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『AIにできること、できないこと』
藤本 浩司／著 柴原 一友／著 日本評論社／発行 2019年 請求記号 007.13/ﾌｼ19/ 資料番号 0014845580

【内容】
AIは、人の代わりに考える機械だと思っている人も多いのではないでしょうか。この本では、AIを「コンピュータに知的な作業を
行わせる技術」であると定義しています。このように定義されてみると、人がコンピュータに「どのように」作業させるのかが重要
であるということが見えてきます。その上で、AIの学習方法の仕組み、特に最もAIらしい機能であるディープラーニングの仕組
みを具体例を挙げて解説しています。AIの「考える仕組み」を解き明かすことで、人の「知性」と比べて何が足りないかを明らか
にしてくれます。未来において人が何を担うべきなのか、考えをめぐらせてみてはいかがでしょうか。
『1年中楽しみたい!日本の美しい花暦』
はなまっぷ／著 三才ブックス／発行 2019年 請求記号 472.1/ﾊﾅ19/ 資料番号 0014847719

【内容】
ＳＮＳに寄せられた花の写真を４月から３月までの1年間、月ごとに並べた１冊です。花ことばや開花時期、花名の由来などとと
もに美しい写真が約２００枚掲載されています。雨が降ると花弁が透明になる「山荷葉(さんかよう）」など、珍しい花の写真も見
ることができます。また、撮影された場所が付記されており、気になった写真があれば実際に訪れてみることもできます。近隣
では、「岡山農業公園ドイツの森」のチューリップや、広島県にある「世羅ゆり園」のペチュニア、「鳥取砂丘らっきょう畑」のラッ
キョウの花などが載せられています。ぜひカメラを持って、花の撮影に出かけてみてください。
、
『「脱使い捨て」でいこう! 世界で、日本で、始まっている社会のしくみづくり』
瀬口 亮子／著 彩流社／発行 2019年 請求記号 519.13/ｾｸ19/ 資料番号 0014847875

【内容】
現在、人類は資源を使い過ぎており、もし全人類が平均的な日本人と同じ生活をすれば、1年間で２．８個分の地球が必要に
なると言われています。そこで、世界中で資源の使い過ぎを改めるための施策が考えられています。本書では、「レジ袋」
「ペットボトル」「使い捨て食器」「包装」「食品ロス」など項目ごとに他国と日本の取り組み状況を紹介しています。どういう経緯
で始まった取組みか、結果はどうだったか、うまくいかなかった場合問題点はどこにあったかなど、取り組み状況を具体的に知
ることができます。持続可能な社会を築くために行動しようと思える１冊です。
『コンビニドリーム 街と人と響き合うオーナー10人の仕事』
吉岡 秀子／著 朝日新聞出版／発行 2019年 請求記号 673.868/ﾖｼ19/ 資料番号 0014867428

【内容】
ローソンは、2010年から「MO（マネジメントオーナー）制度」という独自の仕組みをスタートさせています。これは一定の基準を
クリアしたオーナーを本部が認定する制度で、それぞれが事業経営者として多店舗の経営ができます。この仕組みを活用し、
店づくりにかけたローソン加盟店オーナー達が本書の主役です。なぜコンビニ経営を始めたのか？なぜ続けているのか？コ
ンビニという商売の魅力を探っています。巻末には、『コンビニ人間』で芥川賞を受賞した作家・村田沙耶香さんへのインタ
ビューも収録されています。
『「見る鉄」のススメ 関西の鉄道名所ガイド』〈交通文化資料〉
来住 憲司／著 創元社／発行 2019年 請求記号 686.216/ｷｼ19/ 資料番号 0014845846

【内容】
本書は鉄道を「見る」ことに重点を置いたガイドブックです。誰もが知るような名所に加え、マイナーだけれども珍しいモノが見
られる場所、ちょっとした空き時間や外出のついでに、その場所ならではの楽しみや発見があるスポットが収録されています。
また収録範囲も駅・車両・路線・博物館・鉄道車両製造工場など多岐に渡っています。本書を参考に、関西の鉄道名所を訪
ね歩き、どっぷり鉄道に浸かる一日をお楽しみください。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『くらしの中の電波～通信・放送』『口腔ケア』（5月21日～6月16日）、『海の安全』（4月16日～6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4月に受け入れた本の一部です。
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AI社会の歩き方 人工知能とどう付き
江間 有沙／著
合うか
データテック XMLルネサンスによる
最強のデータ戦略
コンピュータ科学序説 コンピュータ
は魔法の箱ではありません-そのか
らくり教えます
東京大学のデータサイエンティスト育
成講座 Pythonで手を動かして学ぶ
データ分析
スラスラ読めるRubyふりがなプログラ
ミング
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化学同人

