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世界で活躍する人の小さな習慣 石倉　洋子 日本経済新聞出版社 B159ｲ 東習志野
ＦＡＣＴＦＵＬＮＥＳＳ ハンス・ロスリング 日経ＢＰ社 002ﾌ 新　藤
ブロックチェーン 岡嶋　裕史 講談社 007ｵ 谷津
最新データサイエンスがよ～くわかる本 高木　章光 秀和システム 007ﾀ 新習志野

みんなのコンピュータサイエンス
Ｗｌａｄｓｔｏｎ
Ｆｅｒｒｅｉｒａ　Ｆｉｌｈｏ

翔泳社 007ﾌ 新習志野

ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ資料作成
プロフェッショナルの大原則

松上　純一郎 技術評論社 007ﾏ 新習志野

１冊読み切る読書術 齋藤　孝 ダイヤモンド社 019ｻ 谷津
読書する人だけがたどり着ける場所 齋藤　孝 ＳＢクリエイティブ 019ｻ 藤崎

「ロンリ」の授業
ＮＨＫ
『ロンリのちから』
制作班

三笠書房 116ﾛ 谷津

天才を殺す凡人 北野　唯我 日本経済新聞出版社 159ｷ 東習志野
一問一答・成年年齢引下げ 笹井　朋昭 商事法務 324ｲ 東習志野
現代商法入門 近藤　光男 有斐閣 325ｹ 大久保
値段と価値 ラジ・パテル 作品社 331ﾊ 谷津
絵でわかるマクロ経済学 茂木　喜久雄 講談社 331ﾓ 藤崎
１４歳からの資本主義 丸山　俊一 大和書房 332ﾏ 谷津
フリーランス１年目の教科書 飯野　たから 自由国民社 335ｲ 大久保
インパクトカンパニー 神田　昌典 ＰＨＰ研究所 335ｶ 新習志野
右脳思考 内田　和成 東洋経済新報社 336ｳ 東習志野

キングジム人も組織もうまくまわりだす
超整理術２１３

キングジムファイリン
グ
研究室

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 336ｷ 谷津

公認会計士の「お仕事」と「正体」が
よ～くわかる本

国見　健介 秀和システム 336ｸ 谷津

コーチングの基本　この１冊ですべてわかる 鈴木　義幸 日本実業出版社 336ｺ 新習志野
シニア社員の活かし方・処遇の仕方 齋藤　清一 中央経済社 336ｻ 新習志野
図解最新総務・人事労務・経理部門の
仕事の基本がわかる事典

林　智之 三修社 336ｽ 大久保

Ｅｘｃｅｌビジネスデータ分析徹底活用ガイド 平井　明夫 技術評論社 336ﾋ 新習志野

マインドフルネス
ハーバード・ビジネ
ス・

ダイヤモンド社 336ﾏ 東習志野

コミュ力ゼロからの「新社会人」入門 渡瀬　謙 インプレス 336ﾜ 東習志野
最新給与計算事務のしくみと手続き 小島　彰 三修社 336.4ｻ 大久保
捨てられる銀行　３　未来の金融 橋本　卓典 講談社 338ﾊ3 新習志野

データが語る日本財政の未来 明石　順平
集英社
インターナショナル

342ｱ 新習志野

なぜ働き続けられない？　社会と自分の力学 鹿嶋　敬 岩波書店 366.3ｶ 大久保
新幹線実現をめざした技術開発 下前　哲夫 成山堂書店 516.7ｼ 大久保
今すぐ使えるかんたんＪｉｍｄｏ 門脇　香奈子 技術評論社 547ｶ 東習志野

漁師になるには 大浦　佳代 ぺりかん社 661ｵ
大久保
新習志野

百貨店の進化 伊藤　元重 日本経済新聞出版社 673ｲ 東習志野
営業デジタル改革 角川　淳 日本経済新聞出版社 673ﾂ 谷津
ザ・トヨタウェイ　サービス業のリーン改革　上 ジェフリー・Ｋ．ライ 日経ＢＰ社 673ﾗ1 谷津
ザ・トヨタウェイ　サービス業のリーン改革　下 ジェフリー・Ｋ．ライ 日経ＢＰ社 673ﾗ2 谷津
届く！刺さる！！売れる！！！
キャッチコピーの極意

弓削　徹 明日香出版社 674ﾕ 新習志野

お客様のことが見えなくなったら読む本 松野　恵介 すばる舎 675ﾏ 谷津

スポーツで働く 谷　隆一 ぺりかん社 780ﾀ
大久保
新習志野

最強のナンバー２坂口征二 佐々木　英俊 イースト・プレス 788ｻ 谷津
手紙とはがきの書き出しと結び
きちんとマナーハンドブック

杉本　祐子 主婦の友社 816.6ｽ 大久保
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やってはいけない英語勉強法 石井　貴士 きずな出版 830ｲ 東習志野
イラストだから覚えられる
日常生活や仕事で使う英単語１２００

石井　辰哉
クロスメディア・
ランゲージ

834ｲ 新習志野

１日１０分！中学英文法で瞬時に話せる
英語フレーズトレーニング１０００

太田　恵子 ナツメ社 837ｵ 新習志野

何がなんでもミステリー作家になりたい！ 鈴木　輝一郎 河出書房新社 901ｽ 東習志野
作家のおしごと 五木　寛之 東京堂出版 914ｲ 谷津
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