
テーマ別課題解決支援資料紹介展
しごとの支援　展示リスト

展示期間：令和４年１月４日(火)～１月30日(日)
展示場所：２階　閲覧室
No 請求記号 タイトル 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年 展示区分

1 007.63/E エクセル方眼紙で文書を作るの
はやめなさい 「他人の後始
末」で、もうだれも苦しまない
資料作成の新常識

四禮/静子‖著 技術評論社 2021.4 仕事全般

2 021.2/KY 教育現場と研究者のための著作
権ガイド

上野/達弘‖編 有斐閣 2021.3 仕事全般

3 335.15/C 小さな会社のSDGs実践の教科書
1冊で基礎からアクション、マ
ネジメントまでわかる

青柳/仁士‖著 翔泳社 2021.2 仕事全般

4 335/F フリーランス六法 独立から契
約、保険、確定申告まで

フリーランスの働
き方研究会‖著
二森/礼央‖監修
萩口/義治‖監修

青春出版社 2021.6 仕事全般

5 336.4/D 誰のためのテレワーク? 近未来
社会の働き方と法

大内/伸哉‖著 明石書店 2021.5 仕事全般

6 336.4/SE 生産性と満足度が上がるテレ
ワークマネジメント 人材育成/
トラブル対策/ツール活用…最
新事例満載

日経BPムック 日経XTECH‖編 日経BP 2021.5 仕事全般

7 336.47/SH 仕事を教えることになったら読
む本

濱田/秀彦‖著 アルク 2021.4 仕事全般

8 336.49/D 電話応対これができればOKで
す!

直井/みずほ‖監
修

ナツメ社 2021.3 仕事全般

9 336.9/KA 会計の地図 「お金の流れ」が
たった1つの図法でぜんぶわか
る

近藤/哲朗‖著 沖
山/誠‖著 岩谷/
誠治‖監修

ダイヤモンド社 2021.3 仕事全般

10 336.9/R リモート経理完全マニュアル
小さな会社にお金を残す87のノ
ウハウ

井ノ上/陽一‖著 ダイヤモンド社 2021.3 仕事全般

11 336/SE 世界のビジネス書50の名著 LIBERAL ARTS
COLLEGE

T.バトラー=ボー
ドン‖[著] 大間
知/知子‖訳

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2021.3 仕事全般

12 366.14/R リアル労働法 河合/塁‖編 奥貫
/妃文‖編 指宿/
昭一‖[ほか]著

法律文化社 2021.5 仕事全般
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No 請求記号 タイトル 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年 展示区分
13 366.29/J 自由にはたらく副業アイデア事

典 好きで稼ぐ100種の副業を紹
介

中野/貴利人‖著 SBクリエイティブ 2021.8 仕事全般

14 673.3/I イラストだけでわかる!接客の
きほん BASIC TIPS 63 FOR
CUSTOMER SERVICE

岩倉/正枝‖著 ダイヤモンド社 2021.4 仕事全般

15 674.3/SH 信頼・誠実を大切にする業種別
ロゴのデザイン

パイインターナ
ショナル‖編著

パイインターナ
ショナル

2021.5 仕事全般

16 674.6/I いちばんやさしいGoogleマイビ
ジネス+ローカルSEOの教本 人
気講師が教える「地図」で伝え
るこれからの集客術

伊藤/亜津佐‖著 インプレス 2021.5 仕事全般

17 674/NA ナラティブカンパニー 企業を
変革する「物語」の力

本田/哲也‖著 東洋経済新報社 2021.5 仕事全般

18 675/G グロースマーケティング DearOne‖著 クロスメディア・
パブリッシング

2021.5 仕事全般

19 675/E 江戸式マーケ 400年前なのに最
先端!

