
書名 著者 出版社 所蔵館

学びを結果に変えるアウトプット大全 樺沢　紫苑 サンクチュアリ出版 002ｶ 新習志野
未来の図書館、はじめます 岡本　真 青弓社 011.3ｵ 大久保
「広告の著作権」実用ハンドブック 志村　潔 太田出版 021.2ｼ 大久保
すぐに役立つ改正対応著作権・
コンテンツビジネスの法律と
トラブル解決マニュアル

森　公任 三修社 021.2ｽ 大久保

いま、息をしている言葉で。
　「光文社古典新訳文庫」誕生秘話

駒井　稔 而立書房 021.4ｺ 大久保

書店に恋して　リブロ池袋本店とわたし 菊池　壮一 晶文社 024.0ｷ 大久保
発想力を鍛える３３の思考実験 北村　良子 彩図社 116ｷ 新習志野
１日１問！面白いほど地頭力がつく思考実験 北村　良子 ＰＨＰ研究所 116ｷ 谷津

自分の強みを見つけよう 有賀　三夏
ヤマハミュージック
エンタテインメント
ホールディング

141ｱ 谷津

出口汪の「最強！」の論理的に読む技術 出口　汪 水王舎 141ﾃ 新習志野
勇者に学ぶ難題に立ち向かう「戦略思考 工藤　拓真 日本経済新聞出版社 141.5ｸ 大久保
もうイヤだー！疲れた、全部投げ出したいー！
心のＳＯＳが聞こえたら読む本

石原　加受子 永岡書店 146ｲ 藤崎

「繊細さん」の本
「気がつきすぎて疲れる」が驚くほどなくなる

武田　友紀 飛鳥新社 146ﾀ 新習志野

科学的潜在意識の書きかえ方 小森　圭太 光文社 159ｺ 谷津
「３か月」の使い方で人生は変わる 佐々木　大輔 日本実業出版社 159ｻ 新習志野
ＴＲＵＳＴ
世界最先端の企業はいかに＜信頼＞を
攻略したか

レイチェル・ボッツマ
ン

日経ＢＰ社 335ﾎ 谷津

後継者選びに迷ったときに読む
事業承継実践ガイドブック

神門　剛 清文社 335.3ｺ 大久保

会社売却とバイアウト実務のすべて 宮崎　淳平 日本実業出版社 335.4ﾐ 大久保
外国人の雇用に関するトラブル予防Ｑ＆Ａ 板倉　由実 労働調査会 336ｶ 谷津
現場のプロが教える情報漏えい対応のリアル 大井　哲也 第一法規 336ｹ 谷津
仕事はもっと楽しくできる ＯＮＥ　ＪＡＰＡＮ プレジデント社 336ｼ 新習志野
企業に何十億ドルものバリュエーションが
付く理由

アスワス・ダモダラン パンローリング 336ﾀ 谷津

プロジェクトリーダーの教科書 中鉢　慎 かんき出版 336ﾁ 谷津
いちばん大切なのに誰も教えてくれない
段取りの教科書

水野　学 ダイヤモンド社 336ﾐ 東習志野

すべての仕事は１０分で終わる 森川　亮 ＳＢクリエイティブ 336ﾓ 藤崎
「事業計画書」作成講座 手塚　貞治 日本実業出版社 336.1ﾃ 大久保
改正対応入門図解労働時間と
給与計算の法律と手続き

小島　彰 三修社 336.4ｶ 大久保

アドラー式働き方改革
仕事も家庭も充実させたいパパのための本

熊野　英一 小学館クリエイティブ 366ｸ 東習志野

３０代の働く地図 玄田　有史 岩波書店 366ｻ 谷津
「優良企業」でなぜ過労死・過労自殺が？ 野村　正實 ミネルヴァ書房 366.0ﾉ 大久保
働き方改革のすべて 岡崎　淳一 日本経済新聞出版社 366.1ｵ 大久保

大人になったらしたい仕事
朝日中高生新聞編
集部

朝日学生新聞社 366.2ｵ2 大久保

仕事と介護の両立に悩んだとき読む本 山川　仁
日本能率協会
マネジメントセンター

369ﾔ 谷津

損する顔得する顔 山口　真美 朝日新聞出版 469ﾔ 藤崎
世界史を変えた新素材 佐藤　健太郎 新潮社 501.4ｻ 大久保
世界をつなぐ１００の技術 日経ＢＰ社 日経ＢＰ社 504ｾ 谷津
５０　いまの経済をつくったモノ ティム・ハーフォード 日本経済新聞出版社 507ﾊ 谷津
内部監査のためのマネジメントシステムの
重要ポイント

内藤　壽夫 日科技連出版社 509.6ﾅ 大久保
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最新宇宙ビジネスの動向とカラクリが
よ～くわかる本

齊田　興哉 秀和システム 538ｻ 東習志野

シーケンス制御が一番わかる 武永　行正 技術評論社 548.3ﾀ 大久保
仕事を効率化するビジネス文具 菅　未里 ポプラ社 589ｶ 東習志野
モリさんの狩猟生活 高柳　盛芳 山と溪谷社 659ﾀ 谷津
最新不動産業界の動向とカラクリが
よ～くわかる本

磯村　幸一郎 秀和システム 673ｲ 東習志野

喫茶店の椅子とテーブル 村田　龍一 実業之日本社 673.9ﾑ 大久保
いちばんやさしいリスティング広告の教本 杓谷　匠 インプレス 674.6ｲ 大久保
感動経営 唐池　恒二 ダイヤモンド社 686ｶ 東習志野
外国人が見た日本
「誤解」と「再発見」の観光１５０年史

内田　宗治 中央公論新社 689ｳ 東習志野

名画の読み方
世界のビジネスエリートが身につける教養

木村　泰司 ダイヤモンド社 723ｷ 谷津

筆ペンで書くお店のゆる文字 宇田川　一美 誠文堂新光社 728ｳ 東習志野
演劇プロデューサーという仕事 細川　展裕 小学館 770ﾎ 新習志野
すべての道は役者に通ず 春日　太一 小学館 772.1ｶ 大久保
大人の語彙力「言いまわし」大全 齋藤　孝 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 814ｻ 谷津
写真で見る看板・標識・ラベル・パッケージの
英語表現

ランサムはな
クロスメディア・
ランゲージ

834ﾗ 大久保

実践英会話正しく伝えるための技術と表現 上田　麻鈴 ベレ出版 837ｳ 谷津

★大久保図書館　　　　 　047（475）3213

★東習志野図書館　　　　047（473）2011

★新習志野図書館　　　　047（453）3399

★藤崎図書館　　　　　　　047（475）3330

★谷津図書館　　　　　　　047（471）2072
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