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タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

入社1年目ビジネスマナーの教科書 : イラストでま

るわかり!

金森たかこ 著 , 西出

ひろ子 監修
プレジデント社 2017.4 DH314-L708

SPRINT最速仕事術 : あらゆる仕事がうまくいく最

も合理的な方法

ジェイク・ナップ,

ジョン・ゼラツキー,

ブレイデン・コウィッ

ツ 著 , 櫻井祐子 訳

ダイヤモンド社 2017.4 DH234-L174

早く帰りたい!仕事術 : 3時間分のムダがなくなる

30のコツ
藤井美保代 著

日本能率協会マネジメ

ントセンター
2017.1 DH234-L162

リモートワーク段取り仕事術 相原秀哉 著 明日香出版社 2020.12 DH311-M280

時間のムダ&ミスがなくなる仕事の「ちょいワザ」

300 : 私も働き方改革宣言!今日から定時で帰りま

す!

日経BP社 2017.11 Y94-L40729

上司力×部下力 : 定時に帰って成果が出る仕事術 :

図解
佐々木常夫 著 宝島社 2017.12 DH234-L213

FINEBOYS Start up 0ビジネスマナーがわかる本 :

SHOWROOM代表前田裕二の思考メモ
日之出出版 2020.2発売 Y94-M8680

フリー・トゥ・フォーカス究極の仕事術 : 集中力を

自在に操り、生産性を上げる

マイケル・ハイアット

著 , 長谷川圭 訳
パンローリング 2020.10 DH234-M74

入社1年目女子仕事のルール : 大切だけどなかなか

教えてもらえない
平原由紀子 著

日本能率協会マネジメ

ントセンター
2018.3 DH314-L820

ミスしても評価が高い人は、何をしているのか? 飯野謙次 著 日経BP 2019.11 DH211-M194

仕事の質が劇的に上がる88の質問 新岡優子 著 日経BP社 2019.2 DH213-M3

仕事の「ムダ」が必ずなくなる超・時短術 越川慎司 著 日経BP 2019.9 DH234-M36

仕事ができる人の最高の時間術 田路カズヤ 著 明日香出版社 2017.12 DH234-L214

仕事も毎日も整う!働く女子の時間のルール
日経WOMAN編集部

編
日経BP社 2019.2 US52-M29

仕事を効率化するビジネス文具 菅未里 著 ポプラ社 2018.10 PS41-L95

世界一速く結果を出す人は、なぜ、メールを使わな

いのか : グーグルの個人・チームで成果を上げる方

法

ピョートル・フェリー

クス・グジバチ 著
SBクリエイティブ 2017.2 DH234-L165

AI、スマホ、チャットでつくる働きやすい職場 :

デジタルで仕事が"ササっと終わる"アイデア満載
日経xTECH 編 日経BP 2019.11 Y94-M5474

　＜ミニ展示＞ビジネススキル　資料リスト

ビジネスマナー／仕事術／時間術

Business Skills
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タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

