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発行

『AI以後 変貌するテクノロジーの危機と希望』
丸山 俊一、NHK取材班／編著 NHK出版／発行 2019年 請求記号 007.13/ﾏﾙ19/ 資料番号 0015051469

【内容】
本書は、NHK Eテレ「人間ってナンだ？超AI入門」の特別編として、「世界の知性が語るパラダイム転換」とうたったシリーズで
放送された、異ジャンルの四人の知見をまとめたものです。AIとは何なのか、いかに進化するのか、その存在は社会を幸福に
するのか…?彼らが語るAI登場以後のビジョンを通して、今、これから何が起きようとしているのか、人工知能の真のリスクと可
能性を認識し、変化の時代を生きるための思考のヒントを探っていきます。
『動物たちが教えてくれた「良い生き物」になる方法』
サイ・モンゴメリー／著 河出書房新社／発行 2019年 請求記号 480.4/ﾓﾝ19/ 資料番号 0015051352

【内容】
本の取材のために世界各地を旅した著者にとって、動物たちは「教師」でした。本書では章ごとにエミュー、タランチュラなどの
野生の生き物から、共に暮らした愛犬や愛豚まで、著者の人生を大きく変化させた動物たちの思い出が描かれています。「学
ぶ者の準備が整ったときに教師が現れる」という言葉を心に刻んだ著者は、いつ、どのような教師に、何を学んだのでしょう
か。巻末には「もっと読みたい人のための図書紹介」と題し、著者が動物研究を行うきっかけとなった十冊が紹介されていま
す。
、
『つづくをつくる ロングライフデザインの秘密』
ナガオカケンメイ／著 西山薫／編 日経BP／発行 2019年 請求記号 501.83/ﾅｶ19/ 資料番号 0014981757

【内容】
長くグラフィックデザイナーをしてきた著者が、「ユニークで奇抜で個性的なもの」が求められ、消費され続けることに疑問を抱
き、「長く愛されている」デザインを探っていく一冊。表面的なデザインだけでなく、長く売りつづける工夫や流行との向き合い
方、その商品をつづけるために工夫していることなどポイントを設定し、各メーカーから話を聞いています。コクヨのキャンパス
ノートや龍角散、日本フィルハーモニー交響楽団、黒ひげ危機一髪など、なじみ深い商品について、つづけるための工夫を
語る言葉には、はっとさせられます。
『人が集まる場所をつくる サードプレイスと街の再生』
国分 裕正／著 白夜書房／発行 2019年 請求記号 601.1/ｺｸ19/ 資料番号 0015036932

【内容】
多数の街づくりに携わってきた著者が、「サードプレイス」という、これからの街のあり方を提案しています。画一的な街ではな
く、地域それぞれの魅力に着目し、それを活かした街づくりを行うことで、人が集まり、コミュニケーションが生まれる街をつくる
ことができると、論じています。青森県の「八戸屋台村みろく横丁」や沖縄県の「ウミカジテラス」など、これまで手掛けてきた街
の事例も紹介されており、具体的なイメージを持って読むことができます。
『「おもろい」働き方で社員も会社も急上昇するPeachのやりくり』〈交通文化資料〉
井上 慎一／著 東洋経済新報社／発行 2019年 請求記号 687.067/ｲﾉ19/ 資料番号 0014944300

【内容】
LCC（格安航空会社）のピーチの、格安の理由を紹介しています。「値段が安いから質も低い」という印象を持たれがちです
が、本書を読むと、「やりくり」によってコストをかけるべきところと低コストにできるところを、上手に分けていることが理解できま
す。段ボール製のチェックイン機を使用している一方で、安全性やブランドにはコストをかけるようにしているとのことです。独
自性の高いアイデアを生かす仕組みや、生産性を高める働き方、経営者やリーダーの立場にある人の姿勢など、他業種の仕
事でも参考になる考え方も多数紹介されています。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『パソコンを使いこなそう』『冬の健康』（12月17日～1月19日）、『バス』（12月17日～3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11月に受け入れた本の一部です。
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イノベーターズ 天才、ハッカー、ギー ウォルター・アイザックソ
講談社
クがおりなすデジタル革命史 1
ン／著

