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『人工知能に哲学を教えたら』
岡本 裕一朗／著 SBクリエイティブ／発行 2018年 請求記号007.13/ｵｶ18/ 資料番号0014564066

【内容】
ＡＩ、ロボット、ドローン、自動運転。シンギュラリティの恐怖が叫ばれる中、人工知能の技術はますます進化しています。しか
し、ＡＩが紛争に使われたり、自動運転の事故責任問題が話題に挙がったりするなど、ＡＩのモラルや倫理はまだ追いついてい
ないのが現状です。本書は、「人工知能に哲学を教えたら」をテーマに、ＡＩと正義、ＡＩと脳、ＡＩと芸術家、ＡＩと恋愛、ＡＩと労
働者、ＡＩと宗教、ＡＩと遺伝子について、それぞれ解説されています。ＡＩを通して人間とは何か、これからの社会がどうあるべ
きか考えさせられる一冊です。
『春・夏・秋・冬どうぶつえん』
森 由民／著 東洋館出版社／発行 2018年 請求記号480.4/ﾓﾘ18/ 資料番号001574008

【内容】
桜の道をのんびり散歩するナマケモノ、暑中見舞いの氷で暑さをしのぐホッキョクグマ、冬眠準備で食欲が止まらないニホンツ
キノワグマ、雪の野山をかけ回るオオカミ…。本書は、動物園でおなじみの動物たちが、四季折々に見せる愛らしい姿が集め
られたエッセイです。ほのぼのとしたイラストが中心の本なので、絵本のように、イラストだけを楽しむこともできます。「ひとこと
ガイド」では、思わず誰かに話したくなるような動物の豆知識が紹介されています。子どもから大人まで楽しめる一冊です。
、
『ヒラ社員が閃いた!パナソニックの知恵袋』
パナソニック株式会社ブランドコミュニケーション本部Wonder推進室／編

PHP研究所／発行 2018年 請求記号540.67/ﾊﾅ18/ 資料番号0014760615

【内容】
本書は、パナソニック社内の掲示板サイトに社員が寄せた閃きを集めたアイデア集です。「家電リースサービス」や「健康診断
できるペットトイレ」、「ブロックチェンで安全、選挙システム」や「エコに貢献するとキャッシュバック」といったシステムなど、少し
先の未来にすぐにでも実現しそうなアイデアが全部で５７も詰まっています。主婦の目線から技術者の視点まで、社員のリア
ルな声を拾うことができます。本書をものづくりのアイデア集として使うもよし、知恵袋として楽しむもよし。皆さんも、少し先の未
来について考えてみませんか。
『mt complete book all limited tapes,events and posters.』
居山 浩二／著 パイインターナショナル／発行 2018年 請求記号 674.9/ｲﾔ18/ 資料番号 0014502009

【内容】
カモ井加工紙が立ち上げたマスキングテープのブランド「mt」。ブランド10周年となる昨年に、著者が2009年から2017年までの
間に手がけた限定マスキングテープの全柄、全ポスター・デザイン、全イベントの空間デザインが収録されています。巻末に
は「mtについて聞きたい15のこと」と題した著者とカモ井加工紙社員との鼎談も収められており、作り手のmtへの思いが垣間
見られます。今では入手困難となった限定テープばかりですが、眺めて楽しく、またデザインのヒントとしても活用できる1冊で
す。
『空港&飛行場の不思議と謎』〈交通文化資料〉
風来堂／編 実業之日本社／発行 2019年 請求記号 687.91/ﾌｳ19/ 資料番号 0014807903

【内容】
航空は、他の公共交通機関に比べると利用頻度が少ないこと、セキュリティが厳重で仕組みや制度があまりオープンにされて
いないことからか、その詳細が一般にあまり知られていません。本書では、航空分野のうち、主に空港・飛行場とそれに関する
内容に特化し、様々な切り口で「なぜ？」と感じる点を掘り下げています。航空・空路の基礎知識から、空港の知られざる秘密
まで、空路の「スゴい!」に迫ります。ターンテーブルを流れてくるオブジェのページには、岡山空港の公式キャラ・ももたろうが
紹介されています。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『新幹線』（2月19日～4月14日）、『マーケティング』、『毎日続ける簡単健康法』（3月19日～4月14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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日経BP社
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資料番号

