
書名 著者 出版社 所蔵館
Ｘテック２０２０ アクセンチュア 日本経済新聞出版社 007ｸ 新習志野
次のテクノロジーで世界はどう変わるのか 山本　康正 講談社 007ﾔ 新習志野
高校数学でわかるディープラーニングのしくみ 涌井　貞美 ベレ出版 007.1ﾜ 中央

文章で生きる夢をマジメに叶えてみよう。 岸　智志
エムディエヌ
コーポレーション

021ｷ 新習志野

古くてあたらしい仕事 島田　潤一郎 新潮社 023ｼ 谷津
「人見知り」として生きていくと決めたら読む本 午堂　登紀雄 すばる舎 159ｺ 藤崎
慎太郎ママの「毎日の幸せ探し」 矢部　慎太郎 講談社 159ﾔ 谷津
ビジネスに活かす教養としての仏教 鵜飼　秀徳 ＰＨＰ研究所 180ｳ 谷津
事例でわかる経営者の認知症対策 川嵜　一夫 日本法令 324.6ｼ 中央
１時間でわかる失敗しない！会社のつくり方 加藤　雄一 技術評論社 325ｶ 谷津
世界「倒産」図鑑 荒木　博行 日経ＢＰ 335.2ｱ 中央
会社学の基礎知識 松崎　和久 税務経理協会 335.4ﾏ 中央
稼げる講師、稼げない講師　どこが違うか 五十嵐　康雄 あさ出版 336ｲ 谷津
仕事の「ムダ」が必ずなくなる超時短術 越川　慎司 日経ＢＰ 336ｺ 新習志野
世界で一番やさしい資料作りの教科書 榊巻　亮 日経ＢＰ 336ｻ 谷津
話しベタさんでも伝わるプレゼン 清水　久三子 翔泳社 336ｼ 谷津
「疲れない」が毎日続く！休み方マネジメント 菅原　洋平 河出書房新社 336ｽ 新習志野
１時間でわかるトラブルフリーな職場づくり 須田　美貴 技術評論社 336ｽ 谷津
ＤＸ実行戦略　デジタルで稼ぐ組織をつくる マイケル・ウェイド 日本経済新聞出版社 336ﾃ 新習志野
定時で帰る女性の仕事ルールと時間術 冨山　真由 ナツメ社 336ﾃ 谷津
言葉ダイエット 橋口　幸生 宣伝会議 336ﾊ 新習志野
法律家が教えるＬＧＢＴフレンドリーな
職場づくりガイド

ＬＧＢＴとアライのため
の法律家ネットワーク

法研 336ﾎ 新習志野

シート１枚で論理的に伝える技術 渡辺　まどか 秀和システム 336ﾜ 谷津
女性管理職１年目の教科書 野見山　玲子 日本経済新聞出版社 336.3ﾉ 中央
新しい人事労務管理 佐藤　博樹 有斐閣 336.4ｱ 中央
まんがで身につく「伝える力」 池上　彰 ＰＨＰ研究所 336.4ｲ 中央
職場に外国人がやってきたら読む本 涌井　美和子 近代セールス社 336.4ﾜ 中央
いちばんやさしいキャッシュレス決済の教本 川野　祐司 インプレス 338ｶ 谷津
最新暗号資産の基本と仕組みが
よ～くわかる本

堀　龍市 秀和システム 338ﾎ 中央

欧米エリートが使っている
人類最強の伝える技術

高橋　健太郎 アルファポリス 361.4ﾀ 中央

退職代行マニュアル 桐畑　昴 扶桑社 366ｷ 谷津
ちょっと気になる「働き方」の話 権丈　英子 勁草書房 366ｹ 谷津

定年後も働きたい。 松本　すみ子
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

366ﾏ 東習志野

科学的な適職 鈴木　祐
クロスメディア・
パブリッシング

366.2ｽ 中央

入門図解職場のハラスメント
＜セクハラ・パワハラ・マタハラ＞の法律と対策

千葉　博 三修社 366.3ﾆ 中央

モノのはじまりを知る事典 木村　茂光 吉川弘文館 382.1ﾓ 中央

カンタン電卓操作術 ＴＡＣ電卓研究会
ＴＡＣ株式会社出版事
業部

418.6ｶ 中央

働く人のこころのケア・ガイドブック 福田　真也 金剛出版 498.8ﾌ 中央
アウトルック最強時短仕事術 守屋　恵一 技術評論社 547ﾓ 新習志野
よくわかる最新半導体製造装置の
基本と仕組み

佐藤　淳一 秀和システム 549.8ｻ 中央

貴金属の知られざる科学 齋藤　勝裕 シーアンドアール研究 565.1ｻ 中央
トコトンやさしいゴム材料の本 伊藤　眞義 日刊工業新聞社 578.2ｲ 中央
男コピーライター、育休をとる。 魚返　洋平 大和書房 599.0ｳ 中央
最新小売業界の動向とカラクリが
よ～くわかる本

平木　恭一 秀和システム 673.7ﾋ2 中央

広告ってすごい！がわかる人気講座　ｖｏｌ．２ 日経広告研究所 日経広告研究所 674ｺ 東習志野
バズる１行 中山　マコト 総合法令出版 674ﾅ 中央
ブランディング 中村　正道 日本経済新聞出版社 675ﾅ 谷津
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書名 著者 出版社 所蔵館請求記号
京都が観光で滅びる日 村山　祥栄 ワニ・プラス 689ﾑ 谷津
間違いだらけの日本のインバウンド 中村　正人 扶桑社 689.2ﾅ 中央
ものは言いよう ヨシタケ　シンスケ 白泉社 726ﾖ 谷津
アニメ私塾流最高の絵と人生の描き方 室井　康雄 エクスナレッジ 726.5ﾑ 中央
配色デザイン良質見本帳 たじま　ちはる ＳＢクリエイティブ 757.3ﾀ 中央
アニメの仕事は面白すぎる 奥田　誠治 出版ワークス 778ｵ 谷津
総理通訳の外国語勉強法 中川　浩一 講談社 807ﾅ 新習志野
どんなに緊張してもうまく話せる！ 渡辺　由佳 日本実業出版社 809.2ﾜ 中央
やさしい英語でまなべる日本語 木下　直美 ＩＢＣパブリッシング 810.7ｷ 中央
英文法の鬼１００則 時吉　秀弥 明日香出版社 835ﾄ 中央
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