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『情報人類学の射程 －フィールドから情報社会を読み解く－』
奥野 卓司／著 岩波書店発行 2009年 ラベル記号 007.3/ｵｸ09 資料番号 0009416017
【内容】
情報人類学とは，世界各地で展開される情報化による社会や文化の変容，人間と情報メディアの関係を比較分析し，
近未来の情報化社会への展開を研究するものである。世界各地でインターネットなどの情報メディアが普及している
が，各地域の文化や社会の特性によって，情報化がもたらす社会の変化は異なる。例えば、日本では携帯電話の普及
により，独自の若者文化やサブカルチャーが生み出されたが，これはヨーロッパでは見られなかった現象である。情報
化は世界各地でどのような社会の変化を見せたのか。さらに今後社会はどう変わっていくのか。本書を手がかりに，近未
来の情報化社会について考えてみてはいかがだろうか。

『「弱肉強食」論 －動物からヒト、人間まで－』
小原 秀雄／著 明石書店発行 2009年 ラベル記号 481.7/ｵﾊ09 資料番号 0009398124
【内容】
自然界に暮らす動物の多くは補食被食の関係にあり，強い者が弱い者を餌として生き残っている。これは強者が弱者を
支配するという意味で，人間社会においても見られる法則である。本書は，著者が50年以上関わってきた「進化生物
学」をもとに，人間を生物の種である「ヒト」としてとらえ，人間の社会と文化と，その中における「弱肉強食」について考察
したものである。動物たちの社会の仕組みと人間の社会の仕組みを比較することにより，見えてくるのは果たしてどのよう
な問題であろうか…。

『文房具の足し算』
和田 哲哉／著 ﾛｺﾓｰｼｮﾝﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ発行 2009年 ラベル記号 589.73/ﾜﾀ09 資料番号 0009405671
【内容】
単なる道具として文房具を使っている人もいれば，コレクターのように愛着を持って文房具に接している人もいる。皆さ
んはどちらのタイプだろうか。本書は，コンサルティングや講演，執筆などを通じて，文房具の作り手・製品・使い手をつ
なぐ活動を行っている著者が，文房具の使い方に着目したカタログ集である。文房具はひとつだけでは成立しない製品
である。紙とペン，下敷きとノートのように，組み合わせによってそれぞれの機能が活かされ，使い心地や仕上がりに違
いをもたらす。文房具選びに迷った時の参考になる一冊である。

『遙かなる野菜の起源を訪ねて－イネ・ムギ・野菜 日本への道－』
池部 誠／著 ナショナル出版発行 2009年 ラベル記号 626/ｲｹ09 資料番号 0009415910
【内容】
イネやムギ，そして大根や白菜など，我々日本人に馴染み深いこれらの穀物や野菜は，いずれも日本生まれのもので
はない。本書は，そのことに衝撃を受けた著者が，世界各地にある野菜の原産地を巡った記録である。日本は野菜の
種類の豊富さでは世界屈指の国であるにもかかわらず，その大部分が日本産ではないというから驚きである。シルク
ロードや南アメリカ大陸，そしてインド，ヨーロッパなど，世界各地を探検した著者は，果たして日本の野菜の祖先に出会
えたのであろうか…。

『虫庭の宿－溝口薫平聞き書き－』
野口 智弘／著 西日本新聞社発行 2009年 ラベル記号 689.219/ﾐｿ09 資料番号 0009406000
【内容】
日本屈指の温泉観光地として知られる由布院。しかし，昭和30年代半ばの由布院は，登山客や避暑客がわずかに訪
れるだけの静かな寂しい温泉郷であった。本書は，山間の寂れた温泉郷を「あこがれの温泉地」として押しも押されもせ
ぬ観光地にした立役者，「由布院玉の湯」会長の溝口薫平氏を取材した著者による聞き書きである。由布院観光の全
貌に迫る貴重な歴史書となっているが，聞き書きの文章は語り口も優しく読みやすい。地名の「由布院」と「湯布院」，こ
の表記の違いを皆さんはご存知だろうか。興味を持たれた方は，本書をご一読いただきたい。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「家づくり（自然科学・産業資料）」「国鉄（日本国有鉄道）の時代（交通文化資料）」（10/16～11/18） 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9月に受け入れた本の一部です。
書

