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『VRが変えるこれからの仕事図鑑』
赤津 慧／著 光文社／発行 2019年 請求記号 007.35/ｱｶ19/ 資料番号 0015010929

【内容】
VR（仮想現実）技術は日進月歩であり、VR技術を用いたエンターテインメント作品等をプロデュースしている著者は、VRを取
り巻く環境はここ2、3年以内に激変すると考えています。VR技術はビジネスに大きな変化を与え、様々な業界に影響が出てく
るでしょう。VR会議の導入など、働き方も変わっていくかもしれません。また、新しい仕事を生み出す可能性も持っています。
VRを体験できる場所や方法も紹介されているので、まずは最新の技術に触れながら、少し先の未来を覗いてみませんか。
『デジタルカメラで昆虫観察 「見つけて」「撮って」「調べる」たのしくてスゴイ昆虫の世界』
海野 和男／著 誠文堂新光社／発行 2019年 請求記号 486/ｳﾝ19/ 資料番号 0014986459

【内容】
カメラがデジタルになって、数多くシャッターを切ることや画像を拡大したり縮小したりが容易にできるようになりました。その特
性を最大限に生かし、昆虫を撮影して観察することをすすめているのが本書です。小さくて動く昆虫を撮影するコツや、カメラ
やレンズの選択の方法、スマートフォンでの撮影方法、動画の取り方、撮った写真の整理など、実践的な内容になっていま
す。また画像を拡大することで、今まで見たことがある光景も、よりくわしく昆虫の様子が見えてきます。オオゴマダラの蛹化や
セミの羽化の撮影と観察など、挑戦してみたくなります。
、
『自動車(クルマ)が家電になる日 2030年-これ1冊で「モビリティ革命」の全容がわかる!』
鈴木 誠二／著 あさ出版／発行 2019年 請求記号 537.09/ｽｽ19/ 資料番号0015036890

【内容】
自動車の電動化や、自動運転、インターネットへの接続、カーシェアリングなどにより、自動車業界は変革期を迎えています。
本書では、CASEやMaaSを取り上げ、どのような変革が起こるのか具体的に解説しています。また、技術の進歩だけを見るの
ではなく、その技術を使ってどのように生活を豊かにしていくかということにも言及しています。後半では、自動車産業の最前
線で活躍されている方々による対談が掲載されています。自動車ビジネスに携わる人はもちろん、自動車を利用する人にも
興味深い１冊です。
『辛口評論家、星野リゾートに泊まってみた』
瀧澤 信秋／著 光文社／発行 2019年 請求記号 689.8/ﾀｷ19/ 資料番号 0014910574

【内容】
日本で最も注目される宿泊施設の運営会社である、星野リゾート。星野リゾートとは、いったい何なのか、ポジティブ情報もネ
ガティブ情報も合わせて紹介しています。星野代表のインタビューが掲載され、その歴史や、経営哲学、スタッフの働き方な
ど、深く実情を知ることができます。著者が22施設に実際に泊まってみた記録も掲載されており、ロケーションやグルメ、アク
ティビティなど細かく講評されています。星野リゾートが注目されている理由が分かる１冊です。
『成田空港のひみつ 美味い、便利、快適!徹底活用ガイド』〈交通文化資料〉
秋本 俊二／著 PHP研究所／発行 2019年 請求記号 687.913/ｱｷ19/ 資料番号 0014993505

【内容】
世界に対する「日本の空の玄関口」とも言える成田空港は、2020年の東京オリンピック・パラリンピックイヤーに向けますます進
化しています。本書では、成田空港の上手な利用法から空港内と「空港城下町・ナリタ」の楽しい穴場スポット、聞いてビックリ
なトリビアなど、成田を徹底活用できるヒントがたくさん詰まっています。海外・国内旅行の通過点としてだけでなく、友達、恋
人、家族でのおでかけスポットとして、成田に出かけたくなる１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『モビリティ革命』『メンタルヘルス』（11月22日～11月19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10月に受け入れた本の一部です。
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衛藤 剛史／著

