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『ケータイの裏側』
吉田 里織，石川 一喜ほか／著 2008年 コモンズ発行 ラベル記号 007.3/ﾖｼ08 資料番号 0008587933
【内容】
今や携帯電話は私たちの生活に欠かせないものとなっている。本書によれば，ＰＨＳを含む携帯電話の普及率は82％
に達しており，高校生にいたっては実に96％が携帯電話を持っているという。この数字からも，いかに携帯電話が私た
ちの生活に浸透しているのかがわかる。本書は，そんな携帯電話を多角度からとらえたものである。高校生の使用実態
から電磁波が及ぼす影響，回収後の環境汚染や広告戦略まで，携帯電話にまつわる様々な問題点を知ることができ
る。携帯電話を持っている人も，持っていない人も，携帯電話について改めて考えることができる一冊である。

『花はなぜ咲くの？』
西村 尚子／著 2008年 化学同人発行 ラベル記号 471.1/ﾆｼ08 資料番号 0008579237
【内容】
美しい花々は，私たちの生活にうるおいを与えてくれる存在である。花の色，形，香りは様々であり，バラやユリのように
誰が見ても美しいと思うものから，裸子植物のソテツのように「これが花なのか」と思うものまで多種多様である。花の形は
どうやって作られるものなのかという問題について最初に考えたのは，詩人であり文学者であったゲーテだそうだが，皆
さんはご存知だっただろうか。不可能を意味する青いバラも，サントリーの研究により実現したが，その研究にまつわる
話もコラムで紹介されている。「花はなぜ咲くの？」果たしてその答えは…。

『地球の処方箋 −環境問題の根源に迫る−』
総合地球環境学研究所／編 2008年 昭和堂発行 ラベル記号 519/ｿｳ08 資料番号 0008587487
【内容】
皆さんは総合地球環境学研究所という機関をご存知だろうか。通称「地球研」は2001年に京都に創設された国立研究
所で，その名のとおり地球環境問題を総合的に研究する機関である。本書は，地球研の研究や成果の意味をわかりや
すく紹介した「地球研叢書」の一冊として刊行された。本書によれば，私たち人間は他の動物のように自然界のおきての
中で生きるのではなく，自然環境を自分の思うままに支配し，その結果，地球環境問題と呼ばれる事態を引き起こしてし
まったのである。私たちはこれからどうしていったらいいのか。地球研の研究や成果を参考に，地球の未来について考
えてみてはどうだろうか。

『港から見た食と農 −検証 自給率の危機と押し寄せる食品汚染−』
柳澤 尚／著 2008年 クリエイツかもがわ発行 ラベル記号 611.3/ﾔﾅ08 資料番号 0008570798
【内容】
中国製の冷凍ギョーザによる食中毒事件やＢＳＥ問題，食品偽装事件等，現在わが国では過去に例を見ないほど食の
安全が問われている。下がり続ける食料自給率や輸入食品の検査体制等，食に関する問題は様々あるが，どれも深刻
な状況にあると言えよう。著者は，このような食にまつわるいくつかの問題を取り上げて警告を発している。遺伝子組み
換え作物や，食品の製造年月日の問題等，食をめぐる異常な環境について，私たちは真剣に向き合う必要に迫られて
いるのかもしれない。

『アユと日本の川』
栗栖 健／著 2008年 築地書館発行 ラベル記号 664.691/ｸﾘ08 資料番号 0008581076
【内容】
アユは姿の美しさ，香りに加えて，その生態からもわが国を代表する川魚とするにふさわしい魚であり，昔から清流の象
徴とされてきた。本書は，江戸時代から大阪でも名高かった「桜アユ」のふるさと吉野川を舞台として，たった一年で一生
を終えるアユの生態と，アユを育む日本列島の河川のあり方を丹念に追ったものである。桜アユという名は，川面を流れ
る吉野川の桜の花びらを食べるからとも伝えられている。美しいアユの生態を通して，次世代に渡すべき川のあり方を考
える一冊である。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「春の花（自然科学・産業資料）」「宿場（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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ネットメディアと〈コミュニティ〉形成 遠藤 薫／編著

東京電機大学出版局

0008552143

007.3/ｴﾝ08

情報法入門

小向 太郎／著

ＮＴＴ出版

0008561862

007.3/ｺﾑ08

ｃ‐Ｊａｐａｎ宣言

曽根原 登／著

丸善

0008551970

007.3/ｿﾈ08

アップルの法則

林 信行／著

青春出版社

0008547119

007.35/ﾊﾔ08

ウチのシステムはなぜ使えない

岡嶋 裕史／著

光文社

0008552028

007.61/ｵｶ08

生命に学ぶシステムデザイン

吉田 和夫／編著

コロナ社

0008555724

007.61/ﾖｼ08

シンメトリーとモンスター

マーク・ロナン／〔著〕

岩波書店

0008560963

411.6/ﾛﾅ08

和算小説のたのしみ

鳴海 風／著

岩波書店

0008568891

419.1/ﾅﾙ08

液晶のおはなし

竹添 秀男／著

日本規格協会

0008562019

428.35/ﾀｹ08

化学オリンピック完全ガイド

化学オリンピック日本委
化学同人
員会／編

0008549982

430/ｶｶ08

暦に見る日本人の知恵

岡田 芳朗／著

日本放送出版協会

0008546731

449.81/ｵｶ08

ネッシーに学ぶ生態系

花里 孝幸／著

岩波書店

0008561987

468/ﾊﾅ08

講談社

0008562035

491.37/ｽﾄ08

日本規格協会

0008560872

501.6/ﾖｼ08

モーツァルトが求め続けた「脳内物
須藤 伝悦／〔著〕
質」
クリーンエネルギー社会のおはな
吉田 邦夫／著
し
都市計画の世界史

日端 康雄／著

講談社

0008555518

518.8/ﾋﾊ08

中国の環境問題

榧根 勇／編

日本評論社

0008555419

519.222/ｶﾔ08

宮大工西岡常一の遺言

山崎 佑次／著

彰国社

0008547390

521.81/ﾔﾏ08

誠文堂新光社

0008536971

549.51/ｺﾊ08

イカロス出版

0008555542

556.99/ｶｷ08

アスキー

0008551871

588.09/ｶﾜ08

社会評論社

0008563058

601/ﾔﾏ08

太陽電池のしくみがわかる実験と
小林 義行／著
工作・事典
みんなが知りたい！イージス艦の
柿谷 哲也／著
ヒミツ８０
食の安全 はどこまで信用できる
河岸 宏和／著
のか
世界の首都移転

山口 広文／著

ジョゼット・シーラン カップ１杯の
給食が子どもを救う

ジョゼット・シーラン／著 日本放送出版協会

0008563074

611.3/ｼﾗ08

神の木民の木

沖 ななも／歌と文

日本放送出版協会

0008561656

653.21/ｵｷ08

情報化時代の流通機能論

岡本 哲弥／著

晃洋書房

0008549727

675.4/ｵｶ08

みなとの偉人たち

みなとの偉人研究会／
ウェイツ
著

0008549743

683.921/ﾐﾅ08

ディズニーに学ぶ満足循環力

志沢 秀一／著

学研

0008556201

689.5/ｼｻ08

テレビニュースの解剖学

小玉 美意子／編

新曜社

0008561680

699.64/ｺﾀ08

