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『図解身近にあふれる「科学」が3時間でわかる本』
左巻 健男／編 明日香出版社／発行 2017年 請求記号404/ｻﾏ17/ 資料番号 0013928692

【内容】
テレビや掃除機、スマートフォンなど、私たちの身の回りには、科学技術を生かした製品があふれています。本書は、普段気
にせず使っているこれらの製品が、どんなしくみで動いているのか、そのしくみを科学で紐解きながらやさしく解説した本で
す。「羽根のない扇風機はどうやって風を出しているの？」、「ロボット掃除機の頭脳はどうなっているの？」、「栄養ドリンクはど
のくらい効果があるの？」、「ヒートテックはなぜ薄いのに温かいの？」など、私たちのふとした疑問が解決する一冊です。
『地質のプロが教える 街の中で見つかる「すごい石」』
西本 昌司／著 日本実業出版社／発行 2017年 請求記号 569.8/ﾆｼ17/ 資料番号 0013914585

【内容】
普段目にする何気ない場所に使われている石材にも大地と人の物語が隠れています。ビルの外壁や地下鉄の内壁、石垣や
モニュメントなど、特別な場所に行かなくても「すごい石」は街のいたる場所にあります。本書では、「石灰岩に潜む化石」や
「大陸の歴史が記録されている御影石」など石材を通して自然と文化を探る“街角地質学”について書かれています。第７章
の「おすすめ石めぐりエリア」には、東京、大阪、京都、名古屋の地図が収録されており、街歩きの楽しみ方が増える一冊で
す。
、
『介護の未来をどうするか？ ニッポン破綻を生き抜く介護論』
上阪 徹／著 実業之日本社／発行 2017年 請求記号 673.95/ｳｴ17/ 資料番号 0014081756

【内容】
平均寿命と健康寿命の間には、男性で約９歳、女性で約１３歳もの開きがあります。これは男性で約９年、女性で約１３年医療
や介護のお世話になっている、ということです。長寿であることと健康に生きていられることは必ずしも一致しません。本書で
は、介護を取り巻く大きな流れとその課題に対して、善光会という新しい社会福祉法人がどのように向き合ってきたのか、職員
関係者への取材を中心に紹介されています。介護ロボットや自動掃除ロボットの導入、人工知能の活用など、ユニークな取り
組みが書かれています。
『AI時代を生き残る仕事の新ルール』
水野 操／著 青春出版社／発行 2017年 請求記号 007.13/ﾐｽ17/ 資料番号 0014134209

【内容】
私たちは、今後おとずれるであろうＡＩ時代を、どのように働けばよいのでしょうか。巷ではよく、「ＡＩが人間の仕事を奪う」と囁か
れていますが、実際はどうなのでしょうか。本書は、ＡＩが私たちの仕事に与える影響や、職業分野別の生き残り方のヒントが紹
介された一冊です。ＡＩの弱点や、ＡＩと共存した働き方についても考察されています。様々な仕事がＡＩによって効率化される
中、人間にしかできない仕事にも注目してみませんか。
『生涯一度は行きたい 春夏秋冬の絶景駅１００選』
越 信行／著 山と渓谷社／発行 2017年 請求記号 686.21/ｺｼ17/ 資料番号 0014167522

【内容】
２０１７年現在、日本全国には９６００の駅が存在します。そのうち、筆者が駅旅写真家として実際に撮影してきた４５００の駅の
なかから景観美がある１００駅を四季ごとに厳選して紹介しています。春のサクラ、夏の海、秋の色付いた山々や冬の雪景色、
それぞれの季節の、ほんのわずかな期間であっても、駅にはもっとも輝いて見える“旬”があります。岡山県からはJR西日本因
美線の三浦駅が紹介されています。写真が多く、全国の絶景駅マップも付いています。思わず出かけていきたくなる一冊で
す。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『最高のおもてなし（観光）』（2月20日～3月20日）、『地下鉄』（2月20日～4月16日）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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サイバネティクス全史 人類は思考す
トマス・リッド／著
るマシンに何を夢見たのか
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0014200794

007.11/ﾘﾂ17/

弱いAIのデザイン ツールからエー
ジェントへ。

クリストファー・ノーセル
ビー・エヌ・エヌ新社
／著

0014200810

007.13/ﾉｴ17/

これからのSIerの話をしよう エンジ
ニアの働き方改革

梅田 弘之／著

インプレス

0014200828

007.35/ｳﾒ17/

超図解ブロックチェーン入門 新しい
桜井 駿／著
ビジネスモデルがここから生まれる!

