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やりたいことを全部やる！メモ術 臼井　由妃 日本経済新聞出版社 B159ｳ 新習志野
在野研究ビギナーズ
勝手にはじめる研究生活

荒木　優太 明石書店 002ｱ 藤崎

和気文具の手帳アイデア 今田　里美 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 002ｲ 東習志野
ＶＲが変えるこれからの仕事図鑑 赤津　慧 光文社 007ｱ 東習志野
インターネットにおける
誹謗中傷法的対策マニュアル

中澤　佑一 中央経済社 007ﾅ 谷津

ビッグデータ探偵団 安宅　和人 講談社 007ﾋ 新習志野
死ぬほど読めて忘れない高速読書 上岡　正明 アスコム 019ｶ 藤崎
本屋がアジアをつなぐ 石橋　毅史 ころから 024ｲ 谷津
１日１ページ、読むだけで身につく
世界の教養３６５　現代編

デイヴィッド・Ｓ．キダー 文響社 033ｷ 新習志野

ザ・フォーミュラ
科学が解き明かした「成功の普遍的法則」

アルバート＝ラズロ・
バラバシ

光文社 159ﾊ 東習志野

地理×文化×雑学で今が見える世界の国々 かみゆ歴史編集部 朝日新聞出版 290ﾁ 東習志野
アフリカを見る　アフリカから見る 白戸　圭一 筑摩書房 302ｼ 新習志野
令和を君はどう生きるか 鈴木　貴博 悟空出版 304ｽ 東習志野
図解でわかる１４歳からの地政学 鍛冶　俊樹 太田出版 312ｽ 新習志野
「国境なき医師団」になろう！ いとう　せいこう 講談社 329ｲ 新習志野
小さき者の幸せが守られる経済へ 浜　矩子 新日本出版社 330ﾊ 藤崎

日経新聞を「読む技術」「活用する技術」 山本　博幸
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

330ﾔ 東習志野

おさえておきたい「平成の経済」 中村　宏之 山川出版社 332ﾅ 新習志野
私たちが国際協力する理由 紀谷　昌彦 日本評論社 333ｷ 新習志野
個人事業を会社にする
メリット・デメリットがぜんぶわかる本

関根　俊輔 新星出版社 335ｾ 新習志野

仕事の不安・悩みがなくなる
ロジカルシンキング

苅野　進 あさ出版 336ｶ 新習志野

職場の「苦手な人」を最強の味方に変える方法 片桐　あい ＰＨＰ研究所 336ｶ 谷津
すべらない「提案力」のセオリー 櫻木　裕之 日本経済新聞出版社 336ｻ 谷津
仕事は「徒然草」でうまくいく 沢渡　あまね 技術評論社 336ｻ 谷津
図解いちばんやさしく丁寧に書いた
法人税申告の本

須田　邦裕 成美堂出版 336ｽ20 谷津

世界のエリートが学んでいる
ＭＢＡ必読書５０冊を１冊にまとめてみた

永井　孝尚 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 336ﾅ 新習志野

リーダーの鬼１００則 早川　勝 明日香出版社 336ﾊ 谷津
「お前の言うことはわけがわからん！」と
言わせないロジカルな話し方超入門

別所　栄吾
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

336ﾍ 東習志野

女性管理職のための
しなやかマネジメント入門

細木　聡子 ＮＴＴ出版 336ﾎ 新習志野

ソーシャルアクション！
あなたが社会を変えよう！

木下　大生 ミネルヴァ書房 360ｿ 谷津

なぜ、人は操られ支配されるのか 西田　公昭 さくら舎 361ﾆ 藤崎
人づき合いがうまくいく気くばりのコツ 森　良子 ナツメ社 361ﾋ 谷津
苦手な人を思い通りに動かす グレッチェン・ルービン 日経ＢＰ 361ﾙ 藤崎
Ｑ＆Ａハラスメントをめぐる諸問題 山梨県弁護士会 ぎょうせい 366ｷ 東習志野
働くわたし 本の雑誌編集部 本の雑誌社 366ﾊ 新習志野
これで安心！働きながら介護する 川上　由里子 技術評論社 369ｶ 谷津

緊急防災ハンドブック
日本能率協会
マネジメントセンター

日本能率協会
マネジメントセンター

369ｷ 新習志野

どんな災害でもお金とくらしを守る 清水　香 小学館クリエイティブ 369ｼ 東習志野
プロの調査員が教える！
介護事業所・施設の選び方が本当にわかる本

福岡　浩 自由国民社 369ﾌ 谷津

防災サバイバル読本 日本防火・防災協会 東京法令出版 369ﾎ 藤崎
会社四季報業界地図　２０年版 東洋経済新報社 東洋経済新報社 602ｶ20 東習志野
絶望の林業 田中　淳夫 新泉社 652ﾀ 新習志野
ネイティブにほめられる英語 西　真理子 ダイヤモンド社 670ﾆ 藤崎
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カスハラ　モンスター化する「お客様」たち
ＮＨＫ「クローズアップ
現代＋」取材班

文藝春秋 673ｶ 谷津

無人島売ります！ 佐藤　ノブ 主婦の友社 673ｻ 新習志野
デザイン力の基本 ウジ　トモコ 日本実業出版社 674ｳ 藤崎
日本の消費者は何を考えているのか？ 野村総合研究所 東洋経済新報社 675ﾆ 藤崎
感動のメカニズム 前野　隆司 講談社 675ﾏ 新習志野
サンリオピューロランドの人づくり 小巻　亜矢 ダイヤモンド社 689ｺ 東習志野
結果もスピードも手に入る神速スマホ仕事術 岡田　充弘 すばる舎 694ｵ 谷津
スピーチや会話の「えーっと」がなくなる本 高津　和彦 フォレスト出版 809ｺ 東習志野
読む・書く・話すを極める
大人の言語スキル大全

齋藤　孝 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 809ｻ 谷津

これからはじめるワークショップ 堀　公俊 日本経済新聞出版社 809ﾎ 谷津
読みたいことを、書けばいい。 田中　泰延 ダイヤモンド社 816ﾀ 谷津
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