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『ビッグデータ時代のライフログ ICT社会の“人の記憶”』
曽根原登／著 東洋経済新報社／発行 2012年 請求記号 007.3/ｿﾈ12 資料番号 0011258126
【内容】
ある人が誰であるか、どこに行き何を買いどんなサービスを利用したか、そうした人間のあらゆる行動をデジタルデータとして
記録するライフログという言葉が少しずつ聞かれるようになってきました。このライフログは商品・サービスの開発や改善、観光
インフラや災害時の状況把握など多岐にわたって利用することが可能ですが、一方でプライバシーや法制度などの問題も多
く抱えています。本書はライフログ活用の意義・役割やそれにまつわる諸々の課題を解説し、来るべき社会の想定を行った一
冊です。誰でも無縁ではいられないライフログについて詳しく知ることができるでしょう。

『大人になったら、着たい服 秋冬２』
主婦と生活社／発行 2012年 請求記号 589.2/ｵﾄ 11/4 資料番号 0011570090
【内容】
ファッション雑誌「ナチュリラ」の別冊。表紙に「４０歳からの自分服」とあるように、大人の女性のためのファッションの本です。
ファッションディレクターの小松貞子さん、クラフト作家のくまだまりさんといった方々が登場してファッションのこだわりポイント
を紹介しています。大人だからこそできる雰囲気のある装いは、日々のファッションの参考になるのではないでしょうか。ナ
チュラルなファッションの好きな大人の女性におすすめの一冊です。
、

『コンビニと日本人 なぜこの国の「文化」となったのか』
加藤直美／著 祥伝社／発行 2012年 請求記号 673.86/ｶﾄ12 資料番号 0011582822
【内容】
少し歩けば目に入って当たり前のコンビニ。海外から入ってきたこの業種は今や日本の社会に必須のインフラとなり、不況の
さなかでも他業種を尻目に躍進を続けています。本書はコンビニが日本に根付き独自の発展を遂げた経緯や現在のシステ
ムを紹介するとともに、人口減少・少子高齢化という社会の変化の中でコンビニが担う更なる役割を綿密な取材とデータ分析
で解き明かした一冊です。コンビニと社会の深い結びつきが見えてくることでしょう。

『SNSが会社をツブす！』
大石哲也／著 双葉社／発行 2012年 請求記号 675/ｵｵ12 資料番号 0011582194
【内容】
多くの企業がツイッターやフェイスブックなどのSNSを運用していますが、PRの成功事例が次々と報告される中、実はその裏
には数多くの失敗事例があります。中小企業では上司から「ツイッターやっとけよ」の一言で担当者になり、運用に四苦八苦
している方もいます。担当者丸投げではツイッターでの宣伝効果は望むことが出来ず、フェイスブックでは仕様変更が起きる
たびに、その対応に追われる状況が続いています。SNSを運用したために企業イメージを壊した事例をまじえながら、中小企
業がSNSを運用するために気をつけなければならない点を知ることができる一冊となっています。

<交通文化資料の新着図書>
『機長たちのコックピット日記002便』
日本航空『AGRO』編集部／編 朝日新聞出版／発行 2012年 請求記号 687.04/ｼﾔ11 資料番号 0011516044
【内容】
仕事や観光旅行等で飛行機に乗ると、飛行に関する様々な疑問が浮かんでこないでしょうか。離着陸時に機内がなぜ暗くな
るのか、ハイテク機の新機能にはどんなものがあるのか、パイロットの英語力はどの程度なのかなど、パイロットや飛行機に関
する話をはじめ、飛行ルートをどう決めるか、花火を空から見るとどう見えるのか、旅客機に乗ると花粉症が緩和されるのかな
ど、ちょっと役立つ情報が満載の一冊です。
★ 貸出は１５日以内１０冊までです。
今月のテーマ展示は『地産地消』（1/22～2/17）『両備HD』（1/22～2/17）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12月に受け入れた本の一部です。
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デジタルネイティブの時代 なぜメー
木村 忠正／著
ルをせずに「つぶやく」のか