日本能率協会マネジメ
ントセンター

0014200836

007.609/ｻｸ17/

プロジェクトの「測る化」 変化に強い
藤貫 美佐／著
計画・問題発見の技術

日経BP社

0014200851

007.61/ﾌｼ17/

完全無欠の賭け 科学がギャンブル アダム・クチャルスキー
草思社
を征服する
／著

0014171144

404/ｸﾁ17/

古代エジプトの数学 文明繁栄のア
ルゴリズム

David Reimer／[著]

丸善出版

0014149512

410.242/ﾚｲ17/

脳 心の謎に迫った偉人たち

トム・ジャクソン／著

丸善出版

0014175103

L491.371/ｼﾔ17/

0歳からのがん教育 かわいいお子さ
笹井 啓資／著
んの将来のために

ロギカ書房

0014201164

491.65/ｻｻ17/

発達障害を仕事に活かす

朝日新聞出版

0014201248

493.76/ﾎｼ17/

美しい世界の傑作ミュージアム 何度
MdN編集部／編
でも行きたい素敵な博物館、美術館

エムディエヌコーポレー
0014201628
ション

526.7/ｴﾑ17/

安藤忠雄 住宅

安藤 忠雄／著

エーディーエー・エディ
タ・トーキョー

0014201636

527/ｱﾝ17/

夢のツリーハウス いつかは手に入
れたい天空の城

アラン・ロラン／著

グラフィック社

0014201669

527/ﾛﾗ17/

柴田書店

0014199848

L588.6/ﾌﾛ17/

池田書店

0014201800

589.2/ｲﾜ17/

まちづくりからの小さな公共性 城下
矢野 敬一／著
町村上の挑戦

ナカニシヤ出版

0014201859

601.141/ﾔﾉ17/

蘇れ!日本の農業 ラテンアメリカ国際
冨田 健太郎／著
協力から見えた穀物増産への道

文芸社

0014201867

610.4/ﾄﾐ17/

グリーンローズガーデン斉藤よし江さ
んのバラと里山に暮らす

マイルスタッフ

0014196679

627.77/ｸﾘ17/

I LOVE盆栽 小粋で愛おしい盆栽ビ
葉住 直美／著
ジュアルブック

エムディエヌコーポレー
0014201891
ション

627.8/ﾊｽ17/

縁起のよいデザイン ロゴや広告、め
フレア／編
でたさのあるグラフィック集

グラフィック社

0014199616

674.3/ﾌﾚ17/

京成沿線の不思議と謎

高林 直樹／監修

実業之日本社

0014134340

291.35/ﾀｶ17/

近鉄沿線ディープなふしぎ発見

天野 太郎／監修

実業之日本社

0014134357

291.6/ｱﾏ17/

鎌倉街道中道(なかつみち)・下道(し
もつみち)

高橋 修／編

高志書院

0014051858

682.13/ﾀｶ17/

定本さらばブルートレイン!

芦原 伸／著

天夢人

0014126908

686.21/ｱｼ17/

なぜ、上野駅に18番線がないのか?
あなたの知らない東京「鉄道」の謎

米屋 こうじ／著

洋泉社

0014051619

686.213/ﾖﾈ17/

星野 仁彦／著

プロのための調味料図鑑 トップシェ
フ&スペシャリストが教える調味料選
び
「好き」と「似合う」がかなう色の組み
合わせBOOK

岩崎 沙織／著

