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『一流家電メーカー「特殊対応」社員の告白』
笹島 健治／著 ディスカヴァー・トゥエンティワン／発行 2017年 請求記号 007.35/ｻｻ18/ 資料番号 0014294045

【内容】
本書では、重クレーマー、暴力団、新宗教など、扱いに慎重を要する顧客の「特殊対応」について書かれています。紹介され
ているエピソードは、すべて筆者が実際に体験した出来事に基づいています。会社を守るため、業績を上げるためと称して、
コンプライアンスを軽視した「いきすぎた働き方」をしていた筆者が、今、同じような経験をしている人に向けて問いかけます。
あなたのやっている仕事は本当に適正でしょうか。働き方について考えさせられる一冊です。
『鉄腕アトムのような医師 AIとスマホが変える日本の医療』
髙尾 洋之／著 日経BP社／発行 2017年 請求記号498/ﾀｶ18/ 資料番号0014214316

【内容】
ＡＩやスマホ、ロボットなどのテクノロジーの発達によって、日本の医療は、今後どう変わるのでしょうか？本書は、日本の医療
の未来について掘り下げられた一冊です。ＩＣＴによる遠隔医療やＡＩを使った病気の治療、ＰＨＲ（パーソナルヘルスレコー
ド）による国民一人ひとりの健康管理など、今まさに実用化されようとしているＩＣＴ活用事例が紹介されています。目の前にお
医者さんがいなくても遠隔診療ができたり、病気になる前に治療が可能になったりする時代はもうすぐそこまで来ているようで
す。
、
『大予測 次に来るキーテクノロジー 2018-2019』
城田 真琴／著 日本経済新聞出版社／発行 2018年 請求記号 504/ｼﾛ18/2018 資料番号 0014321293

【内容】
近年、「人工知能（AI）に職が奪われる」といったニュースがマスコミを賑わせています。しかし、AIに職が奪われることを恐れる
よりも、テクノロジーを上手く活用することを考えることが重要です。本書では、「次に来るキーテクノロジー」として、人工知能
（AI）や自動運転を含む8つの技術や技術発のソリューションを国内外の先行事例とともに解説しています。「人工知能」、「自
動運転」、「チャットボット」、「VR・AR・MR」、「バイオメトリクス認証」など、5年後、10年後に普及するかもしれない技術が書か
れています。
『百円の男ダイソー矢野博丈』
大下 英治／著 さくら舎／発行 2017年 請求記号673.868/ｵｵ18/ 資料番号0014207914

【内容】
「これが１００円か！」と当時の日本人に衝撃を与えた１００円均一ショップのダイソー。創業者の矢野博丈氏は、利益１円でも
売るという商法で、誰も思いつかなかった新しいビジネスモデルをつくりました。本書には、数々の試行錯誤を経て、最終的に
は消費者の心をつかんだ「大創産業」の成り立ちが語られています。矢野社長の波乱万丈の人生や型破りの経営術につい
ても紹介されています。普段あまりマスコミに出ない社長の秘話がたっぷり語られた貴重な一冊です。
『「ななつ星」「四季島」「瑞風」ぜんぶ乗ってきた！ 豪華クルーズトレイン完全乗り比べ』
中嶋 茂夫／著 河出書房新社／発行 2017年 請求記号 686.21/ﾅｶ18/ 資料番号 0014291553

【内容】
今、１泊２日で１人３０万円もするような豪華クルーズトレインの旅が、大人気となっています。なぜ、クルーズトレインはこんなに
も人々の心をとらえ、人気があるのでしょうか。本書では、日本３大豪華寝台列車「ななつ星」「四季島」「瑞風」の車内、料理、
クルーのおもてなしなど、それぞれの魅力が紹介されています。実際に乗った人にしかわからない豪華クルーズトレインの楽
しみ方について書かれた一冊です。
★ 貸出は15日以内10冊までです。
今月のテーマ展示は『家づくり』（４月１７日～５月２０日）、『橋』（４月１７日～６月１７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3月に受け入れた本の一部です。
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地図の進化論 地理空間情報と人間
若林 芳樹／著
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0014218655 504/ｳｴ18/
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山田 雅夫／著
市設計家が解説

日東書院本社

0014274054 521.823/ﾔﾏ18/

東京の名教会さんぽ 心が洗われる
鈴木 元彦／著
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エクスナレッジ

0014291132 523.13/ｽｽ18/
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長谷川 清之／著

誠文堂新光社
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法林 岳之／著
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0014291108 548.29/ﾎｳ18/
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湯川 真理子／著

西日本出版社

0014214662 611.7/ﾕｶ18/
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小黒 晃／草花監修
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0014214704 629.75/ｵｸ18/
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翔泳社

0014307292 687.5/ｷﾅ18/

京成沿線の不思議と謎

高林 直樹／監修

実業之日本社

0014134340 291.35/ﾀｶ17/
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堀内 重人／著

鹿島出版会
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広岡 友紀／著

彩流社
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あなたの知らない東京「鉄道」の謎
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