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『細胞寿命を乗り越える －ES細胞・ｉPS細胞、その先へ－』
帯刀 益夫，杉本 正信／著 岩波書店発行 2009年 ラベル記号 491.31/ｵﾋ09 資料番号 0009498577
【内容】
若返りあるいは不老不死は，人が求めて止まない夢の一つといえる。それが，有限寿命をもつ体細胞から遺伝子導入
により不死性と全能性をもつ細胞へと転換させる，ｉPS細胞の作製技術によって可能になる。iＰＳ細胞の研究について
本書では「パンドラの箱を開けてしまった」と表現されているが，老いて死ぬことがないとしたらヒトの体はどこへゆくの
か。細胞から見た老化と寿命について，そして無限寿命を持つ細胞の研究について解説し，さらにそれらの研究がもた
らす再生医療や医療倫理の課題についても言及している。話題のテロメアやiＰＳ細胞について基礎的な知識が得ら
れ，生物としてのヒトの未来を考える手助けともなる一冊である。

『食品表示・賞味期限のウラ側 －食品の読み方<常識・非常識>－』
岩館 博人／著 ぱる出版発行 2009年 ラベル記号 498.54/ｲﾜ09 資料番号 0009490558
【内容】
産地や消費期限の偽装など，食の安全を脅かす事件の度重なる発生にともない，食の安全に対する消費者の関心も
高まっている。その表れとして，最近では購入の際に消費期限の確認だけでなく，産地や製造元，製品に含まれている
内容物までチェックする方も多いようだが，それら食品表示は複雑でわかりにくいとされている。本書は，消費期限と賞
味期限の違いや，アレルギー表示のことなど，食品表示を正しく読み解くためのガイドとして書かれたものである。食品
表示の正しい理解に役立つ一冊である。

『水ビジネス －１１０兆円水市場の攻防－』
吉村 和就／著 角川ｸﾞﾙｰﾌﾟﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ発行 2009年 ラベル記号 517/ﾖｼ09 資料番号 0009498999
【内容】
地球に存在する水の97.5％は海水で，人間が使うことができる淡水は2.5％に過ぎない。しかもそれらには氷山や，地下
水などが含まれており，人類が直接採水できるのはわずか0.01％だという。日本のように，蛇口をひねれば飲用可能な
水を得ることができる国がある一方で，人類の8人に1人は安全な水を飲むことができないという事実がある。本書は，生
命の維持に不可欠な水について，経済，外交，政治など多角度から解説したものである。このまま温暖化が進めば，日
本も「渇水列島と化す」という。世界と日本の水問題を読み解く一冊である。

『ドバイのまちづくり －地域開発の知恵と発想－』
佐野 陽子／著 慶應義塾大学出版会発行 2009年 ラベル記号 601.278/ｻﾉ09 資料番号 0009490947
【内容】
昨今の経済ニュースの中でドバイの名を耳にしない日はないのではなかろうか。にもかかわらず，私たちは，ドバイにつ
いて近年にわかに景気づいた青い空と白い砂浜を持つ近未来的都市程度の知識しか持たない。本書は，もともと砂漠
の小さな港町でお金も人材も資源もないドバイが，どのようにして今日のような経済的発展をとげたのかを，地域開発と
いう視点で解き明かそうとしたものである。卓越した指導者のもとインフラを整備し，産業を発展させ，世界中からお金を
集めたドバイ。ドバイは日本でいえば小さな県のような都市であると筆者はいう，その発展（と失敗）を知ることは，日本の
地域開発に何らかの示唆を与えることだろう。

『通勤電車もの知り大百科』
岩成 政和／著 イカロス出版発行 2009年 ラベル記号 686.21/ｲﾜ09 資料番号 0009491010
【内容】
40年間片道１時間電車通勤をする人は，2年以上電車の中で過ごしていることになるという。そんな通勤電車は一見ど
れもが同じように見えるが，じつはどれもが個性的な存在なのである。この本では，おもに首都圏を中心とした私鉄，Ｊ
Ｒ，地下鉄の通勤電車事情，ユニークな列車による通勤，通勤電車の歴史，全国の通勤電車などが紹介されている。最
後には，定期の買い方やICカードの使い方，通勤電車の選び方など最新で具体的な情報も盛り込んだ通勤のコツがま
とめられている。読めばかしこくて楽しく，快適な通勤ができるようになるかもしれない一冊である。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「干支の動物（自然科学・産業資料）」（12/18～1/20）
「中国地区県立図書館共同展示「廻船」日本の海運の歴史（交通文化資料）」（11/21～1/20） 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11月に受け入れた本の一部です。
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ド戦略

同友館

0009099789

602.1/ﾅｶ09

農業政策の変遷と自治体

石原 健二／著

イマジン出版

0009491101

611.1/ｲｼ09
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