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『退屈すれば脳はひらめく 7つのステップでスマホを手放す』
マヌーシュ・ゾモロディ／著 須川綾子／訳 NHK出版／発行 2017年 請求記号 007.3/ｿﾓ17/ 資料番号 0014132039

【内容】
スマホの画面を見ているうちに、ハッと気づくと時間がたっているという経験をしたことがありませんか。本書では、２０１５年２月
にニューヨークのラジオ番組が企画した、スマホを手放し、創造性を取り戻す「退屈すれば脳はひらめく」というプロジェクトに
・ ・
ついて書かれています。「例のアプリを削除する」、「フェイクケイション（偽休暇）をとる」など、スマホを手放して“ひらめく人”に
生まれ変わるための７つのプロジェクトが紹介されています。大切なのは、スマホとのつき合い方です。今日から試してみませ
んか。
『鳥さんぽをはじめよう バードウォッチングでもっと楽しい毎日!』
鳥くん／著 主婦の友社／発行 2017年 請求記号488.1/ﾄﾘ18/ 資料番号0014218473

【内容】
通勤、通学、買い物、普段の散歩にプラスして、鳥の姿を見よう、鳥の声を聞こうという気持ちで外を歩けば、それが「鳥さん
ぽ」です。鳥さんぽをはじめると、鳥たちのいきいきとした姿が見られたり、季節の移り変わりに敏感に気づくようになったり、野
鳥を探していつのまにか運動不足が解消したり、心が癒されたりといいことがたくさんあります。本書には、季節ごとや場所ごと
に鳥たちと出会うためのコツやスマートフォンを使った撮影法などが紹介されています。あなたも鳥さんぽに出かけてみません
か。
、
『ロボット-それは人類の敵か、味方か 日本復活のカギを握る、ロボティクスのすべて』
中嶋秀朗／著 ダイヤモンド社／発行 2018年 請求記号548.3/ﾅｶ18/ 資料番号 0014309330

【内容】
近年、囲碁や将棋のAIが驚愕の進歩を遂げ、人工知能は私たちにとって身近な存在となりました。メディアを賑わせることも
多く、「人間は太刀打ちできないのでは？」、「ロボットに仕事が取られる」といった漠然とした不安を持つ人もいます。アニメな
どで親しみがあることから、ロボットを「自分たちの仲間」ととらえる人が多い日本は、世界トップレベルのロボット技術をどのよう
に活かしていくべきなのでしょうか。本書では、ロボットの歴史やロボットとAIの関係、ロボティクスの現状と未来についてわかり
やすく紹介されています。
『毎日読みたい365日の広告コピー 人生で本当に大切なことが書いてあった』
WRITES PUBLISHING／編著 ライツ社／発行 2017年 請求記号674/ﾗｲ18/ 資料番号0014274245

【内容】
皆さんは、店頭やチラシで見かける広告のコピーに思わず目を止めたことはありませんか。広告コピーとは、ある商品や企業
の魅力を伝えるために考えられたものです。しかしその中には、ただ消費を促すための言葉ではなく、思わずうんうんと頷きた
くなるような名言や心温まるコピーがあります。本書は、そんな「広告コピー」が３６５作品も集められた名言集です。恋人や友
人への想い、家族への愛、社会への関心や自分への労いなど、広告を越えた名言の数々を一作品ずつ楽しんでみません
か。マーケティング広告の参考にもなる一冊です。
『えきたの 駅を楽しむ アート編』
伊藤 博康／著 創元社／発行 2017年 請求記号686.53/ｲﾄ18/ 資料番号0014274351

【内容】
長い歴史と膨大な数を誇る日本の駅。本書は、日本全国のユニークな駅を厳選して紹介した本です。キャラクターが目玉に
なっている駅や、建物が特徴的な駅、地域の特徴を押し出した駅など、各地に点在する駅の魅力が、写真と解説で楽しめま
す。岡山県では、弓削駅、亀甲駅、宇野駅が紹介されています。各駅紹介には、見どころも紹介されているので、パラパラとめ
くるだけでも旅した気分になれる一冊です。今は訪れることのできない廃止駅の懐かしい写真も多数収録されています。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『地下鉄』（２月２０日～４月１５日）,『あの日を忘れずに 』（３月１９日～４月１５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2月に受け入れた本の一部です。
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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

0014200828 007.35/ｳﾒ17/

インプレス

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
0014200836 007.609/ｻｸ17/
ントセンター

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

丸善出版

0014149512 410.242/ﾚｲ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/

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/

発達障害を仕事に活かす

星野 仁彦／著

朝日新聞出版

0014201248 493.76/ﾎｼ17/

David Reimer／[著]

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 526.7/ｴﾑ17/
ション

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 627.8/ﾊｽ17/
ション

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/

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

