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おとなの教養　２ 池上　彰 ＮＨＫ出版 002ｲ2
新習志野

谷津
東京大学のデータサイエンティスト育成講座 中山　浩太郎 マイナビ出版 007ﾄ 新習志野
１日１ページ、読むだけで身につく
世界の教養３６５　人物編

デイヴィッド・Ｓ．キダー 文響社 033ｷ 新習志野

ＡＩに勝てるのは哲学だけだ
最強の勉強法１２＋思考法１０

小川　仁志 祥伝社 104ｵ 谷津

いまの職場、ラスト３か月 渋谷　文武 きずな出版 159ｼ 谷津
あの天才がなぜ転落
伝説の１２人に学ぶ「失敗の本質」

玉手　義朗 日経ＢＰ社 159ﾀ 東習志野

人生は攻略できる 橘　玲 ポプラ社 159ﾀ 新習志野
自分は自分、バカはバカ。
他人に振り回されない一人勝ちメンタル術

ひろゆき ＳＢクリエイティブ 159ﾆ 新習志野

情報だけ武器にしろ。 堀江　貴文 ポプラ社 159ﾎ 谷津
資本家マインドセット 三戸　政和 幻冬舎 159ﾐ 谷津
自分のまわりにいいことが起こりだす！
心の掃除力

ムラキ　テルミ ロングセラーズ 159ﾑ 東習志野

苦しかったときの話をしようか
ビジネスマンの父が我が子のために
書きためた「働くことの本質」

森岡　毅 ダイヤモンド社 159ﾓ 谷津

１日３時間だけ働いておだやかに
暮らすための思考法

山口　揚平 プレジデント社 159ﾔ 東習志野

世界をダメにした１０の経済学
ビョルン・ヴァフルロー
ス

日本経済新聞出版社 331ﾊ 谷津

ゲーム理論入門の入門 鎌田　雄一郎 岩波書店 331.1ｶ 大久保
３０年分の経済ニュースが１時間で学べる 崔　真淑 大和書房 332ｻ 新習志野
平成の教訓　改革と愚策の３０年 竹中　平蔵 ＰＨＰ研究所 332ﾀ 谷津
貿易戦争の政治経済学 ダニ・ロドリック 白水社 333ﾛ 谷津
思い邪なし　京セラ創業者稲盛和夫 北　康利 毎日新聞出版 335ｷ 谷津
外資の流儀　生き残る会社の秘密 中澤　一雄 講談社 335ﾅ 新習志野
直観の経営
「共感の哲学」で読み解く動態経営論

野中　郁次郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 335ﾉ 新習志野

ＲＰＡの真髄　先進企業に学ぶ成功の条件 安部　慶喜 日経ＢＰ社 336ｱ 新習志野
ＲＰＡホワイトカラー革命 ＮＴＴデータ 日本経済新聞出版社 336ｱ 東習志野
就業規則をつくるならこの１冊 岡田　良則 自由国民社 336ｵ 谷津
直感と論理をつなぐ思考法
ＶＩＳＩＯＮ　ＤＲＩＶＥＮ

佐宗　邦威 ダイヤモンド社 336ｻ 東習志野

そのまま使える！ビジネス文書 杉田　あけみ 中央経済社 336ｽ 新習志野
コーポレートファイナンス戦略と実践 田中　慎一 ダイヤモンド社 336ﾀ 新習志野
「数字で考える」は武器になる 中尾　隆一郎 かんき出版 336ﾅ 新習志野
ビジネスで使いこなす
「定量・定性分析」大全

中村　力 日本実業出版社 336ﾅ 谷津

最高の成果を生み出す
ビジネススキル・プリンシプル

中尾　隆一郎 フォレスト出版 336ﾅ 谷津

アイデアは捨てるとうまくいく 堀　宏史 宣伝会議 336ﾎ 新習志野

スタンフォード式最高のリーダーシップ
スティーヴン・
マーフィ重松

サンマーク出版 336ﾏ 東習志野

なかなか自分で決められない人のための
「決める」技術

柳生　雄寛
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

336ﾔ 谷津

絶対得するキャッシュレス決済超入門 岩田　昭男 宝島社 338ｾ 新習志野
会話は、とぎれていい 加藤　綾子 文響社 361ｶ 東習志野
すごい準備 栗原　甚 アスコム 361ｸ 谷津
すべてを疑え！
フェイクニュース時代を生き抜く技術

古賀　純一郎 旬報社 361ｺ 新習志野

転職大全 小林　毅 朝日新聞出版 366ｺ 谷津
図解わかる労働基準法 荘司　芳樹 新星出版社 366ｼ19 新習志野
仕事のカタログ 自由国民社 366ｼ20 新習志野
新よくわかる労働基準法 労働調査会出版局 労働調査会 366ｼ 東習志野
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すぐに役立つこれならわかる
障害者総合支援法と
支援サービスのしくみと手続き

若林　美佳 三修社 369ｽ 新習志野

超効率勉強法 メンタリストＤａｉＧｏ 学研プラス 379ﾀ 谷津
多文化社会の社会教育
公民館・図書館・博物館がつくる「安心の居場
所」

渡辺　幸倫 明石書店 379ﾜ 東習志野

やさしくわかる統計学のための数学 ノマド・ワークス ナツメ社 417ﾔ 新習志野
共感障害　「話が通じない」の正体 黒川　伊保子 新潮社 491ｸ 東習志野
頑張りすぎるあなたのための
会社を休む練習

志村　和久 イースト・プレス 498ｼ 東習志野

アウトルック最速仕事術 森　新 ダイヤモンド社 547ﾓ 谷津
万年筆バイブル 伊東　道風 講談社 589ｲ 新習志野

ゼロからつくる営業ストーリー ポール・スミス
ＴＡＣ株式会社出版
事業部

673ｽ 谷津

営業の問題地図 藤本　篤志 技術評論社 673ﾌ 東習志野
はじめるデザイン 浅野　桜 技術評論社 674ｱ 谷津
マッチ・ラベル１９５０ｓ－７０ｓグラフィックス 小野　隆弘 グラフィック社 675ｵ 新習志野
辛口評論家、星野リゾートに泊まってみた 瀧澤　信秋 光文社 689ﾀ 谷津

教養としてのアート 徳光　健治
クロスメディア・
パブリッシング

706ﾄ 新習志野

本当の翻訳の話をしよう 村上　春樹
スイッチ・
パブリッシング

801ﾑ 谷津

５日で学べて一生使える！
プレゼンの教科書

小川　仁志 筑摩書房 809ｵ 東習志野

大人の伝え方ノート 矢野　香 ＳＢクリエイティブ 809ﾔ 新習志野
一字違いの語彙力 山口　謠司 さくら舎 810ﾔ 東習志野
日本人のための一発で通じる英語発音 松井　博 ダイヤモンド社 831ﾏ 東習志野
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