
 ２０１４年９月特集展示「Ｇｏｏｄ　ｊｏｂ！　仕事人」

請求記号 書名 著者名 出版者名
002ク シゴタノ！手帳術 倉下　忠憲 東洋経済新報社
002ナ 伝わる！図表のつくり方が身につく本 永山　嘉昭 高橋書店
002ナ 知識ゼロからの仕事がはかどる図解術 永田　豊志 幻冬舎
002ミ 〈書類・手帳・ノート・ノマド〉の文具術 美崎　栄一郎 ダイヤモンド社
007サ ３分でカンペキ！ＩＴニュースがわかる本 ノマド・ワークス 技術評論社
007シ 仕事がみるみる速くなるパソコン絶妙ちょいワザ１６４ トリプルウイン 講談社
007ソ その「つぶやき」は犯罪です 鳥飼　重和 新潮社
007タ 朝日新聞記者のネット情報活用術 平　和博 朝日新聞出版
007ナ 新社会人必携！！１冊でわかる仕事のパソコン術 中山　真敬 技術評論社
007マ パソコンの両手入力入門の入門 間地　秀三 明日香出版社
007マ 仕事に役立つ分析・グラフワザ！ 間久保　恭子 日経ＢＰ社
015チ 図書館を使い倒す！　ネットではできない資料探しの「技」と「コツ」 千野　信浩 新潮社
019サ ３時間で読める！ビジネス新書９００冊 新書マップ編集部 光文社
019シ あなたもいままでの１０倍速く本が読める ポール・Ｒ．シーリィ フォレスト出版
019ホ レバレッジ・リーディング 本田　直之 東洋経済新報社
021ユ デジタルコンテンツの著作権Ｑ＆Ａ 結城　哲彦 中央経済社
021レ レイアウトのデザインパターン帖 パイインターナショナル

049オ なぜゴルフ場は１８ホールなのか 小野　博明 マイナビ
070タ 達人たちの仕事術　日経新聞×電子版活用法 日本経済新聞出版社 日本経済新聞出版社
104ク 今を生きるための「哲学的思考」 黒崎　政男 日本実業出版社
141ヒ 稼ぐ人になるアイデアマラソン仕事術 樋口　健夫 日科技連出版社
141ヨ 仕事脳　成功する人の脳の使い方 吉田　たかよし 講談社
159ア あの人だけがなんで出世できるのか フランク・アドランティ 日本実業出版社
159カ ズルい仕事術 勝間　和代 ディスカヴァー・トゥエンティワン

159コ 仕事ができる人は知っている 小林　薫 晶文社
159ナ 仕事の８０％は月曜日に終わらせる！ 中島　孝志 プレジデント社
159ヤ 仕事に効く「断捨離」 やました　ひでこ 角川マーケティング
159ヤ 仕事で遊ぶナンバ術 矢野　龍彦 ミシマ社
159ヤ 千円札は拾うな。 安田　佳生 サンマーク出版
204レ 「歴史・古典」入門 プレジデント編集部 プレジデント社
281タ 仕事の流儀　２８人の達人たちに訊く 高任　和夫 日経ＢＰ社
281ノ 日本一の秘書 野地　秩嘉 新潮社

302.1ア アメリカのビジネスマンが読む日本 ランダムハウス講談社 ランダムハウス講談社
324.1イ 印鑑の基礎知識 寺澤　正孝 きんざい
324.5ス 図解契約のしくみと法律がわかる事典 大門　則亮 三修社
325オ なるほど図解株主総会のしくみ 岡　伸浩 中央経済社
329コ 国際契約ルールの誕生 絹巻　康史 同文舘出版
330シ 渋井真帆の日経新聞読みこなし隊 渋井　真帆 日本経済新聞出版社
331オ 経済指標の読み解き方がよ～くわかる本 小笠原　誠治 秀和システム
335ス 図解知らないではすまされないビジネス基本 元榮　太一郎 三修社

335.1ス 図解でわかる！最新ビジネス理論大全 木下　晃伸 宝島社
335.2ヒ ビジネスの歴史 鈴木　良隆 有斐閣
336イ 仕事で忘れない技術 石谷　慎悟 中経出版
336ト となりの達人の段取り術 日経産業新聞 日本経済新聞社

336.1テ デジタル時代のマナーとルール イマジンプラス シーアンドアール研究所

336.2テ 科学的管理法 フレデリック・Ｗ．テイラー ダイヤモンド社
336.2テ できる人のマップ思考 ジャン＝リュック・ドラドリエール ＰＨＰ研究所
336.4オ ビジネスファッションルール 大森　ひとみ ディスカヴァー・トゥエンティワン

336.4コ 職場で成功するビジネス“男前語”、失敗する“ブ男語” 小林　作都子 日本経済新聞出版社
336.4シ 仕事のマナーと職場の常識 井垣　利英 毎日コミュニケーションズ

