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発行

『ネットの高い壁 －新たな国境紛争と文化衝突－』
国際社会経済研究所／監修 ＮＴＴ出版発行 2009年 ラベル記号 007.3/ｺｸ09 資料番号 0009534488
【内容】
本書は，国際社会経済研究所が行った「ネット上の新しい壁に関する調査研究」および「欧米におけるサイバー空間とリ
アルな国際社会でのブロック化に関する調査研究」の成果を基に書かれたものである。インターネットは，本来開放的で
参加者のgood-willを基調とし，世界をフラットに導くと考えられていた。しかしながら，インターネットの多面的な利用が
広まるにつれ，様々な脅威がネット上に現れ，その対抗手段として，「壁」が築かれるようになってきた。当然そこには国
家が築いた「壁」も存在する。中国やイスラームなど海外の豊富な事例をもとにネットの「壁」を探った一冊である。

『もうひとつの「世界でもっとも美しい１０の科学実験」』
ジョージ・ジョンソン／著 吉田 三知世／訳 日経ＢＰ社発行 2009年 ラベル記号 402/ｼﾖ10 資料番号 0009131459
【内容】
本書は，先に出版されたロバート・Ｐ・クリースの『世界でもっとも美しい１０の科学実験』を読んだ著者が，物理学の実験
だけでなく，生物学や化学へと分野を広げ，独自の視点で選んだ実験のトップテンを紹介したものである。取り上げられ
た実験は，大規模な装置や巨額な費用を必要とするものではなく，パブロフの犬の実験など，ひとりかせいぜい二人の
科学者によって，単純な装置で行われた実験ではあるが，世界を揺るがすようなインパクトを与えたものである。著者は
科学者の短い伝記を集めた本ではないと断っているが，実験を通して，科学者や周囲の人々の人となりも伝わってくる
本である。

『翳りゆく楽園 －外来種VS．在来種の攻防をたどる－』
アラン・バーディック／著 伊藤 和子／訳 ランダムハウス講談社発行 2009年 ラベル記号 468/ﾊﾃ10 資料番号 0009131632

【内容】
国境を越えて人とモノが大量に移動するようになり，かつてなかったほど多くの動植物が原産地から遠く離れた場所に
運ばれるようになった。外来種が在来種を脅かし，生物の多様性が失われつつあるという問題はマスコミでも取り上げら
れ，私たちもしばしば耳にする。著者は外来種について調べるうちに，「自然」とは何か，という問題に突き当たり，多様
で荒々しい手つかずの「自然」を探す旅に出る。手つかずの「自然」は存在するのか。陸と海，双方で画一化する「自
然」を追ったノンフィクション。

『グリーン・ニューディール －オバマ大統領の科学技術政策と日本－』
科学技術振興機構研究開発戦略センター／編著 丸善プラネット発行

2009年 ラベル記号 519.1/ｶｶ10 資料番号 0009546649

【内容】
本書は，オバマ大統領の打ち出した米国科学技術政策についての解説とそれに関する日本の有識者の意見・提言か
らなる。中心となるのは小宮山宏東京大学総長顧問など科学技術分野の様々な人のオバマ政策に対する見方であり，
日本は何をすべきなのかという提言である。例えば，小宮山氏は，エネルギー・温暖化政策に関し，省エネ，創エネル
ギーは，CO2の削減に貢献するだけでなく，結果的に，日本の「ものづくり」を活性化し，新産業を育てると説く。米国の
科学技術政策が理解でき，また，日本の目指すべき方向について示唆を与えてくれる一冊である。

