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『デジタルネイティブ −次代を変える若者たちの肖像−』
三村 忠史，倉又 俊夫／著 日本放送出版協会発行 2009年 ラベル記号 007.3/ﾐﾑ09 資料番号 0008873507
【内容】
現代の若者たちは、生まれた時からインターネットがあり、ネットを水や空気のように感じてきた。そのような環境で育った
彼らは、そうではない世代の人々とは違う世界観や価値観を持っているのではないだろうか。ＮＨＫでは2008年11月10
日にデジタルネイティブについての特集をＮＨＫスペシャルで放送したが、本書はその番組を書籍化したものである。従
来の常識や価値観にとらわれないデジタルネイティブたちは、どのような世界に生き、どのような可能性を秘めているの
だろうか。デジタルネイティブの世界を知る一冊である。

『小林・益川理論の証明 −陰の主役Ｂファクトリーの腕力−』
立花 隆／著 朝日新聞出版発行 2009年 ラベル記号 429.6/ﾀﾁ09 資料番号 0008886210
【内容】
小林・益川両氏がノーベル物理学賞を受賞したことは記憶に新しい。両氏の理論は30年以上前に提唱されたものであ
るが、それが証明されたのはごく最近のことであり、その証明が今回のノーベル賞受賞をもたらしたと言えよう。本書は、
小林・益川理論を証明するために、長い年月をかけて検証実験を繰り返してきた、高エネルギー加速器研究機構（高エ
ネ研）の活動について述べ、ノーベル物理学賞受賞の真の意味を解明したものである。高エネ研の研究員たちは「小
林・益川両氏にノーベル賞を獲らせるんだ」という熱意をもって実験にあたっていたと言う。マスコミ報道では語られな
かった真実に迫る一冊である。

『瀬名秀明ロボット学論集』
瀬名 秀明／著 勁草書房発行 2008年 ラベル記号 548.3/ｾﾅ08 資料番号 0008961484
【内容】
本書は2003年から2008年にかけて、著者がロボット学について書き、語った論考をまとめたものである。ただし語られる
内容は、ロボットの工学的な機構ではなく、科学／技術として、または物語の担い手としてのロボットであり、さらには人
間とは何かという問いを映し出す存在としてのロボットであるという。2003年4月7日は鉄腕アトムの誕生日だそうだが、ア
トムのようなロボットはまだ実在しない。作家でもある著者が考える21世紀のロボット学とはどのようなものか。その考察の
変遷をたどる一冊である。

『チョコレート −甘美な宝石の光と影−』
モート・ローゼンブラム／著 河出書房新社発行 2009年 ラベル記号 588.34/ﾛｾ09 資料番号 0008886558
【内容】
本書はAP通信の特派員として国際紛争や災害の現場から報道を続けてきた、記者歴40年のベテラン・ジャーナリストが
綴ったチョコレートの本である。著者はまず資料からチョコレートの歴史をひもとき、その後現場へと出かけ、世界各地で
チョコレートに関わる人々を取材している。ジャーナリストらしく、チョコレートに絡めて戦争と平和や政治問題などが語ら
れているのが興味深い。2月と言えばバレンタインデー。チョコレートにふれる機会が多いこの時期、その歴史をひもとい
てみてはいかがだろうか。

『珊瑚の文化誌 −宝石サンゴをめぐる科学・文化・歴史−』
岩崎 望／編著 東海大学出版会発行 2008年 ラベル記号 668.8/ｲﾜ08 資料番号 0008961856
【内容】
副題に表れているように、本書は珊瑚について自然科学的のみならず人文科学的角度から考察を試みたものである。2
部構成の第1部では「サンゴの科学」と題して、宝石サンゴの生物学や持続的利用と保護に関する事柄等が論じられて
おり、第2部では「珊瑚がたどってきた道」と題して、文化的側面から珊瑚が論じられている。昔話「桃太郎」では、鬼退治
を終えた桃太郎が持ち帰った宝物の中に珊瑚が描かれているというが、お気づきだっただろうか。最終章「桃太郎と宝
石珊瑚」ではその点について考察されている。珊瑚を様々な角度から研究し、まとめた一冊である。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「もののしくみと歴史（自然科学・産業資料）」「街道を訪ねる（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。
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鈴木 仁美／著

丸善
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山下 文男／編著
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