県立図書館6月の新着図書紹介
（自然科学・産業編）
岡山県立図書館

2008.6.10

発行

『読んで楽しむからだの化学』
佐藤 博保／著 2008年 講談社発行 ラベル記号 464/ｻﾄ08 資料番号 0008619496
【内容】
本書は化学の初心者に生化学のあらましを、物語風にできるだけおもしろく解説したものである。そもそも生化学とは何
だろうか。生化学とは、我々の体の化学である。著者によれば、我々の体の仕組みは意外に複雑かつ精妙で、一糸乱
れぬオーケストラのようなものであるとのこと。そんな体の化学に関する話が、文科系的な姿勢で語るように書かれている
ため、楽しみながら生化学について知ることができる。登場人物である加賀久（かがく）家の家族と一緒に、本書を読み
ながら化学の旅を楽しんでいただければと思う。

『音楽で脳はここまで再生する 脳の可塑性と認知音楽療法』
奥村 歩／著 2008年 人間と歴史社発行 ラベル記号 493.72/ｵｸ08 資料番号 0008619553
【内容】
脳神経外科専門医として脳治療の最前線にたずさわってきた著者は、「人はメスや薬だけでは救われない」という事実
にたどり着いた。そのことに改めて気づきを与えてくれたのが音楽療法だったという。本書は、認知音楽療法と名付けら
れた音楽療法の、セッションの実際と回復のプロセスが描かれたものである。さらに後半では、認知音楽療法の理論的
背景と臨床上の効果の判定が、脳科学的手法を用いて解釈されるとともに、その適応可能な疾患についても触れられ
ている。心という人間の内なるものを対象とした音楽療法が脳に及ぼす影響とは、果たしてどのようなものだろうか。

『エネルギー危機からの脱出』
枝廣 淳子／著 2008年 ソフトバンククリエイティブ発行 ラベル記号 501.6/ｴﾀ08 資料番号 0008603748
【内容】
ここ数年の間に、ガソリンの価格はいったいどれくらい値を上げただろうか。原油価格の高騰はガソリンの価格だけでな
く、生活用品や食料品の価格にまで反映され、我々の生活に深刻な影響を及ぼしている。急激な経済成長は我々に物
質的な豊かさを与えてくれたが、反面その結果として現在の危機的な状況が生み出されたとも言えよう。本書はエネル
ギー危機を目前にした今、我々がすべきことは何なのかということについて書かれたものである。エネルギーの現状と見
通しやエネルギー問題の構造、問題解決への道すじ等が、データや事例を交えて示されている。エネルギー問題の解
決策を考え、自分たちの生活を見直す上で、参考となる一冊である。

『直売所だより』
山下 惣一／著 2008年 創森社発行 ラベル記号 610.4/ﾔﾏ08 資料番号 0008593931
【内容】
地産地消とともに直売所は全国的なブームとなり、現在では全国に1万か所以上開設されている。しかも、年間販売額
が10億円を超えるような直売所もあるというから驚きである。本来直売所とは、農家が自給用の農産物を直接売る「おす
そわけ」の経済であり、暮らしの共有であって、単なる経済行為ではないと著者は言う。著者が直売所を立ち上げたの
は、地元の農協理事を務めていた1990年の夏で、当時はまだ先行事例もなく農協内部から批判されるような時代であっ
た。直売所に初期の頃から携わってきた著者が、その初心や原点が忘れられることなく、末永く受け継がれていくことを
願って書かれたのが本書である。直売所からのたよりを通じて、食と農について考えてみてはどうだろうか。

『日本の庭 ことはじめ』
岡田 憲久／著 2008年 ＴＯＴＯ出版発行 ラベル記号 629.21/ｵｶ08 資料番号 0008619793
【内容】
本書は、変化する自然を意匠の主役として扱う日本庭園の独自性に着目し、日本の庭園文化を「自然を扱う意匠」とい
う視点から読み解いたものである。高度に発達してきた豊かな日本の庭園文化が、我々の身の回りから失われつつあ
る。しかも、失われているのは庭園そのものだけでなく、庭園を作り、維持してきた職人たちの技術もまた絶えようとして
いる。豊富に掲載された美しい庭の写真と、巻末に付された「庭年表」を参考にしつつ、日本の庭園文化を読み解く一
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「時計（自然科学・産業資料）」「路面電車（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5月に受け入れた本の一部です。
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