0014863310 007.13/ｴﾏ19/

佐々木 隆仁、志田 大
輔／著

日経BP社

0014867519 007.3/ｻｻ19/

米村 俊一、徳永 幸生
／共著

コロナ社

0014869788 007.6/ﾖﾈ19/

中山 浩太郎／監修 松
マイナビ出版
尾 豊／協力

0014873160 007.609/ﾅｶ19/

高橋 征義／監修 リブ
インプレス
ロワークス／著

0014869739 007.64/ﾀｶ19/

35の名著でたどる科学史 科学者は
小山 慶太／著
いかに世界を綴ったか

丸善出版

0014866727 402/ｺﾔ19/

いやでも物理が面白くなる 「止まれ」
志村 史夫／著
の信号はなぜ世界共通で赤なのか?

講談社

0014595011 420/ｼﾑ19/

日本評論社

0014863005 440.12/ｺｼ19/

マジメすぎて、苦しい人たち 私も、適
松崎 博光／著
応障害かもしれない…

WAVE出版

0014862809 493.74/ﾏﾂ19/

たった一晩で疲れが取れるぐっすり
睡眠法

ゴマブックス

0014866891 498.36/ｲｼ19/

はじめての特許出願ガイド 考え方・ 奥田 百子、奥田 弘之
表現を基礎から学ぶ
／著

中央経済社

0014863237 507.23/ｵｸ19/

日本の「水」が危ない

六辻 彰二／著

ベストセラーズ

0014867246 518.1/ﾑﾂ19/

ある土地の物語 中島知久平・
ヴォーリズ・レーモンドが見た幻

樺島 榮一郎／著

北樹出版

0014863203 523.136/ｶﾊ19/

トコトンやさしいVRの本

廣瀬 通孝／監修 東京大
学バーチャルリアリティ教 日刊工業新聞社
育研究センター／編

ブラックホール宇宙物理の基礎

小嶌 康史、小出 眞路
／著

石川 泰弘／著

教養としてのビール 知的遊戯として
富江 弘幸／著
楽しむためのガイドブック

SBクリエイティブ

0014867097 548/ﾋﾛ19/
0014869614 588.54/ﾄﾐ19/

単位と記号の秘密がわかる本

科学雑学研究倶楽部／
学研プラス
編

0014863419 609/ｶｶ19/

有機農業という最高の仕事 食べも
のも、家も、地域も、つくります

関塚 学／著

コモンズ

0014863401 611.7/ｾｷ19/

ハーブ楽しみ方のポイント66 育て
て、食べて、心と体に効く

窪田 利恵子／著

メイツ出版

0014869895 617.6/ｸﾎ19/

誠文堂新光社

0014863385 629.21/ｳｶ19/

祥伝社

0014863427 673.97/ｺﾊ19/

イカロス出版

0014865232 681.8/ﾄｴ19/

しかけにときめく「京都名庭園」 京都
烏賀陽 百合／著
の庭園デザイナーが案内
誰でもすぐに戦力になれる未来食堂
で働きませんか ゆるいつながりで最 小林 せかい／著
強のチームをつくる
都営交通をゆく 首都を走る巨大交通
網に迫る!!
JR・私鉄特急大百科

「旅と鉄道」編集部／編 天夢人

0014867527 686.21/ﾃﾑ19/

中央西線 1960年代〜90年代の思い
山田 亮／著
出アルバム

アルファベータブックス 0014877708 686.215/ﾔﾏ19/

四国の鉄道 1960年代〜90年代の思
野沢 敬次／著
い出アルバム

アルファベータブックス 0014877716 686.218/ﾉｻ19/

江ノ電のいる風景

東京図書出版

高橋 康資／著

0014877740 748/ﾀｶ19/

