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ビジネス書コーナー新着リスト 2021年10-11月

書名 出版社 請求記号 

インフラエンジニアの知識と実務がこ

れ1冊でしっかりわかる教科書   図

解即戦力 

技術評論社 007.35/ｲ 

Google流ダイバーシティ&インクルー

ジョン インクルーシブな製品開発の

ための方法と実践 

ビー・エ

ヌ・エヌ 

007.35/

ｼﾞ 

オンライン自宅教室起業バイブル 3フ

ク業を実現!40歳から始める新時代の

オンライン起業法 

産業能率大

学出版部 
007.35/ﾀ 

仕事が楽しい!100人のヒミツ 日経BP

ムック 
日経BP 159.4/ﾆ 

LIFE SHIFT 2 
東洋経済新

報社 
159/ｸﾞ/2 

市役所ワンダーランド ゆいぽおと 318.3/ﾊ 

The World 世界のしくみ 

日経BP日本

経済新聞出

版本部 

319/ﾊ 

ビジネス・エコノミクス マネジメン

ト・テキスト 

日経BP日本

経済新聞出

版本部 

331/ｲ 

欲望の資本主義 5 
東洋経済新

報社 

332.06/

ﾏ/5 

INNOVATION STACK だれにも真似で

きないビジネスを創る 
東洋館出版社 335/ﾏ 

会社がなくなる!  講談社 335.04/ﾆ 

SDGsがひらくビジネス新時代  筑摩書房 335.15/ﾀ 

ワークライフ・インテグレーション 

未来を拓く働き方 
ミネルヴァ書房 336.4/ﾋ 

中小企業だから実現できるテレワーク 

新しい働き方の教科書 1 
ジャムハウス 336.4/ﾐ 

どこでもオフィスの時代 人生の質が

劇的に上がるワーケーション超入門 

日経BP日本

経済新聞出

版本部 

336.4/ﾐ 

55歳以上の雇用・法務がわかる本 中央経済社 336.42/ｵ 

書名 出版社 請求記号 

法律のプロが教える脱ハンコの進め方 

新しい働き方の教科書 2 

ジャムハウ

ス 
336.55/ﾄ 

武器としての組織心理学 人を動かすビ

ジネスパーソン必須の心理学 

ダイヤモン

ド社 
366.94/ﾔ 

全図解メーカーの仕事 需要予測・商品

開発・在庫管理・生産管理・ロジスティ

クスのしくみ 

ダイヤモン

ド社 
509.5/ﾔ 

脱炭素DX すべてのDXは脱炭素社会実現

のために 

プレジデン

ト社 
519.13/ﾒ 

シャトレーゼは、なぜ「おいしくて安

い」のか 

CCCメディ

アハウス 
588.3/ｻ 

家事こそ、最強のビジネストレーニング

である 

フォレスト

出版 
590/ﾎ 

ビジネスで1番よく使う中国語Eメール

&SNS そのまま使える文例140 BIZ No.1 

Ｊリサーチ

出版 
670.92/ｼ 

価値共創のサービスイノベーション実践

論 「サービスモデル」で考える7つの経

営革新 

生産性出版 673/ﾑ 

トヨタの営業マン 「ざんねん」なヒト

と「できる」ヒトの違い 
ぱる出版 673.3/ｵ 

お客様に嫌がられる接客喜ばれる接客 

イラストでひと目でわかる 
日本実業出版社 673.3/ﾋ 

丸亀製麵のすごい働き方 秀和システム 673.97/ｵ 

なぜ駅弁がスーパーで売れるのか? 挑戦

する郷土の味  
交通新聞社 673.97/ﾅ 

ドムドムの逆襲 39歳まで主婦だった私

の「思いやり」経営戦略 

ダイヤモン

ド社 
673.97/ﾌ 

「A4」1枚チラシで今すぐ売上をあげる

すごい方法 「マンダラ広告作成法」で

売れるコピー・広告が1時間でつくれる! 

ダイヤモン

ド社 
674.7/ｵ 

世界「失敗」製品図鑑 「攻めた失敗」

20例でわかる成功への近道 
日経BP 675.3/ｱ 
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・特集  SDGsと企業の未来   

 ESG/SDGsキーワード130 

 SDGｓが生み出す未来のビジネス  

 SDGs白書  
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 「SDGsと企業の未来」 

 2015年にSDGs(持続可能な開発目標)が国連で採択、

小牧市もその推進に関する取組や提案が評価され、今年

度「SDGs未来都市」として内閣府から認定されまし

た。 

SDGsが目標とする「誰一人取り残さない」社会。 

「企業は社会の公器」と松下幸之助さんは言いました

が、仕事を通して関わる人たちがお互いの多様性を認め

合い、思いやりを持って接していくことが、明るい社会

を作っていくのでしょう。私も身近なことから始めたい

と思います。（A） 

 

 

「なんてことのない作業がこの世界を回り回って 
 何処の誰かも知らない人の笑い声を作っていく」    
（Mr.Children 「彩り」） 

 

 

