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『デジタル＆グローバル時代の凄い働き方 アクセンチュア社員が語る常識破りのキャリア構築術』
ダイヤモンド社出版編集部／編 ダイヤモンド社／発行 2015年 請求記号 336.067/ﾀｲ15/ 資料番号 0012832432
【内容】
成長と自己実現のプラットフォーム、言い換えれば「踏み台」。それが自社の存在意義だと力説する、程近智（ほどちかとも）
アクセンチュア株式会社代表取締役社長のインタビューで本書は幕を開けます。同社は全世界で30万人強、日本では5200
人以上の社員を擁する、世界最大級の総合コンサルティングファームです。しかし、「踏み台」という言葉は、社員の自社軽視
表現でもなく、企業体質が冷たく無機質だという揶揄でもありません。「社員はすべて、会社だけでなく、クライアントの、日本
の社会の、そして世界の『公共財』」という、広い視野と熱い思いから導き出されたその言葉通り、全力で「面白く仕事をする」
達人12人のインタビュー集です。
『競争考 人はなぜ競争するのか』
岩崎 夏海／著 心交社／発行 2015年 請求記号 361.4/ｲﾜ15/ 資料番号 0013056312
【内容】
「競争」は人を不幸にするか？「競争を否定し、順位をつけないことこそ美徳」という考えの下で教育を受けてきた、いわゆる
「ゆとり世代」と呼ばれる人々は既に20代になりました。しかし、大人になった彼らに待ち受けていたのは、空前の大競争社会
です。さらに「ポストゆとり世代」、ゆとり教育終焉後の世代が新たに社会に出始めようとしている今、牙を抜かれた「ゆとり世
代」は著しい機会の不平等に見舞われると著者は危惧します。本書は世知辛い世界を生きる「ゆとり世代」へのエールであ
り、「全てを兼ね備えた勝利」や「離見（りけん）の見（けん）」、「努力することの本当の意味」などのキーワードから「競争の価
値」について深く考えさせられる一冊となっています。
、
『友だちリクエストの返事が来ない午後』
小田嶋 隆／著 太田出版／発行 2015年 請求記号 361.4/ｵﾀ15/ 資料番号 0013058417
【内容】
「友だち」の数やコミュニケーションの頻度で人間の価値を決めていませんか？自分は「ぼっち」の側の人間だという著者によ
る、「全員が携帯電話やラインを通じてゆるやかにつながっている」現在の「友だち」論が本書のテーマです。SNSやスクール
カースト、コミュ力など若い世代にお馴染みのキーワードだけでなく、酒と友情、「ヨメ」と「ツレ」という表現に潜む意味など、年
を重ねたからこそ分かるキーワードが、著者のエピソードを交えながら軽妙に綴られていきます。章末に挟まれる偉人達の友
情に関する名言と、それに対する著者の一口コメントも併せて楽しめる一冊です。
『ぼくの命は言葉とともにある 9歳で失明18歳で聴力も失ったぼくが東大教授となり、考えてきたこと』
福島 智／著 致知出版社／発行 2015年 請求記号 369.275/ﾌｸ15/ 資料番号 0013072624
【内容】
「言葉によるヘレン・ケラー・ワンダーランド（不思議の国）」。自著をそう評するのは、9歳で失明、18歳で聴力を失い、全盲ろう
となった福島智（ふくしまさとし）氏です。「宇宙空間に一人だけ漂っているような盲ろうの世界」を生きる著者を勇気付け、深
い思索へと導くきっかけとなった豊富な読書体験や作家との出会い、「心の酸素」であるコミュニケーションにまつわる思いや
体験が全編を通して描かれています。幸福を考えるうえでのヒントとして著者が挙げる「人は苦悩の中で希望を抱くことで、生
きる意味を見出せる」、「人は交わりを伴ったコミュニケーションを行うことで、他者との関係性を生み出し、それによって生きて
いる実感が持てるようになる」という公式を始め、生きるうえでのヒントと希望が散りばめられた一冊です。
『ジャスト・ベイビー 赤ちゃんが教えてくれる善悪の起源』
ポール・ブルーム／著 竹田 円／訳 NTT出版／発行 2015年 請求記号 376.11/ﾌﾙ15/ 資料番号 0013068861
【内容】
人間には、赤ちゃんの頃から道徳が備わっている……。家族や環境に影響を受けながら成長と共に形成されていくと思って
いた人には、驚きの説かもしれません。発達心理学者であり、認知科学者でもる著者は、「助ける者／邪魔する者」に対する
反応を調べる実験や、善人を罰する人より褒美を与える人を好むか、悪人に褒美を与える人より悪人を罰する人を好むか調
べる実験など、様々な実験からそれを立証していきます。そして、私たち人間がどのように「ジャスト・ベイビー（ただの赤ちゃ
ん）」以上の存在へと発達していくのか、アダム・スミスの視点も交えながら探求していきます。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『青少年の非行・被害を防ごう』、『夏休みの自由研究』です。
お問い合わせ先：岡山県立図書館 2階 社会科学班 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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ネット世論が日本を滅ぼす

