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『つながっているのに孤独 人生を豊かにするはずのインターネットの正体』
シェリー・タークル／著 渡会 圭子／訳 ダイヤモンド社／発行 2018年 請求記号007.3/ﾀｸ18/ 資料番号0014714885

【内容】
今や世の中で当たり前に使われているスマートフォン、インターネット、ロボットなどのテクノロジー。今後、どう時代がさかの
ぼっても、それらを「使わない」という選択肢はありません。本書は、テクノロジーと人間の関係を問い続けてきた著者が、人生
を豊かにするはずのテクノロジーの危機について警鐘した一冊です。メールやソーシャルメディアの盛んな現在、人と「つな
がっているのに孤独」を感じる人が多いのは、一体どうしてでしょうか。今後、テクノロジーが私たち人間の心を満たしてくれる
日は来るのでしょうか。
『回転寿司になれる魚図鑑』
松浦 啓一／監修 水野 ぷりん／画 主婦の友社／発行 2018年 請求記号487.5/ﾏﾂ18 資料番号0014559710

【内容】
皆さんは、回転寿司で廻っている魚の切り身を見て、その魚の色や形まで想像できますか。本書は、回転寿司で人気の寿司
ネタから、普段回転寿司では出会うことができない珍しい魚まで、魚の知識が満載の一冊です。魚の旬や産地、生態はもちろ
ん、寿司以外の食べ方や魚の面白い雑学、魚偏の漢字、寿司用語辞典などが、オールカラーの写真とイラストで紹介されて
おり、魚に関する雑学が親子で楽しく学べます。回転寿司の待ち時間に読めば、盛り上がること間違いないでしょう。
、
『あなたのアイデアで特許をとろう! ひとりでできる特許・実用新案取得のススメ』
八木 彬夫／著 産業能率大学出版部／発行 2018年 請求記号 507.23/ﾔｷ18/ 資料番号 0014555395

【内容】
日常生活の中の工夫やひらめきを、特許にしてみたいと思いませんか。アイデアは浮かんでも、費用や手間がかかるのではと
なかなか特許を出願することまでは考えないかもしれません。著者は特許の専門家ではありませんが、弁理士に頼まず自分
で書類作成やその後の手続きを行い、3件の特許と2件の実用新案を取得しました。誰でもが自分のアイデア特許にすること
ができ、かつお金をかけずに、最短の時間で権利にしていくノウハウから特許取得後の活用法まで、あますところなく伝えま
す。
『星野リゾートのおもてなしデザイン』
日経BP社／発行 2018年 請求記号689.8/ﾎｼ18/ 資料番号0014465686

【内容】
日本の伝統文化やおもてなしを大切にしている星野リゾート。星野リゾートは、経営に行き詰った地方の旅館やリゾート施設を
様々な工夫で再生させ、近年成長を遂げています。本書は、そんな星野リゾートの成功の秘密を「デザイン」から分析した一
冊です。観光を切り口にした都市型ホテルや、宿泊するその地でしか得られないアクティビティーなどが、カラー写真で綴られ
ています。また、旅館の立ち上げに関わったスタッフの秘話なども収録されおり、この本一冊で星野リゾートのおもてなしが一
読できます。
『電車たちの「第二の人生」 活躍し続ける車両とその事情』〈交通文化資料〉
梅原 淳／著 交通新聞社／発行 2018年 請求記号 686.21/ｳﾒ18/ 資料番号 0014719231

【内容】
惜しまれながら引退したと思っていた懐かしい電車が、全国各地で「第二の人生」を送っていることがあります。かつては「中古
車両」という否定的なイメージが強かった車両譲渡、譲受ですが、鉄道業界で活躍する著名なデザイナーが車両に意匠を施
した後に営業運転を始める例も現れ、地方旅客鉄道のなかには「元○○鉄道の電車」と積極的にアピールするケースも見ら
れます。健気に走り続ける「名車」たちを取り上げ、譲渡、譲受が行われる理由や、その実態に迫ります。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『お酒』、『胃の病気』（12月18日～1月20日）、『交通安全』です。（12月18日～2月17日）
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11月に受け入れた本の一部です。
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「人工知能」前夜 コンピュータと脳は
杉本 舞／著
似ているか

