
書名 著者 出版社 所蔵館
働き方完全無双 ひろゆき 大和書房 B159ﾆ 谷津
だれにでもわかるＮＦＴの解説書 足立　明穂 ライブ・パブリッシング 007ｱ 谷津
教養としてのデジタル講義 ハル・アベルソン 日経ＢＰ 007ｷ 新習志野
見るだけＩＴ用語図鑑２７８ 草野　俊彦 ＳＢクリエイティブ 007ｸ 東習志野
監視資本主義 ショシャナ・ズボフ 東洋経済新報社 007ｽ 谷津
ＩｏＴモノのインターネット 高安　篤史 創元社 007ﾀ 谷津
ベストセラーに学ぶ最強の教養 佐藤　優 文藝春秋 019ｻ 新習志野
観察力の鍛え方 佐渡島　庸平 ＳＢクリエイティブ 141ｻ 東習志野
「売れる個人」のつくり方 安藤　美冬 Ｃｌｏｖｅｒ出版 159ｱ 谷津
ＬＩＦＥ　ＳＨＩＦＴ　２ アンドリュー・スコット 東洋経済新報社 159ｸ2 谷津
損をしない人の考え方 権藤　優希 きずな出版 159ｺ 東習志野
人生を大きく切り拓くチャンスに気がつく生き方 千田　琢哉 かや書房 159ｾ 東習志野
一流の人だけが知っている、他人には絶対に
教えないこの世界のルール。

千田　琢哉 清談社Ｐｕｂｌｉｃｏ 159ｾ
新習志野
谷津

世界の「頭のいい人」がやっていることを
１冊にまとめてみた

中野　信子 アスコム 159ﾅ 新習志野

起業のすすめ 佐々木　紀彦 文藝春秋 335ｻ 新習志野
本当に賢い会社のたたみ方 花本　明宏 ぱる出版 335ﾊ 東習志野
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ　ＳＴＡＣＫ ジム・マッケルビー 東洋館出版社 335ﾏ 中央
中学生にもわかる
会社の創り方・拡げ方・売り方

宮嵜　太郎
クロスメディア・
パブリッシング

335ﾐ 新習志野

アジアのビジネスモデル 村山　宏
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

335ﾑ 谷津

仕事はかどり図鑑 河西　紀明
エムディエヌ
コーポレーション

336ｶ 谷津

資料作成＆プレゼン大全 亀谷　誠一郎 大和出版 336ｶ 新習志野
“プロジェクト会議”成功の技法 後藤　洋平 翔泳社 336ｺ 新習志野

ルポ日本のＤＸ最前線 酒井　真弓
集英社
インターナショナル

336ｻ 東習志野

賢い人がなぜ決断を誤るのか？ オリヴィエ・シボニー 日経ＢＰ 336ｼ 谷津
トッププレゼンターが教える
「企画書とプレゼン」実践講座

須藤　亮 日本実業出版社 336ｽ 谷津

大企業ハック大全 ＯＮＥ　ＪＡＰＡＮ ダイヤモンド社 336ﾀ 谷津
図解まるわかりＤＸのしくみ 西村　泰洋 翔泳社 336ﾆ 谷津
働き方のデジタルシフト 村上　智之 技術評論社 336ﾊ 谷津
図解労務管理の基本と実務がわかる事典 森島　大吾 三修社 336.4ｽ 中央
たかが会計 福井　義高 中央経済社 336.9ﾌ 中央

自分の＜ことば＞をつくる 細川　英雄
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

361ﾎ 新習志野

行列のできるインタビュアーの聞く技術 宮本　恵理子 ダイヤモンド社 361ﾐ 新習志野
なぜあなたは自分の「偏見」に気づけないのか ハワード・Ｊ．ロス 原書房 361.4ﾛ 中央
陸上自衛隊「職種」で見る任務と能力 ホビージャパン 396ﾘ 谷津
世界を変える１００の技術 日経ＢＰ 日経ＢＰ 504ｾ 新習志野
全図解メーカーの仕事 山口　雄大 ダイヤモンド社 509.5ｾ 中央
最新５Ｓの基本と実践がよ～くわかる本 石川　秀人 秀和システム 509.6ｲ 中央
よくわかる最新機械工学の基本と仕組み 小峯　龍男 秀和システム 530ｺ 中央
世界の宇宙ビジネス法 小塚　荘一郎 商事法務 538.9ｾ 中央
日本宇宙開発夜話 稲田　伊彦 東京図書出版 538.9ﾆ 中央

バーチャル・リアリティ百科
インディラ・
トゥーヴェニン

原書房 548ﾄ 中央

電子工作の素 後閑　哲也 技術評論社 549ｺ 谷津
ＳＤＧｓ時代の食・環境問題入門 吉積　巳貴 昭和堂 611.3ｴ 中央
週末猟師　ジビエ・地域貢献・起業 原田　祐介 徳間書店 659ﾊ 東習志野
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令和3年１1月受入図書

地魚は今…ルポ漁 山城　滋 弦書房 662ﾔ 新習志野
Ｓａｌｅｓ　ｉｓ 今井　晶也 扶桑社 673ｲ 谷津
お客様に嫌がられる接客喜ばれる接客 平山　枝美 日本実業出版社 673ﾋ 新習志野
最新リース取引の基本と仕組みが
よ～くわかる本

加藤　建治 秀和システム 673.9ｶ 中央

「Ａ４」１枚チラシで今すぐ売上を
あげるすごい方法

岡本　達彦 ダイヤモンド社 674ｵ 谷津

はじめてのネット広告 船井総合研究所 同文舘出版 674.6ﾊ 中央
サービス・マーケティング 黒岩　健一郎 有斐閣 675ｸ 新習志野
世界「失敗」製品図鑑 荒木　博行 日経ＢＰ 675.3ｱ 中央
アフリカからアートを売り込む 柳沢　史明 水声社 702ｱ 谷津

通訳の仕事始め方・続け方
通訳・翻訳ジャーナル
編集部

イカロス出版 801ﾂ 谷津
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