
書名 著者 出版社 所蔵館
Ｐｙｔｈｏｎで儲かるＡＩをつくる 赤石　雅典 日経ＢＰ 007ｱ 新習志野
神速パソコン仕事術見るだけノート 岡田　充弘 宝島社 007ｼ 谷津
できるＧｏｏｇｌｅビジネス＋テレワーク
パーフェクトブック困った！＆便利ワザ大全

インサイトイメージ インプレス 007ﾃ
新習志野
中央

最新データ流通ビジネスがよ～くわかる本 データ流通推進協議会 秀和システム 007.3ｻ 中央
プロトタイプシティ 高須　正和 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 007.3ﾌ 中央
機械翻訳　歴史・技術・産業 ティエリー・ポイボー 森北出版 007.6ﾎ 中央
何のために本を読むのか 齋藤　孝 青春出版社 019ｻ 新習志野

最高の記憶術 宮地　真一
エムディエヌ
コーポレーション

141ﾐ 新習志野

思考は文字化すると現実化する 横川　裕之 ＷＡＶＥ出版 141ﾖ 谷津
「繊細さん」の知恵袋 武田　友紀 マガジンハウス 146ﾀ 谷津
無意識がわかれば人生が変わる 前野　隆司 ワニ・プラス 146ﾏ 谷津
参謀の思考法 荒川　詔四 ダイヤモンド社 159ｱ 谷津
勝間式ネオ・ライフハック１００ 勝間　和代 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 159ｶ 東習志野
最新会社の倒産しくみと手続き 森　公任 三修社 325.2ｻ 中央

ＮＥＯ　ＥＣＯＮＯＭＹ 日本経済新聞社
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

330ﾈ 新習志野

「意思決定」の科学 川越　敏司 講談社 331ｶ 谷津
教養のための経済学超ブックガイド８８ 飯田　泰之 亜紀書房 331ｷ 新習志野
「２０２０」後新しい日本の話をしよう 河合　雅司 講談社 334ｶ 新習志野
社長、会社を継がせますか？廃業しますか？ 奥村　聡 翔泳社 335ｵ 新習志野
コミュニティカフェ 齋藤　保 学芸出版社 335ｻ 新習志野
ネクスト・シェア ネイサン・シュナイダー 東洋経済新報社 335ｼ 新習志野
起業大全 田所　雅之 ダイヤモンド社 335ﾀ 谷津

共感経営 野中　郁次郎
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

335ﾉ 新習志野

ＷＨＯ　ＹＯＵ　ＡＲＥ ベン・ホロウィッツ 日経ＢＰ 335ﾎ 新習志野
サラリーマンかフリーランスか 山田　寛英 中央経済社 335ﾔ 新習志野
テレワークで困ったときに読む本 植田　健太 中央経済社 336ｳ 新習志野
「超」働き方改革 太田　肇 筑摩書房 336ｵ 谷津
マッキンゼーで学んだ速い仕事術 大嶋　祥誉 学研プラス 336ｵ 新習志野
小さな会社の＜人と組織を育てる＞
業務マニュアルのつくり方

工藤　正彦 日本実業出版社 336ｸ 谷津

決算書の読み方見るだけノート 小宮　一慶 宝島社 336ｹ 新習志野
テレワークの「落とし穴」とその対策 小林　剛 大空出版 336ｺ 東習志野
頭がいい人のモノの言い方 齋藤　孝 きずな出版 336ｻ 東習志野
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21 谷津　中央

