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仕事の効率ＵＰ

AI分析でわかったトップ5%社員の時間術 越川 慎司／[著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2022.5 336.2/ｺｼ22/ 0015498520

仕事が速くてミスしない人がやっている「分ける」仕
事術

吉田 英憲／著 フォレスト出版 2022.1 336.2/ﾖｼ22/ 0016004277

出社しなくても最高に評価される人がやっていること 池本 克之／著 日本実業出版社 2021.6 336.2/ｲｹ21/ 0015837644

ダンドリ倍速仕事術100の法則　やるべきことの見え
る化で“すぐやる人”になる!

松井 順一／著
日本能率協会マ
ネジメントセン
ター

2021.1 336.2/ﾏﾂ21/ 0015686603

ミスしない大百科　“気をつけてもなくならない”ミスを
なくす科学的な方法

飯野 謙次／著
SBクリエイティ
ブ

2021.3 336.5/ｲｲ21/ 0015756265

会社の片付け!　byトップ整理収納アドバイザー 川井 かおる／著
日経BP日本経
済新聞出版本部

2022.3 336.5/ｶﾜ22/ 0016055758

残業ゼロ社員の「やらない力」　超プロの工程管理コ
ンサルタントが教える

小川 哲也／著 合同フォレスト 2020.9 336.2/ｵｶ20/ 0015607393

思考力・発想力

100案思考　「書けない」「思いつかない」「通らない」
がなくなる

橋口 幸生／著 マガジンハウス 2021.4 336.1/ﾊｼ21/ 0015797558

クリエイティブ・イノベーションの道具箱　煮詰まった
ときそっとアイデアを引き出す本。

今井 健太郎／著 雷鳥社 2020.9 336.1/ｲﾏ20/ 0015578974

問題発見の教科書　ゼロから革新的なヒットをつくり
出す

高岡 浩三／著 朝日新聞出版 2022.11 336.2/ﾀｶ22/ 0016415937

デザイン思考　マインドセット+スキルセット 廣田 章光／著
日経BP日本経
済新聞出版

2022.10 336.2/ﾋﾛ22/ 0016393118

「超」メタ思考　頭がよくなる最強トレーニング57連発 ぺそ／著 KADOKAWA 2022.9 336.2/ﾍｿ22/ 0016473902

ビジネス・フレームワーク 堀 公俊／著
日経BP日本経
済新聞出版

2022.9 336.2/ﾎﾘ22/ 0016472755

プロの思考整理術　相手を一瞬で味方にする4つの
ステップ

和仁 達也／著 かんき出版 2021.11 336.2/ﾜﾆ21/ 0015775539

コミュニケーション力

リーダーのための人を動かす語り方 井口 嘉則／著
日本能率協会マネ
ジメントセンター 2022.7 336.3/ｲｸ22/ 0016384240

よけいなひと言を好かれるセリフに変える働く人の
ための言いかえ図鑑

大野 萌子／著
サンマーク出
版

2021.9 336.49/ｵｵ22/ 0016038846

「人的ネットワーク」づくりの教科書
グロービス経営大
学院／著

東洋経済新報社 2022.4 336.49/ｸﾛ22/ 0016074403

人を追いつめる話し方心をラクにする話し方
ひきた よしあき／
著

日経BP 2022.2 336.49/ﾋｷ22/ 0015862840

通す力　GOサインを得るコツ55 松尾 昭仁／著 自由国民社 2020.9 336.49/ﾏﾂ20/ 0015579246

社会人に最も必要な「頼る」スキルの磨き方　あなた
の力を120%発揮させる「伝え方+考え方」

吉田 穂波／著 KADOKAWA 2022.3 336.49/ﾖｼ22/ 0016048886

大人の気くばり帖　人づきあいも仕事もスムーズに 澤野 弘／監修 学研プラス 2021.1 361.454/ｻﾜ21/ 0015718158

　　　　　※　リストはテーマに関連する本の一部です。
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資料作成・プレゼン

朝日新聞記者がMITのMBAで仕上げた戦略的ビジ
ネス文章術　ビジネスパーソンの必修科目

野上 英文／著
BOW&PARTNE
RS

2022.7 336.55/ﾉｶ22/ 0016384000

THE FORMAT　文章力ゼロでも書ける究極の「型」 石倉 秀明／著 サンマーク出版 2022.11 336.55/ｲｼ22/ 0016414161

見やすい資料のデザイン図鑑　シーンごとにマネし
て作るだけ!