『時刻表のヒミツ』
三宅俊彦／著 洋泉社発行 2009年 ラベル記号 686.55/ﾐﾔ09 資料番号 0009445966
【内容】
出版界のベストセラーである「時刻表」は，出張や旅行に役立つだけでなく机上で旅する楽しみを味わうこともできる。こ
の本には，半世紀にわたって時刻表を収集・研究してきた筆者が，「都会の秘境，昼間はお休みの区間」，「冬眠，夏眠
する駅」，「旅客が乗車できる回送列車」，「新幹線なのに在来線と呼ばれる区間」など時刻表から見つけた日本全国の
鉄道の疑問や発見の数々，現地を訪ねた様子を図や写真も使ってわかりやすく説明している。また，資料の入手や
データ編集など時刻表ができるまでの工程も紹介されており，時刻表をそばに置きながら読むと，一層楽しめるかもしれ
ない。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「ブログ（自然科学・産業資料）」（2/19～3/17） 「日本の航空の歴史（交通文化資料）」（1/22～3/17） 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1月に受け入れた本の一部です。
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佐藤 真一／著
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星野 努／著
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翔泳社

0009121906

007.64/ﾎｼ10

『流れの法則』を科学する

伊藤 慎一郎／著

技術評論社

0009124686

423.8/ｲﾄ10

いのちとは何か 幸福・ゲノム・病

本庶 佑／著

岩波書店

0009537754

460.4/ﾎﾝ10

歴史の中のカブトガニ 古文書で
たどるカブトガニ

伊藤 剛史／著

サイエンスハウス

0009131673

485.6/ｲﾄ10

セラミックバイオマテリアル

岡崎 正之／編著

コロナ社

0009124827

492.89/ｵｶ10

うつになる若者たち 増える「依存
町沢 静夫／著
型うつ病」の真実

海竜社

0009132051

493.764/ﾏﾁ10

新しい図解薬剤学

森本 雍憲／著

南山堂

0009132390

499.6/ﾓﾘ10

エネルギーの未来

エリック・スピーゲル／
著

日本経済新聞出版社

0009132424

501.6/ｽﾋ10

アジア地域のモノづくり経営

野村 重信／編

学文社

0009132556

509.22/ﾉﾑ10

公共の色彩を考える 景観まちづく
田村 美幸／監修
りのヒント

公共の色彩を考える会
0009132739
青娥書房（発売）

518.8/ﾀﾑ10

環境を知るとはどういうことか

ＰＨＰ研究所

0009132796

519.813/ﾖｳ09

フランク・ロイド・ライトの現代建築 フランク・ロイド・ライト／
白水社
講義
著

0009546789

520.4/ﾗｲ10

古絵葉書でみる日本の城

西ケ谷 恭弘／監修

東京堂出版

0009132838

521.823/ﾆｼ10

老朽マンションの奇跡

井形 慶子／著

新潮社

0009538117

527.8/ｲｶ10

ビールを楽しむドイツ語

Ｊａｎ Ｈｉｌｌｅｓｈｅｉｍ／著 三修社

0009133299

588.54/ﾋﾚ10

古代製紙の歴史と技術

ダード・ハンター／著

0009133265

585.02/ﾊﾝ10

0009125279

589.2/ﾀﾅ10

0009133430

602.1/ｷﾝ10

養老 孟司／著

勉誠出版

グリーンファッション入門 サステイ
田中 めぐみ／著
繊研新聞社
ナブル社会を形成していくために
近代遺産選出委員会／
日本の近代遺産
日本経済新聞出版社
編
食料の世界地図

Ｅｒｉｋ Ｍｉｌｌｓｔｏｎｅ／〔著〕 丸善

0009133463

611.3/ﾐﾙ10

理系の企画力！

宮永 博史／〔著〕

祥伝社

0009125717

675.3/ﾐﾔ10

セレクトショップを立ち上げる 開業
徳岡 敬也／著
から運営までのＱ＆Ａ

繊研新聞社

0009125592

673.7/ﾄｸ10

日蘭貿易の構造と展開

石田 千尋／著

吉川弘文館

0009125725

678.210/ｲｼ10

弁才船と加賀藩海運

清水 幸一／著

桂書房

0009523283

683.214/ｼﾐ10

交通新聞社

0009486184

686.36/ｻｶ10

昭和の車掌奮闘記 列車の中の昭
坂本 衛／著
和ニッポン史

