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『昆虫食 古今東西』
三橋 淳／著 工業調査会発行 2010年 ラベル記号 486/ﾐﾂ10 資料番号 0009617473
【内容】
人口の増加にともない不足が予想される動物タンパク質を補うため，虫を食べることに関心を持つ人が増えてきていると
いう。本書は，過去から現在に至る昆虫食のあれこれをまとめたものである。どこで，どういう人たちが，どんな昆虫を，ど
うやって食べているかが，地域ごと国別にコンパクトにまとめられている。また，第１章では「昆虫食概観」として，昆虫食
の危険性や料理レシピ，栄養価なども紹介されていて，食材としての昆虫がわかる。本書を読むと，昆虫をまた違った
目で見るようになるかもしれない。

『人とサルの違いがわかる本 知力から体力、感情力、社会力まで全部比較しました』
杉山 幸丸／編著 オーム社発行 2010年 ラベル記号 489.9/ｽｷ10 資料番号 0009625708
【内容】
人とサルが生物進化の中でごく近い親類だということは現在ではよく知られている。本書は人類と直近の隣人であるサ
ルについて身体構造や社会性，知能や感情など様々な面から比較し，サルについて知ることで人について知ろうと試
みたものである。多くの共通点から人間もあくまで生物の一種であるとあらためて認識させられるとともに，違っている点
はどこなのか，その違いはどこから来るのかも興味深い。近い種だからこそサルから学ぶべきことも多く，現代の人間と
現代社会が抱える問題も見えてくる。

『宇宙エレベーター

－宇宙旅行を可能にする新技術－』

石川 憲二／著 オーム社発行 2010年 ラベル記号 538.9/ｲｼ10 資料番号 0009626086
【内容】
日本人宇宙飛行士の活躍もあり，私たちにとって宇宙旅行はもはや夢物語ではなくなりつつある。本書は，地上から宇
宙ステーションまでをケーブルでつなぎ行き来する宇宙エレベーターについて，実現の可能性を検証したものである。
本書によると，カーボンナノチューブなどの素材技術の進歩は著しく，制御システムなどと合わせ，技術的には実現可
能な日もそう遠くはないらしい。さらに，宇宙エレベータが実現したら私たちの生活がどう変化するかということにも触れ，
宇宙旅行のみならず，宇宙病院，宇宙工場などの期待もふくらむ。

『直感を信じて、進め。 Do without Questioning－at the drop of a hat!』
原田 美砂／著 WAVE出版発行 2010年 ラベル記号 589.26/ﾊﾗ10 資料番号 0009626128
【内容】
本書は世界的帽子デザイナー原田美砂が、これまで歩んできた軌跡と人生哲学を綴ったものである。確たるビジョンも
なく、ただ「海外で一旗あげてやるぞ！」という意気込みでイギリスに渡った彼女が、帽子デザイナーを目指すようになっ
たのは、ある人物との出会いがあったからだという。エリザベス女王の帽子のデザインまでも手がけるようになった彼女が
語る人生哲学とは…。彼女の帽子作りにかける情熱や、夢を追い続けることの大切さが伝わってくる一冊である。

『創造都市のための観光振興 －小さなビジネスを育てるまちづくり－』
宗田 好史／著 学芸出版社発行 2010年 ラベル記号 689.1/ﾑﾈ10 資料番号 0009546847
【内容】
平成20年10月に観光庁が発足し､わが国の観光政策は転換期を迎えている。これまでのハコモノによる観光政策から、
地域の人々の文化力による観光政策へと時代は変わり、各地で様々な試みがなされている。本書は、京都やフィレン
ツェなどの観光都市の事例を紹介しつつ、観光都市となるためには何が求められているのかを考察したものである。時
代の変化を的確に捉えた発想の転換が求められている今、観光振興に必要なものはいったい何なのか。本書を読め
ば、元気な街づくりのヒントが見つかるかもしれない。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は「漢方薬を知る（自然科学・産業資料）」（4/16～5/19） 「新幹線（交通文化資料）」（3/19～5/19） 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3月に受け入れた本の一部です。
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