平凡社

007.3/ｷﾑ
12/

ゼロから学ぶスマート革命 ポストパ
山崎 秀夫／著
ソコン時代を読み解くキーワード

中央経済社

007.3/ﾔﾏ12/ 0011561925

現代科学の大発明・大発見50

ソフトバンククリエイティ
402/ｵｵ12/
ブ

大宮 信光／著

0011561917

0011250529

一週間はなぜ7日になったのか 数
柳谷 晃／著
学者も驚いた、人間の知恵と宇宙観

青春出版社

410.2/ﾔﾅ
12/

0011250925

世界最大の気象会社が教える本当
に役に立つお天気情報99

ウェザーニューズ／著

二見書房

451.04/ｳｴ
12/

0011258415

進化が語る現在・過去・未来

三中 信宏／編

日経サイエンス

L467.5/ﾐﾅ
12/

0011261344

生き物の進化ゲーム 進化生態学最
酒井 聡樹／著
前線:生物の不思議を解く

共立出版

468/ｻｶ12/

0011567914

グリーフケア 死別による悲嘆の援
助

高橋 聡美／編著

メヂカルフレンド社

490.14/ﾀｶ
12/

0011247590

磯野家の介護 もし波平がまだらボ
ケになったら

澤田 信子／監修

G.B.

493.758/ｻﾜ
0011258712
12/

パンデミック新時代 人類の進化とウ
ネイサン・ウルフ／著
イルスの謎に迫る

NHK出版

498.6/ｳﾙ12/ 0011567799

日本のエネルギー政策を考える

創成社

501.6/ﾅｶ12/ 0011562287

ネコ・パブリッシング

L507.9/ｽﾊ
12/

0011249430

517/ﾄｳ12/

0011561602

中津 孝司／編著

スーパーリアル鉄道情景 Nゲージレ
イアウトで再現する名シーン
水の日本地図 水が映す人と自然

東京大学総括プロジェクト
機構「水の知」(サントリー) 朝日新聞出版
総括寄付講座／編

天下人の城 信長から秀吉・家康へ 千田 嘉博／編著

風媒社

521.823/ｾﾝ
0011562329
12/

工具&ガレージライフ

笠倉出版社

L532/ｺｳ
11/3

中経出版

547.483/ﾔｺ
0011562436
12/

主婦の友社

589.215/ｲｼ
0011516846
12/

創森社

611.15/ｳﾁ
12/

モバイルクラウド <ビッグデータ時代
八子 知礼／著
>が新潮流を生み出す
大人の着まわしバイブル 服はたくさ
んあるのに、着る服がないと嘆くあな 石田 純子／監修
たに
農をつなぐ仕事 普及指導員とコミュ
内田 由紀子／著
ニティへの社会心理学的アプローチ
トウガラシの叫び <食の危機>最前
線をゆく

カート・マイケル・フリー
春秋社
ズ／著

0011249455

0011562022

617.6/ﾌﾘ12/ 0011562196

殺処分ゼロの理由(わけ) 熊本方式
松田 光太郎／著
と呼ばれて

熊日情報文化センター
645.6/ﾏﾂ12/ 0011248325
(制作)

正しいビジネス文書の書き方 「基本
下條 一郎／監修
ルール」とわかりやすく書くコツ

日本能率協会マネジメ 670.91/ｼﾓ
ントセンター
12/

誰からも嫌われない図解店員のマ
ナー

サンクチュアリ出版

673.3/ﾀﾚ12/ 0011259892

エンジェルフライト 国際霊柩送還士 佐々 涼子／著

集英社

673.93/ｻｻ
12/

ソーシャルインフルエンス 戦略PR×
本田 哲也／著
ソーシャルメディアの設計図

アスキー・メディアワー
674.6/ﾎﾝ12/ 0011248432
クス

ディズニー仕事が楽しくなる感動のエ
加賀屋 克美／著
ピソード 図解

PHP研究所

L689.5/ｶｶ
12/

0011259793

0011566577

0011249505

