
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ｶ 谷津
いまさら聞けないＩＴの常識 岡嶋　裕史 日本経済新聞出版社 007ｵ 谷津
中学数学からはじめる暗号入門 関根　章道 技術評論社 007ｾ 藤崎
ＡＩには何ができないか メレディス・ブルサード 作品社 007ﾌ 東習志野
自己肯定力 鴨頭　嘉人 かも出版 159ｶ 新習志野
１００年後まで残したい日本人のすごい名言　 齋藤　孝 アスコム 159ｻ 新習志野
イヤなやつほど仕事がデキる フランチェスカ・ジーノ 日本経済新聞出版社 159ｼ 新習志野
悩む人　人生相談のフィロソフィー　 高橋　秀実 文藝春秋 159ﾀ 東習志野
ビル・ゲイツの幸せになる質問 中谷　昌文 日本実業出版社 159ﾅ 谷津
ニュータイプの時代
新時代を生き抜く２４の思考・行動様式

山口　周 ダイヤモンド社 159ﾔ 東習志野

とてつもない失敗の世界史　 トム・フィリップス 河出書房新社 204ﾌ 藤崎
これからを生きる君へ　 天野　篤 毎日新聞出版 289.1ｱ 藤崎
日本の資本主義を作った男　渋沢栄一 宝島社 289.1ｼ 藤崎
ＡＩと資本主義　マルクス経済学ではこう考える　友寄　英隆 本の泉社 331ﾄ 藤崎
なぜデフレを放置してはいけないか 岩田　規久男 ＰＨＰ研究所 332ｲ 東習志野
図解自分をアップデートする仕事のコツ大全 金沢　悦子 講談社 336ｶ 藤崎
モノの言い方１年生のキミへ 金森　たかこ すばる舎 336ｶ 藤崎
管理ゼロで成果はあがる 倉貫　義人 技術評論社 336ｸ 新習志野
内向的な人のための
スタンフォード流ピンポイント人脈術

竹下　隆一郎
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

336ﾀ 谷津

労務管理のツボとコツがゼッタイにわかる本 寺林　顕 秀和システム 336ﾃ 谷津
最速で課題を解決する逆算思考　 中尾　隆一郎 秀和システム 336ﾅ 谷津
ＩＴ負債 室脇　慶彦 日経ＢＰ 336ﾑ 藤崎
クレーム対応最強の話しかた 山下　由美 ダイヤモンド社 336ﾔ 新習志野
伝わるプレゼンの法則１００　 吉藤　智広 大和書房 336ﾖ 藤崎
２０字に削ぎ落とせ
ワンビッグメッセージで相手を動かす

リップシャッツ信元夏代 朝日新聞出版 336ﾘ 東習志野

ザ・ネクストバンカー
次世代の銀行員のかたち

浪川　攻 講談社 338ﾅ 新習志野

言葉は凝縮するほど、強くなる 古舘　伊知郎 ワニブックス 361ﾌ 藤崎
自分のことは話すな
仕事と人間関係を劇的によくする技術

吉原　珠央 幻冬舎 361ﾖ 藤崎

社会保障法 黒田　有志弥 有斐閣 364ｼ 新習志野
資格取り方選び方全ガイド 高橋書店編集部 高橋書店 366ｼ21 新習志野
退職・転職成功マニュアル 島田　弘樹 ぱる出版 366ｼ 藤崎
定年後の仕事は４０代で決めなさい 原　正紀 徳間書店 366ﾊ 東習志野
発達障害の人が働くときに
知っておきたい１０の基本

宮尾　益知 河出書房新社 366ﾐ 谷津

恐竜の魅せ方
展示の舞台裏を知ればもっと楽しい

真鍋　真 ＣＣＣメディアハウス 406ﾏ 谷津

世界を変えた６０人の偉人たち 東京電機大学 東京電機大学出版局 502ｾ 谷津
タニタの働き方革命　 谷田　千里 日本経済新聞出版社 535ﾀ 藤崎
ゼロからわかる宇宙防衛 大貫　剛 イカロス出版 538ｵ 藤崎
ザ・ワン・デバイス ブライアン・マーチャント ダイヤモンド社 547ﾏ 東習志野
本当にやさしく学びたい人の！
絵解きネットワーク超入門

増田　若奈 技術評論社 547ﾏ 谷津

楽天ＩＲ戦記
「株を買ってもらえる会社」のつくり方

市川　祐子 日経ＢＰ 673ｲ 東習志野

はじめよう！移動販売　クルマ１台で起業する 滝岡　幸子 同文舘出版 673ﾀ 藤崎

かわいいデザイン ｉｎｇｅｃｔａｒ‐ｅ
エムディエヌ
コーポレーション

674ｲ 藤崎

コピーライターほぼ全史　
東京コピーライターズ
クラブ

日本経済新聞出版社 674ｺ 藤崎

サブスクリプション２．０
衣食住すべてを飲み込む最新ビジネスモデル

日経クロストレンド 日経ＢＰ 675ｻ 新習志野

「ついやってしまう」体験のつくりかた 玉樹　真一郎 ダイヤモンド社 675ﾀ 谷津
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書名 著者 出版社 所蔵館請求記号
販促・ＰＲ・プロモーション
ネット戦略のやさしい教科書。

敷田　憲司
エムディエヌ
コーポレーション

675ﾊ 藤崎

文系でもプログラミング副業で月１０万円稼ぐ！　日比野　新 かんき出版 675ﾋ 谷津
秋本治の仕事術
『こち亀』作者が４０年間休まず
週刊連載を続けられた理由

秋本　治 集英社 726ｱ 新習志野

映画の字幕ナビ　 落合　寿和 スティングレイ 778ｵ 藤崎
大人の語彙力強化ノート 吉田　裕子 宝島社 810ﾖ 谷津
「やさしい日本語」で観光客を迎えよう 加藤　好崇 大修館書店 817ｶ 谷津
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