
令和4年7月のビジネス支援新着図書47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

次世代リーダーに捧ぐ経営の定石 橋本　孝之 日経ＢＰ 企業・経営 335 1210245094

なぜ倒産　令和・粉飾編
日経トップリー

ダー
日経ＢＰ 企業・経営 335.4 1210244655

ファミリー企業の戦略原理 淺羽　茂
日経ＢＰ日本経済

新聞出版
企業・経営 335.4 1210247186

今、若者たちと 日本経済新聞社
日経ＢＰ日本経済

新聞出版
経営管理 336 1210247467

ＳＣＭのレジリエンス 渡邉　一重 現代書林 経営管理 336 1210247333

炎上しても大丈夫！今日から使える企業
のＳＮＳ危機管理マニュアル

小木曽　健 晶文社 経営管理 336 1210246208

フューチャー・バック思考 マーク・ジョンソン 実務教育出版 経営管理 336 1210244194

武器としてのカーボンニュートラル経営 夫馬　賢治 ビジネス社 経営管理 336 1210247232

ミスを最大のチャンスに変えるリカバリー
の技術

後田　良輔 明日香出版社 経営管理 336 1210244183

〈物語で学ぶ〉たった一つの対話手法から
企業を再生した経営ストーリー

藤原　勝 現代書林 経営管理 336 1210247322

会議の成果を最大化する「ファシリテー
ション」実践講座

大野　栄一 日本実業出版社 経営管理 336.1 1210246567

稼げる！ＤＸ思考 川人　寛徳 現代書林 経営管理 336.1 1210245106

９９％失敗しない新規事業の創り方 松本　剛徹 ぱる出版 経営管理 336.1 1210246006

０→１００生み出す力 水野　和敏 フォレスト出版 経営管理 336.1 1210245421



なぜ日本企業はゲームチェンジャーにな
れないのか

山本　康正 祥伝社 経営管理 336.1 1210247164

成果が出るチームをつくる方法 知念　くにこ つた書房 経営管理 336.3 1210244284

チームづくりの教科書 高野　俊一 アルファポリス 経営管理 336.3 1210246332

トヨタ式「人を動かす人」になれる６つのす
ごい！仕事術

桑原　晃弥 笠倉出版社 経営管理 336.3 1210247344

リーダーは「聴く力」が９割 菊岡　正芳 ぱる出版 経営管理 336.3 1210247658

ａｍａｚｏｎのすごい人事戦略 佐藤　将之 東洋経済新報社 経営管理 336.4 1210246017

オウンドメディアリクルーティングの教科書
Ｉｎｄｅｅｄ　Ｊａｐａｎオウンドメ
ディアリクルーティングプロ

ジェクト

クロスメディア・パブ
リッシング

経営管理 336.4 1210245959

就業規則のトリセツ
ヒューマンリソース
マネージメント

ワック 経営管理 336.4 1210246343

世界最高の雑談力 岡本　純子 東洋経済新報社 経営管理 336.4 1210246039

多様な定年制度と高年齢者再雇用の賃金・
退職金の見直し方

三村　正夫 セルバ出版 経営管理 336.4 1210244295

テレワーク時代のできない人の育て方・辞め
させ方

谷所　健一郎
シーアンドアール研究

所
経営管理 336.4 1210245432

共に働くことの意味を問い直す 露木　恵美子著 白桃書房 経営管理 336.4 1210245263

長いコトバは嫌われる 横田　伊佐男 日経ＢＰ 経営管理 336.4 1210246028

リストラ・休職・解雇の実務と手続き 濱田　京子 アニモ出版 経営管理 336.4 1210244532

起業のエクイティ・ファイナンス 磯崎　哲也 ダイヤモンド社 経営管理 336.8 1210247478



社長のためのお金のトリセツ 大林　誠一 かざひの文庫 経営管理 336.8 1210247355

経理になった君たちへ 白井　敬祐 税務研究会出版局 経営管理 336.9 1210247197

キャリアリテラシー 漆沢　祐樹
幻冬舎メディアコンサ

ルティング
労働経済・労働問題 366.2 1210247243

便利グッズをお金にする本 中本　繁実 日本地域社会研究所 特許 507.1 1210246242

売らなくても売れるようになる！中小メーカー
企業のためのストーリーブック営業戦略

吉澤　由美子 エベレスト出版 商業経営・商店 673.3 1210245296

売れる「ライブコマース」入門 松村　夏海 フォレスト出版 商業経営・商店 673.3 1210245230

スポーツショップ経営者必携！ウィズコロナ時
代の繁盛の秘訣

梅本　泰則 セルバ出版 商業経営・商店 673.7 1210246264

銀行員だった大家が教える！不動産投資融
資攻略バイブル

半沢大家 スタンダーズ 商業経営・商店 673.9 1210246107

図解！「数字の見える化」で絶対もうかる不動
産投資

張谷　満 ビジネス社 商業経営・商店 673.9 1210247377

それでも街は再生する 水野　清治 プラチナ出版 商業経営・商店 673.9 1210245308

小さなサロン地域ナンバーワン店のつくり方 小林　房子 Ｃｌｏｖｅｒ出版 商業経営・商店 673.9 1210246501

不動産投資を始めて“ワクワク人生”を歩も
う！

新川　義忠 ごま書房新社 商業経営・商店 673.9 1210246635

メディアを動かすプレスリリースはこうつくる！ 福満　ヒロユキ 同文舘出版 広告・宣伝 674 1210247142

あるあるタイポ。 ｉｎｇｅｃｔａｒ‐ｅ
エムディエヌコーポ

レーション
広告・宣伝 674.3 1210245577

刺さるデザインの５つの法則 ＡＲＥＮＳＫＩ 日貿出版社 広告・宣伝 674.3 1210247254



動機のデザイン 由井　真波 ビー・エヌ・エヌ 広告・宣伝 674.3 1210244431

ブランディングが９割　ケーススタディ篇 乙幡　満男 青春出版社 マーケティング 675 1210244699

台湾流通革命 佐宮　圭 筑摩書房 マーケティング 675.4 1210247603

令和4年6月21日から令和4年7月20日購入分


