県立図書館４月の新着図書紹介
（自然科学編）
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『ビジネスに効く!教養として身につけたいテクノロジー』
玉城 絵美／著 総合法令出版／発行 2019年 請求記号 007.3/ﾀﾏ19/ 資料番号 0014844054

【内容】
コンピュータとテクノロジーに研究者、開発者、起業家として関わってきた著者が、近い将来の生活と社会の大きな変化を予
測し、それに対応する教養と準備を記しています。特に「インターフェイス」をキーワードに、その広がりや課題に着目していま
す。今後、人の移動の概念が「身体ごとの位置の移動」だけでなくヒューマノイドロボットやバーチャルキャラクターなどへの「認
知科学的な意識のみの移動」も含まれてくると、働く上で場所や身体の制約から解放されます。それにより経済や教育の格差
がなくなり、今以上に能力重視の社会が到来する可能性があると語つています。10年後に生き残るために必読の1冊です。
、
『ヒトがいまあるのはウイルスのおかげ! 役に立つウイルス・かわいいウイルス・創造主のウイルス』
武村 政春／著 さくら舎／発行 2019年 請求記号465.8/ﾀｹ19/ 資料番号0014807465

【内容】
皆さんはウイルスの本当の正体について知っていますか。ウイルスと聞くと、どうしてもインフルエンザや感染症などの病気を
連想しがちですが、実は、病気を引き起こすウイルスはほんのわずかで、ほとんどのウイルスは無害だそうです。本書は、身の
回りのウイルスやウイルスが持つすごい能力、知って得するウイルスの生態などを掘り下げた一冊です。タイトルに「ヒトがいま
あるのはウイルスのおかげ」とあるように、本書を読めば、ウイルスに関する見方が一変するかもしれません。
『美酒復権 秋田の若手蔵元集団「NEXT5」の挑戦』
一志 治夫／著 プレジデント社／発行 2018年 請求記号 588.52/ｲﾂ19/ 資料番号 0014824791

【内容】
長らく、ビールを除く酒の中では大衆酒の王座にあった日本酒ですが、90年代半ばの焼酎ブームなどによりその地位から陥
落し、酒蔵の財政は逼迫していきます。そんな時、故郷の秋田で酒蔵を継ぐことになった5人の蔵元が本書の主人公です。酒
造りを自ら行っているという共通点がある5人は、「どうせダメになるなら、本当にいい酒を造りたい」と、「NEXT5」というグループ
を立ち上げ、酒造りを一緒に研究し、共同醸造酒を造ります。その活動が多くの酒蔵に刺激を与え、日本酒界を牽引する
ムーブメントを興します。自社の田んぼでの酒米作りや、フランスでのワイン蔵巡りなど、蔵元集団の研究と挑戦の記録です。
『切手もの知りBook 収集を楽しむ40話』
田辺 龍太／著 切手の博物館／発行 2019年 請求記号693.8/ﾀﾅ19/ 資料番号0014834154

【内容】
「小さな芸術品」と言われる切手。本書には、日本で最初に発行された切手から、海外の記念切手、シルク、陶器でできた特
殊な切手など、様々な切手が前項オールカラーで紹介されており、切手の基本的な知識から切手の意外な側面まで、切手の
楽しみ方が４０話も取り上げられています。小さな切手一枚一枚に描かれたイラストや写真は、多彩で芸術性にも富んでいま
す。本書を眺めるだけでも切手の世界が楽しめる一冊です。これを機に、みなさんも切手の世界に目を向けてみませんか。
『誰かに教えたくなる道路のはなし』〈交通文化資料〉
浅井 建爾／著 SBクリエイティブ／発行 2018年 請求記号 685.21/ｱｻ19/ 資料番号 0014795538

