
書名 著者 出版社 所蔵館
暗号と認証のしくみと理論がこれ１冊で
しっかりわかる教科書

光成　滋生 技術評論社 007ﾐ 新習志野

オンライン自宅教室起業バイブル 高橋　貴子 産業能率大学出版部 007.3ﾀ 中央

１０年後に活きる人脈のつくり方 河上　純二
日本能率協会
マネジメントセンター

159ｶ 東習志野

すべてはノートからはじまる 倉下　忠憲 星海社 159ｸ 谷津
会社法判例百選 神作　裕之 有斐閣 325.2ｶ 中央
事業再編・Ｍ＆Ａ＜合併・会社分割・事業譲渡＞
の法律と手続き

岩崎　崇 三修社 325.2ｼ 中央

日本“式”経営の逆襲 岩尾　俊兵
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

335ｲ 東習志野

ビジョナリー・カンパニーＺＥＲＯ ジム・コリンズ 日経ＢＰ 335ｺ 中央
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21 新習志野
コンプライアンスのすべて 中島　茂 第一法規 335.1ﾅ 中央
Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　３６５＆Ｔｅａｍｓ徹底活用ガイド 天野　貴之 日経ＢＰ 336ｱ 谷津
失敗の殿堂 ポール・ルイ・イスケ 東洋経済新報社 336ｲ 谷津
プロセスエコノミー 尾原　和啓 幻冬舎 336ｵ 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21 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21 新習志野
仕事にあふれるムダを見つけてなくす方法！ はざま　悟 明日香出版社 336ﾊ 東習志野
はじめてでもわかる簿記と経理の仕事 渋田　貴正 成美堂出版 336ﾊ21 谷津
最新プライバシー情報マネジメント
ＩＳＯ２７７０１認証のすべてがよ～くわかる本

打川　和男 秀和システム 336.1ｳ 中央

図解経理の基本と実務がわかる事典 武田　守 三修社 336.9ｽ 中央
海外Ｍ＆Ａ新結合の経営戦略 松本　茂 東洋経済新報社 338.9ﾏ 中央
繊細な人鈍感な人 五百田　達成 ＰＨＰ研究所 361ｲ 東習志野
予測不能の時代 矢野　和男 草思社 361ﾔ 谷津
ジョブ型雇用社会とは何か 濱口　桂一郎 岩波書店 366.0ﾊ 中央
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21 中央
ＧＲＥＡＴ　ＢＲＥＡＫＴＨＲＯＵＧＨＳ
科学技術大事典

ロバート・スネッデン ニュートンプレス 402ｽ 谷津

最新電力・ガス業界の動向とカラクリが
よ～くわかる本

本橋　恵一 秀和システム 540.9ﾓ 中央

Ｗｅｂ技術がこれ１冊でしっかりわかる教科書 鶴長　鎮一 技術評論社 547ﾂ 新習志野

できるＺｏｏｍ 法林　岳之 インプレス 547ﾃ
新習志野
中央

優しいロボット 松井　龍哉 大和書房 548ﾏ 新習志野
化粧品業界のしくみと仕事がこれ１冊で
しっかりわかる教科書

廣瀬　知砂子 技術評論社 576ﾋ 新習志野

Ｔｈｅ　Ｗｏｒｌｄ　ｏｆ　ＡＲＡＭＡＳＡ 三才ブックス 588.5ｻ 中央

発酵食品の歴史
クリスティーン・ボーム
ガースバー

原書房 588.5ﾎ 中央

ビジネスで１番よく使う中国語Ｅメール＆ＳＮＳ ＣＣアカデミー Ｊリサーチ出版 670.9ﾋ 中央
心ゆさぶる広告コピー 岩崎　亜矢 パイインターナショナル 674ｺ 谷津
ぜんぶ教えます！ぞのさんっ動画術 ぞのさんっ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 746ｿ 東習志野
今すぐ使えるかんたんｉＭｏｖｉｅ動画編集入門 山本　浩司 技術評論社 746ﾔ 東習志野
校正のこころ 大西　寿男 創元社 749ｵ 谷津
１秒で心をつかめ。 魚住　りえ ＳＢクリエイティブ 809ｳ 東習志野
知的文章術入門 黒木　登志夫 岩波書店 816ｸ 中央

短くても伝わる文章の書き方 白藍塾
日本能率協会マネジメ
ントセンター

816ﾐ 新習志野

ＧＩＳ地理情報システム 矢野　桂司 創元社 448ﾔ 谷津
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令和3年１０月受入図書

不老不死ビジネス チップ・ウォルター
日経ナショナルジオグラ
フィック社

491.3ｳ 中央

脱炭素革命への挑戦 堅達　京子 山と溪谷社 501.6ﾀ 中央
コンヴィヴィアル・テクノロジー 緒方　壽人 ビー・エヌ・エヌ 504ｵ 中央
これからのインフラ開発 徳永　達己 弘文堂 510ｺ 新習志野
ごみ収集とまちづくり 藤井　誠一郎 朝日新聞出版 518.5ﾌ 中央

Ａｐｐｌｅ　Ｃａｒ
日本経済新聞・日経クロ
ステック合同取材班

日経ＢＰ 537.0ｱ 中央

きちんと知りたい！
電気自動車用パワーユニットの必須知識

高根　英幸 日刊工業新聞社 537.2ﾀ 中央

トコトンやさしい電気自動車の本 廣田　幸嗣 日刊工業新聞社 537.2ﾋ 中央

ソニー再生 平井　一夫
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

540ﾋ 東習志野

カルティエ最強のブランド創造経営 長沢　伸也 東洋経済新報社 589ﾅ 谷津
高くても売れる！
ハンドメイド作家ブランド作りの教科書

マツド　アケミ 同文舘出版 594ﾏ 中央

会社四季報業界地図 東洋経済新報社 東洋経済新報社 602ｶ22 東習志野

日経業界地図 日本経済新聞社
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

602.1ﾆ22 中央

図解知識ゼロからの現代漁業入門 濱田　武士 家の光協会 662.1ｽ 中央
年３４日だけの洋品店 井形　慶子 集英社 673ｲ 谷津

月収＋１０万円こっそり副業術 土谷　愛
日本能率協会マネジメン
トセンター

673ﾂ 新習志野

小売業界のしくみとビジネスが
これ１冊でしっかりわかる教科書

中井　彰人 技術評論社 673ﾅ 新習志野

営業の新ＰＤＣＡ大全 藤本　篤志 ダイヤモンド社 673ﾌ 谷津
Ｉｎｓｔａｇｒａｍあたらしい商品写真のレシピ 綾 玄光社 674ｲ 東習志野

ロゴデザのきほん
センドポインツ・
パブリッシング

グラフィック社 674ﾛ 新習志野

これからを考えるデジタルマーケティングの教室 押切　孝雄 マイナビ出版 675ｵ 谷津
良いＦＡＱの書き方 樋口　恵一郎 技術評論社 675ﾋ 中央
国際ビジネス用語事典 国際商取引学会 中央経済社 678ｺ 谷津
世界ピクト図鑑 児山　啓一 ビー・エヌ・エヌ 727ｺ 東習志野
最新映画産業の動向とカラクリがよ～くわかる本 中村　恵二 秀和システム 778.0ﾅ 中央
ことばの言いかえ見るだけノート 櫻井　弘 宝島社 809ｻ 新習志野
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