
書名 著者 出版社 所蔵館

ＩＴ法務の法律と実践ビジネス書式 梅原　ゆかり 三修社 007ｱ 新習志野
トコトンやさしいＩｏＴの本 山崎　弘郎 日刊工業新聞社 007.3ﾔ 大久保
ウェブサイトの著作権Ｑ＆Ａ 雪丸　真吾 中央経済社 021ｳ 東習志野
ストレスを操るメンタル強化術　 メンタリストＤａｉＧｏ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 140.4ﾀ 大久保
構想力の方法論 紺野　登 日経ＢＰ社 141ｺ 新習志野
あなたはなぜ「カリカリベーコンのにおい」
に魅かれるのか

レイチェル・ハーツ 原書房 141ﾊ 谷津

ＱＵＥＳＴ　結果を勝ち取る力　 池田　貴将 サンクチュアリ出版 159ｲ 新習志野
先生！バナナはおやつに含まれますか？
法や契約書の読み方がわかるようになる本

中野　友貴 第一法規 321ﾅ 東習志野

経営者のための商工会・
商工会議所１５０％トコトン活用術

大田　一喜 同文舘出版 330.6ｵ 大久保

経済学の名著５０冊が１冊でざっと学べる　 蔭山　克秀 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 331ｶ 谷津
世界経済入門 野口　悠紀雄 講談社 333ﾉ 新習志野
起業３年目までの教科書
はじめてのキャッシュエンジン経営

大竹　慎太郎 文響社 335ｵ 大久保

マイペースで働く！
自宅でひとり起業仕事図鑑

滝岡　幸子 同文舘出版 335ﾀ 谷津

なぜ倒産
２３社の破綻に学ぶ失敗の法則

帝国データバンク 日経ＢＰ社 335ﾅ 藤崎

人を動かしたいなら、「やれ」と言ってはいけない 小山　昇 ＳＢクリエイティブ 336ｺ 東習志野
マネージャーの問題地図 沢渡　あまね 技術評論社 336ｻ 谷津
オフィスのゴミを拾わないといけない理由を
あなたは部下にちゃんと説明できるか？

島田　慎二 アスコム 336ｼ 谷津

小さな会社の給与計算と社会保険の事務
がわかる本

池本　修 成美堂出版 336ﾁ18 東習志野

ビジネスフレームワーク図鑑
すぐ使える問題解決・アイデア発想ツール７０

アンド 翔泳社 336ﾋ 谷津

ファシリテーション入門　　第２版 堀　公俊 日本経済新聞出版社 336ﾎ 谷津
すぐに役立つ入門図解最新メンタルヘルスの
法律問題と手続きマニュアル

林　智之 三修社 336.4ｽ 大久保

ビジネスパーソンなら知っておきたい
仮想通貨の本当のところ

尾河　眞樹 朝日新聞出版 338ｵ 新習志野

銀行デジタル革命　決定版　 木内　登英 東洋経済新報社 338ｷ 谷津
いま君に伝えたいお金の話　 村上　世彰 幻冬舎 338ﾑ 大久保
最新保険業界の動向と
カラクリがよ～くわかる本

中村　恵二 秀和システム 339ﾅ 東習志野

教養としての「所得税法」入門　 木山　泰嗣 日本実業出版社 345.3ｷ 大久保
コミュニケーションの強化書 篠崎　晃一 主婦の友社 361ｺ 新習志野
社会学大図鑑　 クリストファー・ソープ 三省堂 361ｼ 大久保
人生は、運よりも実力よりも
「勘違いさせる力」で決まっている

ふろむだ ダイヤモンド社 361ﾌ 新習志野

好かれる人の話し方、信頼される言葉づかい 桑野　麻衣
クロスメディア・
パブリッシング

361.4ｸ 大久保

パワーハラスメント　　第２版 岡田　康子 日本経済新聞出版社 366ｵ 谷津
障がい者の能力を戦力にする
新しいカタチの「特例子会社」

川島　薫 中央公論新社 366ｶ 谷津

発達障害の人の「私たちの就活」
発達障害者の自立・
就労を支援する会

河出書房新社 366ﾊ 谷津

「働き方改革法」の実務 川嶋　英明 日本法令 366.1ｶ 大久保
転職のまえに
ノンエリートのキャリアの活かし方

中沢　孝夫 筑摩書房 366.2ﾅ 大久保

女子のための「手に職」図鑑 華井　由利奈 光文社 366.2ﾊ 大久保
もっと知りたい！「科学の芽」の世界 永田　恭介 筑波大学出版会 404ﾓ6 藤崎
「データセンス」の磨き方 堀口　智之 ベレ出版 410ﾎ 谷津
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豊かな人生を引き寄せる
「あ、これ美味しい！」の言い換え力

福島　宙輝 三才ブックス 491ﾌ 谷津

「はたらく」を支える！職場×双極性障害　 秋山　剛 南山堂 498ｱ 谷津
よくわかる公衆衛生学の基本としくみ 上地　賢 秀和システム 498ﾖ 大久保
わかる！使える！塗料入門　 小林　敏勝 日刊工業新聞社 576ｺ 谷津
近江商人の哲学
「たねや」に学ぶ商いの基本

山本　昌仁 講談社 588ﾔ 新習志野

廃校再生ストーリーズ　 美術出版社 601ﾊ 谷津

テクノロジーがすべてを塗り変える産業地図 泉田　良輔
クロスメディア・
パブリッシング

602ｲ 谷津

会社四季報業界地図　１９年版 東洋経済新報社 東洋経済新報社 602ｶ19 東習志野
日経業界地図　１９年版 日本経済新聞社 日本経済新聞出版社 602.1ﾆ19 大久保
広報・ＰＲ・販促担当者のための
＜伝わる＞コンテンツ制作ガイド

ビー・エヌ・エヌ新社 674ｺ 新習志野

売上の８割を占める優良顧客を逃さない方法 大坂　祐希枝 ダイヤモンド社 675ｵ 谷津
デジタル時代の基礎知識『商品企画』 富永　朋信 翔泳社 675.3ﾄ 大久保
ビジネス英語類語使い分け辞典 勝木　龍 すばる舎 834ﾋ 大久保
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