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『インターネットが普及したら、ぼくたちが原始人に戻っちゃったわけ』
小林弘人・柳瀬博一／著 晶文社／発行 2015年 請求記号007.3／ｺﾊ15 資料番号0012831939

【内容】
インターネットが発達し世界がつながった結果、ソーシャルネットワークなどにより仕事、趣味、コミュニティ等の限られた小さ
な集団（＝村）が無数に作り出されました。その小さな村で行われる交流は、マスメディアをしのぐ影響力を持ちつつありま
す。本書では、ウェブやＩＴの進化により現実の人々の振る舞いは原始時代に戻った、という大胆な仮説のもと、２人の元編集
者がインターネットビジネスの未来を考察しています。平易な会話形式で構成されており、メディアビジネスの最先端を理解
するにはおすすめの１冊です。
『暦と日本人88の謎』
武田 櫂太郎／著 大和書房／発行 2015年 請求記号B449.81／ﾀｹ15 資料番号0012828760
【内容】
いつも何気なく見ているカレンダーには、日本人と暦に関する奥深い秘密が隠されています。例えば、暦はいつ日本に伝
わったのか？なぜ１年は３６５日で１２ヶ月なのか？１週間はなぜ７日なのか？節分に豆をまくのはなぜか？等、本書には、暦
の素朴な疑問から暮らしに根ざした年中行事の意味と目的まで分かりやすく紹介されています。カレンダーを片手に暦に隠
された真実を探ってみませんか。文庫本なので、通勤時間や休憩時間に手軽に読めます。思わず誰かに話したくなるような
暦の雑学が満載です。
、
『天空の城を行く これだけは見ておきたい日本の山城50』
小和田 泰経／著 平凡社出版／発行 2015年 請求記号521.823／ｵﾜ15 資料番号0013070594
【内容】
「天空の城」として有名になった竹田城をご存知でしょうか。日本には竹田城のように天空にそびえ建つ山城が、実は数多く
存在します。山城は戦国時代を中心に作られ、日本各地にその姿を確認することができます。本書は、その中でも厳選され
た山城の歴史と見どころがわかる１冊です。城の全貌がわかるイラストマップ付きで、お城好きにはもちろん、山歩きの好きな
方にも読んで欲しい１冊です。雲海に浮かぶ岡山県の備中松山城も紹介されています。
『18cmの奇跡 「土」にまつわる恐るべき事実!』
みなみ かつゆき／著 三五館／発行 2015年 請求記号613.5/ﾐﾅ15 資料番号0013057658
【内容】
普段はあまり注目されない「土」。しかし、私達が口にする食物を辿れば最後は土に行き当たります。本書は、そんな土壌に
焦点を当て、土壌汚染について警鐘を鳴らした１冊です。鮮やかな大地の写真とともに詩のように本文が綴られた本書は、
メッセージ集のようになっていて読みやすいです。１ｃｍの土壌が育つには、１０００年の歳月が必要という驚愕の事実も紹介
されており、人間と環境問題について深く考えさせられる１冊です。皆さんも何気なく踏んでいる土から、自然について考えて
みませんか。
『時刻表読本』
羊泉社/発行 2015年 請求記号686.55/ｼｺ15 資料番号0013156468

【内容】
時刻表検索サイトを利用すれば、目的地と到着地を入力するだけで瞬時に検索できるようになり、時刻表の出番は減ってき
たように感じられます。しかし、小さな数字が並ぶだけの時刻表には、多くの謎やロマンが秘められています。本書では、鉄道
ライターやカメラマン、元ダイヤ編成担当、路線図制作者など時刻表を読む達人らにより、時刻表の魅力が語られています。
時刻表活用術や貨物時刻表の愉しみ方、時刻表トリックを駆使したミステリー作品も紹介され、読みごたえのある１冊となって
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『食の安全』（5/19～6/14）『空港』（5/19～7/20）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6月に受け入れた本の一部です。
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