0015051360 007.2/ｱｲ19/1

イノベーターズ 天才、ハッカー、ギー ウォルター・アイザックソ
講談社
クがおりなすデジタル革命史 2
ン／著

0015051378 007.2/ｱｲ19/2

AI・IoT・ビッグデータの法務最前線

中央経済社

0015041049 007.3/ｻｲ19/

<情弱>の社会学 ポスト・ビッグデータ
柴田 邦臣／著
時代の生の技法

青土社

0015046774 007.3/ｼﾊ19/

数万件の汚いエクセルデータに困っている人
のためのExcel多量データクレンジング

秀和システム

0015046626 007.63/ﾑﾗ19/

問題解決ができる!武器としてのデー
柏木 吉基／著
タ活用術

翔泳社

0015051253 417/ｶｼ19/

残酷な進化論 なぜ私たちは「不完
全」なのか

NHK出版

0015051485 467.5/ｻﾗ19/

いのちは輝く わが子の障害を受け入
松永 正訓／著
れるとき

中央公論新社

0015051337 490.15/ﾏﾂ19/

摂食障害の子どもたち 家庭や学校
で早期発見・対応するための工夫

高宮 静男／著

合同出版

0015051261 493.937/ﾀｶ19/

ゲノム時代のがん治療 再発・転移・
治療抵抗性の戦略

星野 泰三／著

青月社

0014885867 494.5/ﾎｼ19/

自動車模型製作テクニック集 上級編 北澤 志朗／著

新紀元社

0014968804 L507.9/ｷﾀ15/2

まちを再生する公共デザイン

山口 敬太／編著

学芸出版社

0014968895 518.8/ﾔﾏ19/

近代建築の歴史 1851-1945

ケネス・フランプトン／
文

エーディーエー・エディ
0015025364 523.06/ﾌﾗ19/
タ・トーキョー

SNS変遷史 「いいね!」でつながる社
会のゆくえ

天野 彬／著

イースト・プレス

0015051477 547.483/ｱﾏ19/

日本醤油協会

0014979207 588.6/ﾄｳ19/

齋藤 浩貴／著

村田 吉徳／著

更科 功／著

しょうゆの不思議 世界を駆ける調味
料
産業遺産巡礼 日本編

市原 猛志／文・写真

弦書房

0015080179 602/ｲﾁ19/

カニという道楽 ズワイガニと日本人
の物語

広尾 克子／著

西日本出版社

0015051402 664.76/ﾋﾛ19/

ウナギの科学

塚本 勝巳／編著

朝倉書店

0014969091 666.695/ﾂｶ19/

大江戸趣味風流名物くらべ

吉村 武夫／著

平凡社

0015051519 B672.136/ﾖｼ19/

アイデア量産の思考法 市場や商品
ではなく、人間を見に行こう

松本 健太郎／著

大和書房

0015051329 675/ﾏﾂ19/

＜交通文化資料＞
廃線探訪入門 鉄道の面影を探しに
廃線スポットをめぐる旅へ
D51 Mikado 日本蒸機の代表

「旅と鉄道」編集部／編 天夢人

0014987051 291.093/ﾃﾑ19/

いのうえ こーいち／著

メディアパル

0015051535 536.1/ｲﾉ19/

BJエディターズ

0014968952 537.93/ｹｲ19/

イカロス出版

0015051527 686.21/ｿｲ19/

ネコ・パブリッシング

0014969018 686.21/ﾚｲ19/

京阪バス
東海道線154駅 降りて、見て、歩い
て、調べた
令和のいま振り返る平成鉄道できご
と帖

鼠入 昌史／著