時間のムダ&ミスが減る!手帳&ノート術 : お金が増

える
日経BP社 2017.6 Y94-L37190

書くだけで夢がかなう手帳&ノート術
日経WOMAN編集部

編
日経BP社 2019.3 UA21-M18

エンジニアのための文章術再入門講座 新版 芦屋広太 著 翔泳社 2020.4 DK411-M203

伝わるメールが「正しく」「速く」書ける92の法

則
山口拓朗 著 明日香出版社 2017.2 DE424-L209

きちんとした文書とメール完全速習ガイド 永山嘉昭 著 日経BP社 2019.1 DH251-M2

読みたいことを、書けばいい。 : 人生が変わるシン

プルな文章術
田中泰延 著 ダイヤモンド社 2019.6 KF151-M27

社格を上げるトップリーダーの手紙 : 文例とポイン

ト
中川越 著 新日本法規出版 2018.5 DH314-L870

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

時間投資思考 : 時間を増やせば、人生が変わる ロリー・バーデン 著 ダイレクト出版 2017.7 DH234-M35

THINK EDIT : 編集思考でビジネスアイデアを発見

するための5つの技術と10の習慣
野口孝仁 著 日経BP 2019.10 DH221-M77

複雑な仕事をシンプルに解決するための「洞察力」

の磨き方 : 「見えないものを見抜く」仕事術
鳥原隆志 著 WAVE出版 2017.1 DH211-L1000

考え方の基本がゼロからわかる!ロジカルシンキン

グ見るだけノート
北村良子 監修 宝島社 2020.5 DH211-M299

図解基本ビジネス思考法45
グロービス 著 , 嶋田

毅 執筆
ダイヤモンド社 2017.2 DH211-L1013

エンジニアのためのデザイン思考入門

大内孝子 編著 , 齊藤

滋規, 坂本啓, 竹田陽

子, 角征典 著

翔泳社 2017.12 DH358-L39

伝わるイラスト思考 : 一瞬で心をつかむ 松田純 著 明日香出版社 2017.1 DH314-L665

アイデアはあさっての方向からやってくる 嶋浩一郎 著 日経BP社 2019.3 DH221-M16

ビジネスフレームワーク見るだけノート 嶋田毅 監修 宝島社 2020.2 DH211-M237

ビジネスフレームワーク図鑑 アンド 著 翔泳社 2018.8 DH211-L1332

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

対人援助職のためのファシリテーション入門 : チー

ムの作り方・会議の進め方・合意形成のしかた
中村誠司 著 中央法規出版 2017.4 EG41-L657

「おっ!」と言わせて「スッ」と通るビジネス会話

術 : 説明 報告 提案 交渉 雑談
日経BP社 2017.11 Y94-L40166

異文化ギャップきれいごとではすまされない?  : ビ

ジネスシーンでみるコミュニケーションと行動の在

り方 日・英語編

平野広幸 著 第一法規 2017.3 DH314-L699

仕事に効くコミュニケーションの教科書 日経BP 2019.6 Y94-M2551

伝え方大全 : AI時代に必要なのはIQよりも説得力
カーマイン・ガロ 著 ,

井口耕二 訳
日経BP 2019.5 DH314-M67

無敗営業 : 「3つの質問」と「4つの力」 高橋浩一 著 日経BP 2019.10 DH441-M85

無敗営業チーム戦略 : オンラインとリアルハイブ

リッドで勝つ
高橋浩一 著 日経BP 2020.10 DH441-M182

手帳・ノート術／ビジネスメール

アイデア／思考法

コミュニケーション
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タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

一発OKが出る資料簡単につくるコツ 下地寛也 著 三笠書房 2017.3 DH251-L110

外資系コンサルが実践する図解作成の基本 吉澤準特 著 すばる舎 2018.6 DH251-L135

ITエンジニアのための企画力と企画書の教科書 吉政忠志 著 マイナビ出版 2020.3 DK411-M200

「伝わる資料」PowerPoint企画書デザイン 渡辺克之 著 ソーテック社 2018.4 DH251-L133

プロ直伝 伝わるデータ・ビジュアル術 : Excelだけ

では作れないデータ可視化レシピ
五十嵐康伸 監修 技術評論社 2019.5 DT3-M3

講師・インストラクターハンドブック : 効果的な学

びをつくる参加者主体の研修デザイン

中村文子, ボブ・パイ

ク 著

日本能率協会マネジメ

ントセンター
2017.3 DH336-L130

秒速プレゼン術
戸田覚 著 , 日経クロ

ストレンド 編
日経BP 2020.6 DH314-M193

プレゼンのパワーを最大限にする50のジェス

チャー

ヨッヘン・バイヤー

著 , ダーフィット・パ

ウル イラスト , 安原

実津 訳

日経BP社 2017.9 DH314-L771

説明の技術見るだけノート 鶴野充茂 監修 宝島社 2019.11 DH314-M114

プレゼン資料作成見るだけノート : ゼロから身につ

いて一生使える!

