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できる研究者のプレゼン術
ジョナサン・シュワビッ
シュ

講談社 002ｼ 谷津

ブックデザイン３６５ パイインターナショナル パイインターナショナル 022.5ﾌ 中央
「つい感情的になってしまう」あなたへ 水島　広子 河出書房新社 141ﾐ 谷津
超客観力 メンタリストＤａｉＧｏ ｒｅｐｉｃｂｏｏｋ 159ﾀ 谷津

人生を変える単純なスキル 豊田　圭一
クロスメディア・
パブリッシング

159ﾄ 新習志野

１％の努力 ひろゆき ダイヤモンド社 159ﾆ 東習志野
なまけもの時間術 ひろゆき 学研プラス 159ﾆ 新習志野
契約書のツボとコツがゼッタイにわかる本 萩原　勇 秀和システム 324ﾊ 新習志野
実務にすぐ役立つ改正債権法・
相続法コンパクトガイド

福原　竜一 ぎょうせい 324.4ﾌ 中央

図解最新契約の基本と実務がわかる事典 森　公任 三修社 324.5ｽ 中央
改正法対応！最新会社法のしくみと手続き 森　公任 三修社 325.2ｶ 中央
図解いちばんやさしく丁寧に書いた
合同会社設立・運営の本

中島　吉央 成美堂出版 325.2ﾅ 中央

世界一受けたいお金の授業 和仁　達也 三笠書房 330ﾜ 谷津
働き方改革法、会社法改正に対応！
最新会社法務の基本と実務

森　公任 三修社 335ﾊ 中央

会社で役立つ日常業務の法律知識 矢野　千秋 清文社 335ﾔ 東習志野
無敵の定年後 陵水　研人 ＰＨＰ研究所 335ﾘ 谷津
家族経営の法律・税金Ｑ＆Ａ 住田　昌弘 ぎょうせい 335.3ｶ 中央
こんなにおもしろい中小企業診断士の仕事 建宮　努 中央経済社 335.3ﾀ 中央
経済法　独占禁止法と競争政策 岸井　大太郎 有斐閣 335.5ｹ 中央
ベーシック経済法　独占禁止法入門 川浜　昇 有斐閣 335.5ﾍ 中央
仕事が速い人は、「これ」しかやらない 石川　和男 ＰＨＰ研究所 336ｲ 谷津
プロが教えるアイデア練習帳 岡田　庄生 日本経済新聞出版社 336ｵ 谷津

決算書の読み方・活かし方 川口　宏之
日本能率協会
マネジメントセンター

336ｶ 谷津

世界トップエリートのコミュ力の基本 ムーギー・キム ＰＨＰ研究所 336ｷ 谷津
ビジネスチャット時短革命 越川　慎司 インプレス 336ｺ 谷津
小さい会社の総務・人事・経理の仕事が
わかる本

小宮山　敏恵 ＷＡＶＥ出版 336ｺ 中央

熱血会計士が教える
会社を潰す社長の財務！勘違い

古田土　満 日経ＢＰ 336ｺ 東習志野

仕事の基本見るだけノート 平野　敦士カール 宝島社 336ｼ 谷津
思考の枠を超える 篠原　信 日本実業出版社 336ｼ 新習志野
アンガーマネジメント 戸田　久実 日本経済新聞出版社 336ﾄ 谷津
小さな会社にピッタリの使える労務管理術 西村　聡 現代書林 336ﾆ 新習志野
女性リーダーが生まれるとき 野村　浩子 光文社 336ﾉ 谷津
問題解決力を高める「推論」の技術 羽田　康祐 フォレスト出版 336ﾊ 谷津
ひと目で伝わるプレゼン資料の全知識 日比　海里 インプレス 336ﾋ 谷津
インターネット・ＳＮＳトラブルの法務対応 深澤　諭史 中央経済社 336ﾌ 谷津
企画書つくり方、見せ方の技術 藤村　正宏 あさ出版 336ﾌ 新習志野
徹底的に数字で考える。 深沢　真太郎 フォレスト出版 336ﾌ 新習志野
仕事で差がつくコミュニケーションと
敬語の基本

北條　久美子 辰巳出版 336ﾎ 谷津

同僚は外国人。 細井　聡 ＣＣＣメディアハウス 366ﾎ 新習志野
世界観をつくる 水野　学 朝日新聞出版 336ﾐ 谷津
はじめてのＲＰＡ　ＵｉＰａｔｈ入門 吉岡　豊 秀和システム 336ﾖ 谷津
どんな人の前でもあがらない話し方 麻生　けんたろう 秀和システム 336.4ｱ 中央
ビジネス資料のデザイン編集 ｉｎｇｅｃｔａｒ‐ｅ ソシム 336.5ｲ 中央
会社の事務手続き
＜社会保険・労務・経理・登記＞と
書式実践マニュアル

