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ITビジネス

見る読む分かるIT&デジタル重要キーワード
今さら聞けない!3分で身につくビジネス教養

日経パソコン／
編

日経BP 2021.3 007/ﾆﾂ21/ 0015788060

AI・データ分析プロジェクトのすべて　ビジネス
力×技術力=価値創出

大城 信晃／監
修・著

技術評論社 2021.1 007.35/ｵｵ21/ 0015701584

プラットフォームビジネス　デジタル時代を支配
する力と陥穽

マイケル・A.ク
スマノ／著

有斐閣 2020.12 007.35/ｸｽ20/ 0015669989

最新コンテンツ業界の動向とカラクリがよくわか
る本　業界人、就職、転職に役立つ情報満載

中野 明／著 秀和システム 2021.5 007.35/ﾅｶ21/ 0015816580

ひとりではじめるコンテンツビジネス入門 山田 稔／著 つた書房 2020.11 007.35/ﾔﾏ20/ 0015664485

新しいDX戦略 内山 悟志／著
エムディエヌ
コーポレーショ
ン

2021.7 336.17/ｳﾁ21/ 0015865033

いちばんやさしいDXの教本　人気講師が教え
るビジネスを変革する攻めのIT戦略

亀田 重幸／著 インプレス 2020.9 336.17/ｶﾒ20/ 0015606098

AI人材の育て方　先端IT人材の確保がビジネ
ス成長のカギを握る

孝忠 大輔／著 翔泳社 2021.6 336.57/ｺｳ21/ 0015838014

DX時代のサービスデザイン　「意味」の力で新
たなビジネスを作り出す

廣田 章光／編
著

丸善出版 2021.3 675/ﾋﾛ21/ 0015788003

金融ビジネス

金融業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっか
りわかる教科書

伊藤 亮太／著 技術評論社 2020.6 338.21/ｲﾄ20/ 0015300148

金融機関のための外国人のお客様対応マニュ
アル　窓口担当者必携!

バンクビジネス
編集部／編

近代セールス
社

2020.11 338.5/ﾊﾝ20/ 0015647696

図説金融ビジネスナビ2021社会人の常識・マ
ナー編

インソース／著 きんざい 2020.8
338.51/ｽｾ
07/2021-1

0015388036

図説金融ビジネスナビ2021情報リテラシー向
上編

福島 良治／編
著

きんざい 2020.8
338.51/ｽｾ
07/2021-2

0015388051

図説金融ビジネスナビ2021金融機関の仕事編 長塚 孝子／著 きんざい 2020.8
338.51/ｽｾ
07/2021-3

0015388044

地銀 構造不況からの脱出　「脱銀行」への道
筋

高田 創／著 きんざい 2021.3 338.61/ﾀｶ21/ 0015762602

最新不動産ファンドがよ～ くわかる本　不動産
業界、金融業界の必須知識

脇本 和也／著 秀和システム 2020.12 338.8/ﾜｷ21/ 0015703671

なぜあのFXトレーダーは社長になったのか
FXのための会社設立と運営ガイド

中村 健一郎／
著

エーエスシー
出版部

2021.3 338.954/ﾅｶ21/ 0015757750

　　　　　※　リストはテーマに関連する本の一部です。
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健康・医療ビジネス

生命科学的思考　ビジネスと人生の「見え方」
が一変する

高橋 祥子／著
ニューズピッ
クス

2021.1 460.4/ﾀｶ21/ 0015716962

最新健康ビジネスの動向とカラクリがよ～くわかる
本　業界人、就職、転職に役立つ情報満載

川上 清市／著 秀和システム 2017.6 498/ｶﾜ17/ 0014049118

医療・介護を革新するヘルスケアビジネス最前
線　AI IoT 介護ロボット

日経ヘルスケ
ア／企画・編集

日経BP 2020.3 498/ﾆﾂ20/ 0015305972

最新医薬品業界の動向とカラクリがよ～くわか
る本　業界人、就職、転職に役立つ情報満載

荒川 博之／著 秀和システム 2019.9 499.09/ｱﾗ19/ 0015046568

MBAが考えるヘルスケア経営　その戦略と組
織

加護野 忠男／
編著

碩学舎 2021.1 499.09/ｶｺ21/ 0015733512

メディカルアフェアーズ　サイエンスとビジネス
の間に架かる橋

Peter Kruse／
著

協和企画(発
売)