高橋佑磨, 片山なつ 監

修
宝島社 2019.8 KE98-M7

外資系コンサルのプレゼンテーション術 菅野誠二 著 東洋経済新報社 2018.1 DH314-L799

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

世界で一番やさしい会議の教科書 実践編 榊巻亮 著 日経BP社 2018.5 EC253-L32

10年勝ち続ける最強チームの作り方

ジョン・エリオット,

ケビン・プリチャード

著

ダイレクト出版 2017.8 DH226-M34

マネジャーの最も大切な仕事 : 95%の人が見過ご

す「小さな進捗」の力

テレサ・アマビール,

スティーブン・クレイ

マー 著 , 中竹竜二 監

訳 , 樋口武志 訳

英治出版 2017.1 DH231-L614

イマドキ女性管理職の働き方 : 仕事も人生も自分ら

しく
麓幸子 著 日経BP 2020.3 DH231-M152

ビジネスモデルfor Teams : 組織のためのビジネス

モデル設計書 : 組織力を強化するメンバー最適化の

手法

ティム・クラーク 著 ,

ブルース・ヘイゼン

共著 , 今津美樹 訳

翔泳社 2017.11 DH226-L192

Good Team : 成果を出し続けるチームの創り方 齋藤秀樹 著 日経BP 2020.6 DH226-M83

最強のチームをつくる10の鉄則 : チームづくりか

ら部下育成までの職場リーダー学
久保田康司 著 セルバ出版 2018.2 DH231-L781

部下のやる気に火をつける33の方法 : 一流のリー

ダーがやっている

佐藤綾子 著 , 日経

トップリーダー 編集
日経BP社 2017.6 DH231-L666

できる人が絶対やらない部下の動かし方 武田和久 著 日本実業出版社 2017.1 DH231-L607

人を動かす最高の言葉 日経ビジネス 編 日経BP 2019.8 D6-M16

人材育成ハンドブック : いま知っておくべき100の

テーマ 新版

眞﨑大輔 監修 , ラー

ニングエージェンシー

編著

ダイヤモンド社 2019.4 DH311-M38

HIGH OUTPUT MANAGEMENT : 人を育て、成果

を最大にするマネジメント

アンドリュー・S・グ

ローブ 著 , 小林薫 訳
日経BP社 2017.1 DH211-L991

エッジソン・マネジメント 樫原洋平 著 PHP研究所 2020.8 DH326-M61

エラスティックリーダーシップ : 自己組織化チーム

の育て方

Roy Osherove 著 , 島

田浩二 訳
オライリー・ジャパン 2017.5 DH231-L649

企画書／プレゼン

組織・リーダー論
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タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