請求記号

0014586424 L007.1/ﾆｾ19/

エムディエヌコーポレー
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ション

サイボーグ時代 リアルとネットが融
合する世界でやりたいことを実現する 吉藤 オリィ／著
人生の戦略

きずな出版

0014827927 007.3/ﾖｼ19/

日本のIT産業が中国に盗まれている 深田 萌絵／著

ワック

0014823801 007.35/ﾌｶ19/

ブロックチェーン 相互不信が実現す
岡嶋 裕史／著
る新しいセキュリティ

講談社

0014587125 007.609/ｵｶ19/

科学史ひらめき図鑑 世界を変えた科 杉山 滋郎／監修 ス
学者70人のブレイクスルー
ペースタイム／著

ナツメ社

0014823819 402/ｽｷ19/

図解統計学超入門

高橋 洋一／著

あさ出版

0014750335 417/ﾀｶ19/

絵でわかる生態系のしくみ

鷲谷 いづみ／著 後藤
講談社
章／絵

病院に行く前に読む本 病に勝つに
は、医者を知れ

千田 金吾／著

終わっている臓器 もはや不要なのに
坂井 建雄／監修
存在する人体パーツ21の秘密

0014795306 468/ﾜｼ19/

幻冬舎メディアコンサル
0014827828 490.4/ﾁﾀ19/
ティング
徳間書店

0014827836 491.3/ｻｶ19/

無人化と労働の未来 インダストリー
4.0の現場を行く

コンスタンツェ・クルツ、
岩波書店
フランク・リーガー／[著]

グラフィックス×リノベーションでつく
るこだわりのオフィスデザイン

パイインターナショナル
パイインターナショナル 0014795215 L526.33/ﾊｲ19/
／編著

初の国産軍艦「清輝」のヨーロッパ航
大井 昌靖／著
海
汚れの9割は水だけで落とせる 水回
松澤 民男／著
りから布類、野菜、ペットまで!
神様がくれたピンクの靴 「奇跡の
シューズ」をつくった小さな靴会社の 佐藤 和夫／著
物語
「再エネ農業」で所得倍増! 電気と野
鶴蒔 靖夫／著
菜を同時につくるソーラーファーム
野菜と果物の品目ガイド プロの知識
を手軽に身につける実用マニュアル

芙蓉書房出版

0014583637 509.234/ｸﾙ19/

0014827919 556.9/ｵｵ19/

幻冬舎メディアコンサル
0014795140 576.5/ﾏﾂ19/
ティング
あさ出版

0014827893 589.25/ｻﾄ19/

IN通信社

0014828057 610.67/ﾂﾙ19/

農経新聞社

0014586184 626/ﾔｻ19/

日本のナチュラルチーズ

佐藤 優子／著

虹有社

0014828008 648.18/ｻﾄ19/

炭やき教本 簡単窯から本格窯まで

杉浦 銀治、広若 剛／
監修

創森社

0014828024 658.2/ｽｷ19/

お客様のことが見えなくなったら読む
本 売れる人の超訳マズロー欲求5 松野 恵介／著
段階説

すばる舎

0014823827 675/ﾏﾂ19/

国産バス図鑑 1945-1970

筒井 幸彦／編・著

三樹書房

0014775787 537.93/ﾂﾂ18/

汽笛一声 京都鉄道博物館

京都鉄道博物館／編

京都新聞出版センター 0014781173 686.06/ｷﾖ18/

近代日本の地域発展と鉄道 秩父鉄
恩田 睦／著
道の経営史的研究

日本経済評論社

0014778070 686.067/ｵﾝ18/

モノクロームの私鉄原風景 懐かしき
諸河 久／著
1960年代の鉄道

交通新聞社

0014798383 686.21/ﾓﾛ18/

山陰本線写真集 鳥取編

今井印刷

0014501936 686.217/ｻﾝ18/