2020.8 499.09/ｸﾙ21/ 0015410913

製造・建築ビジネス

「脱炭素化」はとまらない!　未来を描くビジネス
のヒント

江田 健二／共
著

成山堂書店 2020.8 501.6/ｴﾀ20/ 0015572019

リカーリング・シフト　製造業のビジネスモデル
変革

青嶋 稔／著
日経BP日本経
済新聞出版本部 2021.4 509.5/ｱｵ21/ 0015708670

製造現場の見える化の基本と実践がよ～くわ
かる本　現場改善のための実践プログラム

石川 秀人／著 秀和システム 2020.2 509.6/ｲｼ20/ 0015195803

最新建設業界の動向とカラクリがよ～くわかる
本　業界人、就職、転職に役立つ情報満載

阿部 守／著 秀和システム 2020.7 510.9/ｱﾍ20/ 0015537806

建設DX　デジタルがもたらす建設産業の
ニューノーマル

木村 駿／著 日経BP 2020.11 510.9/ｷﾑ20/ 0015647092

建設業・利益を上げる一歩上いく現場運営　デ
キる所長を目指す全ての技術者へ向けて

鈴木 正司／著 経済調査会 2020.11 510.95/ｽｽ20/ 0015647084

小さい建設会社でもできる日本一ハードルの
低い公共工事の始め方

水嶋 拓／著
エベレスト出
版

2021.5 510.95/ﾐｽ21/ 0015835382

環境ビジネス
持続可能な地域活性化と里山里海の保全活用の法
律実務　SDGs、地方創生ビジネス、再生可能エネル
ギー

第一東京弁護士
会環境保全対策
委員会／編

勁草書房 2021.1 519.12/ﾀｲ21/ 0015719503

捨て方をデザインする循環ビジネス　サーキュ
ラービジネス実現へ三つの提言

中台 澄之／著
誠文堂新光
社

2020.12 519.7/ﾅｶ21/ 0015424047

サステナブルビジネス　「持続可能性」で判断
し、行動する会社へ

出雲 充／著 PHP研究所 2021.2 579.9/ｲｽ21/ 0015733777

販売ビジネス

EC通販で勝つBPO活用術　最強のバックヤー
ドが最高の顧客体験を生み出す

高山 隆司／著
ダイヤモンド
社

2020.10 673.36/ﾀｶ21/ 0015394232

チェーンストアの教科書　規模拡大、組織、数
値、店づくり、商品構成まで

桜井 多恵子／
著

ダイヤモンド・リ
テイルメディア

2020.3 673.86/ｻｸ20/ 0015248354

新しいチェーンストア戦略　大閉店時代に勝ち
残る唯一の方法

吉田 繁治／著 ビジネス社 2021.1 673.86/ﾖｼ21/ 0015717473

ローソンの人財育成　店舗で活躍する新世代・
外国人が輝く「働き方改革」

有元 伸一／著 日本評論社 2020.12 673.868/ｱﾘ21/ 0015701519
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成城石井 世界の果てまで、買い付けに。
SUPERMARKET

上阪 徹／著 自由国民社 2020.8 673.868/ｳｴ20/ 0015538028

職業、挑戦者　澤田貴司が初めて語る「ファミ
マ改革」

上阪 徹／著
東洋経済新
報社

2020.6 673.868/ｳｴ20/ 0015295454

突破するSCビジネス　新ショッピングセンター
論 続

大甕 聡／著 繊研新聞社 2021.6 673.87/ｵｵ21/ 0015836802

ネットビジネス
Twitter集客のツボ98　共感される運用&人を集める
運用のしかた ビジネスを加速させる使い方も初心
者の人も再入門の人も!