336.4ス 国際マナーのルールブック 杉田　明子 ダイヤモンド社
336.4ツ アメリカ人は理解できない「ご縁」という日 釣島　平三郎 講談社
336.4ハ ビジネスマンの「聞く技術」 マデリン・バーレイ・アレン ダイヤモンド社
336.4ヒ 図解仕事人 久恒　啓一 光文社
336.4マ 電話の応答が１時間でマスターできる本 松尾　友子 明日香出版社
336.5シ 実践ｅ‐文書法 ビジネス機械・情報システム産業協会 東洋経済新報社
336.5タ 心くばりの文章術 高橋　麻奈 文藝春秋

1 江戸川区立篠崎図書館



 ２０１４年９月特集展示「Ｇｏｏｄ　ｊｏｂ！　仕事人」

請求記号 書名 著者名 出版者名
336.5フ 「事務ミスゼロ」の仕事術 藤井　美保代 日本能率協会マネジメントセンター

336.5モ ブログ・ビジネス 元木　一朗 ラトルズ
336.8コ 「１秒！」で財務諸表を読む方法　経済ニュース編 小宮　一慶 東洋経済新報社
366.2セ 副業の達人　徹底ガイド 関　行宏 秀和システム
379コ ＳＴＵＤＹ　ＨＡＣＫＳ！ 小山　龍介 東洋経済新報社

B385イ 図解マナー以前の社会人の基本 岩下　宣子 講談社
411マ なぜ、その人は「計算」が「速い」のか？ 町田　彰一郎 東洋館出版社
497ヨ デキるビジネスマンはなぜ歯がきれいなのか 吉野　敏明 ディスカヴァー・トゥエンティワン

498.5カ 甘い物は脳に悪い 笠井　奈津子 幻冬舎
498.5キ ビジネスマンのためのコンビニ栄養学 北嶋　佳奈 フォレスト出版
498.8ヒ ビジネスマンの心の病気がわかる本 山本　晴義 講談社
547オ 仕事で使える！Ｔｗｉｔｔｅｒ超入門 小川　浩 青春出版社
547オ 仕事で使える！Ｆａｃｅｂｏｏｋ超入門 小川　浩 青春出版社
584ク 靴のメインテナンスブック 〓出版社
589オ 男のファッション基本講座 成美堂出版編集部 成美堂出版
589オ 靴からタキシードまで「紳士」と呼ばせる服 落合　正勝 小学館
589カ 頑張る日本の文房具 「シリーズ知・静・遊・具」編集部 ロコモーションパブリッシング

589ナ どうにも素敵な文具術 中島　孝志 アーク出版
589フ 文具２００％活用術 日本能率協会マネジメントセンター 日本能率協会マネジメントセンター

590オ 失敗しない単身赴任マニュアル１００ 大庭　夏男 ＰＨＰ研究所
599オ 忙しいビジネスマンのための３分間育児 おおた　としまさ ディスカヴァー・トゥエンティワン

670イ 今すぐ使えるワンランク上の実践ビジネス英語 ダニエル・ドーラン 東洋経済新報社
670カ ビジネス礼状の書き方 亀井　ゆかり かんき出版
670サ 英語で働け！サラリーマン読本 鮫島　活雄 日刊工業新聞社
B670ヒ ビジネスメールを武器にする方法４０ 平野　友朗 講談社
670ヒ ビジネスメールものの言い方文例辞典 シーズ 技術評論社
670ワ サクサク書けるビジネスメール入門 渡辺　由佳 かんき出版
674タ 見た目を９割上げる写真活用術 タツ・オザワ 東洋経済新報社
675ス グレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶ デイヴィッド・ミーアマン・スコット 日経ＢＰ社
689サ 出張ホテルの超達人 櫻井　雅英 ＵＳＥ
727ナ 成功する名刺デザイン 長友　啓典 講談社
809イ 知識ゼロからのビジネススピーチ入門 生島　ヒロシ 幻冬舎
809ク 好かれる声になるボイストレーニング 熊谷　卓 河出書房新社
809タ タイピングが１週間で身につく本 佐藤　大翔 秀和システム
809タ 初対面の人とでも一瞬でうちとけられる会話 丹後　佳代 秀和システム
809ツ 上手になる司会　基本と実例 堤　芳郎 東京書店
809ハ 「あがり症」を技術と習慣で克服する！ 箱田　忠昭 同友館
814ナ 賞賛語(ほめことば)・罵倒語(けなしことば)辞典 長野　伸江 小学館
830マ これだけある！お金をかけずにマスターする 牧野　和彦 中経出版
837タ 正しい英語・礼儀作法 ナディア・マケックニー マクミランランゲージハウス

B910ワ ビジネスマンのための時代小説の読み方 鷲田　小彌太 日本経済新聞出版社
914ヨ 頭のいい人の時間攻略法 米山　公啓 日本実業出版社
917シ 人生の流儀　ビジネスマンに贈る珠玉の言葉 城山　三郎 ＰＨＰ研究所
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