英文ビジネスメール200の鉄則
倉骨彰, トラビス・

T・クラホネ 著
日経BP社 2018.4 DE424-L243

人を動かす英文ビジネスEメールの書き方 定森幸生 著 ダイヤモンド社 2018.8 DE424-L252

英文ビジネスeメールの教科書 柴田真一, 神藤理恵 著 NHK出版 2019.3 DE424-M4

最新ビジネス英文Eメール辞典
クデイラアンド・アソ

シエイト株式会社 編
朝日出版社 2017.2 DE424-L208

一流企業のビジネス英語
安武内ひろし, ブラッ

ド・ユアショット 編
秀和システム 2017.3 DH211-L1044

マーケティング英語の教科書 松浦良高 著 宣伝会議 2018.3 DH211-L1235

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

Word 2019 基礎 日経BP社 著 日経BP社 2019.1 Y94-M1018

Word 2019 応用 日経BP社 著 日経BP社 2019.3 Y94-M2230

Excel 2019 基礎 日経BP社 著 日経BP社 2019.1 Y94-M1019

Excel 2019 応用 日経BP社 著 日経BP社 2019.4 Y94-M2309

Access 2019 基礎 日経BP 著 日経BP 2019.6 Y94-M3484

Access 2019 応用 日経BP 著 日経BP 2019.9 Y94-M5029

PowerPoint 2019 基礎 日経BP 著 日経BP 2019.6 Y94-M3113

PowerPoint 2019 応用 日経BP 著 日経BP 2019.8 Y94-M4488

ExcelとAccessの連携実務のための技術 : これ一冊

で完璧!
沢内晴彦 著 ソシム 2019.1 Y94-M5373

ビジネスExcel実践術 : 見やすい美しい!伝わる資料

を短時間で 改訂版
日経BP社 2017.3 Y94-L36048

Excelで学ぶ統計解析本格入門 : 仕事で使える統計

学を確実にマスター!
日花弘子 著 SBクリエイティブ 2019.2 DH221-M10

誰でもできる!Office 365導入ガイド 第2版 ネクストセット 著 日経BP 2019.6 DH221-M27

Zoom 1歩先のツボ77 : ウェビナー&オンラインイ

ベントもミーティングもオンライン授業も!
木村博史 著 ソシム 2020.1 ND633-M52

Outlook最速時短術 : メールは1秒でさばける!
鈴木眞里子 著 , 日経

PC21 編
日経BP 2019.9 Y94-M5047

誰でもできる!G Suite導入ガイド 第2版

荒木孝一, 井上健語 著

, サテライトオフィス

監修

日経BP 2019.8 DH271-M6

アウトルック最強のメール仕事術 = The

strongest technique of Outlook : 処理時間が10

分の1になるスゴ技80

山中薫 著 宝島社 2019.8 DH234-M33

マウス禁止!たった1秒のパソコン仕事術 中山真敬 著 宝島社 2020.2 M154-M135

大人気YouTuber方式Excelの実践スキルが見るだけ

で身につく本
金子晃之 著 宝島社 2020.12 Y94-M12622

Zoom・Slack・Teamsテレワークに役立つ教科書

: この一冊で全部わかる!
岡田真一 著 SBクリエイティブ 2020.1 Y94-M12001

Microsoft Teams実用ワザ大全 : テレワークの達人

になる! : 徹底活用!!
日経PC21 編 日経BP 2020.1 Y94-M11713

Zoom & Slack完全マニュアル : テレワークを効率

化!
八木重和 著 秀和システム 2020.7 DH213-M54

英文レター／ビジネス英語

PC操作等
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タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

Slack & Zoom & Trelloテレワーク基本+活用ワザ

大野浩誠, 野上誠司,

栩平智行, 遠藤大介,

できるシリーズ編集部

著

インプレス 2020.7 Y94-M10421

Zoom120%活用術 : ビデオ会議アプリの新定番!
Zoomビジネス研究会

著
宝島社 2020.7 Y94-M10382

Office 365 Teams即効活用ガイド : テレワークの

切り札!

岩元直久 著 , 天野貴

之 監修
日経BP 2020.4 DH213-M49

超簡単全部無料Chatwork or Slack+Zoomで今日

から始めるテレワーク!! : ビジネスチャット ビデ

オ会議

小宮紳一 監修 秀和システム 2020.6 DH311-M192

今すぐ使えるかんたんZoom : ビデオ会議やオンラ

イン授業で活用する本
マイカ 著 技術評論社 2021.1 Y94-M13211

Excel最速時短術 : 1日仕事が5分で終わる!
鈴木眞里子 著 , 日経

PC21 編
日経BP 2020.9 Y94-M11517

Slack120%活用術 : ビジネスチャットの新定番!
Slackビジネス研究会

著
宝島社 2020.9 Y94-M11272

神速パソコン仕事術見るだけノート : その仕事1秒

で終わります!
岡田充弘 監修 宝島社 2020.9 Y94-M11269

Office 2019基本演習 : Word/Excel/PowerPoint 日経BP 著・制作 日経BP 2020.3 Y94-M9735

エクセル仕事の自動化が誰でもできる本 渡部守 著 日経BP 2020.2 Y94-M7891

Word最速時短術 : もう1秒も無駄にしない!
鈴木眞里子 著 , 日経

PC21 編
日経BP 2020.2 Y94-M7944

ビジネスマンがはじめて学ぶベイズ統計学 : Excel

からRへステップアップ

朝野熙彦 編著 , 土田

尚弘, 小野滋 著
朝倉書店 2017.2 MA211-L346

すぐ使える!Windows10らくらく仕事術
ワイツープロジェクト

著
宝島社 2020.3 Y94-M8793

テレワーク新しい時代の働き方ガイド :

Zoom+Slack+Dropbox使い方講座
学研プラス 2020.9 DH311-M225

プログラミングを知らないビジネスパーソンのため

のプログラミング講座
福嶋紀仁 著 CCCメディアハウス 2017.12 M159-L1361

たった1秒で見た目が変わる!Excel & Wordの資料

をスマートに見せる本
中山真敬 著 宝島社 2021.2 DH251-M52

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

FACTFULNESS : 10の思い込みを乗り越え、デー

タを基に世界を正しく見る習慣

ハンス・ロスリング,

オーラ・ロスリング,

アンナ・ロスリング・

ロンランド 著 , 上杉

周作, 関美和 訳

日経BP社 2019.1 UA21-M10

座右の書『貞観政要』 : 中国古典に学ぶ「世界最高

のリーダー論」
出口治明 著 KADOKAWA 2017.1 DH231-L617

リーダーの教養書 : 11名の選者による〈保存版〉

ブックガイド

出口治明, 楠木建, 岡

島悦子, 猪瀬直樹, 中

島聡, 大竹文雄, 長谷

川眞理子, 森田真生,

大室正志, 岡本裕一朗,

上田紀行 著

幻冬舎 2017.4 UG11-L90

ビジネス名著大全 = THE 90 BEST BUSINESS

BOOKS OF ALL TIME
橋本忠明 著 日本経済新聞出版社 2017.11 DH1-L543

効く「ビジネス書」徹底ガイド 宝島社 2018.10 Y94-L47454

教養／雑学／その他
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タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

