
書名 著者 出版社 所蔵館
今すぐ使えるかんたんＦｉｎａｌＣｏｄｅ リンクアップ 技術評論社 007ｲ 東習志野
ディープラーニング ジョン・Ｄ．ケレハー ニュートンプレス 007ｹ 東習志野
サイト別ネット中傷・炎上対応マニュアル 清水　陽平 弘文堂 007ｼ 谷津
キーワードで学ぶ最新情報トピックス　２０２０ 久野　靖 日経ＢＰ 007.6ｷ20 中央
ポートレートＲＡＷ現像入門 関　一也 玄光社 007.6ｾ 中央
編集の教科書 宇留間　和基 リーダーズノート出版 021.4ｳ 中央
１３坪の本屋の奇跡 木村　元彦 ころから 024.0ｷ 中央
本を売る技術 矢部　潤子 本の雑誌社 024ﾔ 中央
行きたい！企業ミュージアム  イカロス出版 069ｲ 東習志野
ＳＤＧｓ時代のパートナーシップ 佐藤　真久 学文社 318ｴ 谷津
経済を読む力 大前　研一 小学館 330.4ｵ 中央
スゴい！行動経済学 橋本　之克 総合法令出版 331ﾊ 東習志野
やさしい日本と世界の経済の話 熊野　剛雄 新日本出版社 332ｸ 東習志野
アジア経済とは何か 後藤　健太 中央公論新社 332ｺ 東習志野
ＳＤＧｓとは何か？ 安藤　顯 三和書籍 333ｱ 東習志野
ネクストシリコンバレー 平戸　慎太郎 日経ＢＰ 335ﾈ 新習志野
ビジネス用語図鑑 マイストリート ＷＡＶＥ出版 335ﾋ 東習志野
世界標準の経営理論 入山　章栄 ダイヤモンド社 335.1ｲ 中央
１万人のリーダーが悩んでいること 浅井　浩一 ダイヤモンド社 336ｱ 東習志野
３０００年の叡智を学べる戦略図鑑 鈴木　博毅 かんき出版 336ｽ 新習志野
これからの会社員の教科書 田端　信太郎 ＳＢクリエイティブ 336ﾀ 東習志野
時短と成果が両立する仕事の
「見える化」「記録術」

谷口　和信 明日香出版社 336ﾀ 東習志野

ペヤングソースやきそばで学ぶ
問題解決力

谷藤　賢一
日本能率協会
マネジメントセンター

336ﾀ 谷津

ＥＱトレーニング 高山　直 日本経済新聞出版社 336ﾀ 谷津
実は、仕事で困ったことがありまして 寺下　薫 大和書房 336ﾃ 谷津
Ｑ＆Ａ発達障害・うつ・ハラスメントの労務対応 布施　直春 中央経済社 336ﾌ 谷津

リアルビジネス３．０
日経トップリーダー編集
部

日経ＢＰ 336ﾘ 谷津

問題解決のためのデータ分析基礎講座 高橋　威知郎 ビジネス教育出版社 336.1ﾀ 中央
イノベーション全書 紺野　登 東洋経済新報社 336.2ｺ 中央
今日から使える！原価計算がよくわかる本 平木　敬 秀和システム 336.8ﾋ 中央
はじめてでもできる個人事業者・
フリーランスの青色申告

吉田　信康 成美堂出版 345ﾊ20 東習志野

働くコンパスを手に入れる 田中　翼 晶文社 366ﾀ 谷津
フィンランド人はなぜ午後４時に
仕事が終わるのか

堀内　都喜子 ポプラ社 366ﾎ 新習志野

よくわかるキャリアコンサルティングの教科書 渡部　昌平 金子書房 366ﾜ 谷津

知的障害・発達障害の人たちのための
新・見てわかるビジネスマナー集

「新・見てわかるビジネ
スマナー集」企画編集
委員会

ジアース教育新社 366.2ﾁ 中央

世界一やさしい電卓の教科書１年生 脇田　弥輝 ソーテック社 418ﾜ 東習志野
企業研究者のための人生設計ガイド 鎌谷　朝之 講談社 507ｶ 谷津
開発設計の教科書 寺倉　修 日経ＢＰ 509.6ﾃ 中央
脱プラスチックへの挑戦 堅達　京子 山と溪谷社 519ﾀ 中央

これからの５Ｇビジネス 石川　温
エムディエヌ
コーポレーション

547ｲ 東習志野

６０分でわかる！５Ｇビジネス最前線 佐野　正弘 技術評論社 547.5ｻ 中央
よくわかる最新有機ＥＬ＆液晶パネルの
基本と仕組み

齋藤　勝裕 秀和システム 549.9ｻ 中央

ＷｏｒｄでできるＰＯＰ・はがき・案内図・
暮らしで役立つ書類のつくり方

辻野　功 技術評論社 582.3ﾂ 中央

ちょっとしたことで差がつくメールの書き方 亀谷　敏朗 アルファポリス 670.9ｶ 中央
＜婚活ビジネス＞急成長のカラクリ 有薗　隼人 扶桑社 673ｱ 東習志野
大人女子デザイン ｉｎｇｅｃｔａｒ‐ｅ 翔泳社 674.3ｲ 中央
ペライチのデザイン ＢＮＮ編集部 ビー・エヌ・エヌ新社 674.7ﾍ 中央
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書名 著者 出版社 所蔵館請求記号
デジ単　デジタルマーケティングの単語帳 村山　亮太 翔泳社 675ﾑ 中央
民泊ビジネスのための手続
＜届出・登録・許可申請＞と
書式実践マニュアル

服部　真和 三修社 689.8ﾐ 中央

ビジネスエリートがなぜか身につけている
教養としての落語

立川　談慶 サンマーク出版 779.1ﾀ 中央

ぼくは翻訳についてこう考えています 柴田　元幸 アルク 801.7ｼ 中央
「分かりやすい表現」の技術 藤沢　晃治 文響社 816ﾌ 谷津
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