
書名 著者 出版社 所蔵館
学び効率が最大化するインプット大全 樺沢　紫苑 サンクチュアリ出版 002.7ｶ 中央
ＡＩにできること、できないこと 藤本　浩司 日本評論社 007.1ﾌ 中央
よくわかる最新データマイニングの
基本と仕組み

若狭　直道 秀和システム 007.6ﾜ 中央

Ｅｘｃｅｌで仕事がどんどん速くなる 日経ＢＰ 007ｴ 藤崎
Ｔａｂｌｅａｕで始めるデータサイエンス 岩橋　智宏 秀和システム 007ﾀ 谷津
ＴＥＣＨビジネス最前線 日経ＸＴＥＣＨ 日経ＢＰ 007ﾃ 藤崎
デジタル・ミニマリスト カル・ニューポート 早川書房 007ﾆ 谷津
業界別！ＡＩ活用地図 本橋　洋介 翔泳社 007ﾓ 谷津
ページもの冊子・雑誌のパーツ別
デザインコレクション

グラフィック社編集部 グラフィック社 021ﾍ 谷津

レア力で生きる 小宮山　利恵子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 159ｺ 東習志野
楽しくなければ仕事じゃない 干場　弓子 東洋経済新報社 159ﾎ 藤崎

好きなことしか本気になれない。 南　章行
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

159ﾐ 東習志野

２０３０年の世界地図帳 落合　陽一 ＳＢクリエイティブ 304ｵ 中央 谷津
商法総則・商行為法 大塚　英明 有斐閣 325.1ｼ 中央
司法通訳人という仕事 小林　裕子 慶應義塾大学出版会 327.6ｺ 中央
この１冊でわかる世界経済の新常識 熊谷　亮丸 日経ＢＰ 333.6ｺ20 中央

Ｑ＆Ａでわかる地価公示の見方・活かし方
日本不動産鑑定士
協会連合会

中央経済社 334.6ｷ 中央

警鐘 渡邉　美樹 アチーブメント 335.1ﾜ 中央
Ｑ＆Ａ　ＳＤＧｓ経営 笹谷　秀光 日本経済新聞出版社 335ｻ 藤崎
僕たちは、地味な起業で食っていく。 田中　祐一 ＳＢクリエイティブ 335ﾀ 藤崎
社長って何だ！ 丹羽　宇一郎 講談社 335ﾆ 新習志野

ＢＣＧが読む経営の論点
ボストンコンサルティン
ググループ

日本経済新聞出版社 335ﾋ20 谷津

６０分でわかる！ＳＤＧｓ超入門 バウンド 技術評論社 335ﾛ 新習志野
マンガ数学女子智香が教える
仕事で数字を使うって、こういうことです。

深沢　真太郎 日本実業出版社 336.1ﾌ 中央

ビジネスエリートが実践している
異文化理解の全テクニック

齋藤　隆次 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 336.4ｻ 中央

６０歳以上の社員を雇用する手続きと税金 ＣＳＨＲ 税務経理協会 336.4ﾛ 中央
課長のＡＢＣ 石田　淳 日経ＢＰ 336ｲ 藤崎
ミスしても評価が高い人は、
何をしているのか？

飯野　謙次 日経ＢＰ 336ｲ 藤崎

１兆ドルコーチ エリック・シュミット ダイヤモンド社 336ｲ 谷津
ソフトウェア・ファースト 及川　卓也 日経ＢＰ 336ｵ 谷津
ＯＰＥＮＮＥＳＳ職場の「空気」が結果を決める 北野　唯我 ダイヤモンド社 336ｷ 藤崎
大人の言葉力 齋藤　孝 大和出版 336ｻ 藤崎

１２カ月成果を出し続けるＰＤＣＡ手帳術 川原　慎也
日本能率協会
マネジメントセンター

336ｼ 藤崎

「段取りが良い人」と「段取りが悪い人」の習慣 鈴木　真理子 明日香出版社 336ｽ 新習志野
ＧＡＦＡに克つデジタルシフト 鉢嶺　登 日本経済新聞出版社 336ﾊ 藤崎
システム思考がモノ・コトづくりを変える 稗方　和夫 日経ＢＰ 336ﾋ 藤崎
デザイン思考が世界を変える ティム・ブラウン 早川書房 336ﾌ 谷津
「デザイン」の力で人を動かす！
プレゼン資料作成「超」授業

