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【ビジネスマナー】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

1
新社会人のためのビジネスマ
ナー講座

寿 マリコ／著 ミネルヴァ書房 2017 336.47/ｺﾄ 1108723634

2 仕事でナメられないための賢語 唐沢 明／著 亜紀書房 2017 336.49/ｶﾗ 0111714109

3
ビジネスマナーの「なんで?」がわかる本
新社会人の常識50問50答 山田 千穂子/[著] 講談社 2014 B/336.47/ﾔﾏ 1107646620

4 新社会人が身につけたい仕事の基本　ビジネ
スマナーとパソコン操作が1冊でわかる!

野々山 美紀/著，渡辺
しのぶ／著

アスキー・メディア
ワークス

2009 336/ﾉﾉ 1105637720

5
モノの言い方ひとつで好感度をグ〜ンと
上げる本　“大人の常識"がすぐ身につく! 杉本 祐子/著 主婦の友社 2015 336.49/ｽｷ 0111456657

【身だしなみ】

6
ビジネスマン「身だしなみ」向上委員会
明日のスーツ、いつもと同じでいいの? 宮崎 俊一／著 講談社 2018 589.21/ﾐﾔ 0111881455

7
働く女性が知っておくべきビジネ
スファッション・ルール

大森 ひとみ／著
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2017 336.49/ｵｵ 0111695929

8
第一印象で好感度アップビジネ
スメイクの新ルール

尾花 ケイコ／著
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン 2017 595.5/ｵﾊ 0111695074

【一般常識】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

9
ビジネスの教科書　新社会人のため
の会社の常識・仕事の新常識

松島 準矢/著，吉山
勇樹/監修

大泉書店 2012 159.4/ﾏﾂ 1106679648

10
新社会人に贈る護身術としての法律講座
社会の荒波を乗り切る5つの奥義 外岡 潤／著 ベストブック 2016 320.4/ｿﾄ 0111569060

11 新社会人へ贈るビジネス法務
山本 忠弘/監修，黒川
通男/〔ほか〕著

嵯峨野書院 2014 335/ｼﾝ 1107781054

12
新社会人の教科書　イラスト図解，仕
事のスキル&マナー

日本サービスマナー協
会／監修

学研プラス 2016 336.47/ｼﾝ 0111554802

13
新入社員ゼッタイ安心マニュアル　職場の
一日シミュレーションで仕事の基本がわか
る

浜田 秀彦/著 河出書房新社 2009 336/ﾊﾏ 1105637126

14 新入社員に贈る一冊　第７版 日本経団連出版/編 日本経団連出版 2011 019.9/ｼﾝ 1106069519

15
仕事の数字のツボとコツがゼッ
タイにわかる本

古山 竜司／著 秀和システム 2016 336.8/ﾌﾙ 0111633486

【資料作成】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

16
テキパキこなす!新社会人のためのエ
クセル&ワードの常識141

尾崎 裕子／著，タトラエ
ディット／著 インプレス 2016 007.63/ﾃｷ 0111577179

新社会人のあなたへのブックリスト
オーテピア高知図書館ではビジネスに関する本を集めています。このブックリストではビジネスマナーや仕事の基本など新社会
人に役立つ本をご紹介します。
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17
新社会人のためのパソコンの常識　こ
れさえ知っておけば大丈夫! 日経PC21/編 日経BP社 2011

4Y/007.6/ｼﾝ
/PC

1106261686

18 必ずOKがもらえる資料作成術 ― 洋泉社 2018 336.55/ｶﾅ 0111949203

19
はじめてのExcelグラフ　伝わる
資料作成入門

桑名 由美／著 秀和システム 2017
4Y/007.63/ｸﾜ
/PC

1108908466

20
マンガでやさしくわかる資料作成の基本
外資系コンサルが実践する 吉澤 準特／著

日本能率協会マネジ
メントセンター 2016 336.55/ﾖｼ 0111567874

21
図解見せれば即決!資料作成術　3秒で決
まるプレゼン資料、ビジネス資料はここが
違う

天野 暢子／著 ダイヤモンド社 2017 336.55/ｱﾏ 0111704006

【プレゼンテーション】

22
すぐできる!会議・プレゼンの資
料作成と進め方

吉澤 準特／監修 成美堂出版 2017 336.55/ｽｸ 0111733685

23
学校じゃ教えてくれないまとめる技術　プ
レゼンや商談の資料作成・レポート作りで! 永山 嘉昭／著 大和書房 2016 336.55/ﾅｶ 0111576784

24
魅せるPowerPointテクニック　劇的にプレ
ゼンが変わる目からウロコのテクニック満
載

野々山 美紀／著 マイナビ出版 2016
4Y/007.63/ﾉﾉ
/PC

1108406065

25
失敗できない社会人のためのあがり・緊張コン
トロールメソッド36　会議・プレゼン・商談・面
談・報告・スピーチ・謝罪・雑談…

松本 幸夫／著 青月社 2017 4H/141.6/ﾏﾂ 1108708254

26
人前で30分話すためのプロの実践テク
ニック　スピーチ・プレゼン・研修・セミ
ナー・講演

吉田 裕子／著 同文舘出版 2018 336.49/ｱｿ 1109096055

【仕事術】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

27
スマホメモ　仕事と人生の質を上
げるすごいメモ術

須藤 亮／著
CCCメディアハウ
ス

2018 007.5/ｽﾄ 0111949076

28
人一倍時間がかかる人のためのすぐ書け
る文章術　ムダのない大人の文章が書け
る

吉田 裕子／著 ダイヤモンド社 2018 816/ﾖｼ 0103299106

29
ムダな努力ゼロで大成長賢い仕事術
ロールプレイングPDCAで毎日1%仕事力を
アップする

木下 雅幸／著 ダイヤモンド社 2018 159.4/ｷﾉ 0111939860

30
フィッシュ!　鮮度100%ぴちぴちオ
フィスのつくり方

スティーヴン・C.ラン
ディン/著ほか

早川書房 2000 159.4/ﾌｲ 1103557243

31 説得力　敵を味方にする法
ロバート・コンクリン/
著，柳平 彬/訳

PHP研究所 1980 361.3/ｺﾝ 1700324699

32
1日で習得!入社1年目の「仕事の
極意」　マンガでわかる

― プレジデント社 2017 336.47/ｲﾁ 0111711509

33
仕事で大切なことはモンスターハン
ターが教えてくれた

MH×ビジネス研究会/
著

すばる舎リンケー
ジ

2015 159.4/ｼｺ 0111458110

○オーテピア高知図書館で所蔵している本をご紹介しています。
○貸出しや返却はお近くの市町村立図書館でもできます。お近くの市町村立図書館にお問い合わせください。
○本や雑誌などに関する相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
　（お問い合わせの際は資料№をお伝えいただくとスムーズです。）
○リストは出版年順に並んでいます。
○請求記号に4Yがついている本はビジネス・科学・産業・農業スペースに、Bがついている本は文庫のコーナーにあります。

〒780-0842 高知市追手筋2-1-1

TEL：088-823-4946 FAX：088-823-9352
https://otepia.kochi.jp/library


