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『理系の扉を開いた日本の女性たち －ゆかりの地を訪ねて－』
西條 敏美／著 新泉社発行 2009年 ラベル記号 402.106/ｻｲ09 資料番号 0009332529
【内容】
現代社会において，多くの女性が仕事を持ち，様々な職場で活躍している。しかし，近代以前の社会において，女性は
家庭にいて，家を守り，子どもを産み育てることこそが使命とされていた。そのような時代にあって，医学や科学の分野
で活躍し，後に続く女性たちに社会進出の道を切り拓いたのが，本書に取り上げられている25人の女性たちである。著
者は，女性たちのゆかりの地を訪ね，彼女たちを生んだ風土やその生きざまを本書で紹介している。理系の扉を開いた
女性たちの生涯を辿る一冊である。

『建築する動物たち －ビーバーの水上邸宅からシロアリの超高層ビルまで－』
マイク・ハンセル／著 青土社発行 2009年 ラベル記号 481.7/ﾊﾝ09 資料番号 0009390485
【内容】
動物やハチなどの巣，またクモの網やアリ地獄の罠など，動物たちは実に様々な形態の構造物を作り上げる。そこに
は，我々人間が建築物を作り上げるのとは異なる原理が働いている。本書は，動物がつくるものとつくる行動の生物学
について，興味のある人なら誰でもを対象に解説されたものである。驚いたことに，神経系を持たない単細胞生物のア
メーバですらも，砂粒を使って複雑な携帯式の家をつくることができる。生物の不思議に迫る一冊である。

『水道が語る古代ローマ繁栄史』
中川 良隆／著 鹿島出版会発行 2009年 ラベル記号 518.1/ﾅｶ09 資料番号 0009405846
【内容】
古代ローマの水道技術は高く，その技術力は今に残る遺跡から伺い知ることができる。しかし，ローマ帝国滅亡とともに
その技術は衰退し，次に水道技術が同じ水準に追いついたのは，産業革命以降であるというから驚きである。本書は，
「ローマ帝国の繁栄の原動力はローマ水道」という説を念頭に，江戸上水との比較を含めて，古代ローマ水道について
述べられたものである。なぜ古代ローマは水道を最重要視したのか。古代ローマの水に関する疑問と謎を解き明かす一
冊である。

『博覧の世紀 －消費／ナショナリティ／メディア－』
福間 良明，難波 功士，谷本 奈穂／編著 梓出版社発行 2009年 ラベル記号 606.91/ﾌｸ09 資料番号 0009405929
【内容】

本書は，近代以降の様々な地方博に焦点を当て，国民の博覧体験の多様性や博覧会というメディアの機能の変容に
ついて考察したものである。大正から昭和初期に開催された電気の博覧会や，昭和前期に開催された「国産洋服博覧
会」，また博覧会におけるコンパニオンの実態やイメージなど，多角度から地方博覧会について論じられており興味深
い。地方博覧会を通して浮き彫りにされる日本人の博覧体験とは，一体どのようなものなのであろうか…。

『鉄道トリビア探訪記 －あっぱれ、すごいぞ、民営鉄道－』
野村 正樹／著 時事通信社発行 2009年 ラベル記号 686.21/ﾉﾑ09 資料番号 0009391780
【内容】
「鉄道」という言葉から思い浮かぶのは，日本中に路線網を張りめぐらせているＪＲの線路や列車かもしれない。しかし，
本書で取り上げられているのは，ＪＲの鉄道ではなく，13の民営鉄道である。鉄道ファンでもある著者は，徹夜の車輌搬
入や，深夜の保線工事，終電から初電までの線路切り替え工事などの現場を取材し，その様子を広報誌『みんてつ』に
連載していた。本書は，その連載に書き下ろしを加えて一冊にまとめたものである。著者が案内する鉄道トリビアを巡る
紙上旅行に，皆さんも出かけてみてはいかがだろうか。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「樹木と葉っぱ（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）」（9/18～10/14） 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8月に受け入れた本の一部です。
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