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大学４年間の経済学が１０時間でざっと学べる 井堀　利宏 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B331ｲ 東習志野
女性は「話し方」で９割変わる 福田　健 コスミック出版 B361ﾌ 東習志野

日本人の９割が信じている残念な理系の常識
おもしろサイエンス
学会

青春出版社 B404ﾆ 大久保

ワンス・アポン・アン・アルゴリズム Ｍａｒｔｉｎ　Ｅｒｗｉｇ 共立出版 007ｱ 東習志野
サイバー空間を支配する者 持永　大 日本経済新聞出版社 007ｻ 新習志野
問題解決力とコーディング力を鍛える
英語のいろは

鈴木　達矢 技術評論社 007ｽ 新習志野

鎌倉資本主義
ジブンゴトとしてまちをつくるということ

柳澤　大輔 プレジデント社 007ﾔ 谷津

徹底研究！！ＧＡＦＡ 洋泉社 007.3ﾃ 大久保
次の本へ　Ｖ３　しごと編 苦楽堂 019ﾂ3 藤崎
精神科医が教える良質読書 名越　康文 かんき出版 019.1ﾅ 大久保
「やる気が出ない」が一瞬で消える方法 大嶋　信頼 幻冬舎 146.8ｵ 大久保
日本のことわざを心に刻む
処世術が身につく言い伝え

岩男　忠幸 東邦出版 159ｲ 藤崎

ビッグ・ポテンシャル
潜在能力を最高に引き出す法

ショーン・エイカー 徳間書店 159ｴ 谷津

仕事と心の流儀 丹羽　宇一郎 講談社 159ﾆ 新習志野
あらゆる悩み・不満・ストレスが消える！
最強の人生相談

ミセス・パンプキン 東洋経済新報社 159ﾐ 新習志野

世界の憲法集 畑　博行 有信堂高文社 323ｾ 谷津
民法　４　債権総論 山本　敬三 有斐閣 324ﾐ4 新習志野
最新民法改正の基本と勘所がよ～くわかる本 萩原　勇 秀和システム 324.4ﾊ 大久保
新しい商法がわかる本 加藤　晋介 成美堂出版 325ｱ 新習志野
商法 伊藤　真 弘文堂 325ｼ 大久保
倒産法 倉部　真由美 有斐閣 327ﾄ 新習志野

外国人の法律相談
東京弁護士会外国
人の権利に関する委
員会

学陽書房 329.9ｶ 大久保

ベーシック経済学　次につながる基礎固め 古沢　泰治 有斐閣 331ﾌ 大久保
ＳＤＧｓを学ぶ　国際開発・国際協力入門 高柳　彰夫 法律文化社 333ｴ 谷津
この１冊でわかる世界経済の新常識　２０１９ 熊谷　亮丸 日経ＢＰ社 333.6ｺ19 大久保
しょぼい起業で生きていく えらいてんちょう イースト・プレス 335ｴ 東習志野
ママ起業家これだけ知っておけば十分
税金＋社会保険＆経営の便利ブック

岡　京子 セルバ出版 335ｵ 新習志野

問いからはじめる現代企業 小山　嚴也 有斐閣 335ﾄ 新習志野

ＢＣＧが読む経営の論点
ボストンコン
サルティンググルー

日本経済新聞出版社 335ﾋ19 谷津

センスメイキング
本当に重要なものを見極める力

クリスチャン・
マスビアウ

プレジデント社 335ﾏ 谷津

資治通鑑に学ぶリーダー論 麻生川　静男 河出書房新社 336ｱ 藤崎
経費で落ちる領収書大全 石渡　晃子 ナツメ社 336ｲ 新習志野
仕事は「段取りとスケジュール」で９割決まる！ 飯田　剛弘 明日香出版社 336ｲ 藤崎
ＲＰＡのはじめかた カワサキ　タカシ 技術評論社 336ｶ 新習志野
考える力とは、
問題をシンプルにすることである。

苅野　進 ワニブックス 336ｶ 東習志野

「ものの言い方」「文章の書き方」を知らずに
大人になった人へ

清水　克彦 ＰＨＰ研究所 336ｼ 谷津

必ず成功する外国人雇用 浜川　恭一 プチ・レトル 336ﾊ 新習志野

ＢＣＧデジタル経営改革
ボストンコン
サルティンググルー

日本経済新聞出版社 336ﾋ 谷津

損する気づかい得する気づかい 八嶋　まなぶ ダイヤモンド社 336ﾔ 藤崎
落とせる領収書と経費になる・ならないが
はっきりわかる本

李　顕史 ソシム 336ﾘ 東習志野

市場サイクルを極める ハワード・マークス 日本経済新聞出版社 338ﾏ 谷津
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データブックオブ・ザ・ワールド
世界各国要覧と最新統計

二宮書店 350.9ﾃ31 大久保

思考力を磨くための社会学 岩本　茂樹 中央公論新社 361ｲ 新習志野
交渉学が君たちの人生を変える 印南　一路 大和書房 361ｲ 東習志野
世界を変えた科学者たち ジョン・ファーンドン 悠光堂 402ﾌ 新習志野
図解統計学超入門 高橋　洋一 あさ出版 417ﾀ 新習志野
ちょっと心配な健康診断の数値がすぐに
わかる本

和田　高士 学研プラス 492ﾁ 谷津

敏感すぎる人の「仕事の不安」がなくなる本 みさき　じゅり 秀和システム 493ﾐ 東習志野
うつのリワークプログラム 五十嵐　良雄 日経ＢＰ社 498ｲ 新習志野

実践！ストレスマネージメント 渡辺　洋一郎
日本生産性本部生産
性労働情報センター

498ﾜ 谷津

スーパーカブは、なぜ売れる 中部　博
集英社インターナショ
ナル

537ﾅ 新習志野

宇宙飛行士に聞いてみた！
世界一リアルな宇宙の暮らしＱ＆Ａ

ティム・ピーク 日本文芸社 538ﾋ 谷津

誰も農業を知らない 有坪　民雄 原書房 610ｱ 新習志野
イオンを創った女　評伝小嶋千鶴子 東海　友和 プレジデント社 673ﾄ 新習志野

ネットで「女性」に売る　２
エムディエヌ
コーポレーション

673ﾈ2 東習志野

広告ってすごい！がわかる人気講座　ｖｏｌ．１ 日経広告研究所 日経広告研究所 674ｺ1 東習志野
名作コピーの時間 宣伝会議書籍編集 宣伝会議 674ﾒ 大久保
アナログの逆襲 デイビッド・サックス インターシフト 675ｻ 新習志野
すべての企業はサービス業になる 室井　淳司 宣伝会議 675ﾑ 新習志野
物流危機は終わらない 首藤　若菜 岩波書店 685.6ｼ 大久保
恥ずかしくないおとなの語彙が身に付く本 日経ＢＰ社 810ﾊ 移動
大人の語彙力ノート 齋藤　孝 ＳＢクリエイティブ 814ｻ 藤崎 谷津
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