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『ネットは社会を分断しない』
田中 辰雄／[著] 浜屋 敏／[著] KADOKAWA／発行 2019年 請求記号 007.3/ﾀﾅ19/ 資料番号 0015051451

【内容】
インターネット上には極端な意見が多いように見え、ネットの発展が社会を分断していくのではないかという懸念が示されてい
ます。本書では、十万人規模のアンケート調査を行い、その結果を分析することで、その論調が正しいのかどうか検証してい
ます。分断についての議論の概観、ネット原因説の根拠、アンケート結果で見えてきたもの、ネットの議論が荒れている理由が
順を追って丁寧に説明されています。インターネットが社会で当たり前になった昨今、社会にどのような影響を与えているの
か、その一端を考えることができます。
『職場の発達障害 ADHD編』
太田 晴久／監修 講談社／発行 2019年 請求記号498.8/ｵｵ19/ 資料番号 0015105190

【内容】
本書は昭和大学附属烏山病院で行われている、大人のためのADHDのケアを参考にして作られた本です。ADHDの特性に
は多動性、衝動性、不注意症状がありますが、特に不注意症状が中心の方は子どものころに障害に気づきにくく、大人になっ
てから分かることが多いそうです。そういった、大人になって社会に出てから困難に直面している方のために、ADHDの特性や
解決策を具体的に紹介しています。また、ADHDの方と共に働く人が、どのように接すればよいかも説明されています。誰もが
働きやすい環境になるように、それぞれの立場で考えてみませんか。
、
『おいしさの見える化 風味を伝えるマーケティング力』
角 直樹／著 幸書房／発行 2019年 請求記号588.09/ｽﾐ19/ 資料番号0014841290

【内容】
「おいしい」という価値は目で見ることができません。そのため、商品を売るにはおいしさの魅力を言葉で的確に表現し、消費
者に伝える、すなわち「おいしさの見える化」のプロセスが必要になります。まずはおいしさが発生する仕組みを紐解き、どのよ
うな要素からおいしさが作られているのかを解明していきます。そして、そのおいしさをどのような言葉で表現できるかを考え、
おいしさを伝えるマーケティングを研究しています。巻末にはおいしさの単語辞典も収録されています。
『いまこそ知りたいシェアリングエコノミー』
長田 英知／著 ディスカヴァー・トゥエンティワン／発行 2019年 請求記号 673.9/ﾅｶ19/ 資料番号 0014648018

【内容】
日本では今年、東京都、沖縄県を除く45の道府県で人口が減少に転じ、また2025年には、人口の5人に1人が75歳以上の後
期高齢者となると予測されています。人口減少や高齢化といった問題が現実味を帯びるに従って、「シェア」という考え方が注
目されるようになってきています。本書は、シェアの概念をもとに発展した「シェアリングエコノミー」という新しい経済システムに
ついて、意義や展望、賢い活用法を考察しています。
『ＪＲ芸備線・輸送密度13 東城－備後落合』〈交通文化資料〉
菁文社／発行 2019年 請求記号 686.217/ｼｴ19 資料番号 0015081896

【内容】
広島県の最北端の中国山地の東城－備後落合間を一日上下3本走っているディーゼルカーは、過疎化と少子高齢化が反映
され、数字だけ見ると廃線になってもおかしくない稀な路線だそうです。書名の「輸送密度13」は、一日の平均通過人員が13
人であること表しており、沿線住民の利用がほぼない、つまり生活路線ではない路線ということです。この路線に魅せられ、往
年の賑わいを映す写真を集め、6つの駅や沿線の見どころも盛り込んだ、83年の栄枯盛衰が濃密に詰まった本です。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『知られざる生きものの世界』『東洋医学』（2月18日～3月15日）、『日本のバス』（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1月に受け入れた本の一部です。
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深層学習とメタヒューリスティクス
伊庭 斉志／著
ディープ・ニューラルエボリューション

オーム社

0015105406 007.13/ｲﾊ19/

わかりやすいデータ解析入門 C++に
内山 俊郎／著
よる演習 第2版

ムイスリ出版

0015103153 007.609/ｳﾁ19/

AIの未来をつくるビヨンド・ビッグデー
柴山 和久／著
タ利活用術

日経BP

0015061203 007.609/ｼﾊ19/

よくわかる最新データマイニングの基
若狭 直道／著
本と仕組み

秀和システム

0015061229 007.609/ﾜｶ19/

ソフトウェア技術者のためのバグ検
出ドリル

日科技連出版社

0015103179 007.63/ﾔﾏ19/

山浦 恒央／著

科学技術振興機構研究開
アドスリー
発戦略センター／[編]

0014645220 409.35/ｶｶ19/

吉田 博／編

アグネ技術センター

0015105232 427.45/ﾖｼ19/

「やべー」宇宙の話 読むだけで人生
気になる宇宙／著
観が変わる

KADOKAWA

0015105471 440.4/ｷﾆ19/

星を楽しむ天体観測のきほん

大野 裕明／著

誠文堂新光社

0015105240 442/ｵｵ19/

シーマ・ヤスミン／著

羊土社

0015105505 493.878/ﾔｽ19/

今すぐ使えるかんたん
日野 眞澄／著
AutoCAD/AutoCAD LT 2020対応版

技術評論社

0015102981 501.8/ﾋﾉ19/

職人の手 16 PROFESSIONAL
STORIES

山崎 真由子／著

KTC中央出版

0015105539 502.1/ﾔﾏ19/

沖縄島建築 建物と暮らしの記録と
記憶

普久原 朝充／監修

トゥーヴァージンズ

0015105380 523.199/ﾌｸ19/

Kawaii★電子工作

池上 恵理／著

オーム社

0015105174 549/ｲｹ19/

アロマ調香デザインの教科書

齋藤 智子／著

BABジャパン

0015105307 576.63/ｻｲ19/

単位のキホンがわかる本

長島 秀樹／監修

成美堂出版

0015105398 609/ﾅｶ19/

マルシェのつくり方、使い方

脇坂 真吏／著

学芸出版社

0015027790 611.46/ﾜｷ19/

キヨミさんのシニアの庭あそびアイデ
長澤 淨美／著
ア

農山漁村文化協会

0015105125 629.75/ﾅｶ19/

テレビ越しの東京史 戦後首都の遠
松山 秀明／著
視法

青土社

0015105562 699.6/ﾏﾂ19/

声優ラジオ“愛”史" 声優とラジオの
村上 謙三久／著
50年

辰巳出版

0015105570 699.67/ﾑﾗ19/

天夢人

0015098742 536/ｴｸ17/4

イカロス出版

0015081102 546.5/ﾄｳ19/

イースト・プレス

0015096787 686.21/ｵｶ19/

モノクロームの軽便鉄道 写真で巡る
諸河 久／著
1960年代

イカロス出版

0015103674 686.21/ﾓﾛ19/

東京メトロ 知られざる超絶!世界

河出書房新社

0014969661 B686.213/ﾜﾀ19/

フランスの科学技術情勢 大学再編と
システム改革によるイノベーションへの挑戦

高温超伝導の若きサムライたち 日
本人研究者の挑戦と奮闘の記録

撃ち落とされたエイズの巨星
HIV/AIDS撲滅をめざしたユップ・ランゲ博士
の闘い

＜交通文化資料＞
電車の顔図鑑 4 ローカル線の鉄道
車両

江口 明男／著

東急電鉄1989-2019 オール・ステン
レスカーの時代
私鉄特急の謎 思わず乗ってみたく
なる「名・珍列車」大全

小川 裕夫／[著]

渡部 史絵／著

