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『眠れなくなる宇宙のはなし』
佐藤 勝彦／著 宝島社発行 2008年 ラベル記号 440.2/ｻﾄ08 資料番号 0008649147
【内容】
我々人類は、大昔から宇宙に深い関心を抱いてきた。どのようにして宇宙は始まったのか、宇宙が始まる以前はどうなっ
ていたのか。我々の祖先はそんな疑問を営々と考え続けてきた。宇宙創造の謎については、物理学や観測技術の進歩
によって科学的に答えが出たとはいえ、宇宙についての謎はまだ多く残されている。イラストを交えてわかりやすく語ら
れる 眠れなくなる宇宙のはなし に、皆さんも耳を傾けてみてはいかがだろうか。

『健康優良児とその時代 −健康というメディア・イベント−』
高井 昌吏，古賀 篤／著 青弓社発行 2008年 ラベル記号 498.021/ﾀｶ08 資料番号 0008656019
【内容】
朝日新聞社の主導で進められ、戦前から1990年代まで続いた健康優良児表彰事業と健康優良学校表彰事業。これら
二つの健康優良日本一を競ったイベントに注目し、そこで提示される健康概念とその変容を追ったものが本書である。
二部構成から成る本書は、まず第一部で健康優良児表彰事業の歴史について、続いて第二部で主に戦後に書かれた
健康優良児に関する記事の内部に潜むポリティクスに焦点を絞って考察されている。単に健康問題の変容をたどるだ
けでなく、健康優良児をめぐる都市と農村の地域格差や性差、障害観にも言及されており興味深い。児童を健康へと駆
り立てた力学とは何であったのかを浮き彫りにする一冊である。

『図説都市と建築の近代 −プレ・モダニズムの都市改造−』
永松 栄／著 学芸出版社発行 2008年 ラベル記号 518.8/ﾅｶ08 資料番号 0008645087
【内容】
本書は「プレ・モダニズム時代における近代化を目指した都市の改造」をテーマに書かれたものである。ここで取り上げ
られているプレ・モダニズム時代とは、フランス革命勃発(1789年)から第一次大戦終結(1918年)までの期間を指すようだ
が、この時代は、過去を否定することから始まったモダニズムの時代とは異なる作法で都市空間の変革がとらえられてい
たと考えられる。著者は主にパリ、ウィーン、ベルリン、ロンドン、東京の5都市を取材し、その時代に取り組まれた都市改
造を比較検討している。近代の生産・消費システムを疑い、それを乗り越えていく時代を迎えた今、本書から何かを学び
取れるのではないだろうか。

『トコトンやさしいバイオエタノールの本』
坂西 欣也ほか／編著 日刊工業新聞社発行 2008年 ラベル記号 575.15/ｻｶ08 資料番号 0008656365
【内容】
石油に替わる植物由来の燃料として注目をあびているバイオエタノール。しかしながら、このバイオエタノールのブーム
が、世界的な食料不足を増幅させているのではないかと、疑問や不安を感じている人もいるだろう。本書は、食料と競合
しない木質系バイオエタノールを中心に、エネルギーや環境、食料問題を交えながらバイオエタノールについてわかり
やすく紹介したものである。原料による作り方の違いや、燃料としてのガソリンとエタノールの比較、バイオエタノール生
産に適した植物の開発等、バイオエタノールに関する66項目が、見開き1ページにつき1項目で解説されている。バイオ
エタノールについて知識を深めることができる一冊である。

『旅館再生 −老舗復活にかける人々の物語−』
桐山 秀樹／著 角川書店発行 2008年 ラベル記号 689.8/ｷﾘ08 資料番号 0008643041
【内容】
現在、日本で営業している旅館の9割以上が慢性的赤字か、経営不振に陥っていると言われている。かつて作家や政
治家、文化人たちが愛した名旅館も、次々と閉館または廃業の憂き目を見ているという。本書は、旅館の再生現場の苦
労を紹介したものである。最高級ホテルであるペニンシュラ等に評価されながらも、なぜ日本旅館はその魅力を失ってし
まったのか。日本旅館が再生するために必要なものは何なのか。興味を持たれた方は本書をご一読いただければと思
う。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「海（自然科学・産業資料）」「日本の橋・世界の橋（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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情報理論講義

