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『インターネットが死ぬ日－そして、それを避けるには－』
ｼﾞｮﾅｻﾝ･ｼﾞｯﾄﾚｲﾝ／著 井口 耕三／訳 早川書房発行 2009年 ラベル記号 007.3/ｼﾂ09 資料番号 0009353780
【内容】
10～15年前，インターネットはまだほとんど普及しておらず，一部の人がパソコン通信を利用している状態だった。それ
が短期間で爆発的に普及し，もはやインターネットのない世界など考えられなくなっている。本書は，インターネットが短
期間で成長を遂げた理由を検証し，その未来を退化させないための方策を論じたものである。著者は，インターネットが
爆発的に普及した理由の一つとして「信頼の原則」を挙げている。その原則が揺らぎ，ネット犯罪が横行している現在，
インターネットを築き上げてきた推進力を退化させないための方策とはいったい何であろうか…。

『太陽は２３歳！？－皆既日食と太陽の科学－』
日江井 榮次郎／著 岩波書店発行 2009年 ラベル記号 444/ﾋｴ09 資料番号 0009359258
【内容】
今年の7月22日には，46年ぶりに日本で皆既日食が観測された。天候には恵まれなかったが，皆さんはこの現象をご覧
になっただろうか。著者は，世界中で10回以上も皆既日食を観測してきた太陽物理学者である。本書には，皆既日食の
仕組みや魅力，そして歴史などが，著者の豊富な体験談とともに書かれている。明治20（1887）年に日本で皆既日食が
観測された際には，政府が官報で「天文学研究上緊要の件」として，観測心得を配布したとのこと。日食と太陽につい
て，様々な知識が得られる一冊である。

『祝福を受けた不安－サステナビリティ革命の可能性－』
ﾎﾟｰﾙ･ﾎｰｹﾝ／著 阪本 啓一／訳 バジリコ発行 2009年 ラベル記号 519/ﾎｹ09 資料番号 0009359670
【内容】
持続可能（サステナブル）でエコロジカルな社会を実現するため，世界中で多くの人が活動している。世界中で巻き起
こっているこの大きな動きは，どのようにして始まったのだろうか。本書は「傷つき，壊れてしまった地球や生態系」を修復
しようとするのではなく，「生命そのものに生来備わる回復力とボトムアップの力」を信じて，各々ができることから実行す
ることを提唱したものである。レイチェル・カーソンの『沈黙の春』，ヘンリー・ソローの『森の生活』の精神を受け継ぐ，環
境運動バイブルとも言える一冊である。

『いちご、空を飛ぶ－輸出でよみがえるニッポンの農－』
古谷 千絵／著 ぎょうせい発行 2009年 ラベル記号 611.48/ﾌﾙ09 資料番号 0009359852
【内容】
本書は，日本で生産された農林水産物を，海外に輸出するという選択肢を選んだ人たちによる様々なアイデアや努力
を，具体的な事例を通して紹介したものである。食料自給率が著しく低下し，地産地消が推し進められる中，なぜ国内
で生産された農林水産物を輸出するのか。福岡県の「あまおう」や，長崎県松浦市の「サバ」，滋賀県の「近江米」，そし
て青森県の「リンゴ」などの輸出事例を通して，日本の農林水産界が抱える問題と打開策について考える一冊である。

『「説明責任」とは何か－メディア戦略の視点から考える－』
井之上 喬／著 ＰＨＰ研究所発行 2009年 ラベル記号 674/ｲﾉ09 資料番号 0009374844
【内容】
何か不祥事が起こると問われる「説明責任」だが，いったい説明責任を果たすとはどういうことなのだろうか。本書は，説
明責任とは何かということについて，身近で起きている様々な事象を取り上げつつ，言葉の定義づけや解説などを行っ
たものである。日本人の民族性が説明責任をあいまいにしていると，著者は指摘する。日本ではなぜ説明責任を果たす
ことが求められているのか，どのような時に説明責任が果たされるべきなのか，その実態と本質に迫る一冊である。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「くだもの（自然科学・産業資料）」「自動車・バスの歴史（交通文化資料）」（8/21～9/16） 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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人と対話するコンピュータを創って
古井 貞煕／著
います