見るだけでわかる!ビジネス書図鑑
グロービス 著 , 荒木

博行 執筆

ディスカヴァー・トゥ

エンティワン
2018.11 DH1-L646

教養のための経済学超ブックガイド88 : 経済の論

点がこれ1冊でわかる

飯田泰之, 井上智洋,

松尾匡 編 , 奥山雅之,

小田巻友子, 佐藤綾野,

中田大悟, 朴勝俊, 北

條雅一, 増田幹人, 矢

野浩一 著

亜紀書房 2020.8 DA1-M99

ビジネス名著100見るだけノート : エリートの教養

が2時間で身につく!
平野敦士カール 監修 宝島社 2020.9 DH1-M238

あの企業の儲ける力がゼロからわかる!決算書の読

み方見るだけノート
小宮一慶 監修 宝島社 2020.9 DH536-M63

知らないとは言えない「世界のいま」が10分で身

につく地理

NHK「10min.ボック

ス地理」制作班 編
NHK出版 2019.7 G81-M10

日々変わりゆく「世界のいま」に10分で追いつく

現代社会

NHK「アクティブ10

公民」制作班 編
NHK出版 2019.7 EA1-M8

一生分の教養が身につく!大人の語彙力強化ノート 吉田裕子 著 宝島社 2019.7 KF91-M29

38歳からのビジネスコーデ図鑑 : 真似するだけで

印象が劇的によくなる
森井良行 著 日本実業出版社 2019.10 Y72-M417

図解でわかる時事重要テーマ100 : 業界・企業研究

にも使える 2021年度版
日経HR 2019.10 Y51-M340

豊かに暮らし社会を支えるための教養としてのビジ

ネス入門 第3版
石毛宏 著 創成社 2019.3 DC21-M5

大人になったら知っておきたいマネーハック大全 山崎俊輔 著 フォレスト出版 2019.12 Y71-M220

FINEBOYS Start up 0お金のことがわかる本 日之出出版 2020.2発売 Y94-M8681

ポートフォリオワーカー マダム・ホー 著 小学館 2020.4 EL121-M94

MBAより簡単で英語より大切な決算を読む習慣 シバタナオキ 著 日経BP社 2017.7 DH536-L176

リサーチの技法

ウェイン・C・ブース,

グレゴリー・G・コロ

ンブ, ジョセフ・M・

ウィリアムズ, ジョセ

フ・ビズアップ, ウィ

リアム・T・フィッツ

ジェラルド 著 , 川又

政治 訳

ソシム 2018.7 UA21-L252

ギグ・エコノミー : 人生100年時代を幸せに暮らす

最強の働き方

ダイアン・マルケイ

著 , 門脇弘典 訳
日経BP社 2017.9 EL121-L320

エンジニアの知的生産術 西尾泰和 著 技術評論社 2018.8 UA21-L259

経営学無敵のメソッド70 鈴木竜太 監修 池田書店 2020.7 DH3-M64

プロジェクトを成功させる実践力が身につく本
北野利光, 向後忠明,

竹久友二, 濱久人 共著
オーム社 2017.2 DH211-L1020

紙1枚に書くだけでうまくいくプロジェクト進行の

技術が身につく本
前田考歩, 後藤洋平 著 翔泳社 2020.4 DH211-M290

Graphic Recorder 清水淳子 著 ビー・エヌ・エヌ新社 2017.1 EC253-L28

MBA100の基本
グロービス 著 , 嶋田

毅 執筆
東洋経済新報社 2017.1 DH211-L1004

会社には行かない 石倉秀明 著 CCCメディアハウス 2020.10 DH311-M255

テレワーク実践ガイド : 新しい働き方の必須スキル

: 完全版

日経パソコン 編 , 井

上真花, 鈴木眞里子,

田代祥吾, 宮川泰明 執

筆

日経BP 2020.9 DH311-M235

チームの成果を最大化するオンライン会議

BASICS100
谷益美 著

日本能率協会マネジメ

ントセンター
2020.9 DH213-M65
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