
書名 著者 出版社 所蔵館
専門学へのいざない 新里　卓 成文堂 002ｼ 新習志野
ＡＩエンジニアの実務と知識がこれ１冊で
しっかりわかる教科書

ＡＩエンジニア研究会 技術評論社 007ｴ 新習志野

ひとりではじめるコンテンツビジネス入門 山田　稔 つた書房 007ﾔ 東習志野
初心者からちゃんとしたプロになる
Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ基礎入門

おの　れいこ
エムディエヌ
コーポレーション

007.6ｵ 中央

キーワードで学ぶ最新情報トピックス 佐藤　義弘 日経ＢＰ 007.6ｷ21中央
ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔでかんたん！動画作成 澤崎　敏文 技術評論社 007.6ｻ 中央
図解まるわかりデータベースのしくみ 坂上　幸大 翔泳社 007.6ｻ 中央
基礎からわかるＣ＃ 西村　誠 シーアンドアール研究所 007.6ﾆ 中央
この１冊、ここまで読むか！ 鹿島　茂 祥伝社 019ｶ 新習志野
いま、子どもの本が売れる理由 飯田　一史 筑摩書房 023ｲ 東習志野
Ｎｅｗｓ　Ｄｉｅｔ ロルフ・ドベリ サンマーク出版 070.4ﾄ 中央
見抜く力　びびらない、騙されない。 佐藤　優 プレジデント社 159ｻ 東習志野
リーダーの「挫折力」 冨山　和彦 ＰＨＰ研究所 159ﾄ 東習志野
ハック大学式最強の仕事術 ぺそ ソシム 159ﾍ 新習志野
公図・不動産登記簿の読み方・調べ方 山本　芳治 ビジネス教育出版社 324.8ﾔ 中央
すぐに役立つ債権回収から継続取引、遺言、
信託まで改正対応公正証書のしくみと
実践書式集

森　公任 三修社 327.1ｽ 中央

倒産判例百選 松下　淳一 有斐閣 327.3ﾄ 中央
小さな会社のＳＤＧｓ実践の教科書 青柳　仁士 翔泳社 335ｱ 新習志野
一生食いっぱぐれないための
ひとりビジネスの基本

久道　さおり 総合法令出版 335ｸ 中央

日本一やさしい経営の教科書 小井土　まさひこ あさ出版 335ｺ 東習志野

ＥＳＧはやわかり 小平　龍四郎
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

335ｺ 谷津

図解はじめて学ぶみんなのビジネス ララ・ブライアン 晶文社 335ﾌ 谷津

ビジネス常識としての法律 堀　龍兒
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

335ﾎ 谷津

スタートアップとテクノロジーの世界地図 山本　康正 ダイヤモンド社 335ﾔ 東習志野

ルール・チェンジ
森・濱田松本
法律事務所

日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

335ﾙ 東習志野

今すぐ使えるかんたんＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｔｅａｍｓ リンクアップ 技術評論社 336ｲ 東習志野
今すぐ使えるかんたんテレワーク入門 リンクアップ 技術評論社 336ｲ 東習志野

実況！ビジネス力養成講義ファイナンス 石野　雄一
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

336ｲ 東習志野

３６５日ヒットのアイデア ビジネスアイデア総研 青春出版社 336ｻ 新習志野
中小企業のための社内研修の
効果的な進め方

高尾　英正 同文舘出版 336ﾀ 東習志野

４０歳でＧＡＦＡの部長に転職した僕が
２０代で学んだ思考法

寺澤　伸洋 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 336ﾃ 谷津

ワイズカンパニー 野中　郁次郎 東洋経済新報社 336ﾉ 東習志野
勘定科目と仕訳がこれ１冊でしっかりわかる本 樋渡　順 技術評論社 336ﾋ 谷津
すぐ動けない人のための時間割仕事術 藤井　孝一 朝日新聞出版 336ﾌ 新習志野
イチバンやさしい簿記入門 南　伸一 西東社 336ﾐ 新習志野
もし、部下が適応障害になったら 森下　克也 ＣＣＣメディアハウス 336ﾓ 新習志野
妄想する頭　思考する手 暦本　純一 祥伝社 336ﾓ 谷津
デジタルケイパビリティＤＸを成功に
導く組織能力