■リレーコラム 第5回 

SDGｓアワード受賞企業をはじめとして、その取り組みが大きく取り上げられる

ニュースを日々みかけるようになりました。ＳＤＧｓ（Sustainable Development 

Goals 持続可能な開発目標）の理念や目標が社会活動に浸透しつつあります。自社の

ＳＤＧｓ活動を、計画から実践へとスライドさせる企業も多いことでしょう。 
 

今号の特集では、未来に向けて、ＳＤＧｓへの知見を入門編からさらに広めたいビジ

ネスパーソンにおすすめしたい本をご紹介します。 

SDGｓと 

企業の未来 
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一般書籍 

  未来を変える目標SDGsアイデアブック 

 Think the Earth／編著 蟹江憲史／監修 Think the Earth 2018.5    

（333.8/ｼ ） 

働きがいも経済成長も両立させるにはどうしたらいいのでしょうか。 

この本ではインドの「タラブックス」という小さな出版社が紹介されています。

小さくても丁寧な仕事をするため、際限なく利益を追求せず、会社を大きく

しないことが、結局は働く人のためになるという姿勢で、SDGs目標8のアイデ

アとして世界に問いかけています。  

                                                                                      SDGｓと企業の未来                                   

「SDGs」は、すっかり耳慣れた言葉となりましたが、本書はそれをどのように実

現していくか、企業の戦略に落とし込んで「健全な価値創造」を実現できるか、

実用的な内容を提供しようとするものです。 

特に第2章ｐ41からの『SDGs経営実践のための「ツール・ボックス」』では「ト

レード・オン」（両立しない経済的関係の「トレード・オフ」ではないという著者の

造語）をめざすことを提起しています。 

ビジネスでの「パーパス／PURPOSE」は、企業理念と訳されます。給与や

福利厚生等の雇用条件よりも、社会課題への姿勢を重視して就職先を選

ぶ傾向の強い「Ｚ世代」にとって、パーパスは重要な意義を持つものです。 

SDGsゴールはあくまで目標であり通過点であることを意識しながら、その先

の未来に向けたビジネスを恐れずデザインしよう、と背中を押されているような

1冊です。 

  PURPOSE  パーパス 「意義化」する経済とその先  

  岩嵜博論／著  佐々木康裕／著 ニューズピックス  2021.8 （336.1/ｲ） 

SDGsビジネス戦略                      

ピーターD.ピーダーセン、竹林征雄編著  日刊工業新聞社 2020.5（336.1/ビ） 

参考図書・逐次刊行物 
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 ESG/SDGsキーワード130 

 江夏あかね／著 西山賢吾／著 金融財政事情研究会  2021.2（335.15/ｴ） 

ＥＳＧやＳＤＧｓをしっかり理解したい方におすすめの一冊です。本書は「ＥＳＧ/ＳＤ

Ｇｓ全般」「環境」「社会」「ガバナンス」といったテーマに大別し、合計１３０のキーワードを紹

介しています。用語の意味だけではなく、各キーワードを取り巻く状況や背景、経緯を含めて実

務に役立つ内容がわかりやすく解説されています。読んだ皆さんにとって、知識を広げる助けに

なる本を届けたいという著者の思いが伝わる本です。  

 SDGs白書 コロナ禍の先の世界を拓くSX戦略 

 慶應義塾大学SFC研究所xSDG・ラボ／編 インプレスR&D  2021. 6   （R3） 

                                                              SDGsと企業の未来 

 SDGsがひらくビジネス新時代 

  竹下隆一郎／著   ちくま新書（筑摩書房）  2021.9 （335.15/ﾀ ） 

ＳＤＧｓが生み出す未来のビジネス                       

水野正弘・原裕／著  インプレス 2020.6 （335.15/ﾐ ）  

ＳＤＧｓの17のゴールを目指して人々活動し暮らしていく中で、従来のビジネスは大量消費を促

す要素が強くありましたが、これからは資源が循環する社会になる必要があります。今の若者たちの間で

「エシカル」という言葉に共感し、消費している動きがあるように、倫理的な価値観でモノを選ぶ時代にも

なっています。 

 変革を求められている今、社会課題をビジネスで解決しようとしている具体的な例と共に、新たなビ

ジネスを創造するチャンスと捉えている筆者の想いが伝わります。 

 日本企業が中国の新疆ウイグル自治区生産の綿花を使用していることに、厳しい視線が

向けられました。ウイグル族への強制労働が社会問題になっていたからです。企業の本質は

「金儲け」かもしれませんが、SDGsの時代では、企業活動は人権と無関係ではなく、自分た

ちのビジネスは社会にとってなぜ必要か、という難しい問いにこたえていく必要があるのです。 

  コロナ禍という未曽有の危機で、私たちのこれまでの生活がいかに持続不可能なものば

かりであったかを自覚することになりました。本書は、そういったコロナ禍の影響を振り返るとと

もに、コロナとともに生きる未来に向けて今できる行動は何か、多様なステークホルダーに向

けて展望した1冊です。特に、巻頭「17目標でみるコロナ禍がSDGsにもたらした影響」は圧

巻で、日本におけるSDGｓ指標の代表書であることを目指した、読み応えのある特集に

なっています。 


