府中市立中央図書館イベント ビジネス支援企画 まちの企業講演会シリーズ
特別特集展示「「仕事」を支えた本たち」選書リスト
五藤信隆氏 (株式会社五藤光学研究所

取締役社長）

2013年3月16日ビジネス支援イベント 株式会社五藤光学研究所講演会「夜空を創る仕事―「ものづくり」で培った技術力と伝統の「創意工夫」―」
タイトル

『コーポレート・
トランスフォーメーション
日本の会社をつくり変える』

著者名

出版社

分類

タイトルコード

富山和彦/著

文藝春秋

335.2

1000001659137

［コメント］
企業がどのように変化していけばよいかを説いた本。
GDPの約7割を占めるローカル産業の変革は、日本経済の再生に不可欠であると指摘されており、
ローカルの中小企業として、コロナ禍で大きく変わった常識に対応していくにも、
これまでの日本的企業の変革の重要性を実感しました。
李登輝/著

『「武士道」解題
ノーブレス・オブリージュとは』

小学館

156

1009910693004

［コメント］
武士道精神を再評価せよと説いた本。
グローバル化、デジタル化、そして新型コロナウィルスによって、
激変する社会において、変化に対応する順応性は生き抜く上で不可欠ですが、
一方で変えてはならない普遍的な指針が武士道の精神にあると感じさせる本です。

井出大介氏 (株式会社イデオモータロボティクス 代表取締役社長）
2015年3月28日 ビジネス支援イベント 株式会社イデオモータロボティクス講演会「鳥の眼になり風の眼になり―無限の映像の可能性を作り出す―」
タイトル

『21世紀の貨幣論』

著者名

出版社

分類

タイトルコード

フェリックス マーティン/著

東洋経済新報社

337

1000000969697

[コメント]
そもそもお金とはいったい何なのか、という問いに納得できる答えをくれた一冊です。
また、仮想通貨って何なのかを考えるヒントも与えてくれる本でした。
長沼伸一郎/著

『現代経済学の直観的方法』

Nextraverer Books

1000001644392

675

1000001719872

913.6

1000001543560

[コメント]
とかく不必要なものばかりに囲まれた生活になりがちですが
ミニマルな生活を考えるきっかけになるかもしれません。
妹尾一郎/著

『ドローンマン』

331

[コメント]
とっつきにくい経済の話を、ふつうの読者におもしろく、ただしっかり本質を教えてくれる一冊です。
新聞の経済欄を読むときに役に立つのではないかと思います。
高城剛/著

『LIFE PACKING 2020
未来を生きるためのモノと知恵』

講談社

イースト・プレス

[コメント]
弊社のお客様で内容的にほぼ実話の内容です。
有名カメラマンがドローンにかかわり、人生を見直す内容です。冒頭に私も描かれています。

武川優氏 (株式会社緑陽社 代表取締役社長）
2016年3月12日 ビジネス支援イベント 株式会社緑陽社講演会「クリエイターの卵を育てる力に！同人誌印刷はコンテンツ産業を支える縁の下の力持ち」
タイトル

『天才の世界』

著者名

出版社

分類

タイトルコード

湯川秀樹/著

小学館

280

1008610100001

［コメント］
湯川秀樹博士が、世界の天才の天才たるゆえんを語ります。
青年期に読み、「違うものを同じだと思える『同定』の力」を天才の入口とする考え方に深く啓発されました。
ジェームズ W.ヤング/著

『アイデアのつくり方』

1008810013966

中央公論新社

141

1000001320798

［コメント］
改定を経つつ、54年間で100版を突破。
ブレインストーミングからアイデアを作りだす、現代でも広範に使われているKJ法が学べます。
外山滋比古/著

『思考の整理学』

674

［コメント］
著者は米の広告業界の草分けで先頭を走ってきた方。
「アイデアは既存の要素の組み合わせだけ」という不朽の喝破には、首を垂れる方も多いでしょう。
川喜田二郎/著

『発想法』

TBSブリタニカ

筑摩書房

141

1000001269080

『思考の整理学』

［コメント］
「アイデアはいったん寝かした方が良い」は「アイデアのつくり方」のジェームズ W.ヤングと期せずして一致しています。
この突飛な方法が正しいことの証明でしょう。
加藤昌治/著

『考具』

TBSブリタニカ

141

1009910393674

［コメント］
タイトル通り、「考える道具」の紹介本です。
発想法のひとつである「マンダラート」など、アイデア創出のためにすぐに使える手法がいくつも紹介されています。

飯塚太一氏 (株式会社樗沢 代表取締役社長）
2017年3月18日ビジネス支援イベント 株式会社樗沢講演会「府中の“たまご”―地域の食の歴史を担い未来を創る―」
タイトル