小林 欣吾／共著

培風館

0008661084

007.1/ｺﾊ08

新人工知能の基礎知識

太原 育夫／著

近代科学社

0008661118

007.13/ﾀﾊ08

システム開発のすべて

北村 充晴／著

日本実業出版社

0008661100

007.61/ｷﾀ08

Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｖｉｓｔａ完全制覇パー
フェクト

飯島 弘文／著

翔泳社

0008669731

007.634/ｲｲ08

コンパイラの基盤技術と実践

中田 育男／著

朝倉書店

0008661092

007.64/ﾅｶ08

ひと目でわかるＭｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｖｉｓｕａｌ Ｃ
増田 智明／著
＋＋ ２００８アプリケーション開発入門

日経ＢＰソフトプレス 日経
0008481434
ＢＰ出版センター（発売）

007.64/ﾏｽ08

科学が進化する５つの条件

市川 惇信／著

岩波書店

0008669301

404/ｲﾁ08

「インドと数学」その不思議

大槻 正伸／著

電気書院

0008655771

410.4/ｵｵ08

たとえば、銀河がどら焼きだった
ら？

布施 哲治／著

日本評論社

0008675779

440/ﾌｾ08

正しく知る地球温暖化

赤祖父 俊一／著

誠文堂新光社

0008655995

451.85/ｱｶ08

海から来た植物

中西 弘樹／著

八坂書房

0008655979

479.374/ﾅｶ08

バイオマテリアル

田中 順三／編

内田老鶴圃

0008669251

492.89/ﾀﾅ08

知って防ごう熱中症

田中 英登／著

少年写真新聞社

0008655763

493.19/ﾀﾅ08

トコトンやさしい水素の本

新エネルギー・産業技
日刊工業新聞社
術総合開発機構／監修

0008656126

501.6/ｼﾝ08

ＵＤ革命

ばば こういち／著

リベルタ出版

0008676074

501.83/ﾊﾊ08

市街地再生の構想と戦略

原川 洋之／著

日経ＢＰ企画 日経ＢＰ出版
0008669467
センター（発売）

518.8/ﾊﾗ08

関西学院大学出版会

519.13/ｱﾏ08

持続可能社会と市場経済システム 天野 明弘／編著

0008656266

アドスリー 丸善株式会
0008669582
社出版事業部（発売）
ダイヤモンド・ビッグ社
0008656142
ダイヤモンド社（発売）

工学者が見た文化財

豊田 政男／著

北京古い建てもの見て歩き

高井 潔／著

極楽ガソリンダイエット

島下 泰久／著

二玄社

0008656316

537.2/ｼﾏ08

最新食品工場の衛生と危機管理
がよ〜くわかる本

河岸 宏和／著

秀和システム

0008669459

588.09/ｶﾜ08

食大乱の時代

大野 和興／著

七つ森書館

0008669681

611.3/ｵｵ08

農耕起源の人類史

ピーター・ベルウッド／
著

京都大学学術出版会

0008656456

612/ﾍﾙ08

モンゴル遊牧社会と馬文化

長沢 孝司／編著

日本経済評論社

0008656449

645.2/ﾅｶ08

図解木と木材がわかる本

岩本 恵三／著

日本実業出版社

0008656399

657/ｲﾜ08

体験交流型ツーリズムの手法

大社 充／著

学芸出版社

0008656472

689.21/ｵｵ08

温泉地再生

久保田 美穂子／著

学芸出版社

0008656514

689.21/ｸﾎ08

521.8/ﾄﾖ08
522.2/ﾀｶ08

