2007年 朝日新聞社発行 ラベル記号 675/ｿﾃ07 資料番号 0008032575
【内容】
オンリーワンの時代、クリエイティブな発想を身につけて他者との差別化を図ることは、企画に関わる仕事の人のみな
らず、様々な職種の人において重要になってきている。本書では、クリエイティブ思考をするための方法論を示したもの
である。「課題」「アイデア」「構造」「コンセプト」「ポジショニング」「ブランド」「記号」という７つキーワードに基づく発想法
を身につけることで、世の中の見方が変わるかもしれない。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「地球温暖化を考える（自然科学・産業資料資料）」「交通雑誌 航空編（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4月に受け入れた本の一部です。
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石井 健一郎／著

ＮＴＴ出版

0008037145

007.1/ｲｼ07

コンピュータ入門
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生命と自己

慶応義塾大学教養研究
慶応義塾大学出版会
センター／編

0008029894

460.4/ｹｲ07
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究会／編
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研究者のための知的財産ハンド
ブック

宮原 正志／著者代表 化学同人

0008004475

507.2/ﾐﾔ07

知財ライセンス契約の法律相談

山上 和則／編

青林書院

0008030926

507.2/ﾔﾏ07

オムニバス技術者倫理

北海道技術者倫理研究
共立出版
会／編

0008030249

507/ﾎﾂ07

ヒューマン・エラーとのつきあいか
た

笠原 秀樹／著

鹿島出版会

0008032799

510.96/ｶｻ07

いいまちづくりが防災の基本

片寄 俊秀／著

イマジン出版

0008031445

518.87/ｶﾀ07

環境法入門

交告 尚史／著

有斐閣

0008029829

519.12/ｺｳ07

公害湮滅の構造と環境問題

畑 明郎／編

世界思想社

0008030884

519.21/ﾊﾀ07

環境資源経済学入門

小林 弘明／共著

泉文堂

0008015562

519/ｺﾊ07

環境工学

住友 恒／共著
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519/ｽﾐ07
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佐藤 健／著

工学社
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森 まゆみ／著
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森林と報徳と温暖化と

榛村 純一／著

清文社

0008017451

650.4/ｼﾝ07

エコ革命

小鷹 敬一／著

原書房

0008017667

658.2/ｺﾀ07

世界一わかりやすい人材派遣

イノウ「業界研究会」／
自由国民社
編著

0008030645

673.93/ｲﾉ07

箱根富士屋ホテル物語

山口 由美／著

千早書房

0008004384

689.8/ﾔﾏ07

お父さんのための携帯電話ＡＢＣ

法林 岳之／著

日本放送出版協会

0008032278

694.6/ﾎｳ07

人材派遣データブック

日本人材派遣協会／編 東洋経済新報社

0008015349
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