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世界でいちばんやさしい教養の教科書 児玉　克順 学研プラス 002ｺ 新習志野
データテック 佐々木　隆仁 日経ＢＰ社 007ｻ 新習志野
戦略型ＩＴマネジャー 芝本　秀徳 日経ＢＰ社 007ｼ 谷津
ビジュアルＡＩ＜人工知能＞ 城塚　音也 日本経済新聞出版社 007ｼ 谷津
コンピュータにかわいいを学習させたら
何が起きたか

遠山　功 ダイヤモンド社 007ﾄ 新習志野

ＫＧＢスパイ式記憶術 デニス・ブーキン 水王舎 141ﾌ 谷津
すべては「好き嫌い」から始まる 楠木　建 文藝春秋 159ｸ 東習志野
働きアリからの脱出 越川　慎司 集英社 159ｺ 谷津
仕事も毎日も整う！働く女子の時間のルール 日経ＷＯＭＡＮ編集部 日経ＢＰ社 159ｼ 東習志野
ＰＲＩＮＣＩＰＬＥＳ　人生と仕事の原則 レイ・ダリオ 日本経済新聞出版社 159ﾀ 新習志野
コーチングの神様が教える「できる女」の法則 サリー・ヘルゲセン 日本経済新聞出版社 159ﾍ 谷津
情報だけ武器にしろ。 堀江　貴文 ポプラ社 159ﾎ 東習志野
旅行が２００％楽しくなる！
スーツケース収納術

三田村　蕗子 辰巳出版 290ﾐ 東習志野

自治会・町内会お悩み解決実践ブック 水津　陽子 実業之日本社 318ｽ 谷津
もしも世界に法律がなかったら 木山　泰嗣 日本実業出版社 320ｷ 谷津
自分で考えるちょっと違った法学入門　第４版 道垣内　正人 有斐閣 321ﾄ 新習志野
父が娘に語る美しく、深く、壮大で、
とんでもなくわかりやすい経済の話。

ヤニス・バルファキス ダイヤモンド社 330ﾌ 谷津

やさしいマクロ経済学 塩路　悦朗 日本経済新聞出版社 331ｼ 谷津
知識ゼロでも今すぐ使える！
行動経済学見るだけノート

真壁　昭夫 宝島社 331ﾏ 谷津

起業と経営の基本知識がわかる本
東京弁護士会親和全

期会
自由国民社 335ｷ 新習志野

「やること地獄」を終わらせる
タスク管理「超」入門

倉下　忠憲 星海社 336ｸ 東習志野

プレゼンの語彙力 下地　寛也 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 336ｼ 新習志野
社会人のための基本のビジネスマナー 浅井　真紀子 ナツメ社 336ｼ 谷津
謝罪力 竹中　功 日経ＢＰ社 336ﾀ 谷津
異文化理解の問題地図 千葉　祐大 技術評論社 336ﾁ 谷津
ＨＵＭＡＮ＋ＭＡＣＨＩＮＥ人間＋マシン ポール・Ｒ．ドーアティ 東洋経済新報社 336ﾄ 東習志野
日本企業の予算管理の実態 企業予算制度研究会 中央経済社 336ﾆ 新習志野

Ｗｈｙ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｍａｔｔｅｒｓ？
プレジデント

経営企画研究会
プレジデント社 336ﾎ 谷津

仕事が楽しくなる働き方の７マナー 北條　久美子 講談社 336ﾎ 谷津
プレゼン資料のデザイン図鑑 前田　鎌利 ダイヤモンド社 336ﾏ 東習志野
まるわかり！サイバーセキュリティ 日本経済新聞出版社 日本経済新聞出版社 336ﾏ 谷津
最新ビジネスマナーと今さら聞けない仕事の
超基本　ビジュアル版

宮本　ゆみ子 朝日新聞出版 336ﾐ 新習志野

ＯＯＤＡ　ＬＯＯＰ チェット・リチャーズ 東洋経済新報社 336ﾘ 谷津
トヨタ社員だけが知っている超効率仕事術 渡邉　英理奈 フォレスト出版 336ﾜ 谷津
誰も知らない金融危機ＬＩＢＯＲ消滅 太田　康夫 日本経済新聞出版社 338ｵ 新習志野
まるわかり！キャッシュレス決済 日本経済新聞出版社 日本経済新聞出版社 338ﾏ 新習志野