宮城　信一 ＳＢクリエイティブ 336ﾐ 藤崎

１０分でわかる！
経費で落とせるレシート・領収書

林　仲宣 ＷＡＶＥ出版 345ｼ 中央

ひとりでできる個人事業者の確定申告 平野　敦士 成美堂出版 345ﾋ20
東習志野
新習志野
藤崎

英語でガイド！外国人がいちばん
不思議に思う日本のくらし

デイビッド・セイン Ｊリサーチ出版 361ｾ 谷津

仕事と子育てが大変すぎて
リアルに泣いているママたちへ！

小島　慶子 日経ＢＰ 366.3ｺ 中央
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書名 著者 出版社 所蔵館請求記号
パワハラ防止の実務対応 帯刀　康一 労務行政 366.3ﾀ 中央
あらましとＱ＆Ａでわかるハラスメント対策 大橋　さやか 金融財政事情研究会 366ｵ 藤崎
転職の「やってはいけない」 郡山　史郎 青春出版社 366ｺ 藤崎
発達障害でも働けますか？ 座波　淳 花風社 366ｻ 藤崎
定年消滅時代をどう生きるか 中原　圭介 講談社 366ﾅ 新習志野
まんがでわかる発達障害の人のための
お仕事スキル

鈴木　慶太 合同出版 366ﾏ 新習志野

マインドフルネスがよくわかる本 樫尾　直樹 秀和システム 498ｶ 新習志野
超すぐやる！ 菅原　洋平 文響社 498ｽ 藤崎
はじめてでもよくわかる！図面の読み方 飯島　晃良 成美堂出版 501.8ｲ 中央
ザ・ソウル・オブくず屋 東　龍夫 コモンズ 518ﾋ 谷津
最新鉄鋼業界の動向とカラクリが
よ～くわかる本

川上　清市 秀和システム 564.0ｶ 中央

教養としてのスーツ 井本　拓海 二見書房 589.2ｲ 中央
無肥料栽培を実現する本　続 岡本　よりたか マガジンランド 615ｵ2 藤崎

トリマーのための実践上達テクニック 島本　彩恵
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

645.6ﾄ 中央

英文契約書の書き方 山本　孝夫 日本経済新聞出版社 670ﾔ 谷津
すぐに役立つ図解とＱ＆Ａでわかる
特定商取引法と消費者取引の
法律問題トラブル解決法

森　公任 三修社 673.3ｽ 中央

アリババ　世界最強のスマートビジネス ミン・ゾン 文藝春秋 673.3ｿ 中央
ａｍａｚｏｎの絶対思考 星　健一 扶桑社 673.3ﾎ 中央
最新介護ビジネスの動向とカラクリが
よ～くわかる本

川原経営総合センター 秀和システム 673.9ｻ 中央

超高齢社会の「困った」を減らす
課題解決ビジネスの作り方

斉藤　徹 翔泳社 673ｻ 谷津

奇跡を呼ぶレストランサービス 田中　優二 キクロス出版 673ﾀ 藤崎
Ｓｔｉｌｌ　Ｌｉｆｅ　Ｉｍａｇｉｎｇ　スタジオ撮影の極意 南雲　暁彦 玄光社 674.3ﾅ 中央
ポチらせる文章術 大橋　一慶 ぱる出版 674ｵ 東習志野
ほどよい量をつくる 甲斐　かおり インプレス 675ｶ 藤崎
観光ブランドの教科書 岩崎　邦彦 日本経済新聞出版社 689ｲ 新習志野
パターン・デザイン大全 エリザベス・ウィルハイ 東京書籍 757ﾊ 藤崎
音楽で生きていく！ 青柳　いづみこ アルテスパブリッシング 762ｱ 新習志野
世界一のプロゲーマーがやっている努力２．０ ときど ダイヤモンド社 798.5ﾄ 中央
スッキリ文章術 時田　昌 ぱる出版 816ﾄ 新習志野
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