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ミニ展示チラシ No.１5 

香川県立図書館ビジネス情報・しごと応援コーナー  

ミニ展示「世界を変える巨大ＩＴ企業-情報産業・

GAFA・プラットフォーマーの本-」 

 

ビジネス情報・しごと応援コーナーでは、ビジネスやしごとに関連するテーマで、資料のミニ展示

を行っています。第 15 回目は「世界を変える巨大ＩＴ企業」です。 

今日、巨大ＩＴ企業は、情報通信技術の領域のみならず、金融、物流、小売などにも事業を展開し、

便利で革新的なサービスを消費者に提供する一方、各業界の既存企業を脅かす存在となっています。 

この展示では、「情報産業」、「GAFA」、「プラットフォーマー」の 3 つのテーマのもとに集めた資

料を紹介して、これまでの世界のあり様を変えつつある巨大ＩＴ企業についての知識を得るための情

報提供を行います。 

 

 

 

このチラシには一部の資料を掲載しています。展示資料は全て貸出ができます。 

展示期間：令和 2(２０20 年)４月 7 日(火)～５月 31 日(日) 

 

○ 情報産業 
タイトル 著者 出版者 発行年月 資料番号 請求記号 

INSPIRED-熱狂させる製品を生み出すプロダクトマネジメント   

（マーティ・ケーガン／著 -- 日本能率協会マネジメントセンター -- ２０１９．１１） 
1110243894 0073/C22/ 

Mobility 3.0-ディスラプターは誰だ?   

（川原 英司／ほか著 -- 東洋経済新報社 -- ２０１９．６） 
1110171426 5370/K39/ 

日本の IT 産業が中国に盗まれている   

（深田 萌絵／著 -- ワック -- ２０１９．１） 
1110136593 0073/F18/ 

サルたちの狂宴 上（シリコンバレー修業篇） 

（アントニオ・ガルシア・マルティネス／著 -- 早川書房 -- ２０１８．６） 
1109994309 0073/G7/1-1 

サルたちの狂宴 下（フェイスブック乱闘篇） 

（アントニオ・ガルシア・マルティネス／著 -- 早川書房 -- ２０１８．６） 
1109994317 0073/G7/1-2 

インド・シフト-世界のトップ企業はなぜ、「バンガロール」に拠点を置く

のか?  （武鑓 行雄／著 -- PHP 研究所 -- ２０１８．３） 
1109978914 0073/T63/ 

頑張れ、日本のデジタル革命-社長が知らない IT の真相  

（楠 真／著 -- 日経 BP 社 -- ２０１７．１２） 
1109910396 33617/K69/1-2 

Hit Refresh-マイクロソフト再興とテクノロジーの未来   

（サティア・ナデラ／著 -- 日経 BP 社 -- ２０１７．１１） 
1109926053 0073/N58/ 

現代中国の ICT 多国籍企業   

（夏目 啓二／著 -- 文眞堂 -- ２０１７．２） 
1109706943 0073/N54/ 

プラットフォーマーとは、インターネット上で大規模なサービスを提供している巨大ＩＴ企業のことをさします。 

プラットフォーマーの中でも特に GAFA(Google・Apple・Facebook・Amazon)は、世界中で事業を展開しています。 
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○ GAFA 
タイトル 著者 出版者 発行年月 資料番号 請求記号 

GAFA×BATH-米中メガテックの競争戦略   

（田中 道昭／著 -- 日本経済新聞出版社 -- ２０１９．４） 
1110137617 0073/T69/ 

GAFA vs.中国-世界支配は「石油」から「ビッグデータ」に大転換した   

（渡邉 哲也／著 -- ビジネス社 -- ２０１８．１１） 
1110011697 33222/W5/3 

グーグルが消える日-Life after Google   

（ジョージ・ギルダー／著 -- SB クリエイティブ -- ２０１９．５） 
1110161492 0073/G10/ 

NEVER LOST AGAIN-グーグルマップ誕生   

（ビル・キルデイ／著 -- TAC 株式会社出版事業部 -- ２０１８．１１） 
1110019088 4489/K12/ 

アップルｖｓ．グーグル どちらが世界を支配するのか 新潮文庫   

（フレッド・ボーゲルスタイン／〔著〕 -- 新潮社 -- ２０１６．３） 
1109440907 B1/V506/1 

amazon の絶対思考-常に、「普通という基準」を作り変える   

（星 健一／著 -- 扶桑社 -- ２０１９．１１） 
1110287420 6733/H43/ 

アマゾンのように考える-仕事を無敵にする思考と行動 50 のアイデア   

（ジョン・ロスマン／著 -- SB クリエイティブ -- ２０１９．１１） 
1110269519 6733/R6/ 

潜入ルポ amazon 帝国   

（横田 増生／著 -- 小学館 -- ２０１９．９） 
1110263843 6733/Y28/ 

出版の崩壊とアマゾン 出版再販制度<四〇年>の攻防   

（高須 次郎／著 -- 論創社 -- ２０１８．１１） 
1110018981 0241/T6/2 

フェイスブック 不屈の未来戦略 T's BUSINESS DESIGN   

（マイク・ホフリンガー／著 -- TAC 株式会社出版事業部 -- ２０１７．７） 
1109818383 5474/H52/ 

マーク・ザッカーバーグの思考法   

（エカテリーナ・ウォルター／著 -- 講談社 -- ２０１４．５） 
1108784362 0073/W13/ 

Apple さらなる成長と死角-ジョブズのいないアップルで起こっていること   

（竹内 一正／著 -- ダイヤモンド社 -- ２０１９．３） 
1110135538 0073/T68/ 

Creative Selection-Apple 創造を生む力   

（ケン・コシエンダ／著 -- サンマーク出版 -- ２０１９．３） 
1110121793 0073/K100/ 

 

○ プラットフォーマー  
タイトル 著者 出版者 発行年月 資料番号 請求記号 

プラットフォーマー勝者の法則-コミュニティとネットワークの力を爆発させる方法 

（ロール・クレア・レイエ／著 -- 日本経済新聞出版社 -- ２０１９．３） 
1110130034 0073/R11/ 

プラットフォーム・レボリューション 未知の巨大なライバルとの競争に勝つために

（ジェフリー・G.パーカー／著 -- ダイヤモンド社 -- ２０１８．８） 
1110036306 0073/P4/ 

プラットフォーム革命 経済を支配するビジネスモデルはどう機能し、どう

作られるのか（アレックス・モザド／著 -- 英治出版 -- ２０１８．２） 
1109964112 0073/M64/ 

プラットフォームの教科書 超速成長ネットワーク効果の基本と応用   

（根来 龍之／著 -- 日経 BP 社 -- ２０１７．５） 
1109748200 0073/N55/ 

NETFLIX コンテンツ帝国の野望 GAFA を超える最強 IT 企業   

（ジーナ・キーティング／著 -- 新潮社 -- ２０１９．６） 
1110184585 7780/K53/   

令和２年 3 月作成 (香川県立図書館ビジネス情報・しごと応援担当 Tel:087-868-0567) 