名

著

者

出 版 社

資料番号

ラベル記号

情報心理

小泉 宣夫／監修

日本文教出版

0009070004

007.3/ｺｲ09

Ｗｅｂで学ぶ情報処理概論

上山 清二／著

晃洋書房

0009070012

007.6/ｳｴ09

情報科学のリテラシー

平田 浩一／共著

学術図書出版社

0009063751

007.6/ﾋﾗ09

ＰＤＦ超活用術

オンサイト／編

青春出版社

0009418096

007.63/ｵﾝ09

情報の形而上学

河村 次郎／著

萌書房

0009069592

007/ｶﾜ09

数学は言葉

新井 紀子／著

東京図書

0009426222

410/ｱﾗ09

朝日新聞出版

0009381948

421.3/ｻﾄ09

ピエ・ブックス

0009321696

451/ﾃﾝ09

量子の新時代 ＳＦ小説がリアルに
佐藤 文隆／著
なる
てんきごじてん 風・雲・雨・空・雪
の日本語
四川大地震

林 愛明／著

近未来社

0009068586

453.222/ﾘﾝ09

ダーウィンの思想

内井 惣七／著

岩波書店

0008889990

467.5/ｳﾁ09

生物多様性と食・農

天笠 啓祐／著

緑風出版

0009415563

468/ｱﾏ09

リハビリテーションの基礎英語

清水 雅子／著

メジカルビュー社

0009063090

494.78/ｼﾐ09

職場のメンタルヘルス対策の実務
坂本 直紀／編著
と法

民事法研究会

0009063124

498.8/ｻｶ09

よくわかる「作業改善」の本

石川 君雄／編著

日刊工業新聞社

0009415787

509.6/ｲｼ09

図解・新世代鉄道の技術

川辺 謙一／著

講談社

0009071903

516/ｶﾜ09

昭和幻景 消えゆく記憶の街角

藤木ＴＤＣ／文

ミリオン出版 大洋図書
0009417957
（発売）

図説西欧の修道院建築

ヴォルフガング・ブラウ
八坂書房
ンフェルス／〔著〕

523.1/ﾌｼ09

0009415761

523.3/ﾌﾗ09

ハイブリッドカーは本当にエコなの
両角 岳彦／著
か？

宝島社

0009417841

537.92/ﾓﾛ09

ロケットと宇宙開発

学研

0009336777

538.9/ﾛｹ09

海賊対策 海上警備行動と海賊対
防衛知識普及会／編
処法案

内外出版

0009068735

557.82/ﾎｳ09

日経業界地図 ２０１０年版

日本経済新聞社／編

日本経済新聞出版社

0009415886

602.1/ﾆﾎ
05/2010

茶の健康成分発見の歴史

中川 致之／著

光琳

0009069907

619.8/ﾅｶ09

すぐわかる日本庭園の見かた

尼崎 博正／監修

東京美術

0009415977

629.21/ｱﾏ09

協働でひろがる森づくりコーディ
辻井 寛／著
全国林業改良普及協会 0009232877
ネート術
神様の木に会いに行く 神秘の巨
高橋 弘／著
東京地図出版
0009418062
樹・巨木・ご神木の聖地巡礼
産業構造審議会／〔原
不公正貿易報告書 ２００９年版
東京リスマチック
0009067117
編〕
観光学入門

中尾 清／編著

晃洋書房

0009070376

651.1/ﾂｼ09
653.213/ﾀｶ09
678.1/ｻﾝ
04/2009
689/ﾅｶ09