【内容】
道路は社会生活上必要不可欠なものですが、その面白さ、奥深さ、役割の大きさについて考える機会はあまりないのではな
いでしょうか。本書は、古墳時代から現代までの道路の歴史や技術の進歩など、道路や交通に関するトリビアを写真や図とと
もに紹介しています。「坂道とトンネルにコンクリート舗装が多いのはなぜ？」という素朴な疑問や、渋滞発生のメカニズムな
ど、身近で興味深い雑学が満載です。巻末には1964年、2020年の東京オリンピックマラソンコースについても書かれていま
す。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『はかる』、『ADHD』（4月16日～5月19日）、『海の安全』です。（4月16日～6月16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3月に受け入れた本の一部です。
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利用するために

久野 靖、佐藤 義弘／
監修

日経BP社

0014847537 007.6/ｸﾉ13/2019

情報セキュリティ基礎講義

松浦 幹太／著

コロナ社

0014847560 007.609/ﾏﾂ19/

科学の誤解大全 答えはひとつでは マット・ブラウン／著 関 日経ナショナルジオグ
ない
谷 冬華／訳
ラフィック社

0014845481 404/ﾌﾗ19/

宇宙はどこまでわかっているのか

幻冬舎

0014826036 440/ｺﾀ19/

創元社

0014847610 457.87/ﾅﾂ19/

小谷 太郎／著

恐竜の教科書 最新研究で読み解く ダレン・ナイシュ、ポー
進化の謎
ル・バレット／著
サピエンス異変 新たな時代「人新
世」の衝撃

ヴァイバー・クリガン=リー
飛鳥新社
ド／著 水谷 淳／訳

0014825806 469/ｸﾘ19/

がんを生きぬくお金と仕事の相談室 辻本 由香／著

河出書房新社

0014848113 494.5/ﾂｼ19/

アウトバーンの歴史 その前史から
21世紀まで

ドイツ連邦共和国交通省
／編 杉山 雅洋／監修

流通経済大学出版会

0014847891 514.092/ﾄｲ19/

パッシブデザインの住まいと暮らし
暮らし上手が選んだ省エネ住宅

野池 政宏、小林 伸吾
／著

泰文館

0014784763 527/ﾉｲ19/

フクシマの教訓 東アジアにおける原 ピーター・ヴァン・ネス、
論創社
子力の行方
メル・ガートフ／編著

0014847909 539.09/ﾊﾝ19/

ネットワークエンジニアの教科書

シスコシステムズ合同会社テ
クニカルアシスタンスセンター
／著

シーアンドアール研究
所

0014847578 547.483/ｼｽ19/

靴磨きの教科書 プロの技術はどこ
が違うのか

静 孝一郎／著

毎日新聞出版

0014847958 584.7/ｼｽ19/

贈与と共生の経済倫理学 ポランニーで
折戸 えとな／著
読み解く金子美登の実践と「お礼制」

ヘウレーカ

0014878276 615.71/ｵﾘ19/

「秋田のターシャ」と呼ばれて

主婦と生活社

0014847826 629.23/ｻｻ19/

佐々木 利子／著

シェアライフ 新しい社会の新しい生
石山 アンジュ／[著]
き方

クロスメディア・パブリッ
0014848055 673.9/ｲｼ19/
シング

私、B級観光地プロデューサーです! 日
本を真の観光立国にする、とっておきの
方法を教えます。

大泉 敏郎／著

ワニ・プラス

0014810758 689.4/ｵｵ19/

変容するNHK 「忖度」とモラル崩壊
の現場

川本 裕司／著

花伝社

0014845705 699.21/ｶﾜ19/

絵図と歩くひょうご西国街道

大国 正美／著

神戸新聞総合出版セン
0014748305 216.4/ｵｵ19/
ター

前近代日本の交通と社会

丸山 雍成／著

吉川弘文館

0014748040 682.1/ﾏﾙ19/

整備新幹線 紆余曲折の半世紀

鶴 通孝／著

鉄道ジャーナル社

0014801468 686.21/ﾂﾙ18/

千葉の鉄道ぶらり途中下車 全路線
紹介

山下 ルミコ／著

フォト・パブリッシング

0014794085 686.213/ﾔﾏ19/

「技あり!」の京阪電車 創意工夫の
チャレンジ鉄道

伊原 薫／著

交通新聞社

0014801450 686.216/ｲﾊ18/