アフィラ／著 ソシム 2021.4 007.353/ｱﾌ21/ 0015788094

ネットビジネス進化論　何が「成功」をもたらす
のか

尾原 和啓／著 NHK出版 2020.6 670/ｵﾊ20/ 0015340086

図解でわかる!税理士が知っておきたいネットビジネスの
仕組みと税務　アフィリエイト、インターネット物販、仮想通
貨投資等

戸村 涼子／著 第一法規 2019.9 670/ﾄﾑ19/ 0015081508

電子商取引とeビジネス　ネット通販からプラッ
トフォーム、AIの活用へ

丸山 正博／著 八千代出版 2020.3 670/ﾏﾙ20/ 0014685457

おうちではじめるリモートビジネス入門 望月 高清／著 つた書房 2020.11 670/ﾓﾁ20/ 0015664295

YouTubeでビジネスを伸ばす動画の成功法則
決定版

木村 健人／著
SBクリエイ
ティブ

2020.12 675/ｷﾑ20/ 0015347701

広告ビジネス

最新広告業界の動向とカラクリがよくわかる本
業界人、就職、転職に役立つ情報満載

蔵本 賢／著 秀和システム 2021.3 674.4/ｸﾗ21/ 0015759152

0からはじめるネット広告代理店開業ガイド　初
心者でも、一人でも、低リスクで独立できる!

西 和人／著 秀和システム 2020.9 674.4/ﾆｼ20/ 0015582794

広告会社からビジネスデザイン・カンパニーへ　イノ
ベーションを生み出す事業開発パートナーへの転換

湯淺 正敏／著
ミネルヴァ書
房

2020.11 674.4/ﾕｱ20/ 0015638745

ビジネスを加速させるFacebook広告
&Instagram広告制作・運用の教科書

小林 雄樹／著 つた書房 2020.10 674.6/ｺﾊ20/ 0015637135

リスティング広告のやさしい教科書。　ユーザーニー
ズと自社の強みを捉えて成果を最大化する運用メ
ソッド

桜井 茶人／著
エムディエヌ
コーポレーショ
ン

2020.12 674.6/ｻｸ20/ 0015651359

1億人のインターネット広告　ヒットを生み出す
最強メソッド

清野 奨／共著
エムディエヌ
コーポレーショ
ン

2020.3 674.6/ｾｲ20/ 0015198963

フードビジネス

食品企業の成功する通販・直販ビジネス　地
方・中小が圧倒的に有利!

トゥルーコンサル
ティング株式会社
／著

同文舘出版 2020.4 588.09/ﾄｳ20/ 0015357288

食品業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっか
りわかる教科書

松岡 康浩／著 技術評論社 2020.7 588.09/ﾏﾂ20/ 0015334576

ゼロから始めるシードル醸造所　リンゴ産地で
広がる新たなビジネスモデル

小野 司／著 虹有社 2020.9 588.55/ｵﾉ20/ 0015582398

食のバリューチェーン戦略　ODA経験豊富な著
者がビジネスチャンスを掴むコツをやさしく解説

田中 好雄／著
エヌ・ティー・
エス

2020.12 588.9/ﾀﾅ21/ 0015427321

フードビジネス論　「食と農」の最前線を学ぶ 大浦 裕二／編著
ミネルヴァ書
房

2021.5 611.3/ｵｵ21/ 0015795198

最新コンビニ業界の動向とカラクリがよ～くわかる本
業界人、就職、転職に役立つ情報満載

平木 恭一／著 秀和システム 2020.12 673.86/ﾋﾗ20/ 0015669906
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物流ビジネス

サプライウェブ　次世代の商流・物流プラットフォー
ム

小野塚 征志／
著

日経BP日本経
済新聞出版本
部

2020.12 675.4/ｵﾉ21/ 0015701469

物流戦略見るだけノート　ECサイトからリアル店舗
のオムニチャネル化まで成功事例の仕組みが面白
いほどわかる!