女性のキャリア支援 武石　恵美子 中央経済社 336ﾀ 谷津
たった１０日で決算書がプロ並みに
読めるようになる！会計の教室

林　總 ダイヤモンド社 336ﾊ 新習志野

ＢＣＧ次の１０年で勝つ経営
ボストンコンサルティング
グループ

日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

336ﾋ 谷津

なんでも図解　絵心ゼロでもできる！
爆速アウトプット術

日高　由美子 ダイヤモンド社 336ﾋ 新習志野

イマドキ女性管理職の働き方 麓　幸子 日経ＢＰ 336ﾌ 新習志野
ゴールドマン・サックス流女性社員の
育て方、教えます

キャシー松井 中央公論新社 336ﾏ 谷津

うまくやる人のリモートワーク術 山内　貴弘 すばる舎 336ﾔ 中央
９割捨てて１０倍伝わる「要約力」 山口　拓朗 日本実業出版社 336ﾔ 谷津
ホワイト企業の就業規則 米田　徹 労働調査会 336ﾖ 新習志野
リモートワーク・ビギナーズ テレサ・ダグラス 明石書店 336ﾘ 新習志野
世界のエリートは「自分のことば」で人を動かす リップシャッツ信元夏代 フォレスト出版 336ﾘ 谷津
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オンライン講座を頼まれた時に読む本 天笠　淳 日経ＢＰ 336.4ｱ 中央
ざんねんなオフィス図鑑 沢渡　あまね シーアンドアール研究所 336.5ｻ 中央
Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｔｅａｍｓ基本＆便利技 リンクアップ 技術評論社 336.5ﾏ 中央
システム開発・刷新のためのデータモデル大全 渡辺　幸三 日本実業出版社 336.5ﾜ 中央
なぜか話しかけたくなる人、ならない人 有川　真由美 ＰＨＰ研究所 361ｱ 新習志野
すぐに役立つ暮らしのセーフティネット！
失業等給付・職業訓練・生活保護・
給付金のしくみと手続き

森島　大吾 三修社 364.7ｽ 中央

マンション管理員オロオロ日記 南野　苑生 三五館シンシャ 365ﾐ 東習志野
パワハラ・いじめ職場内解決の実践的手法 金子　雅臣 日本法令 366ｶ 新習志野
男性の育休 小室　淑恵 ＰＨＰ研究所 366ｺ 新習志野
精神障害・発達障害のある方とともに
働くためのＱ＆Ａ５０

眞保　智子 日本加除出版 366ｼ 谷津

働き方改革の世界史 濱口　桂一郎 筑摩書房 366ﾊ 谷津
障がい者雇用の教科書 二見　武志 太陽出版 366ﾌ 新習志野
自宅ではじめるひとりビジネス 三宅　哲之 ナツメ社 366ﾐ 新習志野
労働法トークライブ 森戸　英幸 有斐閣 366ﾓ 新習志野

労働基準法がよくわかる本 下山　智恵子 成美堂出版
366.1ｼ
20

中央

素が出るワークショップ 饗庭　伸 学芸出版社 379ｽ 新習志野
驚愕！竹島水族館ドタバタ復活記 小林　龍二 風媒社 480ｺ 新習志野
最新水素エネルギーの仕組みと動向が
よ～くわかる本

今村　雅人 秀和システム 501.6ｲ 中央

図解でわかるカーボンリサイクル
エネルギー総合工学研
究所

技術評論社 501.6ｽ 中央

いっきにわかる！Ｓｌａｃｋの始め方・使い方 宝島社 547ｲ 谷津
おうち時間を使ってはじめるＹｏｕＴｕｂｅ 主婦の友社 主婦の友社 547.4ｵ 中央
Ｃｈａｔｗｏｒｋ基本＆便利技 リンクアップ 技術評論社 547.4ﾁ 中央
みんなのＡＷＳ 菊池　修治 技術評論社 547.4ﾐ 中央
どんな木も生かす山村クラフト 時松　辰夫 農山漁村文化協会 583ﾄ 谷津
東大卒、農家の右腕になる 佐川　友彦 ダイヤモンド社 611ｻ 谷津
農のひと 金井　真紀 左右社 615.7ｶ 中央
幻の「カフェー」時代 斎藤　光 淡交社 673ｻ 新習志野

リモート営業入門 水嶋　玲以仁
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

673ﾐ 谷津

すぐよくわかる絵解き広報 山見　博康 同友館 674ﾔ 中央
ＳＮＳで人を集める！ 喜多野　修次 総合法令出版 675ｷ 新習志野
テレビリサーチャーという仕事 高橋　直子 青弓社 699ﾀ 新習志野
映えるデザイン ＡＲＥＮＳＫＩ 日貿出版社 727ﾊ 東習志野
即興型ディベートの教科書 加藤　彰 あさ出版 809ｶ 谷津
オンラインでズバリ伝える力 佐藤　綾子 幻冬舎 809ｻ 谷津
チームの成果を最大化するオンライン会議
ＢＡＳＩＣＳ１００

谷　益美
日本能率協会マネジメ
ントセンター

809ﾀ 谷津
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