野村総合研究所 日経ＢＰ 336.1ﾃ 中央

データから真実を読み解くスキル 松本　健太郎 日経ＢＰ 350ﾏ 東習志野
未来を実装する 馬田　隆明 英治出版 360ｳ 新習志野

おじさんは、地味な資格で稼いでく。 佐藤　敦規
クロスメディア・
パブリッシング

366ｻ 谷津
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ヒューマンエラー防止の心理学 重森　雅嘉 日科技連出版社 366ｼ 東習志野
ハラスメント大全　それ、やってはいけない！ 野原　蓉子 青春出版社 366ﾊ 谷津
会社で泣き寝入りしない
ハラスメント防衛マニュアル

山田　真由子 徳間書店 366ﾔ 東習志野

データ分析の先生！文系の私に
超わかりやすく統計学を教えてください！

高橋　信 かんき出版 417ﾀ 東習志野

機械・電気の資格と仕事 梅方　久仁子 技術評論社 530ｳ 谷津
クラウド時代のネットワーク入門 大喜多　利哉 翔泳社 547ｵ 新習志野
「動画制作」プロの仕掛け５２ 鎮目　博道 日本実業出版社 547ｼ 東習志野

すべてわかるゼロトラスト大全
技術メディア局
クロスメディア編集部

日経ＢＰ 547.4ｽ 中央

ソニー半導体の奇跡 斎藤　端 東洋経済新報社 549ｻ 東習志野

電池の覇者 佐藤　登
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

572ｻ 東習志野

ビジネスの装いルール完全ＢＯＯＫ 世界文化社 589ﾋ 新習志野
自分の地域をつくる 菅原　和利 本の種出版 601ｽ 新習志野
農業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

窪田　新之助 技術評論社 612ｸ 新習志野

最新日本の農業図鑑 八木　宏典 ナツメ社 612.1ｻ 中央

チーズの教本
チーズプロフェッショナル
協会

チーズプロフェッショナ
ル協会

648ﾁ 新習志野

動物の看護師さん 保田　明恵 大月書店 649ﾔ 東習志野
ゼロからわかる電子契約の実務 鬼頭　政人 中央経済社 670ｷ 中央
おうちではじめるリモートビジネス入門 望月　高清 つた書房 670ﾓ 東習志野
不動産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

畑中　学 技術評論社 673ﾊ 新習志野

ステキな広告ジオラマ 情景師アラーキー 誠文堂新光社 674ｼ 東習志野
図形で魅せる広告レイアウトデザイン パイインターナショナル パイインターナショナル 674ｽ 東習志野
ＳＮＳマーケティング見るだけノート 坂本　翔 宝島社 675ｴ 東習志野
ＩＲ＜統合型リゾート＞がわかる
厳選キーワード５００

谷岡　辰郎 自由国民社 689ﾀ 東習志野

石岡瑛子　血が、汗が、涙がデザインできるか 石岡　瑛子 小学館 727.0ｲ 中央
デザイン大全 尾沢　早飛 ＳＢクリエイティブ 727ｵ 新習志野
ＣＯＬＯＲ　ＤＥＳＩＧＮ　カラー別配色デザインブック ｉｎｇｅｃｔａｒ‐ｅ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 757ｲ 谷津
音楽が未来を連れてくる 榎本　幹朗 ＤＵ　ＢＯＯＫＳ 760.9ｴ 中央
周りの９割が味方に変わる話し方 浅沼　道郎 みらいパブリッシング 809ｱ 新習志野
オンラインで仕事が変わる、組織が変わる、
学びが変わる

香取　一昭
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

809ｶ 新習志野

あなたの「声」と「滑舌」がどんどんよくなる本 藤野　良孝 青春出版社 809ﾌ 谷津
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