
書名 著者 出版社 所蔵館
実践自分で調べる技術 宮内　泰介 岩波書店 002.7ﾐ 中央
ホワイトハッカー入門 阿部　ひろき インプレス 007ｱ 新習志野
デジタル化する新興国 伊藤　亜聖 中央公論新社 007ｲ 東習志野
行動を変えるデザイン Ｓｔｅｐｈｅｎ　Ｗｅｎｄｅｌ オライリー・ジャパン 007ｳ 谷津
ＡＩリテラシーの教科書 浅岡　伴夫 東京電機大学出版局 007ｴ 谷津

アフターソーシャルメディア
法政大学大学院メディ
ア環境設計研究所

日経ＢＰ 007.3ｱ 中央

プロ司書の検索術 入矢　玲子 日外アソシエーツ 007.5ｲ 中央
ここはウォーターフォール市、アジャイル町 沢渡　あまね 翔泳社 007.6ｻ 中央
学術書を読む 鈴木　哲也 京都大学学術出版会 019ｽ 谷津
自制心の足りないあなたへ 尾崎　由佳 ちとせプレス 141ｵ 新習志野
色彩心理図鑑 ポーポー・ポロダクショ 日本文芸社 141ｼ 東習志野
超発想力 メンタリストＤａｉＧｏ 詩想社 141ﾀ 谷津
理想の自分で輝くためのあがり症克服術 村本　麗子 明日香出版社 141ﾑ 谷津
感情の整理学 和田　秀樹 エクスナレッジ 141ﾜ 谷津
一生使える！プロカウンセラーの傾聴の基本 古宮　昇 総合法令出版 146.8ｺ 中央
僕は君の「熱」に投資しよう 佐俣　アンリ ダイヤモンド社 159ｻ 谷津
ＳＤＧｓの考え方と取り組みが
これ１冊でしっかりわかる教科書

バウンド 技術評論社 335ｴ 谷津

図解わかる個人事業の始め方 宇田川　敏正 新星出版社 335ｽ 新習志野

心理的安全性のつくりかた 石井　遼介
日本能率協会
マネジメントセンター

336ｲ 新習志野

今すぐ使えるかんたんＲＰＡロボパットＤＸ
ＦＣＥプロセス＆
テクノロジー

技術評論社 336ｲ 東習志野

超速フレームワーク 大嶋　祥誉 三笠書房 336ｵ 谷津
Ｚｏｏｍ・Ｓｌａｃｋ・Ｔｅａｍｓテレワークに
役立つ教科書

岡田　真一 ＳＢクリエイティブ 336ｵ 新習志野

世界一わかりやすい教える技術 向後　千春 技術評論社 336ｺ 新習志野
ＩＴ人材が輝く職場ダメになる職場 沢渡　あまね 日経ＢＰ 336ｻ 新習志野
すごい！オンライン会話術 白崎　あゆみ ＰＨＰ研究所 336ｼ 谷津
図解わかる小さな会社の
給与計算と社会保険

関根　俊輔 新星出版社 336ｽ 新習志野

図解わかる小さな会社の総務・労務・経理 関根　俊輔 新星出版社 336ｽ 新習志野

Ｑ＆Ａいまさら聞けないテレワークの常識 武田　かおり
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

336ﾀ 谷津

おうち仕事術 戸田　覚 翔泳社 336ﾄ 新習志野
実践！オフィスの効率化ファイリング 長野　ゆか 同文舘出版 336ﾅ 東習志野
最高の結果を出すＫＰＩ実践ノート 中尾　隆一郎 フォレスト出版 336ﾅ 中央
図解組織を変えるファシリテーターの道具箱 森　時彦 ダイヤモンド社 336ﾓ 新習志野
領収書・レシートはどこまで経費で落とせるか 吉村　修一 ぱる出版 336ﾖ 新習志野
ＧＡＦＡの決算書 齋藤　浩史 かんき出版 336.8ｻ 中央

デジタル円　日銀が暗号通貨を発行する日 井上　哲也
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

338ｲ 谷津

Ｑ＆Ａでサクサクわかる金融の世界 大村　博 ビジネス教育出版社 338ｵ 新習志野
自分ですらすらできる確定申告の書き方 渡辺　義則 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 345.3ﾜ 中央
マンガ版ちょっとだけ・こっそり・素早く
「言い返す」技術

ゆうき　ゆう 三笠書房 361ﾕ 新習志野

その言い方は「失礼」です！ 吉原　珠央 幻冬舎 361ﾖ 新習志野
国家資格キャリアコンサルタントになるには！？ 柴田　郁夫 秀和システム 366ｼ 谷津
冠婚葬祭マナーの新常識
ｗｉｔｈコロナ時代に対応！

岩下　宣子 主婦の友社 385ｶ 谷津
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木のストロー 西口　彩乃 扶桑社 519ﾆ 新習志野
わかる！使える！機械加工入門 澤　武一 日刊工業新聞社 532ｻ 谷津
図解まるわかり５Ｇのしくみ 飯盛　英二 翔泳社 547ｽ 新習志野
ＹｏｕＴｕｂｅ　Ｐｅｒｆｅｃｔ　ＧｕｉｄｅＢｏｏｋ タトラエディット ソーテック社 547.4ﾕ 中央
次世代半導体素材ＧａＮの挑戦 天野　浩 講談社 549ｱ 谷津
ビジネスエリートが知っている教養としての
日本酒

友田　晶子 あさ出版 588ﾄ 東習志野

１３歳からの食と農　家族農業が世界を変える 関根　佳恵 かもがわ出版 611ｾ 谷津

地図とデータで見る農業の世界ハンドブック
ジャン＝ポール・
シャルヴェ

原書房 612.9ｼ 中央

鮮度を保つ漁業の科学 齋藤　勝裕 シーアンドアール研究 660ｻ 中央
電子契約導入ガイドブック　海外契約編 佐々木　毅尚 商事法務 670ﾃ 中央
商業から読み解く「新」世界史 宮崎　正勝 原書房 672ﾐ 新習志野
喫茶の一族　京都・六曜社三代記  京阪神エルマガジン社 673ｷ 東習志野
ワークマン式「しない経営」 土屋　哲雄 ダイヤモンド社 673ﾂ 谷津

広報の仕掛け人たち
日本パブリック
リレーションズ協会

宣伝会議 674ｺ 中央

サブスクリプション 小宮　紳一 創元社 675ｺ 谷津
Ｓｐｏｔｉｆｙ　新しいコンテンツ王国の誕生 スベン・カールソン ダイヤモンド社 694ｶ 東習志野
ビジネス教養としてのアート 岡田　温司 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 704ﾋ 新習志野
素人ですが、デザインしてみました。 京田クリエーション パイインターナショナル 727ｼ 中央
民藝と手仕事 暮らしの図鑑編集部 翔泳社 750ﾐ 谷津
弁護士で作曲家の高木啓成がやさしく教える
音楽・動画クリエイターの権利とルール

高木　啓成 日本加除出版 760.9ﾀ 中央

フランス語で日本案内 井上　美穂 白水社 850ｲ 谷津
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