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て第一線の研究者に取材した正確でわかりやすいレポートが満載。

理学・化学・天文学・地学・生物学・植物学・動物学・医学。自然科学分野

。理系の人だけでなく文系の人にもおすすめの雑誌です。

『世界の廃墟図鑑』 キーロン・コノリー／編

あなたは廃墟の写真集を見たことがありますか？
半の人は見たことが無いと思います
不気味な雰囲気を醸し出しています。しかし同時に

です。人が去り、伸び続けた草木と残され
た建造物の組み合わせには何か神秘的なものを感じま
す。また、それぞれの廃墟になった背景を知り、もう一
度写真を見ると現代へのメッセージを読み取ることがで
きます。さあ、扉を開いて魅力的な廃墟の世界を旅しま

ユーザインタフェース』

みなさんは、生活する中で様々な表示や
その意味や操作方法が分かりにくいと思ったことは

えばホテルのシャワー
この本は、

法を間違えてしまう様々な表示(
間違い探しクイズのようなものから

コレはダメだろ～」と突っ込みたくなるものも
あります。気軽に楽しみながら読める本です。

Focus in the Dark  科学写真を撮る

一流デザイナーのグラフィックか、はたまた現代アー
掲載された写真は

氷、粘膜、ヤリイカの発光などの自然の造形美
身近なものも、〈科学のレンズ〉を通すと意外な姿を現

します。デジカメの登場をはじめとした技術革新の成せ
る業です。さらに、コンパクトデジカメで手軽に撮影す

ます。この本を読んでぜひ試してみて
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えばホテルのシャワー
この本は、操作に悩んだり利用方
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