
令和3年11月のビジネス支援新着図書45冊の紹介※貸出中のものも入っています
タイトル 著者 出版社 ジャンル 請求記号 資料番号

おいしいニッポン 藤野　英人
日経ＢＰ日本
経済新聞出版
本部

企業・経営 335 1210222550

起業のすすめ
佐々木　紀
彦

文藝春秋 企業・経営 335 1210221199

仕方なくパートで働く普通の
主婦が起業する本

小桧山　美
由紀

総合法令出版 企業・経営 335 1210284930

実践スタートアップ・ファイナ
ンス

山岡　佑 日経ＢＰ 企業・経営 335 1210219961

松下幸之助の神言葉50 江口　克彦 アスコム 企業・経営 335 1210221201

リーガル・リスク・マネジメン
ト・ハンドブック

マシュー・
ウォーリー

日経ＢＰ 企業・経営 335 1210221290

真経営学読本 福島　正伸 きんざい 企業・経営 335.1 1210219163

会社四季報業界地図２０２１年版
東洋経済新報
社

東洋経済新報社 企業・経営 335.2 1210284873



自社の価値を最大化する成長戦略
型Ｍ＆Ａ２．０

栗原　弘行 プレジデント社 企業・経営 335.5 1210222729

クラウドファンディングで社会をつく
る

秋山　訓子 現代書館 企業・経営 335.8 1210221784

創造的思考のレッスン 芝　哲也
産業能率大学出
版部 経営管理 336 1210222730

そのミス９割がヒューマンエラー 大野　晴己
カナリアコミュニ
ケーションズ 経営管理 336 1210219174

競争しない競争戦略 山田　英夫
日経ＢＰ日本経済
新聞出版本部 経営管理 336.1 1210219321

数学的に話す技術・書く技術 曽布川　拓也 東洋経済新報社 経営管理 336.1 1210219983

仕事はかどり図鑑 河西　紀明
エムディエヌコー
ポレーション 経営管理 336.2 1210220817

仕事は１冊のノートで１０倍差がつく 鈴木　進介 明日香出版社 経営管理 336.2 1210219185

松下幸之助のリーダー学 江口　克彦 アスコム 経営管理 336.3 1210221212



基礎からはじめる職場のメンタルヘ
ルス

川上　憲人 大修館書店 経営管理 336.4 1210219208

雇用調整の基本
森・濱田松本法
律事務所

労務行政 経営管理 336.4 1210219196

人事はあなたのココを見ている！ 西尾　太 アルファポリス 経営管理 336.4 1210221492

図解労務管理の基本と実務がわか
る事典

森島　大吾 三修社 経営管理 336.4 1210221302

「強い人材」を育てるための成功す
る研修設計入門

秋葉　佳宏
スタンダーズ・プレ
ス 経営管理 336.4 1210221133

片づけが９割 清水　申彦 総合法令出版 経営管理 336.5 1210222752

通過率８４．６％のプロが教える資
料作成＆プレゼン大全

亀谷　誠一郎 大和出版 経営管理 336.5 1210219062

どこでもオフィスの時代 みつめる旅
日経ＢＰ日本経済
新聞出版本部 経営管理 336.5 1210219972

決算書の比較図鑑 矢部　謙介 日本実業出版社 経営管理 336.8 1210221504



世界一やさしい会計の教科書１年生 登川　雄太 ソーテック社 経営管理 336.9 1210222897

人生をストレスフリーに変える「おひ
とりさま」のお金の増やし方

瀬戸山　エリカ 総合法令出版
労働経済・労

働問題 366.2 1210284929

イラストでひと目でわかるお客様に
嫌がられる接客喜ばれる接客

平山　枝美 日本実業出版社
商業経営・商

店 673.1 1210221515

営業下手でも３億売る技術！ 生駒　俊介 Ｃｌｏｖｅｒ出版
商業経営・商

店 673.1 1210221852

Ａｍａｚｏｎ出店の王道 及川　謙一 技術評論社
商業経営・商

店 673.3 1210220200

売上を１０倍にする「コンサル脳」の
つくり方

菊岡　正芳 ぱる出版
商業経営・商

店 673.3 1210221997

「サブスクＤ２Ｃ」のすごい売り方 新井　亨 フォレスト出版
商業経営・商

店 673.3 1210222392

元ルイ・ヴィトントップ販売員の接客
フレーズ言いかえ事典

土井　美和 大和出版
商業経営・商

店 673.3 1210222796

不動産投資が気になったらはじめに
読む本

重吉　勉 金風舎
商業経営・商

店 673.9 1210221739



丸亀製麺のすごい働き方 小野　正誉 秀和システム
商業経営・商

店 673.9 1210220222

これからの集客はＹｏｕＴｕｂｅが９割 大原　昌人 青春出版社 マーケティング 675 1210220840

図解でわかるマーケティングの基本
としくみ

野上　眞一 アニモ出版 マーケティング 675 1210221313

ＤＸ時代の売れるしくみの作り方 長橋　真吾 スタンダーズ マーケティング 675 1210220851

なぜ９％のサブスクしか成功しない
のか

クニエ新規事業
戦略チーム

日経ＢＰ マーケティング 675 1210222921

ファンは少ないほうが稼げます 藤　あや ＷＡＶＥ出版 マーケティング 675 1210222561

ブランド戦略ケースブック２．０ 田中　洋 同文舘出版 マーケティング 675 1210221919

マーケター１年目の教科書 栗原　康太 フォレスト出版 マーケティング 675 1210220592

世界「失敗」製品図鑑 荒木　博行 日経ＢＰ マーケティング 675.1 1210219477



レコメンデーション・エンジン
マイケル・シュ
レージ

ニュートンプレス マーケティング 675.2 1210220233

令和3年10月21日から令和3年11月20日購入分


