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『あなたがセキュリティで困っている理由』
辻 伸弘／著 日経xTECH／編集 日経BP／発行 2019年 請求記号007.609/ﾂｼ19/ 資料番号0014940381

【内容】
インターネット上で、個人情報をやり取りする機会が増加しています。そんな中、どのように大事な情報を守っていけばいいの
でしょうか。本書では、近年起こったサイバー攻撃を多数取り上げ紹介しています。大学が狙われたフィッシング攻撃や、外務
省をかたるウイルスメールなど、実際のサイバー攻撃の手口や、攻撃を受けた組織の対応、同じような攻撃を防ぐ方法など、
詳しく説明されています。また、パスワードを設定する時に気をつける点も説明されています。セキュリティ対策のヒントを得ら
れる一冊です。
『恐竜・古生物ビフォーアフター』
土屋 健／著 群馬県立自然史博物館／監 イースト・プレス／発行 2019年 請求記号457.87/ﾂﾁ19/ 資料番号 0014931042

【内容】
恐竜というと、どんな姿を思い浮かべますか。その思い浮かべた姿は、最近の図鑑に載っている姿とは違っているかもしれま
せん。恐竜をはじめとする古生物学は、新しい化石の発見やコンピュータ技術の発達などにより日々研究が進み、情報が更
新されています。歩く姿は「ゴジラのような二足歩行」から前傾姿勢で歩く姿が主流になり、想像でつけられていた色が科学的
に推測できるようになってきました。本書では、以前の姿と、新しい研究によって明らかになった新しい姿の両方を紹介してく
れており、研究の進展を興味深く知ることができます。
、
『3つのアポロ 月面着陸を実現させた人びと』
的川 泰宣／著 日刊工業新聞社／発行 2019年 請求記号 538.9/ﾏﾄ19/ 資料番号 0014981724

【内容】
今年は、アポロ11号による人類初の月面着陸から50周年です。歴史に残る大きなプロジェクトといえるアポロ計画と月面着陸
は、宇宙飛行士だけが作り上げたものではありません。技術者・飛行士・科学者の三者がときに衝突しながら、最後には一丸
となって取り組めたからこそ成功しました。宇宙工学の専門家である著者が、米ソの対立が生んだ「宇宙時代」の始まりから宇
宙開発史を振り返り、アポロ計画の全貌を紐解いていきます。宇宙飛行士の英雄譚や冒険譚だけでないアポロ計画を知りた
い方におすすめです。
『ひと山まるごとプレイパーク 日常の緊張感から解放される場所』
川野 麻衣子／著 萌文社／発行 2019年 請求記号 629.35/ｶﾜ19/ 資料番号 0014940423

【内容】
プレイパークとは禁止事項を極力減らし、ただ「自分の責任で自由に遊ぶ」を原則とする子どものための遊び場です。木登りＯ
Ｋ、たき火ＯＫ、泥んこ遊びＯＫで、子どもたちの自由な発想で、どんどん遊びが展開していきます。本書ではプレイパークの
理念や歴史、ドイツや日本のプレイパーク事情に触れながら、大阪府池田市を拠点に活動する特定非営利法人北摂こども文
化協会が主催する「ひと山まるごとプレイパーク」の実践を紹介しています。写真も豊富で読みやすく、プレイパークの魅力が
詰まった一冊です。
『日本観光列車100パーフェクトガイド』〈交通文化資料〉
谷崎 竜／著 イカロス出版／発行 2019年 請求記号686.21/ﾀﾆ19/ 資料番号 0014946305

【内容】
日本各地の土地の特色を生かした観光列車が数多く運行されています。トロッコ列車や蒸気機関車、窓側を向いたシートや
全面展望席などを設けて移り行く車窓の眺めを堪能できるように工夫された展望列車、演奏会や地産品の試食即売会などの
趣向凝らした車内イベントを行う列車など多種多様です。国鉄時代に多くの特急・急行列車についていた憧れの食堂車は、
今ではグルメ列車として復活しています。一度の旅で二種類の観光列車を楽しむことができる、乗り継ぎのモデルコースの紹
介もあります。電車の旅の計画を立ててみたくなる一冊です。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『ごみ問題』『がん』（9月10日～10月20日）、『日本の空港』（9月10日～12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8月に受け入れた本の一部です。
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