角川学芸出版角川出版企画ｾﾝ
ﾀｰ 角川ｸﾞﾙｰﾌﾟﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ（発売）

0009031535

007.13/ﾌﾙ09

クラウドの衝撃

城田 真琴／著

東洋経済新報社

0009031543

007.3/ｼﾛ09

新聞・ＴＶが消える日

猪熊 建夫／著

集英社

0009028572

007.35/ｲﾉ09

ＳＥの基本

山田 隆太／著

日本実業出版社

0009031550

007.35/ﾔﾏ09

情報利活用プレゼンテーション

山崎 紅／著

日経ＢＰソフトプレス 日経
0009037888
ＢＰ出版センター（発売）

007.63/ﾔﾏ09

効果的プログラム開発技法

国友 義久／著

近代科学社

0009353798

007.64/ｸﾆ09

数学でわかる１００のこと いつも
隣の列のほうが早く進むわけ

ジョン・Ｄ．バロウ／著

青土社

0009353277

410.4/ﾊﾛ09

物理化学基礎の基礎

田中 一義／編著

化学同人

0009353194

431/ﾀﾅ09

人の生命科学

佐々木 史江／著

医歯薬出版

0009031022

460/ｻｻ09

木楽舎

0009353285

489.7/ｳｵ09

文芸社

0009032046

492.916/ﾔｼ09

医薬ジャーナル社

0009028770

493.87/ｽｽ
09/2009

明石書店

0009353111

499.093/ｹｲ09

品質マネジメントシステム要求事項
細谷 克也／著
の解説

日科技連出版社

0009353426

509.66/ﾎｿ09

元気が出る！土木現場の知恵

新川 隆夫／著

エクスナレッジ

0009353400

510.9/ｼﾝ09

地球温暖化と環境マネジメント

中丸 寛信／著

千倉書房

0009029562

519.13/ﾅｶ09

環境ビジネスリスク

松村 弓彦／編著

産業環境管理協会 丸善株式
会社出版事業部（発売）

0009353582

519.13/ﾏﾂ09

耐震設計ってなんだろう

深沢 義和／著

彰国社

0009353376

524.91/ﾌｶ09

安藤 四一／著

アルテスパブリッシング 0009032384

524.96/ｱﾝ09

エレファントム 象はなぜ遠い記憶
ライアル・ワトソン／著
を語るのか
被災者を救え！ 災害看護師奮闘
矢嶋 和江／著
記
インフルエンザの最新知識Ｑ＆Ａ
鈴木 宏／編
2009
図表でみる世界の医薬品政策

コンサートホールの音響と音楽表
現
２１世紀世界石油市場と中国イン
パクト

ＯＥＣＤ／編著

出 版 社

資料番号

ラベル記号

奥村 皓一／〔ほか〕著 創風社

0009353558

568.09/ｵｸ09

地域ブランド・マネジメント

電通ａｂｉｃ ｐｒｏｊｅｃｔ／編 有斐閣

0009353756

601.1/ﾃﾝ09

食卓からの農業再生

嘉田 良平／著

0009032806

611.3/ｶﾀ09

生きている土壌
西洋中世ハーブ事典

家の光協会

エアハルト・ヘニッヒ／ 日本有機農業研究会 農山漁
0009248659
村文化協会（発売）
著
マーガレット・Ｂ．フリー
八坂書房
0009032822
マン／著

613.5/ﾍﾆ09
617.6/ﾌﾘ09

酪農経営の環境対策における投
資限界と外部委託

藤田 直聡／著

農林統計協会

0009029778

644/ﾌｼ09

イワシと気候変動

川崎 健／著

岩波書店

0008888901

663.6/ｶﾜ09

日本サケ・マス増殖史

小林 哲夫／著

北海道大学出版会

0009029794

666.61/ｺﾊ09

