
書名 著者 出版社 所蔵館
今すぐ使えるかんたんＥｘｃｅｌ文書作成
完全（コンプリート）ガイドブック
困った解決＆便利技

稲村　暢子 技術評論社 007ｲ 東習志野

ビジネスで役立つＩＴ用語が
これ１冊でしっかりわかる本

小宮　紳一 技術評論社 007ｺ 中央

情報セキュリティの技術と対策が
これ１冊でしっかりわかる教科書

中村　行宏 技術評論社 007ｼ 新習志野

オンライン講座の教科書 渋谷　文武 信長出版 007.3ｼ 中央
最新コンテンツ業界の動向とカラクリが
よくわかる本

中野　明 秀和システム 007.3ﾅ 中央

教養脳　自分を鍛える最強の１０冊 福田　和也 文藝春秋 019ﾌ 谷津
ワーママはるのライフシフト習慣術 尾石　晴 フォレスト出版 159ｵ 東習志野
人生、降りた方がいいことがいっぱいある 清水　克彦 青春出版社 159ｼ 谷津
考える経営学 中川　功一 有斐閣 335ｶ 新習志野

フリーランス六法
フリーランスの働き方
研究会

青春出版社 335ﾌ 中央

アカン！ＤＸ 木村　岳史 日経ＢＰ 336ｷ 谷津

リフレクション 熊平　美香
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

336ｸ 谷津

ドイツ人はなぜ、毎日出社しなくても
世界一成果を出せるのか

熊谷　徹 ＳＢクリエイティブ 336ｸ 東習志野

１０万人のデータから導き出した
上司へのすごい伝え方

斉藤　由美子 秀和システム 336ｻ 谷津

ジョブ型雇用はやわかり マーサージャパン
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

336ｼ 谷津

仕事を教えることになったら読む本 濱田　秀彦 アルク 336ﾊ 新習志野
現代経営情報論 遠山　曉 有斐閣 336.1ｹ 中央
定年後再雇用者の同一労働同一賃金と
７０歳雇用等への対応実務

川嶋　英明 日本法令 336.4ｶ 中央

ストレス０の雑談 井上　智介 ＳＢクリエイティブ 361ｲ 東習志野
超一流の話し方見るだけノート 野口　敏 宝島社 361ﾁ 新習志野
だから、あの人は嫌われる 吉原　珠央 幻冬舎 361ﾖ 東習志野
図解わかる会社をやめるときの
手続きのすべて

中尾　幸村 新星出版社 364ﾅ21 新習志野

マンション管理の知識 マンション管理センター マンション管理センター 365ﾏ21 新習志野
元人気マンガ家のマンション管理人の日常 元人気マンガ家Ｔ 興陽館 365.3ﾓ 中央
「こだわりさん」が強みを活かして
働けるようになる本

銀河 扶桑社 366ｷ 谷津

仕事だいじょうぶの本 北岡　祐子 ペンコム 366ｷ 新習志野
図解わかる労働基準法 荘司　芳樹 新星出版社 366ｼ21 新習志野
仕事のカタログ 自由国民社 366ｼ22 新習志野
転職２．０ 村上　臣 ＳＢクリエイティブ 366.2ﾑ 中央
図解よくわかる労働安全衛生法 木村　嘉勝 労働調査会 366.3ｷ 中央
トークいらずの営業術 メンタリストＤａｉＧｏ リベラル社 B673ﾀ 谷津
理系女性の人生設計ガイド 大隅　典子 講談社 407ﾘ 谷津
絵と図でわかるデータサイエンス 上藤　一郎 技術評論社 417ｳ 東習志野
「会社がしんどい」をなくす本 奥田　弘美 日経ＢＰ 498ｵ 東習志野
はじめてでもよくわかる！図面の描き方 飯島　晃良 成美堂出版 501ｲ 谷津
ＣＡＤが一番わかる 大高　敏男 技術評論社 501.8ｷ 中央
よくわかる測量 海津　優 ユーキャン学び出版 512ｶ 中央
建築家として生きる 松村　淳 晃洋書房 520.9ﾏ 中央
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完全図解電気の基礎と実務 大浜　庄司 日本実業出版社 540ｵ 中央
今すぐ使えるかんたんＪｉｍｄｏ 門脇　香奈子 技術評論社 547ｶ 東習志野
この一冊で全部わかる
Ｗｅｂ制作と運用の基本

小出　修平 ＳＢクリエイティブ 547ｺ 谷津

Ｗｅｂデザインの新しい教科書 こもり　まさあき
エムディエヌ
コーポレーション

547ｺ 東習志野

よくわかる最新シーケンス制御と
回路図の基本

武永　行正 秀和システム 548.3ﾀ 中央

よ～くわかる最新電子回路の基本としくみ 石川　洋平 秀和システム 549.3ｲ 中央
なぜ、おばちゃん社長は価値ゼロの会社を
１００億円で売却できたのか

平　美都江 ダイヤモンド社 566ﾀ 谷津

プレス加工が一番わかる 小渡　邦昭 技術評論社 566.5ｺ 中央

ＮＥＶＥＲ　ＳＴＯＰ フィリップ・コトラー
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

578ｺ 東習志野

アパレル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

たかぎ　こういち 技術評論社 589ﾀ 新習志野

アート思考のものづくり 延岡　健太郎
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

675ﾉ 谷津

物流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

ロジ・ソリューション
株式会社

技術評論社 681ﾌ 新習志野

印刷・紙もの、工場見学記
デザインのひきだし
編集部

グラフィック社 749ｲ 新習志野

ドラマスタイリストという仕事 西　ゆり子 光文社 778ﾆ 東習志野
そのまま使えるオンラインの
“場づくり”アイデア帳

ワークショップ探検部 翔泳社 809.6ｿ 中央

生き残る作家、生き残れない作家 冲方　丁 早川書房 901ｳ 谷津
日々翻訳ざんげ 田口　俊樹 本の雑誌社 904ﾀｸ 中央
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