
書名 著者 出版社 所蔵館
時間をもっと大切にするための
小さいノート活用術

高橋　拓也 玄光社 002ﾀ 谷津

ＥＸＣＥＬで簡単プログラミング 小川　公一郎 ＣＣＣメディアハウス 007ｵ 谷津
働き方５．０ 落合　陽一 小学館 007ｵ 谷津
絵でわかるサイバーセキュリティ 岡嶋　裕史 講談社 007.6ｵ 中央
「日本が世界一」のランキング事典 伊藤　賀一 宝島社 031ｲ 新習志野
伝える仕事 池上　彰 講談社 070ｲ 谷津
このままでいいの？ 岩田　麻央 みらいパブリッシング 159ｲ 新習志野
マンガと図解でわかる世界のエリートは
なぜ「美意識」を鍛えるのか？

山口　周 光文社 159ﾏ 東習志野

スキルペディア 村山　昇
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

159ﾑ 東習志野

世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方 八木　仁平 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 159ﾔ 東習志野
デジタル手続法で変わる企業実務 榎並　利博 日本法令 323.9ｴ 中央
改正対応！株主総会のしくみと手続き 森　公任 三修社 325ｶ 谷津
ＷＨＡＴ　ＮＥＸＴ 宮崎　正弘 ハート出版 333ﾐ 新習志野

小さくはじめる起業の教科書 酒井　とし夫
日本能率協会
マネジメントセンター

335ｻ 東習志野

中小企業の事業承継 牧口　晴一 清文社 335ﾏ 谷津
今日からできる！小さな会社のＳＤＧｓ 村尾　隆介 青春出版社 335ﾑ 谷津

ＰＤＣＡマネジメント 稲田　将人
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

336ｲ 谷津

事業継続マネジメントシステム
ＩＳＯ２２３０１

打川　和男 秀和システム 336ｳ 中央

これからのテレワーク 片桐　あい 自由国民社 336ｶ 東習志野
筋の良い仮説を生む
問題解決の「地図」と「武器」

高松　康平 朝日新聞出版 336ﾀ 谷津

テレワーク大全
日経ＢＰ総合研究所
イノベーション
ＩＣＴラボ

日経ＢＰ 336ﾃ 谷津

できるテレワーク入門 法林　岳之 インプレス 336ﾃ
新習志野
中央

失敗を未然に防ぐ仕事の
ミスゼロ１００の法則

藤井　美保代
日本能率協会
マネジメントセンター

336ﾌ 東習志野

戦略の創造学 山脇　秀樹 東洋経済新報社 336ﾔ 新習志野
迷えるリーダーがいますぐ持つべき
１枚の未来地図

横田　伊佐男 日経ＢＰ 336ﾖ 谷津

仕事力に差がつく「超・整理術」 吉澤　準特 三笠書房 336ﾖ 東習志野
いますぐ！超実践テレワーク マイナビ出版 336.4ｲ 中央
テレワーク導入の法的アプローチ 末　啓一郎 経団連出版 336.4ｽ 中央
入門図解テレワーク・副業兼業の法律と
導入手続き実践マニュアル

森島　大吾 三修社 336.4ﾆ 中央

なぜ支店長は飛ばされたのか 加藤　直樹 廣済堂出版 338ｶ 東習志野
ソフトバンク崩壊の恐怖と農中・
ゆうちょに迫る金融危機

黒川　敦彦 講談社 338ｸ 谷津

グラフのウソを見破る技術 アルベルト・カイロ ダイヤモンド社 350ｶ 谷津
屁理屈に負けない！ 桑畑　幸博 扶桑社 361ｸ 東習志野
日本型組織存続の条件 山本　七平 さくら舎 361.4ﾔ 中央
なぜ僕らは働くのか 池上　彰 学研プラス 366ﾅ 中央
発達障害の人の雇用と合理的配慮がわかる本 石井　京子 弘文堂 366ﾊ 谷津
最新最強の履歴書・職務経歴書 矢島　雅己 成美堂出版 366.2ｻ22 中央
２０歳のキャリア術 澤田　裕美 樹村房 366.3ｻ 中央
よくわかる最新センサ技術の基本と仕組み 松本　光春 秀和システム 501.2ﾏ 中央
科学技術の失敗から学ぶということ 寿楽　浩太 オーム社 504ｼ 東習志野
よくわかる最新都市計画の基本と仕組み 五十畑　弘 秀和システム 518.8ｲ 中央
メーター検針員テゲテゲ日記 川島　徹 三五館シンシャ 540ｶ 新習志野
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トコトンやさしい半導体パッケージ実装と
高密度実装の本

高木　清 日刊工業新聞社 549.8ﾄ 中央

よくわかる最新めっきの基本と仕組み 土井　正 秀和システム 566ﾄ 新習志野
最新化粧品業界の動向とカラクリが
よ～くわかる本

梅本　博史 秀和システム 576.7ｳ 中央

刃物たるべく　職人の昭和 土田　昇 みすず書房 583ﾂ 谷津
皮膚科専門医が教えるメンズスキンケア
パーフェクトガイド

小林　智子 法研 595ｺ 新習志野

農家はつらいよ 寺坂　祐一 同文舘出版 626ﾃ 新習志野
東京エリア戦略 榎本　篤史 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 672ｴ 谷津
高齢者・障害者へのマナーがわかる本 亀井　亜希子 セルバ出版 673ｶ 新習志野
崖っぷちの会社を立て直したスーパーな女 清川　照美 ダイヤモンド社 673ｷ 谷津
グレークレームを“ありがとう！”に
変える応対術

天野　泰守
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

673ｸ 東習志野

ジャパネットの経営 高田　旭人 日経ＢＰ 673ﾀ 東習志野
売れるコピーライティング単語帖 神田　昌典 ＳＢクリエイティブ 674ｶ 谷津
基礎からわかる広告・マーケティングの法律 木川　和広 中央経済社 674ｷ 中央
自由すぎる公式ＳＮＳ「中の人」が明かす
企業ファンのつくり方

日経トレンディ 日経ＢＰ 675ｼ 中央

絵でみる貿易のしくみ 片山　立志
日本能率協会
マネジメントセンター

678ｶ 新習志野

Ｂｅｙｏｎｄ　ＭａａＳ 日高　洋祐 日経ＢＰ 681ﾋ 東習志野
乗務員室からみたＪＲ 関　大地 ユサブル 686.3ｾ 中央
美術館って、おもしろい！ モラヴィア美術館 河出書房新社 706.9ﾋ 中央

コンセプトが伝わるデザインのロジック
ＯＣＨＡＢＩ
Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ

ビー・エヌ・エヌ新社 727ｺ 中央

まねるだけで伝わるデザイン 深田　美千代 ダイヤモンド社 727ﾌ 谷津
はじめてでもきれいに書ける
ｉＰａｄレタリング

島野　真希 ビー・エヌ・エヌ新社 727.8ｼ 中央

コワ～イ、骨董品売買の裏話 細矢　隆男 ベストブック 756ﾎ 谷津
座り仕事の疲れがぜんぶとれる
コリほぐしストレッチ

なぁさん ダイヤモンド社 781ﾅ 谷津

翻訳家になるための７つのステップ 寺田　真理子 雷鳥社 801ﾃ 新習志野
新・時代小説が書きたい！ 鈴木　輝一郎 河出書房新社 901ｽ 新習志野
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