中田 安彦／著

ベストセラーズ

0012834248 304/ﾅｶ15/

丸山眞男話文集

丸山 眞男／[著]
丸山眞男手帖の会／編

みすず書房

0013095294 304/ﾏﾙ08/8

イスラム国の野望

高橋 和夫／著

幻冬舎

0012838033 316.4/ﾀｶ15/

福井モデル 未来は地方から始まる

藤吉 雅春／著

文藝春秋

0013161955 318.244/ﾌｼ15/

とても役に立つくらしのトラブル解決
斎藤 哲生／著
法

東洋出版

0012832317 320/ｻｲ15/

弁護士に聞きたい！離婚と子どもの 馬場・澤田法律事務所
中央経済社
問題Q&A
／編
これから日本で起こること 雇用、賃
中原 圭介／著
金、消費はどうなるのか
なぜあの会社は100年も繁盛してい
るのか 老舗に学ぶ永続経営の極意 前川 洋一郎／著
20

0012832325 324.62/ﾊﾊ15/

東洋経済新報社

0012838157 332.107/ﾅｶ15/

PHP研究所

0012832382 335.21/ﾏｴ15/

“現代の花咲かじいさん”が教える50歳から
の個人起業でもう一花咲かせたいときに読む
本

白川 博司／著

パンローリング

0012832358 335/ｼﾗ15/

起業のWeb技術 スタートアップのた
めの

吉田 光利／著

日本実業出版社

0012832366 335/ﾖｼ15/

シンプル・ビジュアル・プレゼンテー
ション

櫻田 潤／著

ブックウォーカー

0013168802 336.49/ｻｸ15/

ネット風評被害

薮崎 真哉／[著]

ディスカヴァー・トゥエン
0012838322 336/ﾔﾌ15/
ティワン

上手に資産運用!カンタンFX 初心者
が最初に読むべき入門書

ダイアプレス

0013161831 338.954/ｼﾖ15/

目からウロコの不動産・相続対策 ハ
灰谷 健司／編著
イタニがこっそり教える

きんざい

0012838470 345.53/ﾊｲ15/

うわさとは何か ネットで変容する「最
松田 美佐／著
も古いメディア」

中央公論新社

0013079827 361.45/ﾏﾂ14/

図解年金のしくみ 年金制度の問題
点を理解するための論点40

みずほ総合研究所／著 東洋経済新報社

0012832606 364.6/ﾐｽ15/

事故物件サイト・大島てるの絶対に
借りてはいけない物件

主婦の友インフォス情
報社／編

主婦の友インフォス情
報社

0012832614 365.3/ｼﾕ15/

はじめての転職ガイド必ず成功する
谷所 健一郎／著
転職 採用獲得のメソッド

マイナビ

0012837100 366.29/ﾔﾄ11/2017

再就職できない中高年にならないた
谷所 健一郎／著
めの本

シーアンドアール研究
所

0013095435 366.29/ﾔﾄ15/

50歳からはじめる定年前の整理術

日本経済新聞出版社

0012838546 367.7/ﾓﾘ15/

親の介護が必要になったときにやる
中村 寿美子／著
べきこと

PHP研究所

0012832655 369.26/ﾅｶ15/

保育園・幼稚園でのちいさな生き物
飼育手帖

山下 久美／著
鑄物 太朗／著

かもがわ出版

0012832697 376.154/ﾔﾏ15/

鉄板の就活面接

岡田 直己／著

文芸社

0012832713 377.9/ｵｶ15/

本分社

0012838843 385.6/ﾖｼ15/

造事務所／編著

自分のお葬式を考えているあなたへ 吉澤 隆／著

英国の幽霊伝説 ナショナル・トラスト シャーン・エヴァンズ／
原書房
の建物と怪奇現象
著

0012832754 388.33/ｴﾊ15/