小島　彰 三修社 336.5ｶ 中央

基本簿記原理 伊藤　龍峰 中央経済社 336.9ｷ 中央
現代簿記会計の基礎 郡司　健 中央経済社 336.9ｹ 中央
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書名 著者 出版社 所蔵館請求記号
財務会計・入門 桜井　久勝 有斐閣 336.9ｻ 中央
キャッシュレス決済がこれ１冊で
しっかりわかる教科書

キャッシュレス決済研
究会

技術評論社 338ｷ 中央

なぜか印象がよくなるすごい断り方 津田　卓也 サンマーク出版 361ﾂ 谷津
コミュニケーションのモノサシ 三尾　眞由美 同友館 361ﾐ 谷津

会社のきれいなやめ方
弁護士による退職代行
サービス研究会

自由国民社 366ｶ 新習志野

発達障害のあなたが職場で長く働く方法 木津谷　岳 秀和システム 366ｷ 谷津
仕事の未来 小林　雅一 講談社 366ｺ 新習志野
障がい者だからって、稼ぎがないと思うなよ 姫路　まさのり 新潮社 366ﾋ 谷津
「職場のハラスメント」早わかり 布施　直春 ＰＨＰ研究所 366ﾌ 谷津
女性がオフィスで輝くための１２カ条 ジョアン・リップマン 文藝春秋 366ﾘ 谷津
最新重要判例２００労働法　　第６版 大内　伸哉 弘文堂 366.1ｵ 中央
ベーシック労働法 浜村　彰 有斐閣 366.1ﾍ 中央
自分らしく働くＬＧＢＴの就活・転職の不安が
解消する本

星　賢人 翔泳社 366.2ﾎ 中央

１０年後に食える仕事食えない仕事 渡邉　正裕 東洋経済新報社 366.2ﾜ 中央
予防・解決職場の
パワハラセクハラメンタルヘルス

水谷　英夫 日本加除出版 366.3ﾐ 中央

産業・組織心理学 山口　裕幸 有斐閣 366.9ｻ 中央
ゼロからはじめる力 堀江　貴文 ＳＢクリエイティブ 538ﾎ 谷津

超図解５Ｇビジネス入門 岸本　純子
日本能率協会
マネジメントセンター

547ｷ 新習志野

現場で役立つ電源回路の基本と仕組み 清水　暁生 秀和システム 549.3ｹ 中央
図解よくわかるスマート農業 三輪　泰史 日刊工業新聞社 614ﾐ 新習志野
ビジネス英語便利帳 生駒　隆一 研究社 670ｲ 東習志野
ビジネスメールの書き方・送り方 平野　友朗 あさ出版 670ﾋ 東習志野
ひとこと接客英語 パピヨン麻衣 同文舘出版 673ﾊ 東習志野

っぽくなるデザイン ｉｎｇｅｃｔａｒ‐ｅ
エムディエヌ
コーポレーション

674ｲ 新習志野

グッズ製作ガイドＢＯＯＫ グラフィック社編集部 グラフィック社 674ｸ 東習志野
インスタグラム商品写真の撮り方ガイド 6151 技術評論社 674.3ｲ 中央
会社のＳＮＳ担当になったらはじめに読む本 落合　正和 すばる舎リンケージ 675ｵ 谷津
サブスクリプション経営 根岸　弘光 日本経済新聞出版社 675ﾈ 谷津
東京駅コンシェルジュの３６５日 渡辺　雅史 交通新聞社 686.5ﾜ 中央
派遣添乗員ヘトヘト日記 梅村　達 三五館シンシャ 689ｳ 新習志野
日本のロゴ・マーク５０年 日本タイポグラフィ協会 パイインターナショナル 727.8ﾆ 中央
肖像権時代の最新スナップ撮影術 朝日新聞出版 743ｼ 中央
ニッポンのはたらく人たち 杉山　雅彦 パイインターナショナル 748ｽ 中央

６か国語で貼って伝わる文例２００
ユーキャンインバウンド
研究会

ユーキャン学び出版 801ﾛ 谷津

通訳というおしごと 関根　マイク アルク 801.7ｾ 中央
話し方が上手くなる！声まで良くなる！
１日１分朗読

魚住　りえ 東洋経済新報社 809ｳ 新習志野
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