キッシンジャー超交渉術
ジェームズ・Ｋ．

セベニウス
日経ＢＰ社 361ｷ 谷津

社会学用語図鑑 田中　正人 プレジデント社 361ﾀ 新習志野
コミュニケーション大百科 戸田　久実 かんき出版 361ﾄ 東習志野

新しい労働基準法のしくみ
デイリー法学選書

編修委員会
三省堂 366ｱ 谷津

非正社員改革 大内　伸哉 中央経済社 366ｵ 新習志野
なぜ女性管理職は少ないのか 大沢　真知子 青弓社 366ｵ 新習志野
最新働き方改革法と労働法のしくみ 木島　康雄 三修社 366ｻ 新習志野
アマゾンの倉庫で絶望し、
ウーバーの車で発狂した

ジェームズ・
ブラッドワース

光文社 366ﾌ 谷津

過労死　その仕事、命より大切ですか 牧内　昇平 ポプラ社 366ﾏ 新習志野
労働法　　第３版 小畑　史子 有斐閣 366ﾛ 新習志野
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復興から自立への「ものづくり」 飛田　恵美子 小学館 369ﾋ 新習志野
データは騙る ゲアリー・スミス 早川書房 417ｽ 新習志野
動物園から未来を変える 川端　裕人 亜紀書房 480ｶ 谷津
よくわかる心のセルフケア 貝谷　久宣 主婦の友社 493ﾖ 新習志野
疲労回復ストレッチ 小林　邦之 成美堂出版 498ﾋ 東習志野
最新薬局業界の動向とカラクリが
よ～くわかる本　　第２版

藤田　道男 秀和システム 499ﾌ 東習志野

やさしいＩＳＯ９００１＜ＪＩＳ　Ｑ　９００１＞
品質マネジメントシステム入門
改訂版

小林　久貴 日本規格協会 509ｺ 新習志野

超入門！ニッポンのまちのしくみ 福川　裕一 淡交社 518ﾁ 新習志野
予測の科学はどう変わる？ 井田　喜明 岩波書店 519ｲ 新習志野
環境法　　第２版 北村　喜宣 有斐閣 519ｷ 新習志野
「脱使い捨て」でいこう！ 瀬口　亮子 彩流社 519ｾ 新習志野
地域から考える環境と経済 八木　信一 有斐閣 519ﾔ 新習志野
わかる！使える！製図入門 小池　忠男 日刊工業新聞社 531ｺ 東習志野
靴磨きの教科書 静　孝一郎 毎日新聞出版 584ｼ 新習志野
色使いだけで「今日おしゃれだね」と言われる 早川　瑠里子 大和書房 589ﾊ 東習志野
万年筆とインク入門 枻出版社 589ﾏ 新習志野
気くばりメールはじめました！ 西出　ひろ子 インプレス 670ﾆ 東習志野
一流の英語 マヤ・バーダマン 池田書店 670ﾊ 新習志野
アパレル・サバイバル 齊藤　孝浩 日本経済新聞出版社 673ｻ 谷津
最強のビジネス文書
ニュースリリースの書き方・使い方

井上　岳久 宣伝会議 674ｲ 新習志野

今すぐ自分を売り出す１行を作れ さわらぎ　寛子 大和書房 674ｻ 東習志野
誰も教えてくれないイベントの教科書 テリー植田 本の雑誌社 674ﾃ 新習志野
マーケティング　　第２版 恩蔵　直人 日本経済新聞出版社 675ｵ 谷津
ロジスティクス４．０ 小野塚　征志 日本経済新聞出版社 675ｵ 谷津
未来のビジネス基礎用語　２０１９－２０２０ 日経トレンディ 日経ＢＰ社 675ﾐ19 新習志野
仕事論 藤村　忠寿 総合法令出版 699ﾌ 新習志野
日本の文化財 池田　寿 勉誠出版 709ｲ 東習志野
みんなの同人グッズ制作マニュアル ビー・エヌ・エヌ新社 750ﾐ 東習志野
パーフェクト配色ブック 武川　カオリ パイインターナショナル 757ﾑ 東習志野
同時通訳者のここだけの話 関根　マイク アルク 801ｾ 新習志野
通訳者・通訳ガイドになるには 鑓田　浩章 ぺりかん社 801ﾔ 新習志野
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