青土社

0014723696 007.13/ｽｷ18/

機械学習エンジニアになりたい人の
ための本 AIを天職にする

石井 大輔／著

翔泳社

0014723712 007.35/ｲｼ18/

サイバーセキュリティ入門 図解×
Q&A

羽室 英太郎／著

慶應義塾大学出版会

0014354336 007.609/ﾊﾑ18/

Pythonデータサイエンスハンドブック
Jupyter、NumPy、pandas、Matplotlib、
Jake VanderPlas／著
scikit‐learnを使ったデータ分析、機械学
習

オライリー・ジャパン

0014732317

マルチメディアデータ工学 音声・動
画像データベースの高速検索技術

森北出版

0014726418 007.609/ﾎｳ18/

枻出版社

0014555320 404/ﾓｳ18/

講談社

0014559306 455.1/ﾅｶ18/

宝珍 輝尚／著

もう一度学びたい科学 毎日の
「もう一度学びたい科
ニュースにも科学用語がいっぱい!
学」編集部／[編]
日本列島の下では何が起きているの
か 列島誕生から地震・火山噴火の 中島 淳一／著
メカニズムまで

007.609/ﾊﾝ18/

シマウマのしまはサカナのほね

小宮 輝之／文・写真

メディアパル

0014555353 481.1/ｺﾐ18/

がんの時代

中川 恵一／著

海竜社

0014723415 491.65/ﾅｶ18/

見るだけでぐっすり眠れる深睡眠ブッ
白濱 龍太郎／監修
ク

宝島社

0014559751 498.36/ｼﾗ18/

世界史を変えた新素材

佐藤 健太郎／著

新潮社

0014726368 501.4/ｻﾄ18/

コンパクトシティを考える

浅見 泰司、中川 雅之
／編著

プログレス

0014726210 518.8/ｱｻ18/

災害に強い建築物 レジリエンス力で 高口 洋人／編著 山田
早稲田大学出版部
評価する
一輝／[ほか]著

0014723571 524.91/ﾀｶ18/

スーパーカブの軌跡 世界を駆ける
ロングセラー1952-2018

小林 謙一／責任編集

三樹書房

0014723589 537.98/ｺﾊ18/

ビール今昔そもそも論

端田 晶／著

ジョルダン

0014558274 588.54/ﾊｼ18/

離島は寶島 沖縄の離島の耕作放
棄地研究

齋藤 正己／著

公人の友社

0014726533 611.221/ｻｲ18/

わたしのエコひいき農業 有機無農
薬栽培の実際

堀 俊一／著

筑波書房

0014726244 626/ﾎﾘ18/

牛たちの知られざる生活

ロザムンド・ヤング／著 アダチプレス

0014557896 645.3/ﾔﾝ18/

築地-鮭屋の小僧が見たこと聞いた
こと しゃけこさんの市場日記

佐藤 友美子／著

いそっぷ社

0014756662 675.5/ｻﾄ18/

テレビ最終戦争 世界のメディア界で
大原 通郎／著
何が起こっているか

朝日新聞出版

0014554901 699.3/ｵｵ18/

国道16号線スタディーズ 二〇〇〇
年代の郊外とロードサイドを読む

青弓社

0014492698 685.213/ﾂｶ18/

塚田 修一、西田 善行
／編著

小田急沿線アルバム 1960年代〜90
牧野 和人／解説
年代

アルファベータブックス 0014500235 686.213/ﾏｷ18/

東武東上線ぶらり途中下車 全駅紹
山下 ルミコ／著
介

フォト・パブリッシング

0014492524 686.213/ﾔﾏ18/

関西の国鉄アルバム 1970年代〜80 野口 昭雄／写真 牧野
アルファベータブックス 0014524318 686.216/ﾉｸ18/
年代
和人／文
昭和を走った仙台市電 レールと街
並みの今昔物語

仙台市電アーカイブ委
員会／編

河北新報出版センター 0014500250 686.912/ｾﾝ18/

