
書名 著者 出版社 所蔵館
パソコン仕事最速操作完全ガイド 鈴木　眞里子 日経ＢＰ 007ｽ 谷津
ＩＴ用語図鑑　エンジニア編 増井　敏克 翔泳社 007ﾏ 新習志野
「やめる」という選択 澤　円 日経ＢＰ 159ｻ 谷津
世界を知る１０１の言葉 マンディープ・ライ 飛鳥新社 302ﾗ 谷津
＜教養＞としての国際問題入門 島村　直幸 一藝社 319ｼ 谷津
感染症と経営 清水　剛 中央経済社 335ｼ 谷津
会社がなくなる！ 丹羽　宇一郎 講談社 335ﾆ 新習志野
最新独占禁止法・景表法・下請法 岩崎　崇 三修社 335.5ｻ 中央

企業価値経営 伊藤　邦雄
日経ＢＰ日本経済新聞

出版本部
336ｲ 新習志野

プロジェクトマネジメントの基本が

面白いほど身につく本
伊藤　大輔 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 336ｲ 中央

恐れのない組織
エイミー・Ｃ．

エドモンドソン
英治出版 336ｴ 谷津

外国人の部下を持ったら読む本 岡　晴雄 セルバ出版 336ｵ 新習志野
よけいなひと言を好かれるセリフに変える

働く人のための言いかえ図鑑
大野　萌子 サンマーク出版 336ｵ 東習志野

オンラインシフトの教科書 木村　博史 ＷＡＶＥ出版 336ｷ 中央
使う！ロジカル・シンキング 久保田　康司 日本実業出版社 336ｸ 谷津

システムを作らせる技術 白川　克
日経ＢＰ日本経済新聞

出版本部
336ｼ 東習志野

図解いちばんやさしく丁寧に書いた

法人税申告の本
須田　邦裕 成美堂出版 336ｽ22 中央　谷津

小さな会社の給与計算と社会保険の

事務がわかる本
池本　修 成美堂出版 336ﾁ21 東習志野

何でそれに決めたの？ 而二不二 総合法令出版 336ﾆ 谷津
はじめて学ぶ会計・ファイナンス 中井　透 中央経済社 336ﾊ 谷津
テレワークの働き方を変える

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｔｅａｍｓ完全ガイド
松下　典子 インプレス 336ﾏ 谷津

破壊的イノベーションの起こし方 松本　勝 東洋経済新報社 336ﾏ 谷津
課長２．０ 前田　鎌利 ダイヤモンド社 336ﾏ 谷津
フェルミ推定の技術 高松　智史 ソシム 336.1ﾀ 中央
サスティナブル・コーチング 合力　知工 同友館 336.4ｺ 中央
人材マネジメント用語図鑑 伊達　洋駆 ソシム 336.4ﾀ 中央
最新コーポレートファイナンスの

基本と実践がよ～くわかる本
松田　千恵子 秀和システム 336.8ﾏ 中央

統計データの落とし穴 ピーター・シュライバー ニュートンプレス 350ｼ 谷津
「ねえ、私の話聞いてる？」と言われない

「聴く力」の強化書
岩松　正史 自由国民社 361ｲ 谷津

あなたにもある無意識の偏見 北村　英哉 河出書房新社 361ｷ 新習志野
差別はたいてい悪意のない人がする キム　ジヘ 大月書店 361ｷ 新習志野
スタンフォードの権力のレッスン デボラ・グルーンフェルド ダイヤモンド社 361ｸ 谷津
生き抜くためのメディア読解 小林　真大 笠間書院 361ｺ 新習志野
ＬＩＳＴＥＮ ケイト・マーフィ 日経ＢＰ 361.4ﾏ 中央
超初心者でも稼げる在宅ワークの始め方 野川　ともみ あさ出版 366ﾉ 東習志野
ワーキングマザーで行こう！ 原田　諭貴子 みらいパブリッシング 366ﾊ 移動
普通の会社員のための超副業力 森　新 ＣＣＣメディアハウス 366ﾓ 新習志野
知らないと損をする男の礼儀作法 諏内　えみ ＳＢクリエイティブ 385.9ｽ 中央
アカデミアを離れてみたら 岩波書店編集部 岩波書店 407ｱ 中央
地図リテラシー入門 羽田　康祐 ベレ出版 448ﾊ 新習志野
ＧＩＳ地理情報システム 矢野　桂司 創元社 448ﾔ 谷津

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
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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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