『ビジネスマンの父より
息子への３０通の手紙』

著者名

出版社

分類

タイトルコード

キングスレイ・ウォード/著

新潮社

159

1008710085565

［コメント］
遥か昔になったが、いま読み返してもその内容は色あせていない。
今に生きる経営者と後継者のバイブルで、事あり、事にあるごとに読みなおす。
伊丹敬之/著

『新・経営戦略の論理
見えざる資産のダイナミズム』

講談社

PHP研究所

335

1008710052931

総合法令出版

159

1009910210264

日経BP社

335.1

1009910065467

335.1

1009910262247

［コメント］
今はだれもが利用している宅急便を創った人物が
会社の大きな転換を意思と情熱をもって行った実話。
樋口広太郎/著

『挑めばチャンス 逃げればピンチ』

1000001714909

［コメント］
いつの時代も求められる人物は同じ。
ローワンを求め、ローワンになれるようにと思う。
小倉昌男/著

『小倉昌男 経営学』

222

［コメント］
日本が誇る近代の名経営者の一人。
エピソードを交えて、経営者としての立ち位置を教えてくれる一冊。
エルバート・ハバード/著

『ガルシアへの手紙』

1008710009526

［コメント］
いわずと知れた中国の古典。帝王学として組織を治める難しさや考え方を示す。
国は違えど永久不滅な一冊。
松下幸之助/著

『決断の経営』

335

［コメント］
会社経営に対する根底の考え方になった本の一冊。
初めて読んだ際には目からうろこが落ちると感じた。
呉兢/編

『貞観政要』

日本経済新聞社

PHP研究所

［コメント］
バンカーとしてビール会社を復活させた著者が
仕事に向き合う姿勢を示し、困難に臨む勇気を与えてくれる。

那須裕樹氏（株式会社NOiS 代表取締役社長）
2018年3月17日 ビジネス支援企画 府中発、小さな自転車メーカー[NOiS BIKE] 「まちの自転車屋さんにできること。乗って楽しいママチャリを！」
タイトル

『破天荒フェニックス
オンデーズ再生物語』

著者名

出版社

分類

タイトルコード

田中修治/著

幻冬舎

913.6

1000001480496

［コメント］
月末の支払い期日が迫っているのに、現金が無い！このままでは資金ショートするかもしれない！
この胃が掴まれる様な恐怖を何度か味わいましたが、この著者の体験に比べれば大した事ないなと勇気付けられます。
マリア・ジュディース/著

『CEOからDEOへ
「デザインするリーダー」に
なる方法』

『スティーブ・ジョブズ
驚異のプレゼン
人々を惹きつける18の法則』

ビー・エヌ・エヌ新社

336

1000000966775

［コメント］
「DEO」の６つの特徴
・変化を起こす ・リスクを冒す ・システム思考をする ・直感力が高い ・社会的知性が高い ・さっさとやる
実行するのは難しいですが・・・・
カーマイン・ガロ/著

日経BP社

［コメント］
サラリーマン時代に出会いたかった本
人生日々プレゼンですよ！

336.4

1000000419936

糟谷明範氏 (株式会社シンクハピネス 代表取締役社長）
2019年3月24日ビジネス支援企画 株式会社シンクハピネス代表 糟谷明範氏講演会 「医療福祉を通して“いま”のしあわせを創ること～地域社会の空気をかえる試み～」
タイトル

『わかりあえないことから
コミュニケーション能力とは何か』

『ディズニーと三越で学んできた
日本人にしかできない
「気づかい」の習慣』

著者名

出版社

分類

タイトルコード

平田オリザ/著

講談社

361.4

1000000705036

［コメント］
“わかったつもり”がズレになる。この言葉に全てが集約されていると思います。
人と人はわかりあえないという前提で、コミュニケーションを考えるきっかけになりました。
上田比呂志/著

1009910327211

英治出版

336.2

1000000467303

［コメント］
日々、大量のタスクを抱え、もっと生産的に効率的に課題解決をしたいと思っている方は必読です。
根性だけで乗り超えるのは終わりにしませんか？
パウロ・コエーリョ/著

『アルケミスト 夢を旅した少年』

徳間書店スタジオジブリ事業
778
本部

［コメント］
「今起きていることの本質って何だろう」そんな視点で物事を考えるきっかけになった1冊です。
情報が溢れているからこそ、自然の本質を感じることが大切ですよね。
安宅和人/著

『イシューからはじめよ
知的生産の「シンプルな本質」』

1000000585658

［コメント］
余白を感じ取り、行間を読み、感性を磨く。
会社を経営していく上での「気づかい」、暮らしの中での「気づかい」をこれらの言葉に学びました。
養老孟司・宮崎駿/著

『虫眼とアニ眼
養老孟司対談宮崎駿』

クロスメディア・パブリッシング 159

角川書店

969

［コメント］
自分の夢を追い続けて生きるのか、諦めて生きるのか。
「感性」に従い「選択」するうちに、自分自身にとって本当に大切なものが見つかる。
そんなメッセージが込められている1冊です。

1000000645697