川上/徹也‖著 文藝春秋 2021.6 仕事全般

20 S159.4/SH 仕事と人生 講談社現代新
書 2610

西川/善文‖著 講談社 2021.3 仕事全般

21 S335.1/HA 働くあなたの経営学 経営理論
を武器にする

平凡社新書
968

佐々木/圭吾‖著 平凡社 2021.3 仕事全般

22 366.28/SH/1
0

仕事に行ってきます 10 図書館の仕事 LLブック 埼玉福祉会出版部 2021.3 各種業界

23 366.28/SH/9 仕事に行ってきます 9 物流センター
の仕事

LLブック 埼玉福祉会出版部 2021.3 各種業界

24 498.14/G 言語聴覚士になろう! みやの/ひろ‖著 青弓社 2021.4 各種業界

25 498.163/Y 夢を叶える「医療事務のしご
と」超入門

NEW MEDICAL
MANAGEMENT

水口/錠二‖著 ぱる出版 2021.7 各種業界

26 498.59/KY 給食経営管理論 第5版 新しい
時代のフードサービスとマネジ
メント

新食品・栄養
科学シリーズ

中山/玲子‖編 小
切間/美保‖編

化学同人 2021.4 各種業界

27 510.9/D 土木の仕事ガイドブック 日常
をつくるプロフェッショナル

柴田/久‖編著 学芸出版社 2021.6 各種業界

28 540.921/D 電気事業のいま Overview 2021 市村/拓斗‖著 日本電気協会新聞
部

2021.6 各種業界

29 547.8/I 1週間でCCNAの基礎が学べる本
第3版

徹底攻略 宮田/かおり‖著
ソキウス・ジャパ
ン‖編

インプレス 2021.4 各種業界
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30 611.2/Z 図解と事例でよくわかる都市型

農家の生産緑地対応と相続対策

奥田/周年‖著 ビジネス教育出版
社

2021.5 各種業界

31 611.7/SH 食と農のプチ起業 シェアキッ
チン、SNS、ECサイトをフル活
用する

小野/淳‖著 イカロス出版 2021.6 各種業界

32 659/SH 狩猟を仕事にするための本 東雲/輝之‖著 秀和システム 2021.3 各種業界

33 673.7/KO 小売の未来 新しい時代を生き
残る10の「リテールタイプと消
費者の問いかけ」

ダグ・スティーブ
ンス‖著 斎藤/栄
一郎‖訳

プレジデント社 2021.6 各種業界

34 673.93/J 人材ビジネスのしくみと仕事が
これ1冊でしっかりわかる教科

図解即戦力 黒田/真行‖著 技術評論社 2021.5 各種業界

35 673.99/C 地域貢献型シェアハウス投資
サイドビジネスに最適!空き
家・空きビルを活用

仲尾/正人‖著 合同フォレスト 2021.7 各種業界

36 673.99/F 不動産取引のしくみがわかる本
最新版

DO BOOKS ビジ
ネス図解

平田/康人‖著 同文舘出版 2021.4 各種業界

37 685.6/U 運送会社のための労務管理・働
き方改革対応マニュアル 働き
方改革関連法、パワハラ防止
法、民法改正、貨物自動車運送
事業法改正に対応

長瀬/佑志‖著 日本加除出版 2021.3 各種業界

38 689.6/R 旅行契約の実務 基礎から紛争
解決まで

鈴木/尉久‖著 民事法研究会 2021.3 各種業界

39 694.6/A アプリケーションエンジニアに
なるには

なるにはBOOKS
156

小杉/眞紀‖著 吉
田/真奈‖著 山田
/幸彦‖著

ぺりかん社 2021.6 各種業界

40 801.7/SA/R3 産業翻訳パーフェクトガイド
[2021]新版 語学で稼ぐ

イカロスMOOK イカロス出版 2021.5 各種業界

41 336.4/P パートさんの取扱説明書(トリ
セツ) パートさんは敵かミカタ

赤沼/留美子‖著 太陽出版 2021.6 各種業界

42 366.29/KA 会社で働く 製品開発ストー
リーから職種を学ぶ!

なるにはBOOKS
別巻

松井/大助‖著 ぺりかん社 2021.5 各種業界

43 492.916/F フライトナースの秘密 ドク
ターヘリで出動する救急看護師
の仕事

菱沼/秀一‖著 彩流社 2021.7 各種業界

44 673.97/KO これからの飲食店衛生管理の教
科書 お客様の信頼を生む

DO BOOKS 中島/孝治‖著 神
宮司/道宏‖著 石
井/住枝‖著

同文舘出版 2021.4 各種業界

45 685.9/A アラフォーウーバーイーツ配達
員ヘロヘロ日記

渡辺/雅史‖著 ワニブックス 2021.5 各種業界
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46 689.8/KA 勝てる民泊 ウィズコロナの一

軒家宿

山口/由美‖著 新潮社 2021.5 各種業界
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