森重 湧太／著 インプレス 2021.12 336.55/ﾓﾘ21/ 0015986870

社内プレゼンの資料作成術　3分で一発OK! 前田 鎌利／著 ダイヤモンド社 2022.3 336.49/ﾏｴ22/ 0016070682

社外プレゼンの資料作成術　3分で一発OK! 前田 鎌利／著 ダイヤモンド社 2022.7 336.49/ﾏｴ22/ 0016380461

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／著
日本実業出版
社

2021.10 336.1/ｽﾄ21/ 0015931355

MBA流伝わる英語プレゼン　すぐに使えるフレーム
ワーク

齋藤 浩史／著 中央経済社 2022.10 336.49/ｻｲ22/ 0016473910

職場の人間関係

職場のウェルビーイングを高める　1億人のデータが
導く「しなやかなチーム」の共通項

ジム・クリフトン／
著

日経BP日本経
済新聞出版

2022.7 336.48/ｸﾘ22/ 0015982747

心理的安全性の築き方見るだけノート　チームが変
わり生産性が劇的に上がる!

山浦 一保／監修 宝島社 2022.9 336.3/ﾔﾏ22/ 0016453128

リーダーシップがなくてもできる「職場の問題」30の
解決法

大橋 高広／著
日本実業出版
社

2021.6 336.3/ｵｵ21/ 0015822166

上司と部下のメンタルヘルス・マネジメント対策　い
まこそ必要!

松本 桂樹／共著
税務研究会出
版局

2020.12 336.48/ﾏﾂ21/ 0015698517

職場の困った人対応マニュアル　攻撃的・メンタル
弱すぎ・手柄の横取り・やる気なし・自己中心的な

援川 聡／著 WAVE出版 2022.8 336.49/ｴﾝ22/ 0016453060

職場のトリセツ 黒川 伊保子／著 時事通信出版局 2021.12 336.49/ｸﾛ21/ 0015965791

反応したら負け　仕事のストレスを受け流す33のヒ
ント

カレー沢薫／著 PHP研究所 2021.11 336.49/ｶﾚ21/ 0015962632

会社で泣き寝入りしないハラスメント防衛マニュアル
部長、それってパワハラですよ

山田 真由子／著 徳間書店 2021.1 366.3/ﾔﾏ21/ 0015735749

ワークライフバランス

お金も時間も搾取されない働き方　「労働IQ&EQ」に
よる生き方のデザイン

萩原 京二／著
日経BP日本経
済新聞出版

2022.7 366/ﾊｷ22/ 0016381659

リデザイン・ワーク 新しい働き方
リンダ・グラットン／
著

東洋経済新報社 2022.10 336.4/ｸﾗ22/ 0016393134

ワーケーションの教科書　創造性と生産性を最大化
する「新しい働き方」

長田 英知／著 KADOKAWA 2021.7 336.4/ﾅｶ21/ 0015866924

ジェンダーで読み解く男性の働き方・暮らし方 多賀 太／著 時事通信出版局 2022.3 367.5/ﾀｶ22/ 0016053217

ワーキングマザーで行こう!　子どもが伸びる、自分
も輝く生き方のススメ

原田 諭貴子／著
みらいパブリッ
シング

2021.8 366.38/ﾊﾗ22/ 0015463433

がんばりすぎないお仕事復帰BOOK　産休・育休中
の不安がスーッと解消される

藤井 佐和子／監
修

KADOKAWA 2022.3 366.38/ﾌｼ22/ 0016049058

ここが変わった!改正育児休業早わかり　2022年4月
から3段階で施行!

岡田 良則／著 自由国民社 2022.6 366.32/ｵｶ22/ 0016109258

介護離職はしなくてもよい　「突然の親の介護」にあ
わてないための考え方・知識・実践

濱田 孝一／著 花伝社 2020.10 366.32/ﾊﾏ20/ 0015636236

☆お探しの資料が見つからない時は、カウンターでおたずねください。　社会科学班
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