県立図書館3月の新着図書紹介
（自然科学・産業編）
岡山県立図書館

2009.3.10

発行

『世界平和はナマコとともに』
本川 達雄／著 阪急コミュニケーションズ発行 2009年 ラベル記号 460.4/ﾓﾄ09 資料番号 0008898520
【内容】
『ゾウの時間ネズミの時間』などの著書で知られる著者は、生物学者でありナマコの研究者でもある。本書は、そんな著
者が生物学という視点から、批判的に世の中を眺めて綴ったエッセイ集である。批判的とは言え、それぞれのエッセイに
はユーモアがあふれており、楽しみながら読むことができる。“世界平和”と“ナマコ”の間には、いったいどのような関係
があるのか。気になった方は本書をご一読いただきたい。

『キリンが笑う動物園 −環境エンリッチメント入門−』
上野 吉一／著 岩波書店発行 2009年 ラベル記号 480.76/ｳｴ09 資料番号 0009167925
【内容】
“環境エンリッチメント”とは、飼育動物の幸せを考え、生活を充実させることを意味している。今、動物園は、飼育や展
示の方法を工夫し、研究や教育へ積極的に関わることで、ただ見て楽しむだけの施設から、人間と動物の関係を体感
できる施設へと変わろうとしている。本書は、東山動物園に勤める著者が、動物園に関する様々な知識をまとめたもので
ある。旭山動物園の人気に見られるように、動物園に対する人々の関心は以前よりも高まっていると言えよう。これからの
動物園はどうあるべきなのか。動物園の未来像を探った一冊である。

『レッドムーン・ショック −スプートニクと宇宙時代のはじまり−』
マシュー・ブレジンスキー／著 日本放送出版協会発行 2009年 ラベル記号 538.9/ﾌﾚ09 資料番号 0008898785
【内容】
本書は、冷戦下における米ソ宇宙開発競争の裏側で繰り広げられた出来事を、当時の関係者たちの証言を交えて綴っ
たノンフィクションである。1957年、ソ連は世界初の人工衛星スプートニク1号の打ち上げに成功し、スプートニク・ショック
と呼ばれるほどの衝撃をアメリカに与えた。アメリカとソ連それぞれが、国家の威信にかけて取り組んだ宇宙開発。ソ連
が崩壊して17年が経つ今だからこそ得られた関係者による証言を織り交ぜつつ、宇宙開発競争の舞台裏に踏み込んだ
一冊である。

『野山の名人秘伝帳 −ウナギ漁、自然薯掘りから、野鍛冶、石臼作りまで−』
かくま つとむ／著 農山漁村文化協会発行 2009年 ラベル記号 657.8/ｶｸ09 資料番号 0008899114
【内容】
文明社会が高度になった現在、我々は欲しいものが容易に手に入る環境で暮らしていると言えよう。そしてその結果とし
て、先人の知恵や技の伝達がうまくいかない世の中になっている。しかしながら、かろうじて農山漁村では先人たちの知
恵や技が受け継がれており、各地の野山で名人たちが活躍している。本書は、そんな名人たちの技を紹介したものであ
る。松葉サイダー作りや、葛根掘り、きみがらスリッパやシュロ箒を作る技など、様々な暮らしの技が紹介されている。野
や里に息づく素朴な知恵や技に、もう一度目を向けてみたくなる一冊である。

『エンバーマー −遺体衛生保全と死化粧のお仕事 心とご遺体を修復するために僕がしてきたこと−』
橋爪 謙一郎／著 祥伝社発行 2009年 ラベル記号 673.93/ﾊｼ09 資料番号 0009168014
【内容】
エンバーミングとは何か、皆さんはご存知だろうか。本書によれば、エンバーミングとは「故人が病気や事故によって失
われてしまった“その人らしさ”を取り戻し、元の安らかな姿に戻っていただくための処置」のことである。エンバーミング
の処置によって、遺族は大切な人の死と向き合うための時間を得られる。お別れの仕方や死の受け入れ方は人それぞ
れであろう。エンバーマーとして様々な別れの場面に関わってきた著者は、一体どのような思いを込めて遺体と向き合っ
てきたのか。エンバーミングが“おくる”人々にもたらす癒しとは…。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「宇宙へ飛び立つ（自然科学・産業資料）」「地図を歩く（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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