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事業再編・Ｍ＆Ａ〈合併・会社分割・
事業譲渡〉の法律と手続き

岩﨑　崇 三修社 商法 325.2 1210215642

会社がなくなる！ 丹羽　宇一郎 講談社 企業・経営 335 1210215912

個人事業主１年目の強化書 天田　幸宏 日本実業出版社 企業・経営 335 1210217644

自分らしく生きるヒントが詰まった
２１ストーリー

Ｒａｓｈｉｓａ出版 Ｒａｓｈｉｓａ出版 企業・経営 335 1210216957

超入門ストーリーでわかる「起業の科学」 田所　雅之 朝日新聞出版 企業・経営 335 1210216272

事業承継を乗り切るための組織再編・
ホールディングス活用術

アイユー
コンサルティング

税務経理協会 企業・経営 335.1 1210218285

ひとめでわかる産業図鑑＆業界地図 イノウ 技術評論社 企業・経営 335.2 1210216823

ウルトラニッチ 川内　イオ ｆｒｅｅｅ出版 企業・経営 335.3 1210218443

構想力が劇的に高まるアーキテクト思考 細谷　功 ダイヤモンド社 経営管理 336 1210217903

仕事が速い人は何をしているのか？ 竹村　孝宏 セルバ出版 経営管理 336 1210216878

脱炭素ＤＸ
メンバーズゼロ
カーボンマーケ
ティング研究会

プレジデント社 経営管理 336 1210217981

令和３年10月のビジネス支援新着図書45件紹介（貸出中のものも入っています）



ＰＵＲＰＯＳＥ
ＤＩＡＭＯＮＤ

ハーバード・ビジネ
ス・レビュー

ダイヤモンド社 経営管理 336 1210218667

役員・従業員の不祥事対応の実務
調査・責任追及編

尾崎　恒康 第一法規 経営管理 336 1210284749

ロジック構築の技術 倉島　保美 あさ出版 経営管理 336 1210216889

経営戦略と経済安保リスク 國分　俊史
日経ＢＰ日本経済
新聞出版本部

経営管理 336.1 1210217396

ＳＷＯＴ分析による戦国武将の成功と失敗 森岡　健司 ビジネス教育出版社 経営管理 336.1 1210218296

データを利益に変える！
データドリブンセールス

高橋　威知郎 同文舘出版 経営管理 336.1 1210217655

トッププレゼンターが教える
「企画書とプレゼン」実践講座

須藤　亮 日本実業出版社 経営管理 336.1 1210218870

マッキンゼーネクスト・ノーマル 小松原　正浩 東洋経済新報社 経営管理 336.1 1210216283

ガチ速仕事術 大原　昌人 ぱる出版 経営管理 336.2 1210217026

トヨタ流仕事の「見える化」大全 松井　順一 アスコム 経営管理 336.2 1210216687

幸せなチームのリーダーがしていること 船見　敏子 方丈社 経営管理 336.3 1210217666

たった一言で部下が自分から動く
すごい伝え方

稲場　真由美 ＷＡＶＥ出版 経営管理 336.3 1210216733



オンライン自宅教室起業バイブル 高橋　貴子 産業能率大学出版部 経営管理 336.4 1210217677

社員が病む職場、幸せになる職場
ジェフリー・
フェファー

日経ＢＰ日本経済
新聞出版本部

経営管理 336.4 1210218500

新コーチングが人を活かす 鈴木　義幸
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

経営管理 336.4 1210284637

自己満足ではない「徹底的に聞く」技術 赤羽　雄二 日本実業出版社 経営管理 336.4 1210284693

「働かないおじさん問題」のトリセツ 難波　猛 アスコム 経営管理 336.4 1210216744

光とインテリアで整う最高のテレワーク空間 尾田　恵 実業之日本社 経営管理 336.5 1210218319

いまさら人に聞けない
「リース取引」の法律・会計・税務

ブレイン セルバ出版 経営管理 336.9 1210216890

おじさんの定年前の準備、定年後のスタート 金澤　美冬 総合法令出版 経営管理 366.2 1210216924

「目標が持てない時代」のキャリアデザイン 片岡　裕司
日経ＢＰ日本経済
新聞出版本部

経営管理 366.2 1210216913

営業は武器がすべて 福山　敦士 同文舘出版 商業経営・商店 673.3 1210216834

テレアポ＆リモート営業の基本 伊庭　正康 日本実業出版社 商業経営・商店 673.3 1210218881

トヨタの営業マン「ざんねん」なヒトと
「できる」ヒトの違い

大内　一敏 ぱる出版 商業経営・商店 673.3 1210217059



無印良品の教え 松井　忠三 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 商業経営・商店 673.7 1210218915

最新リース取引の基本と仕組みが
よ～くわかる本

加藤　建治 秀和システム 商業経営・商店 673.9 1210218342

常識のない喫茶店 僕のマリ 柏書房 商業経営・商店 673.9 1210215541

東大博士が書いた石橋を叩いてでも
成功したい人のための「不動産投資」大全

菅原　吉祥 ダイヤモンド社 商業経営・商店 673.9 1210215798

どんな時代にもお客様の心をつかむ
「揺るがない経営」

向井　邦雄 同文舘出版 商業経営・商店 673.9 1210217734

不動産投資成功の秘密をキミに教えよう 田口　宏 プラチナ出版 商業経営・商店 673.9 1210218353

仕掛ける力 三井　智子 合同フォレスト 広告、宣伝 674 1210218364

担当者１人で取り組める
はじめてのネット広告

船井総合研究所 同文舘出版 広告、宣伝 674.6 1210218016

看板マーケティング戦略 越智　一治 幻冬舎メディアコンサルティング 広告、宣伝 674.8 1210217116

パッケージデザインの入り口 小玉　文
エムディエヌ

コーポレーション
マーケティング 675.1 1210217127

※令和3年9月21日～令和３年10月20日購入分


