
書名 著者 出版社 所蔵館
中国オンラインビジネスモデル図鑑 王　沁 かんき出版 007ｵ 谷津

ボイステック革命 緒方　憲太郎
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

007ｵ 谷津

現場で使えるＷｅｂ編集の教科書 ｗｉｔｈｎｅｗｓ 朝日新聞出版 007ｹ 谷津
はじめての機械学習 田口　善弘 講談社 007ﾀ 谷津

個人情報保護法の知識 岡村　久道
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

316ｵ 谷津

コロナ後を生きる逆転戦略 河合　雅司 文藝春秋 332.1ｶ 中央
誰でも年収１０００万円を実現できる
“ひとり起業術”

中尾　隼人 アルファポリス 335ﾅ 新習志野

６０分でわかる！ＥＳＧ超入門 バウンド 技術評論社 335.1ﾛ 中央
世界最速ビジネスモデル 井上　達彦 日経ＢＰ 335.2ｲ 中央

マッキンゼー式人を動かす話し方 赤羽　雄二
クロスメディア・
パブリッシング

336ｱ 谷津

今すぐ使えるかんたんＺｏｏｍ＆
ＭｉｃｒｏｓｏｆｔＴｅａｍｓがこれ１冊で
マスターできる本

マイカ 技術評論社 336ｲ 東習志野

きちんと伝える全技術 唐沢　明 主婦の友社 336ｶ 谷津
世界最先端８社の大戦略 田中　道昭 日経ＢＰ 336ﾀ 東習志野
ＤＸ経営図鑑 金澤　一央 アルク 336ﾃ 谷津

できるＰｏｗｅｒ　Ａｕｔｏｍａｔｅ　Ｄｅｓｋｔｏｐ あーちゃん インプレス 336ﾃ
新習志野
中央

パーパス経営 名和　高司 東洋経済新報社 336ﾅ 東習志野
経営のイロハをＤＸ化する
「開発しないシステム」導入のポイント

広川　敬祐 中央経済社 336ﾋ 新習志野

ビジネスマナーの解剖図鑑 北條　久美子 エクスナレッジ 336ﾎ 谷津

ビジネススキル図鑑 堀　公俊
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

336ﾎ 谷津

社内プレゼンの質疑応答術 前田　鎌利 すばる舎 336ﾏ 東習志野
その気遣い、むしろ無礼になってます！ 三上　ナナエ すばる舎 336ﾐ 新習志野
ＣＩＳＯハンドブック 高橋　正和 技術評論社 336.1ｼ 中央
データ戦略と法律 中崎　隆 日経ＢＰ 336.1ﾃ 中央
失敗しないＤＸ企画４８のネタ！ 三浦　一大 プレジデント社 336.1ﾐ 中央
入社１年目から差がつく問題解決練習帳 グロービス 東洋経済新報社 336.2ﾆ 中央
説明の一流、二流、三流 桐生　稔 明日香出版社 336.4ｷ 中央
即！ビジネスで使える新聞記者式伝わる文章術 白鳥　和生 ＣＣＣメディアハウス 336.5ｼ 中央
超報復力 メンタリストＤａｉＧｏ ＰＨＰ研究所 361ﾀ 谷津
精神科医Ｔｏｍｙの言いたいことが
ラクに伝わる３５の方法

精神科医Ｔｏｍｙ 大和出版 361ﾄ 新習志野

環境社会学入門 長谷川　公一 筑摩書房 361.7ﾊ 中央
資格取り方選び方全ガイド 高橋書店編集部 高橋書店 366ｼ23 新習志野
自由にはたらく副業アイデア事典 中野　貴利人 ＳＢクリエイティブ 366ﾅ 東習志野
すぐに役立つ泣き寝入り無用！
職場のトラブルをめぐる法律問題と
実践解決書式

森　公任 三修社 366.1ｽ 中央

文系のための統計学入門 河口　洋行 日本評論社 417ｶ 谷津

「誤差」「大間違い」「ウソ」を見分ける統計学
デイヴィッド・
サルツブルグ

共立出版 417ｻ 谷津

フライトナースの秘密 菱沼　秀一 彩流社 492ﾋ 東習志野
発明は改造する、人類を。 アイニッサ・ラミレズ 柏書房 502ﾗ 谷津
１８歳からはじめる知的財産法 大石　玄 法律文化社 507ｼ 谷津
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最新生産工場のＤＸ
＜デジタルトランスフォーメーション＞が
よ～くわかる本

山口　俊之 秀和システム 509.5ﾔ 中央

土木技術者のための建設材料の基本と仕組み 五十畑　弘 秀和システム 511.4ｲ 中央
現場で役立つ旋盤加工の基本と実技 石田　正治 秀和システム 532.1ｲ 中央
人類がもっと遠い宇宙へ行くための
ロケット入門

小泉　宏之 インプレス 538ｺ 新習志野

今すぐ使えるかんたんＷｉ‐Ｆｉ＆自宅ＬＡＮ完全
（コンプリート）ガイドブック困った解決＆便利技

芹澤　正芳 技術評論社 547ｲ 東習志野

最前線で働く人に聞く日本一わかりやすい５Ｇ 中村　尚樹 プレジデント社 547ﾅ 新習志野
最新半導体業界の動向とカラクリが
よ～くわかる本

センス・アンド・フォース 秀和システム 549.8ｻ 中央

最新金属の基本がわかる事典 田中　和明 秀和システム 560ﾀ 中央
チャイニーズ・タイプライター トーマス・Ｓ．マラニー 中央公論新社 582.3ﾏ 中央
「あなたから買いたい」と言われる
超★営業思考

金沢　景敏 ダイヤモンド社 673ｶ 谷津

一生役立つ「伝わる」デザインの考え方 細山田デザイン事務所 ナツメ社 674ｲ 東習志野
Ａｎｄｒｏｉｄアプリ開発の教科書 齊藤　新三 翔泳社 694ｻ 東習志野
テレビ・ドキュメンタリーの真髄 小黒　純 藤原書店 699ﾃ 谷津

Ｐｒｅｍｉｅｒｅ　Ｐｒｏ誰でも入門 市井　義彦
エムディエヌ
コーポレーション

746ｲ 谷津

経済はロックに学べ！ アラン・Ｂ．クルーガー ダイヤモンド社 760.9ｸ 中央図書館
ついスマホに頼ってしまう人のための
日本語入門

堀田　あけみ ナカニシヤ出版 810ﾎ 東習志野

超ライティング大全 東　香名子 プレジデント社 816ｱ 東習志野
「育ちのいい人」が使っている
添えるだけの１行文

井垣　利英 ＰＨＰ研究所 816ｲ 谷津

ロジカルな文章の書き方超入門 別所　栄吾
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

816ﾍ 谷津
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