角井 亮一／監
修

宝島社 2021.3 675.4/ｶｸ21/ 0015745516

フィジカルインターネット　企業間の壁崩す物流
革命

エリック・バロー
／著

日経BP 2020.6 675.4/ﾊﾛ20/ 0015343379

物流を学ぶ　基礎から実務まで 山本 裕／編著 中央経済社 2020.4 675.4/ﾔﾏ20/ 0015267875

図解でわかる物流とロジスティクスいちばん最
初に読む本

湯浅 和夫／著 アニモ出版 2020.1 675.4/ﾕｱ20/ 0015122617

物流業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっか
りわかる教科書

ロジ・ソリュー
ション株式会社
／著

技術評論社 2021.2 681.6/ﾛｼ21/ 0015734346

物流革命2021
角井 亮一／監
修

日経BP日本経
済新聞出版本
部

2020.12
L675.4/ｶｸ
21/2021

0015706575

その他のビジネス

2時間でわかる蓄電池ビジネスの未来　ウィズコロナ
時代に拡大する20兆円市場に注目せよ!

江田 健二／著
スローウォー
ター

2020.10 572.12/ｴﾀ21/ 0015236086

<婚活ビジネス>急成長のカラクリ 有薗 隼人／著 扶桑社 2020.1 673.93/ｱﾘ20/ 0015117690

人材ビジネスのしくみと仕事がこれ1冊でしっか
りわかる教科書

黒田 真行／著 技術評論社 2021.5 673.93/ｸﾛ21/ 0015803794

これで失敗しない!介護事業の経営・運営ノウハウ
人事・財務・危機管理・マーケティング・認知症対応
etc.

日本ケアコミュニ
ケーションズ／監
修

同友館 2020.7 673.95/ﾆﾎ20/ 0015318660

大丈夫、策はある　コロナ禍時代の新ビジネ
ス・アイデア55

小島 章裕／著 ごま書房新社 2020.9 675.3/ｺｼ20/ 0015605199

先生ビジネス“マーケティング”の教科書　　士
業・コンサル・講師・コーチなど

五十嵐 和也／
著

秀和システム 2020.12 675/ｲｶ21/ 0015704489

新戦略今日から逆風に打ち勝つ会社に変える「透明資
産」実践ビジネス活用術　周りの「空気」が変わった瞬間
からあなたのビジネスが成功へ動き出す

勝田 耕司／著 秀和システム 2020.12 675/ｶﾂ21/ 0015704471

最新D2Cの基本と仕組みがよ?くわかる本　メー
カービジネスの新しい潮流がわかる!

長橋 賢吾／著 秀和システム 2021.3 675/ﾅｶ21/ 0015755960

DX時代のサービスデザイン　「意味」の力で新
たなビジネスを作り出す

廣田 章光／編
著

丸善出版 2021.3 675/ﾋﾛ21/ 0015788003

ケースで学ぶ価値共創マーケティングの展開
新たなビジネス領域への挑戦

村松 潤一／編
著

同文舘出版 2020.8 675/ﾑﾗ20/ 0015383987

60分でわかる!サブスクリプション　既存の業界ルー
ルを破壊する新しいビジネスモデルのすべて

リンクアップ／
著

技術評論社 2020.2 675/ﾘﾝ20/ 0015169733

リモート輸入ビジネス成功マニュアル　いつでも、ど
こでも、低コストで始められる!

大須賀 祐／著 あさ出版 2021.6 678.4/ｵｵ21/ 0015838451

いちばん儲かる!Amazon輸入ビジネスの極意 竹内 亮介／著 秀和システム 2021.2 678.4/ﾀｹ21/ 0015745417

自動運転&MaaSビジネス参入ガイド　周辺ビジ
ネスから事業参入まで

下山 哲平／著 翔泳社 2020.11 685/ｼﾓ21/ 0015617277
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