秀和システム

0015040512 007.1/ｴﾄ19/

よくわかる最新機械学習の基本と仕組み
数学が苦手でも理解できる人工知能の 長橋 賢吾／著
基礎

秀和システム

0015041031 007.13/ﾅｶ19/

講談社

0015040587 007.3/ｱﾀ19/

ビッグデータ探偵団

安宅 和人、池宮 伸次
／著

分散システム

水野 忠則／監修 石田
共立出版
賢治／著

0015040496 007.6/ﾐｽ19/

図解大学4年間のデータサイエンス
が10時間でざっと学べる

久野 遼平、木脇 太一
／著

KADOKAWA

0015040686 007.609/ﾋｻ19/

理科の謎、きちんと説明できますか?
左巻 健男／監修
文系もすっきり納得の20話

PHP研究所

0015041528 404/ｻﾏ19/

友引が最高!

能津 万喜／著

自由国民社

0014630461 449.34/ﾉｽ19/

検証温暖化 20世紀の温暖化の実
像を探る

近藤 邦明／著

不知火書房

0014633168 451.85/ｺﾝ19/

歴史の中の植物 花と樹木のヨー
ロッパ史

遠山 茂樹／著

八坂書房

0015041148 470.4/ﾄｵ19/

心がバテない食薬習慣 1週間に1つ
大久保 愛／[著]
ずつ

ディスカヴァー・トゥエン
0014631428 498.583/ｵｵ19/
ティワン

伝え方を変えれば9割伝わる! 知財
伝え方改革の教科書

発明推進協会

0014630735 507.2/ｱﾗ19/

共同文化社

0014630750 510.4/ﾄﾎ19/

学研プラス

0015040843 521.823/ｶﾄ19/

きちんと知りたい!電気自動車メカニズム
の基礎知識 166点の図とイラストでEVの 飯塚 昭三／著
しくみの「なぜ?」がわかる!

日刊工業新聞社

0015040876 537.25/ｲｲ19/

原発のない女川へ 地域循環型の町 篠原 弘典、半田 正樹
づくり
／編著

社会評論社

0015040892 543.5/ｼﾉ19/

日本の庭京都

パイインターナショナル 0014633382 629.21/ﾅｶ19/

新井 信昭／著

土木技術を未来へはしわたしする12のこ
とば 土木、技術、橋、鉄道を考える

戦国の山城を極める 厳選22城

加藤 理文、中井 均／
著

中田 昭／写真

ミルク進化論 なぜ人は、これほどミ マーク・カーランスキー
パンローリング
ルクを愛するのか?
／著 高山 祥子／訳

0015045339 648.1/ｶﾗ19/

海をめぐる対話(ダイアローグ)ハワイ
小川 真和子／著
と日本 水産業からのアプローチ

0015041387 662.76/ｵｶ19/

塙書房

ネット予約時代の困ったお客のトリセ 飯野 たから／著 佐藤
自由国民社
ツ
祐介／監修
観光学の未来

0014631451 673.3/ｲｲ19/

平安女学院大学国際観
白川書院
光学部／編著

0014630826 689/ﾍｲ19/

新田 時也／編著 志田
静岡新聞社
威／著

0014986467 291.5/ﾆﾂ19/

＜交通文化資料＞
東海道・中山道 旅と暮らし

105系電車 国鉄形車両ライブラリー 鉄道図書刊行会／著
スハ43系客車 国鉄形車両の記録

鉄道図書刊行会

0014921050 536/ﾃﾂ19/

鉄道友の会客車気動車
鉄道図書刊行会
研究会／編

0014922595 536/ﾃﾂ19/

絶滅危惧鉄道 2019 さようなら夕張
線!!
静岡県の鉄道 明治の馬車鉄道か
ら、昭和・平成の新幹線まで

高井 薫平／著

イカロス出版

0014822035 686.21/ｾﾂ17/2019

フォト・パブリッシング

0014949358 686.215/ﾀｶ19/

